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名都借の木
「酉」とは？
お酒を醸す器を表した象形文字、とのことです。
そのため、成る・老いる等の意味に使われます

（大修館書店、修訂第二版、１９９０
）
諸橋轍次著「大漢和辞典.
「大漢和辞典. 巻十一」
十一」
（大修館書店、修訂第二版、１９９０年刊）
９０年刊）
（諸橋轍次著

誕生年

作家名
泉鏡花

1873 年

武者小路実篤

日本近代文学の先駆けの中では、幻想文学の
先駆者である泉鏡花、白樺派の武者小路実篤、
漱石門下の中勘助などが酉年生まれです。
そして大 衆小説 以 外 に も 愛 猫 家 や 鎌 倉 の
自然保護で知られる大佛次郎、ファッション
雑誌の創刊など実業家の面を持つ女性作家の
宇野千代と多才な文人が続きます。
誕生年

作家名
大佛次郎
宇野千代

1897 年

大岡昇平
中島敦
森見登美彦編
「奇想と微笑
太宰治傑作選」
（光文社, 2009 年刊）

太宰治

1909 年

1885 年

中勘助

中勘助著「銀の匙」
(岩波書店, 1999 年刊)

夭折の作家、中島敦と同世代の作家には、
戦記や歴史小説だけでなく幅広い現代文化への
言及が知られる大岡正平や、無頼派で多くの
エピソードを残す太宰治がいます。
戦後育ちの作家には、古代中国の歴史小説で
知られる宮城谷昌光、現代批判を込めた小説や
幅広い翻訳活動、文学全集の刊行で知られる
池澤夏樹、ホラー小説で一躍有名になった
鈴木光司が酉年生まれです。
作家名

あああ

五味康祐

1921 年

宮城谷昌光

渡辺淳一

1933 年

車谷長吉

誕生年
1945 年

池澤夏樹
鈴木光司

「日本ＳＦの始祖」の一人である海野十三、
「架空戦記」の代表的作家である荒巻義雄、
「伝奇 SF 小説」で知られる半村良が酉年
生まれです。
作家名

誕生年

海野十三

1897 年

スタニスワフ・レム

1921 年

荒巻義雄
野田昌宏
半村良
半村良著「岬一郎の抵抗.上」
（毎日新聞社, 1988 年）

宮城谷昌光著「子産(上)」
（講談社, 2000 年刊）

作家名

誕生年

松本清張

1909 年

泡坂妻夫

1933 年

横山秀夫
1933 年

1957 年

森博嗣
誉田哲也

1957 年
1969 年

誉田哲也著
「ドンナ ビアンカ」
（新潮社, 2013 年）

松本清張をはじめ、酉年生まれには
多様な年代のミステリー作家がいます。

北野 道彦 著『総武 流山電鉄の話
｢町民鉄道｣の６０年』
（崙書房出版、1981 年）

この本もおすすめです！

～ 愛すべき流鉄 ～
菜の花色や若草色の車体が
走る流山鉄道。距離はわずか
５ ．７ キ ロ メ ー トル 。けれ ど も 、
その全てが流山の町民によって
築かれた走る遺産なのです。
本書では、江戸時代からの運輸の歴史と、水運で
栄 え た 流 山 の 地で 、 運輸 や 交 通 の 時 代 の 変化 に
左右されながらもたくましく乗り越えてきた、流山の
人々の様子が記されています。 流鉄にまつわる
おはなしや巻末の沿線見どころの案内など、
ご自身の流鉄の思い出とともに楽しめる一冊です。

青木 更吉 著
青木 更吉 著
『流山の江戸時代を
『根郷と宿
旅する』
みりんの香る街 流山』
（崙書房出版、2014 年） （崙書房出版、2009 年）

他にこんな本もあります！
子母澤寛の「流山の朝」が収められた
幕末歴史小説作品集です。終わりを覚悟した
近藤勇の一日が、初夏の流山の風景と
ともにつづられています。
司馬 遼太郎 ほか著
『暗夜を斬る 歴史小説名作館
歴史小説名作館 11 幕末（ニ）
幕末（ニ）』
(講談社、1992 年)

