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◆『怪談入門：乱歩怪異小品集』 

（江戸川 乱歩／著 平凡社 2016.7） 

ミステリーの巨匠がいざなう、怪奇幻想世界。 
 

◆『山怪（1）：山人が語る不思議な話』 

（田中康弘／著 山と溪谷社 2015.6） 

山で遭遇した不思議な体験集。現代版遠野物語。 
 

◆『福岡の怖い話』 

（濱 幸成／著 TOブックス 2016.4） 

油山・犬鳴ダム…福岡の心霊話、44話を紹介。 

 

 

 

福岡市総合図書館 図書サービス課 相談係 ☎092-852-0632 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

今月の特集！ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

博多祇園山笠は、櫛田神社に祀られている素戔嗚尊（祇園宮）へ奉納する神事です。 

7月 1日の飾り山笠公開から始まり、15日の追い山でフィナーレを迎えます。 

750年以上の歴史があり、昨年ユネスコ無形文化遺産に登録されました。      こんな質問があ

レファレンスだより 2017年 7月号 No.176 
 

    ■レファレンス受付件数（2017 年 4 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土 

15 1296 337 282 658 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

543 59 615 909 4714 

（開館日 26日 一日平均 181件） 

 

図書館では、情報を求める利用者に対して、図書館

の資料と機能を活用して調査のお手伝いをする 

「レファレンス・サービス」を提供しています。  

法律相談や物品鑑定などお答えできない質問も 

あります。「レファレンスだより」は、実際に寄せ

られた質問について、総合図書館が回答した事例の 

一部を紹介する情報誌です。 

◆『名作日本の怪談』 

（志村有弘／編 角川学芸出版 2006.7）

四谷怪談・牡丹灯籠・皿屋敷 などを収録。 
 

◆『小泉八雲集』 

（小泉 八雲／著 新潮社 2012.3） 

耳なし芳一・雪おんな などを収録。 

◆『都市伝説の正体：こんな話を聞いたことはありませんか？』 

（宇佐 和通／著 祥伝社 2009.4） 

都市伝説が生まれるきっかけから、ネット社会での伝わり方までを徹底検証。 
 

◆『怖い絵』（中野 京子／著 朝日出版社 2007.7） 

よく知られている名画の数々、そこに秘められた恐怖とは。絵画の新しい楽しみ方。 

 

 

こんな本も 

あります… 

次ページでは、上川端通の 

飾り山笠 “倶利伽羅峠合戦”

について掲載！ 
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こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：倶利伽羅峠（くりからとうげ）の戦いについて調べたい。（人文科学） 

 

■百科事典をひいてみる 

『日本大百科全書 17 とけ-にほんく』（小学館 1994 年）2階 C1 R031/ﾆ/ 

索引の巻で「倶利伽羅峠の戦い」をひくと、「礪波山（となみやま）の戦い」をみよ

とあったため、こちらを引いてみる。 

1183 年、木曽（源）義仲と平維盛の越中・加賀の国境にある倶利伽羅峠での戦い。

『源平盛衰記』によれば、義仲軍は「火牛攻め」の奇策をもって夜襲をかけ、維盛軍を破ったとある。 

 

■歴史の本 

『日本の大合戦：平安期から明治までの合戦を完全紹介!』（双葉社 2011年）1 階ポ 69 210.19/ﾆ/ 

木曽義仲は、およそ 4 万の兵を持つ平家軍と 5000 という少ない軍兵で戦ったとある。義仲は数百

頭の牛を集めて、その角に松明をくくりつけて敵中に放ち、敵を混乱に陥れたと伝えられており、山中

で炎を掲げ猛進する幾頭もの牛のイラストが描かれている。 

 ただし牛に松明をつけるというこの策は、実行不可能という意見もあり、信憑性が疑われているそう。 

 

『源平ものがたり：名場面&史跡集』（安西 篤子／[ほか]文 学研 2005年）1階ポ 69  210.39/ｹﾞ/ 

 義仲の仕掛けた夜襲は、山々に生息する怪物の群れが襲来してきたようであり、朝になると谷底は 

屍の山となっていた。木曽義仲の非凡なる戦略を世に知らしめた一戦となったとある。 

 

