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【博物館あれこれ】「古文書のおはなし」（後編） 

前回は、古文書をよむことについて書きました。古文書をよめるということは、歴史研究

において当たり前ですが大切なことです。 

今回は、古文書を研究する学問についてのお話です。この学問を「古文書学」といいます。 

「古文書」とついているので昔から日本にあった学問という感じをうけますが、学問として

の古文書学は明治以降に日本へ入ってきました。もともとはヨーロッパ発祥の学問で、法律

学の補助学として発展してきました。これは利権争いの証拠となる古文書や古記録の真偽の

鑑別をする必要が生じてきたためです。その後、保存された古文書の整理や公開も行われ、

古文書学が発展していくことになります。 

日本においても、学問としての古文書学はありませんでしたが、やはりヨーロッパと同様、

土地の利権等を争う際には証拠として書類が必要であり、その書類の真偽を確認することは

行われていました。 

では、学問としての古文書学とはどのようなものか、なかなか簡単には説明できません。 

本屋さんへ行くと歴史の専門書コーナーに 1 冊、場合によっては複数冊の概説書が並んでい

ることもあります。日々研究も進んでいます。ちょっと専門用語を使って恐縮ですが、簡単

に解説をすると…。 

古文書学とは古文書の定義からはじまり、料紙（「りょうし」とよみます。書かれている紙

のこと）や封の仕方、例文（「れいぶん」とよみます。各時代の古文書におけるきまり文句の

ことなど）、あと花押（「かおう」とよみます。署名にあるサインみたいなもの）などなど、

対象とする古文書の真贋、時代的なものやその評価にいたるまで多角的な視点で古文書をと

らえるものです。 
歴史研究というのは、ある種、証拠を集めて検証していく学問です。ある事柄に対して、

その証拠が正しいかどうか、どのように解釈するべきかを入念に検討して結論を導き出しま

す。このように、古文書学は歴史学の補助的なものではなく、歴史研究に必要な学問になっ

ています。 

古文書のお話はこれで終わりですが、古文書をよむことも古文書学もなれれば楽しくなっ

てきます。ここで書ききれなかったことはたくさんありますが、つづきは古文書学習会で…。 

・橘守部愛用「豆斑硯」 ・「〔兎づくし 相撲〕」錦絵 ・「志ん板 猫のそばや」錦絵 

・栗田真秀画「猩猩図」 ・栗田真秀画「古狸観月図」 ・水谷立仙画「お多福図」 
・水谷立仙画「寒念仏図」・水谷立仙画「福禄寿」 

・有節萬古 色絵オランダ写花瓶 ・『〔絵付手本〕』 ・古萬古 鉄絵鯱文茶碗 
・有節萬古型資料土型 

・有節萬古 色絵松竹梅文片口鉢 ・有節萬古 松竹梅文重箱 
・有節萬古ヵ 梅菊絵酒器 



図書館の資料は町民の皆様の貴重な財産です。大切に扱ってください。

・資料を借りるときは必ず貸出手続きを済ませてください。

無断持ち出しは絶対にしないで下さい。

・次に読みたい方が待っていますので、返却期限は必ず守ってください。
・資料への書き込みや切り取り等は絶対にしないで下さい。

・資料を紛失・破損または汚損したときは速やかに図書館に届けてください。
（状態によっては弁償していただく場合もあります。）

・図書カードはなくさないように大切に保管してください。
・図書カードの貸し借りはしないで下さい。

お
ね
が
い

６月８日（土）・２２日（土）

１５：００～１５：３０

場所：おはなしの部屋

紙芝居や本の読み聞かせを行います。

子どもだけの参加も OK

６月６日（木）～８月８日（木）

場所：エントランス

日本全国の観光パンフレットを集めました。

楽しい夏休みの計画を立てるのに、ぜひご活用ください。

６月１２日（水）・２６日（水）

１５：００～１５：３０

赤ちゃんと一緒に図書館をお楽しみください。

図書館で絵本の読み聞かせ（おはなし会）を行っています。

活動日・・・第２・第４土曜日

赤ちゃんに読み聞かせをしていただける方を募集しています。

活動日・・・奇数月第４水曜日、７・８ヶ月児健康相談日

図書館で昔話などを語る活動をしています。こどもたちにおはなしの世

界をいっしょに届けてみませんか。

活動日・・・５・８・１１・２月の第３日曜日（他にも活動日あり）



書名 著者名 出版社 分野
るるぶモルディブ　２０１９ JTBパブリッシング 旅行

