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平成26年1月24日～2月16日 

黒部市立図書館 



ごあいさつ 

今回は、故・中島昭雄氏(生地)からご寄贈いただ

いた貴重なカルタと、最近 2 年間の岩波新書・岩

波ジュニア新書（中島文庫）を展示いたします。 

中島氏は、現在の黒部市立図書館が開館した昭

和 48 年以降、約 40 年間にわたって岩波文庫・新

書を寄贈し続けてくださり、自身でコレクション

されたカルタも図書館へ寄贈してくださいました。

また、図書館協議会委員としても、黒部市立図書

館を支えてくださいました。 

発行部数の少ないレアで貴重なカルタが多数ご

ざいます。この機会にどうぞご覧ください。 



展示かるたリスト 

百人一句 古今名句百選かるた 

山本健吉・選著 教育計画  

1976年12月発行  

3,990円  

読み札・取り札各100枚 

 

松尾芭蕉以後から100首を選定。遊

び方は百人一首と同様。 

精選 日本史かるた 

奥野カルタ店 5,250円  読み札･取り札各200枚 

2000 年の太古から近現代までの日本

史上の重要事項・重要人物それぞれ

100 を精選。読札は七五調の調べで、

覚えやすく、絵札も、イメージが浮か

ぶようなイラスト・復元画にで、親し

みやすいカルタ。小学校高学年のお子

さまから大人まで、幅広いく遊べるか

るたです。 

木版画 なつかしの歌かるた 

伊藤卓美・版画 奥野カルタ店 平成23年12月発行 

読み札・取り札各50枚 

唱歌・童謡・叙情歌から厳選された

50曲で作られたカルタ。4歳から96

歳まで幅広い層から後世に伝えた

い歌として支持された、日本人のコ

コロの歌とも言える名歌ばかりで

す。絵札は、版画家・伊藤卓美によ

るもので、1枚1枚が優しく温かい

雰囲気に満ちています。 

一茶かるた 

小林一茶・俳句 柳沢京子・選句・絵 ブレーン 

1987年9月1日発行 1,200円  

読み札・取り札各48枚 

 

切り絵作家・柳沢京子により、俳句の

中でも私たちの暮らしに最も近い場

面が詠まれ親しまれている一作の句

を48 句選び、それに切り絵を添えて

作られました。 

きりがみかるた 江戸いろは 

安野光雅・絵 新泉社 2,500円 1978年1月1日発行 

 

江戸いろはの諺を、上の句（読札）

と下の句（取札）に分けて、きりが

みで仕上げたもので、安野光雅さん

オリジナルの二枚の絵の動きが面白

く絶妙。安野光雅さん自らが、いろ

はの諺を解説した小冊子付。 

復刻版 お魚かるた 

長谷川秀夫 絵･文 奥野カルタ店 1999年発行 2,310円 

読み札・取り札各48枚 

昭和初期の築地・魚河岸で誕生したかる

たを約60年ぶりに復刻。元々 は昭和12年

秋、東京魚市場株式会社が市民へのアプロ

ーチを図るとともに、魚食普及の宣伝を兼

ねて製作・発行したもの。魚の姿がユニー

クに描かれ、テンポのいいことばで、日本

の漁業や魚の生態、魚食などにかるたで触

れることができます。魚河岸関係者からはしばしば疎開先や戦後

の物資のない時代に、このかるたで空腹も忘れ、ボロボロになる

まで遊んだという声もきかれるほど愛好されました。 



 

芭蕉旅かるた 

佐木宗夫・絵 永野仁・解説 新泉社 

1978年1月1日三版発行 2,500円  

読み札・取り札各50枚 

俳聖・芭蕉が生涯に詠んだ千句ちか

い句の中から、旅でよんだ句を中心に

五十句を選び、“いろは”の代りに五

十の地名を配した新趣向のかるた。読

み札に、取り上げられた名所の詳細が

付されています。芭蕉足跡地図・解説小冊子付。 

女のかるた 

プロジェクトたたかう赤ずきん・制作 

のぼ悦子・イラスト 

エフ・プラン 

1,575円 

 

女のホンネがぎっしりつまったジェ

ンダーかるた。 

おトギかるた 

グランまま社  

2002年11月3日発行  

1,500円 

読み札・取り札各46枚 

 

 

