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今月の特集！                        ★９月１０日は下水道の日です★ 

 
普段歩いている道路にあり、私たちの生活にはなくてはならないもの、何だかわかりますか？  

そう、下水道！下水道は家庭からでる汚水や雨水を運ぶのに大事な役割を果たしています。この下水道

を管理するのに必要なマンホールがひそかにブームになっているのはご存じですか？ 下水道普及企

画の１つである「マンホールカード」が火付け役となり、全国各地に「マンホーラー」（「マンホール」

にはまった人たちのこと）がいるそうです！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

レファレンスだより 2018年 9月号 No.190 
 

    ■レファレンス受付件数（2018 年 6 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

58 1863 507 340 438 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

487 61 780 1057 5591 

（開館日 26日 一日平均 215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。 

 

『路上の芸術』 

（垣下 嘉徳/著 新風舎 2005） 

『マンホールの博物誌』 

（G&U技術研究センター/編著 中川幸男/監修 

ダイヤモンド社 2005） 

『大きな写真と絵でみる地下のひみつ②』 

（土木学会地下空間研究委員会／監修  

   こどもくらぶ/編 あすなろ書房 2014） 

  

福岡市では、以下の２つのマンホールカードを配布しています． 

★第１弾：福岡市独自デザイン版 

配布場所：ぽんプラザ２階(福岡市博多区祇園町 8-3)受付 

★第２弾：福岡ソフトバンクホークス版 

配布場所：福岡市情報プラザ（福岡市役所１階）受付 

※カードは配布場所に訪れることで入手できます 

（事前予約，郵送は受付していません） 

 

 

 

 

マンホール（下水道）について デザインマンホール・コレクション 

マンホールカード・ニュース 

   こんな記事ありますこんな

記事もあります 

『厳選!デザインマンホール大図鑑』 

（カラーマンホール研究会／編  

グラフィック社 2015） 

『マンホール:意匠があらわす日本の 

文化と歴史』 

（石井 英俊／著 ミネルヴァ書房 2015） 

『グラウンドマンホールデザイン 250選』 

（水道産業新聞社／編集  

水道産業新聞社 1993） 

『月刊下水道 2018年 2月号』 

（環境新聞社） 

『日経 TRENDY 2017 年 8月号』 

(日経 BP社) 

『月刊 Newsがわかる 2018 年 3月号』 

(毎日新聞社) 

 



- 2 - 

      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：（人文科学）「庭の千草」という歌がある。この歌はもともとイギリスの歌だったとも、オペラで

歌われたことがあるとも聞くが、そうしたエピソードが知りたい。また、「庭の千草」と訳したのは誰 

だったか。 

 