Ｑ：国会議員の資産を調べたいのだが、方法はあるか。（社会科学） 

 

■「レファレンス協同データベース」で検索する 

 国立国会図書館ホームページの「レファレンス協同データベース」に類似の事例がいくつかある。  

議員の資産の調査は毎年４月に行われ７月上旬頃公開される、法律で資産を議長に提出するよう義務 

づけられている、新聞各紙に資産が掲載されている、などの情報がある。     
  

■法律を確認する  

「法令データ提供システム」【http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi】 

検索画面で「資産公開」という語で探すと「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に  

関する法律」がヒットし、全文閲覧できる。 

 『六法全書  平成 29年版 1  公法 刑事法 条約』（山下 友信・山口 厚／編集代表 有斐閣 2017年）   

2階 D1 R320.91/ﾛ/ 

「公法―国会・選挙法編―」に「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」  

が収められている。 
 

■新聞データベースで調べる 

 朝日新聞の記事検索データベース「聞蔵Ⅱ」で調べてみる。  

議員の資産に関して過去の新聞記事が閲覧できる。 
 

■インターネットで調べる 

参議院、衆議院それぞれのホームページに各議員の資産等報告書の閲覧案内がある。国会議事堂の北側

にある議員会館で過去７年分の報告書が閲覧できるとある。 

「参議院議員の資産等報告書等の閲覧」【http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/shisan.html】 

「衆議院議員の資産等報告書等の閲覧案内」 

【http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/tetuzuki/sisan.htm】 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/shisan.html
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/tetuzuki/sisan.htm
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Ｑ：自分の死後に献体をするための手続きを知りたい。（自然科学） 

 

■図書資料で調べる 

『献体：遺体を捧げる現場で何が行われているのか』（坂井 建雄／著 技術評論社 2011年） 

1階ポ 65 491.1/ｻ 

 献体を希望する人が大学の医学部や歯学部の解剖学教室に連絡して献体登録を行い、亡くなったとき

に家族が大学に連絡するという流れが詳しく説明されている。「献体登録申込書」や「献体登録証」の

見本、「献体登録を受け付ける大学の窓口」の一覧も載っている。 

 献体者を見送る遺族や受け入れる大学の立場、また献体の歴史や各国の事情も扱われ、幅広い視点で

献体を考えることができる。 

『臨床死生学事典』（河野 友信／編 平山 正実／編 日本評論社 2000年）2階 E8 490.15/ﾘ 

 献体の意義や歴史とともに、「医学および歯学教育のための献体に関する法律」に基づく具体的な  

手続き方法が書かれている。 

『福祉制度要覧 6訂版』（社会資源研究会／編著 川島書店 1999年）2階 D6 R369.03/ﾌ 

 福祉制度の一つとして献体を取り上げ、条件や手続きについて簡単に紹介している。 

 

■インターネット情報 

公益財団法人 日本篤志献体協会ＨＰ【http://www.kentai.or.jp/】 

献体登録は「献体篤志家団体（献体の会）または医科および歯科の大学へ申し込む」とある。登録の

手順から、死後に献体して遺骨が遺族に返還される流れまで、詳しく書かれている。登録にあたって  

肉親の同意が大切であることも強調されている。 

 
Ｑ：日本統治下の台湾（できれば台中市）の地図を見たい。中国語でも可。（国際） 

 

■日本が台湾を統治していた時期を確認する 

『台湾史小事典 (第3版)』(中国書店 2016年) 2階C11 R222.4/ﾀ/ 

 抜粋「1895年（光緒21年）4月17日、清国の代表李鴻章と日本の代表伊藤博文が春帆楼で下関 

条約（馬関条約）に調印。清国は朝鮮の独立を承認し、遼東半島、台湾、澎湖諸島を日本に割譲。 

1945年（民国34年）10月25日、日中双方が台北市公会堂（現在の中山堂）で台湾投降受諾式を 

挙行。同日、台湾省行政長官公署が正式に活動を開始、陳儀が第1代長官となる」 

■中国書で探す 

『台灣的古地圖:日治時期(台灣地理百科 18)』(李欽賢/著 遠足文化 2002年) 2階A18 F103CHI/292.24/LI 

    台中市の略図あり                      

『日治時期的臺北(映象臺灣系列1)』(何培齊/主編 國家圖書館 2007年) 2階A18 F103CHI/222.41/HE 

  台北市の写真多数、付図（詳細）あり 

『日治時期的臺南(映象臺灣系列2)』(何培齊/主編 國家圖書館 2007年) 2階A18 F103CHI/222.41/HE 

  台南市の写真多数、付図なし 

※『日治時期的台中(映象臺灣系列3)』は、当館未所蔵。 

『臺灣地形圖新解：日治時期五萬分一』(大日本帝國陸地測量部 / 編著 上河文化 2007年) 