アイルランドを知るための７０章 海老島 均 明石書店 社会

アルバイトから学ぶ仕事入門 佐野 薫 中央経済社 社会

世にも危険な医療の世界史 リディア・ケイン 文藝春秋 医学

トコトンやさしい宇宙ロケットの本 的川 泰宣 日刊工業新聞社 宇宙開発

むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳 碧人 双葉社 小説

転生 笹本 稜平 双葉社 小説

落花 澤田 瞳子 中央公論新社 小説

余物語 西尾 維新 講談社 小説

検事の信義 柚月 裕子 KADOKAWA 小説

上野千鶴子のサバイバル語録 上野 千鶴子 文藝春秋 エッセイ

思わず考えちゃう ヨシタケ シンスケ 新潮社 エッセイ

書名 著者名 出版社 分野
ビジュアル日本の服装の歴史２　鎌倉時代～江戸時代 増田 美子 ゆまに書房 歴史

大人になってこまらないマンガで身につく正しい姿勢で元気な体 野井 真吾 金の星社 からだ

おしりたんてい かいとうとねらわれたはなよめ トロル ポプラ社 小説

おしりたんてい カレーなるじけん トロル ポプラ社 小説

おばあちゃんのアラッ？ 池田 蔵人 少年写真新聞社 絵本

とりづくし 石井 聖岳 鈴木出版 絵本

いないいないばあさん 佐々木 マキ 偕成社 絵本

ねむねむごろん たなか しん KADOKAWA 絵本

せんせい 長 新太 福音館書店 絵本

めのはなし 堀内 誠一 福音館書店 絵本

むかしのしょうぼういまのしょうぼう 山本 忠敬 福音館書店 絵本

６月７日から一カ月間、フランスでFIFA女子ワールドカップが開催されます。現地へ行って応援すると

いうのは、なかなか難しいかと思います。なので、フランスよりずっと近いあさひライブラリーで、フランス

に行った気分に浸るというのはいかがでしょうか？たくさんのフランスの本を集めてお待ちしていますの

で、ぜひ図書館までご来館ください。

「フランス伯爵夫人に学ぶ

美しく、上質に暮らす４５のルール」

掃除や料理など普段の生活に伯爵夫人の生

活を取り入れてみませんか？

ドメストル美紀／著

ディスカヴァー・トゥエンティワン

「世界各地のくらし１２ フランスのくらし」

食事やスポーツ、歴史などフランスのこと

が幅広く載っています。フランスはどういう

国なのか、この本で学んでみましょう。

福生 武／文・写真

ポプラ社



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

7月のカレンダー6月のカレンダー

７月２日（火）・３１日(水）は月末整理のため、図書館、博物館ともに休館いたします。何卒ご了承ください。

◎土・日曜日・夏休みは視聴覚室を学習室として開放します。
（行事等により利用できない場合もありますのでご了承ください）
開放時間：9：00～16：45まで 発行／朝日町教育文化施設 ℡ ０５９－３７７－６１１１

学習室開放日休館日 赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００）

図書館は多くの方が利用する公共の場です。皆さんが気持ちよく利用できるよう
ご協力下さい。

○図書館内での飲食やガムを噛む等の行為はお断りします。

○お子様の館内でのおしゃべり、遊びその他の迷惑となる行為については保護者の方からの
ご注意をお願いします。

○図書館内では、他の利用者の読書の妨げになるため携帯電話の使用を禁止します。
○ゲーム機等の持込使用は禁止します。また、パソコン、電卓等の操作音で他の利用者に

迷惑がかからないようにご注意ください。

Ｑ
たくさんの方に課題図書を提供するため、夏休み中は課題図書の貸出期間を変

更いたします。実施期間中は貸出の延長ができません。また、取り置き期間内に貸

出手続きを行わなかった場合、次に予約をされている方へ貸出を行いますので、お

気を付けください。ご不便をお掛けいたしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

実施期間：７月２０日（土）から（夏休み期間のみ）

貸出期間：１週間

取り置き期間：３開館日

対象：青少年読書感想文全国コンクール課題図書

（小学校の部・中学校の部）
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