『標準音楽辞典 ト-ワ索引 新訂』（音楽之友社 1991 年）2階 C13 R760.33/ﾋ 

「庭の千草」を引くと「夏の名残のばら」を参照とある。 

「夏の名残のばら」の項目に「日本では≪庭の千草≫として知られている歌。トマス・ムーア編の 

≪アイルランド民謡集≫（当館未所蔵）におさめられ、フロートのオペラ≪マルタ≫にも挿入された。」

とある。 

『オペラ事典』（戸口 幸策／監修 森田 学／監修 東京堂出版 2013年）2階 C13 R766.1/ｵ 

作曲家「フロトウ」,「マルタ、あるいはリッチモンドの広場」の項目があり、初演年、劇場、あらす

じなどが分かる。 

『新グローヴオペラ事典』（スタンリー・セイディ／編 中矢 一義／日本語版監修 白水社 2006年） 

 2階 C13 R766.1/ｼ 

「マルタ」の項目がある。これが一番詳しい。「庭の千種（原文のまま引用）」について解説文がある。 

『名歌 100曲選 2』（中目 徹／編 東亜音楽社 1985年）１階ポ 63 767.08/ﾒ/MS 

「庭の千草」の楽譜が載っている。「日本では里見義の詞で「庭の千草」として古くから親しまれて

いる。」とある。  

『唱歌になった外国曲―明治編―』（志田 英泉子（音楽ｴｯｾｲｽﾄ、元ﾌｫﾙｸｽｵｰﾊﾞｰ歌手）／全曲解説  

Bishop Henry Rowley／ﾋﾞｼｮｯﾌﾟ･ﾍﾝﾘｰ･ﾛｰﾘｰ／[ほか]作曲 ﾎﾟﾆｰｷｬﾆｵﾝ 2004 年）※音声資料 

里見義作詞の「菊」というタイトルの曲が収録されている。解説書を見ると、最初に訳された時の 

タイトルは「菊」で、その後に「庭の千草」に改題したらしい。出典は『小学唱歌集 3』とある。 

『新日本古典文学大系 11：明治編 教科書 啓蒙文集』（中野 三敏／[ほか]編集委員 岩波書店 

 2006年） 

 『小学唱歌集 3』が所収されており、やはり「菊」というタイトルで載っている。 

「菊」というタイトルが「庭の千草」になった経緯は、調べたが分からなかった。 

 

Ｑ：（社会科学）福岡県内で廃線となった鉄道の写真がみたい。 

 

■所蔵図書 

『鉄道再発見の旅』（栗原 隆司／著 海鳥社 2007年）1階ポ 76 686.21/ｸ 

『国鉄・JR・民鉄廃線 5000キロ 別冊歴史読本』（三宅 俊彦／写真・文 新人物往来社 2007年） 

 1 階ポ 76 686.21/ﾐ 

  路線ごとに駅名入りの図がある。線路の歴史が詳しく書かれている。 

『旧国鉄筑肥線そこに駅があった』（樋口 庄造／著 西日本新聞社 2015年）1階 89ふるさと  

 219.1/ﾋ/ﾌﾙｻﾄ 

 写真集。巻頭に筑肥線の年表がある。 

『鉄道廃線ウオーク 下』（舟越 健之輔／著 新人物往来社 2001年）1階ポ 68 291.09/ﾌ 

 宮田線や香月線についての記述がある。 

『鉄道廃線跡紀行』（舟越 健之輔／著 JTB 1997年）閉架 291.09/ﾌ 

 宮田線、上山田線、添田線、未開業の油須原線などについて記述がある。 

『新・鉄道廃線跡を歩く 5 四国・九州編』（今尾 恵介／編著 JTBパブリッシング 2010年） 

 1 階ポ 76 686.21/ｲ 

 香月線、添田線、芦屋線、上山田線、勝田線、西鉄宮地岳線、筑肥線旧線、筑後軌道、矢部線、東 

肥鉄道などについて書かれている。 
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Ｑ：（自然科学）昔、ゲランという植物をすりつぶして川魚を取っていた。ゲナンやデリスともいうら

しい。この植物のことについて知りたい。 

 

■辞典で調べる 

「ゲラン」「ゲナン」「デリス」の名前で、どの辞典に載っているかを調べる。 

『植物レファレンス事典』（日外アソシエーツ編集部／編集 日外アソシエーツ 2004 年）2階Ｅ2   

 R470.31/ｼ 

「デリス」のみ載っていた。 

『平凡社大百科事典 10 テ‐トン』（平凡社 1985年）2階 C1 R031/ﾍ 

 「殺虫や魚毒に使用される薬剤で、マメ科デリス属 Derris 植物の根や地下茎部の茎から作られる。 

基源植物のデリス属に殺虫成分があることはヨーロッパでは 19 世紀中ごろに知られており、またマ 

レーシア地域から太平洋諸島では昔から毒流し漁法の重要な魚毒植物でもあった。…」 

『日本大百科全書 16 て-とく』（小学館 1994年）2階 C1 R031/ﾆ 

 「…東南アジアでは古くから魚をとる目的で、根、茎、葉をつき砕いて河川や池に流したり、矢毒の

一成分として用いてきた。…」 

『原色牧野植物大圖鑑 離弁花・単子葉植物編』（牧野 富太郎／著 北隆館 1997年）2階 E2 R470.38/ﾏ 

 詳細な絵が載っている。 

『園芸植物大事典 2 テ～ワ』（小学館 1994年）2階 E4 R620.33/ｴ 

 カラー写真が載っている。 

■インターネットでも手がかりを探す 

Google で“デリス”×“漁”で検索すると、「コトバンク」のインターネット記事で「毒漁」という

言葉が出てきた。その引用文献より 

『世界大百科事典 7 キセ-キン』（平凡社 2009年）2階 C1 R031/ｾ・・・「漁労文化」の項 

『世界大百科事典 20 トウケ-トン』（平凡社 2009年）2階 C1 R031/ｾ・・・「毒」の項 

 
Ｑ：プラスチック汚染について知りたい。（国連） 

 