「桃太郎」や「さるかに」など、むかしばなしが勢ぞろいする

このお伽カルタは、おそらくモダン好みが流行した1930年代初期

に発行されたものと思われます。 

今回展示しているのは、復刻版。このお伽カルタ、｢一寸法師｣

の絵札が一枚丌足しています。遊んでいるうちに行方丌明になっ

たのかもしれませんね。 

十二支のいろはがるた 

川端誠・作 リブロボート 1987年10月発行 1,029円 

読み札・取り札各48枚  

 

絵本作家・川端誠氏によるもの。十二

支のメンバーが各 4 枚づつの札に描

かれています。ほか、川端氏の十二支

関係では、『十二支のお節料理』『十

二支のお正月』などの作品がありま

す。 

かるた遊びのほか、神経衰弱や絵合わせなども楽しむことができ

ます。読み札には用語解説も付されており、楽しく遊びながら言

葉の勉強もできる一石二鳥なカルタ。 

富山 越中万葉かるた 

高岡古城ライオンズクラブ 昭和55年2月10日発行 

読み札･取り札各100枚 

 万葉集は、奈良時代末期(760 年頃)

に編まれた日本最古の歌集。編集

者・大伴家持が約 5 年間、越中国守

であった関係で、万葉集には越中に

関わりのある作品が約 300 首ありま

す。そこから 100 首を選定し、百人

一首の様式にならって作られまし

た。 

遊び方は百人一首と同様。楽しいかるた遊びを通じて、万葉の

名歌に親しみ、あわせて郷土富山のよさを再認識しようという意

図で製作されました。 

三重 伊賀芭蕉句碑巡りカルタ 

伊賀カルタの会 2001年9月10日発行 

読み札・取り札各61枚 

 