                               2階A27 FR103CHI/FN454.92/TA 

■和書で探す 

『台中:日本統治時代の記録』(篠原正巳／著 台湾区域発展研究院 1996年) 2階B13 222.40/ｼ 

昭和3年当時の台中市の市街地図あり             

『近代中国都市地図集成』(地図資料編纂会／編  柏書房  1986年) 2階F7 R292.2/ｷ 

   台北市の地図あり 

『大日本分県地図併地名総覧』(昭和礼文社 1989年)  2階階F7R291.03/ﾀﾞ  台湾地図あり 

※「２階Ｃ１」などと表記しているものは総合図書館の棚番号です。また、「813.1」などと表記して 
 いるものは分類番号で、数字の左にＲが付いている資料、郷土資料は貸出ができませんので、館内で   
ご利用ください。本によっては、分館も含めて複数冊所蔵しているものがあります。 
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   今月の一冊！ 
 

 

『日本全国合成地名の事典』 
（浅井 建爾／著 東京堂出版 2017年）２階Ｃ１１ R291.03/ｱ 

 
 合成地名とは複数の地名から文字の一部を取り、それを組み合わせて作った地名のことです。合併や

土地区画整理などで行政区分が再編成された際に、おびただしい数の合成地名が生まれました。 

実はこの合成地名、地名研究者や学識者泣かせなのだそう。というのも地名を分解したことにより、

地名の文字からだけではそれが合成地名なのか、由緒ある地名なのか区別がつかなくなってしまい、そ

のことが地名を解明するうえで大きな障害になっているそうなのです。 

合併の際、自分たちが住んでいた町村名を残したい気持ちも人情としてわかる一方、伝統地名に秘め

られた歴史や文化が蔑ろにされてしまう…。地名の奥深さを再認識する事典です。 

 

使ってみました ⇒福岡市内の合成地名を調べる 

 巻頭の都道府県別索引をひくと 241 ページに「田隈」の記述がある。「1889 年（明治 22）、町村

制の施行により、田村、干隈村など８村が合併して田隈村が成立。村名は田村の「田」と、干隈村の「隈」

を取って命名したもの。1954 年（昭和 29）、福岡市に編入される。」とあり。 

 

          
  総合図書館 専門図書 新刊案内 

 
 

新着本の一部を紹介します。読んでみたい本がありましたら、気軽にお尋ねください。 

 
 書名 著者名 出版者 請求記号 タイトルコード 

人 

文 

ヒトラーの裁判官フライスラー 
ヘルムート・オル

トナー／著  
白水社 289/ﾌﾗ 1000001574865 

データで学ぶ日本語学入門 計量国語学会／編 朝倉書店 801.01/ﾃﾞ 1000001570307 

社 

会 

コンパクトシティ実践ガイド 
コンパクトシティ

研究会／編 
ぎょうせい 369/ｺ 1000001567428 

現代日印関係入門 堀本 武功／編 東京大学出版会 319.10/ｹﾞ 1000001567652 

自 

然 

日本のドジョウ  中島 淳／文  山と溪谷社 487.67/ﾅ 1000001567219 

天主堂建築のパイオニア・鉄川與助 喜田 信代／著 日貿出版社 523.19/ｷ 1000001567240 

 
          今月の展示 ～総合図書館２階 展示図書のご案内～ 

 

毎月４つの部門でテーマ展示をしています。貸出も可能ですので、是非ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

≪人文科学≫  世界遺産をめぐって 

≪自然科学≫   川は流れて海へ 

≪社会科学≫    日本の祭り 

≪国際≫  正岡子規生誕 150周年    