■最新の状況を新聞記事で探す 

毎日新聞では、「プラスチック危機」と題して、７月１５日より不定期で連載あり。海洋汚染の状況

やプラスチックの問題性、使い捨てプラスチック規制の動きなどがわかる。 

■所蔵雑誌で探す 

『Our Planet 2018年 Vol.1』（日本 UNEP協会）2階国連 A3 

特集：汚染のない地球へ 

『ナショナルジオグラフィック 日本版 2018年 6月号 』 

（日経ナショナルジオグラフィック社）2階 MⅡ4 

特集：海を脅かすプラスチック 漂うレジ袋は氷山の一角 

『National geographic magazine 2018年 6月号 』（National Geograohic Socity）2階国際 A14 

上記の英語版 

■インターネット 

国連広報センター【http://www.unic.or.jp/】＞特集：やめよう、プラスチック汚染 

国連環境計画（UNEP）【https://www.unenvironment.org/】  

■関連資料 

『プラスチックスープの海：北太平洋巨大ごみベルトは警告する』 

（チャールズ･モア ・ カッサンドラ･フィリップス／著 NHK出版 2012年）分館所蔵 519/ﾓ 

海洋に投棄されたプラスチックごみの劣悪な状況とその危険性を解説。 

 

 

 

※「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！ 
 

 

『韓国伝統文化事典』 
（国立国語院／編 三橋 広夫／訳 教育出版 2006年）2階 D7 R382.21/ｶ 

 
福岡市では、毎年 9 月から 10 月にかけて「アジアンパーティ」が開催されます。 

アジアンパーティとは「アジア」と「クリエイティブ」をテーマとした様々なイベントの総称です。「ア

ジアを知る」アジアマンスから、新たな価値を一緒につくる「アジアと創る」アジアンパーティとして

発展し、今年も様々なイベントが行われます。 

私たちにとって一番身近なアジアの国といえば、やはり今年 2 月に冬季オリンピックが開催されたお

隣の国「韓国」ではないでしょうか。この事典では、韓国の伝統文化についてカラーの写真や図版とと

もに分かりやすく詳細に解説されており、読みものとしても楽しめる内容となっています。韓国の風習

や伝統文化には日本と類似したものも多く、人々の生活に根付いた文化への理解を深めることで、韓国

がより身近に親しみやすく感じられることでしょう。 

 

使ってみました ⇒韓国の昔話によく登場する「トッケビ」について調べる 

巻末の索引を引くと該当頁が、主要な頁は赤字、関連する頁は黒字で記載されている。目次から引く

と「5 韓国の民俗信仰」の項にあり、トッケビは〔韓国の不思議なお化け〕。該当頁には「トッケビ」

のハングル文字記載があり、解説が続いている。トッケビとは「優れた能力をもっている超自然的な存

在」であり、いたずら好きで「恐怖や崇拝の対象ではなく、人間とともに暮らす親しい存在」である。

トッケビにまつわることわざも紹介されている。 

 
        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 

人 

文 

ジークムント・フロイト伝 
ｴﾘｻﾞﾍﾞﾄ･ﾙﾃﾞｨﾈｽｺ／著 

藤野 邦夫／訳 
講談社 146.13/ﾙ 

戦後洋楽ポピュラー史：1945-1975 三井 徹／著 NTT 出版 764.7/ﾐ 

社 
会 

教育現場の防災読本 
「防災読本」出版委員会／著

中井 仁／監修 
京都大学学術出版会 374.92/ｷ 

帝国陸軍師団変遷史 藤井 非三四／著 国書刊行会 396.21/ﾌ 

自 

然 

水族館の文化史  溝井 裕一／著 勉誠出版 480.76/ﾐ 

フードバンク 佐藤 順子／編著 明石書店 611.3/ｻ 

 

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≫ 昭和の映画 
 

≪自然科学≫  ＩＴ・ＡＩが作る世界 

≪社会科学≫ 暮らしの安全 

≪国   際≫ インドネシア       