市の花 つつじ

小林一茶と秋元双樹こと五代目秋元三左衛門。
俳人二人の句を読み解いて描かれた「小林一茶
物語」です。一茶の時代の流山と二人の句を
あじわってください。
伊藤 晃 著
『一茶双紙 小林一茶と秋元双樹』
（崙書房出版、2001 年）

vol.11
ol.11
●そもそも図書館にはどんな資料があるの？
そもそも図書館にはどんな資料があるの？
さあ本を探してみようと思ったはいいものの、そもそも図書館ではどんな本があるのでしょうか。
「本」だけでもいくつかの種類があります。図書館で持っている資料について、貸出可能冊数や探し方の
コツとともにご紹介いたします。
①本・・・一般書、絵本、雑誌 あわせて 10 冊貸出できます。予約もあわせて 10 冊までです。
・一般書・・・小説、郷土資料、ビジネス書、学術の入門書、料理本、手芸本、教養本、写真集などがあり、
その内容ごとに分かれて並んでいます。小説は著者の 50 音順で棚にあります。
・雑誌・・・バックナンバーのみ貸出可能です。
・絵本・・・流山市の図書館では、「絵を書いた人」の順番で本が並んでいます。ＯＰＡＣやネットで
探す時には、タイトルや著者名と一緒に、【分類】という項目に【E】と入力してみましょう。
まずは、目に入りやすい資料のご紹介でした。次回は少し特殊な本をご紹介いたします。

『時』をあらわすものの本を
『時』をあらわすものの本をごしょうかいします
あらわすものの本をごしょうかいします。
ごしょうかいします。
ほかにもあるので
ほかにもあるので、さがしてみてくださいね
、さがしてみてくださいね。
あるので、さがしてみてくださいね。

ひとつだけおそくなく
『はとどけい』
。
なんでおそいのかな？

カレンダーの「なぜ？」を
カエサルくんがわかりやすく
おしえてくれるよ！

ヒギンスさんは、とけいを
たくさんかったけど、
どのとけいがあっているのか
わからなくなって・・・
キミはわかるかな？

木の図書館では 毎週日曜日 におはなし会を行っています！
時間は、 １１時から１１時３０分 の３０分間。
２階 おはなしコーナー（あかちゃんコーナー）
で、
おはなしコーナー
いっしょに楽しもう！！

これからの木の図書館

連絡先
木の図書館
電話：
電話：0404-71457145-8000

蔵書点検のお知らせ
流山市立図書館では、2 月 2 日～2 月 17 日に
蔵書点検を行います。各館で順次実施し、実施中
の館は休館日となります。
木の図書館は 2/8(水)、2/9(木)が休館日と
なります。

郷土へのいざない
郷土
へのいざない

vol.11
歌舞伎に
上演された
された有名人
有名人が
流山にいた
にいた！？
！？～
～歌舞伎
に上演
された
有名人
が流山
にいた
！？
～
歌舞伎世話狂言「天衣紛上野初花(くもにまごううえののはつはな)」は、河内山宗俊など
「天保六花撰」として知られる 6 人の悪党を描いた「世話物」です。
この狂言の登場人物の中に、流山出身の人をモデルにした人物がいることを知っていますか?
それは金子市之丞(かねこいちのじょう)と言われています。流山市をよく知る人たちに「金子
市之丞について調べています」と尋ねると、「義賊の金子様ですね」と言う答が返ってくるほど、
地元に根付いています。
言い伝えによると、金子市之丞は明和六年(1769 年)金子屋の一人息子として生まれました。
早くに父を失い貧しい幼少期を経て、大きくなると賭博に手を出し、ついには家屋を失い、盗賊に
なってしまいました。しかし彼は普通の盗賊ではなく、金持ちの家から盗み出した金品を貧民に
ばら撒いて歩き、「義賊」として地元の人たちの尊敬を集めました。彼は「ビン小僧の金市」と呼ばれ、
天明の大飢饉のときなど、貧民に「神の助け」と言われ慕われたそうです。彼のスタイルは後の
ねずみ小僧次郎吉の原型になったようです。
彼が捕らえられて処刑されたとき、土地の人々はその義行に感じ、
ひそかに彼の生家に近い閻魔堂(流山 2 丁目)に葬り墓石を建てました。
現在残っている墓石は文化十年(1813 年)に建てられたもので戒名が
「轉輪信士」と刻まれています。
昔から詣でると「頭の病気がなおる」とか、犯罪者の家族が詣でると
刑が軽くなるなどの信仰まであるそうです。

金子市之丞の墓

参考文献：高橋一元著「流山の史跡をたずねて」
（流山市教育委員会、
参考文献：高橋一元著「流山の史跡をたずねて」
流山市教育委員会、1974 年）
青木更吉「
青木更吉「金子市之丞は義賊だったか」
金子市之丞は義賊だったか」流山研究におどり第５号
流山研究におどり第５号、
第５号、1986 年

開館時間
木の図書館カレンダー
休館日 月曜日（祝日の場合は火曜日）
、月末日（土日を除く） 火曜日～土曜日：9 時 30 分～19 時
１２/２９～１/４、蔵書点検日(２/８,９)