三重県上野市の市制施行 60 周

年を記念して発行。上野市は松尾

芭蕉の生誕の地であるだけでな

く、俳諧に巡り合い、俳諧を志し

た芭蕉文学の原点です。 

このカルタに付属した小冊子に

は句碑の解説や写真が掲載されて

おり、句碑を建立した人々 の思い

も十分に知ることができます。 



神奈川 鎌倉谷戸かるた 

林 蓬生 選 佐木宗夫 絵 内山英樹・デザ

イン 新泉社 

1974年12月1日発行 1,800円 

読み札・取り札各50枚 

鎌倉の名所・旧跡五十をえらび、鎌倉在

住の俳人の俳句と叙情的な絵を配して絵を

配して鎌倉の四季と歴史を紹介し、風物誌をかねたユニークなか

るた。 

読み札には、名所の解説が付されています。 

東京 日野郷土かるた 

日野郷土かるた編集委員会・編集 

日野市立図書館 

1979年12月1日発行  

読み札・取り札各46枚 

日野市立図書館の昭和53.54年度事業の一つとして、読み札の言

葉を公募し作成。昭和40年代以降、東京近郊の都市として急激に

人口が増えたため、日野のなりたちや歴史について、人々 の記憶

も薄れ、語り伝えられることも少なくなっていることを憂慮し、

自分たちの住む町について楽しみながら学べるようにと作成され

ました。読み札には詳細な解説が付されており、それを一つずつ

読むことでも郷土学習することができます。マップ付。 

長野 松本かるた 

保坂登・読札執筆 古町茂・取札描画 松諸青年会議所 

1977年7月31日発行 読み札・取札各48枚 

昭和10年頃、松本市開智小学校の有志職員

により郷土誌の参考として作られた「松本

郷土歌留多」を元にして、この改訂新版の

「松本かるた」は作られました。 

この「松本かるた」は、松本青年会議所

教育委員会が、「松本の過去を知り、現在

を認識し、未来に向かって、心の豊かさを求めた住み良い町づく

り運動」の一環として、広く市民の皆さんに郷土の歴史を知って

もらい、一人一人が自分達の町を大切に育てることを願って作ら

れました。マップとすごろく付。 

群馬 上毛かるた 

上毛かるた編集委員会 編 群馬文化委員会 

1947年12月1日発行 450円 

読み札・取り札各44枚 

上毛とは群馬県の古称。「上毛かるた」は、

楽しく遊びながら群馬県の歴史上の人物、重

要な産物、山や川温泉等を紹介。知らず知ら

ずのうちに、郷土への知識を深め、郷土への

愛情を高めていくことを企図し、作られました。 

毎年1月の予選大会の後、2月に行われる上毛かるた県競技大会

に向けて、群馬県内の子供たちは、冬休みを利用するなどして練

習に励みます。そのため、子供時代を群馬県で過ごした人は、か

るたの読み札をほぼ暗記しているそうです。 

熊本 ウンスンカルタ 絵札30枚・数札45枚 

 ウンスンカルタの歴史は、約450年前にさかのぼります。16世紀半ば、渡来したポルトガルの船員たちによって南

蛮カルタが伝えられました。17世紀後半、これを改良したウンスンカルタが生まれ日本中で流行しました。ところが寛

政の改革（1787～1793）の時、一切の遊具が禁止され、この遊びも全国的に弾圧されたのですが、不思議なことに

日本で唯一、熊本県人吉地方だけにこの遊びが残り、今日まで伝えられてきました。 

 ウンスンカルタは、パオ（棍棒）・イス（剣）・コツ（聖杯）・オウル（貨幣）・グル（巴紋）の5種類があり、それぞれにス

ン（唐人）・ウン（七福神）などが描かれた絵札が30枚と数札45枚、計75枚で遊ぶゲームです。4人ずつ2チーム

の団体戦で、専用の丸い座布団を車座に囲み、敵味方交互に座ります。8人が1枚ずつ札を出して、一番強い札を出した人が8枚の札を1束にし

て取り、この束が多いチームが勝ちとなります。簡単なようですが、切り札が変わったり、札1枚に強弱があったりなど複雑！普段、手詰まりになりどう

にも上手くいかないような時に、「うんとも、すんとも･･･」といいますが、この語源はウンスンカルタで遊んでいて行き詰まった様子から生まれたという

説もあります。 



いのちいろはかるた 

日野原重明・読札 柳沢京子・絵札 

宮坂勝之・解説 

いのちと平和の森飯綱高原 

2012年10月1日発行 2,835円 

読み札・取り札各48枚 

俳句かるた 

生涯教育研究所 編著 

教育計画 46枚 

ぐりとぐらかるた 

中川李枝子・さく 山脇百合子・え 

福音館書店 850円 

読み札・取り札各44枚 

お化けかるた 

川端誠・作 グランまま社 

1986年11月11日発行 980円 

読み札・取り札各48枚 

鉄道かるた 

ささはらようこ・作 交通新聞社 

2011年10月5日 1,260円 

読み札・取り札各46枚 

進化のかるた 

小田隆・イラスト 

松岡敬二・松岡孝子・文 

奥野かるた店 5,800円 

読み札・取り札各46枚 

東京 豊島区郷土かるた 

1983年12月1日発行 

550円 

読み札・取り札各46枚 

埼玉 おおみや郷土かるた 

大宮市教育委員会 

1991年2月発行 

読み札・取り札各46枚 

福井 越前大野ふるさとかるた 

ふるさとかるた編集委員会 

大野市教育委員会 1995年1月1日 

1,000円 読み札・取り札各45枚 

富山 入善宝物かるた 

600円 

読み札・取り札各44枚 

長野 松本旧町名かるた ―由来百句― 

くるみの会・製作 松本市立博物館・編集 

2002年12月発行 

読み札・取り札各100枚 

滋賀 彦根かるた 

彦根少年少女ふるさと研究友の会会員 

郷土資料刊行会 1983年12月25日発行 

945円 読み札・取り札各48枚 

福岡 大牟田郷土カルタ 

三池カルタ記念館 

1992年7月発行 800円 

読み札・取り札各47枚 

福岡 福岡県ふるさとカルタ 

三池カルタ記念館 

2005年3月発行 950円 

読み札・取り札各44枚 

 



 

 

 

 

 

 

 

 現在の黒部市立図書館が開館した昭和 48年か

ら、約 40年間にわたって本をご寄贈くださった

中島昭雄氏が１月１２日にお亡くなりになりま

した。 

「もっと子供たちに本を読ませたい」という思

いから、中央小学校在勤中に本の寄贈をはじめ

られたそうです。 

寄贈累計冊数 約4,500冊 

永年の図書寄贈に対し、深く感謝申し上げま

すとともに、故人の安らかなるご冥福を心から

お祈りいたします。 

過去 2 年間に寄贈いただいた図書を展示して

います。この機会に、何冊でもご利用ください。 



中島文庫は、図書

館が開館した昭和

48 年から約 40 年

間にわたりご寄贈

くださった中島昭

雄氏のご厚意によ

るものです。「もっ

と子供たちに本を

読ませたい」という

思いから本の寄贈をはじめられたそうです。 

近年にご寄贈いただいた新書、ジュニア新書の

一部を図書館員おすすめのポップを付けて展

示・貸出します。1人 10冊まで貸出できます。 

 


