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今月の特集！       
               今年は天皇の即位の日（5/1）及び即位礼正殿

の儀の行われる日（10/22）が祝日扱いとなり、天皇誕生日は

年内にはないというように、昨年とはかなり祝休日が違いま

す。そこで、この機会に祝日の由来や意味を再確認してみま

せんか。 

＊  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊   

例えば、名称を見てみると変遷

があり興味深いです。 2/11 建

国記念の日は紀元節（神武天皇即

位日伝）・4/29 昭和の日は天皇誕

生日（昭和天皇）・11/3文化の日

は明治節（明治天皇誕生日）・

11/23 勤労感謝の日は新嘗祭

（日）と称されていました。 

（出典：『記念日・祝日の事典』） 

＊内閣府ホームページに記載の“平成 31 年（2019 年）の国民の祝日・休日”を紹介します。 

（内閣府：https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ねこ本」展示やってます！ 
２月 22 日（にゃんにゃんにゃん）にちなみ、色々なねこ本を集めました。 

ノンフィクションや挿絵が美しい本、写真集に至るまでねこの魅力をあますこと 

なくお届けします。司書おすすめねこ本ＰＯＰ掲示、みなさんおすすめのねこ本 

投票も実施中！    場所：1 階ゲート内展示棚 期間：2 月～3 月 

月 日 名 称 月 日 名 称 月 日 名 称 月 日 名 称 

1/1 元日 5/1 休日（祝日扱） 7/15 海の日 10/22 休日（祝日扱） 

1/14 成人の日 5/2 休日 8/11 山の日 11/3 文化の日 

2/11 建国記念の日 5/3 憲法記念日 8/12 休日 11/4 休日 

3/21 春分の日 5/4 みどりの日 9/16 敬老の日 11/23 勤労感謝の日 

4/29 昭和の日 5/5 こどもの日 9/23 秋分の日 ＊次の天皇誕生日は

2020/2/23 4/30 休日 5/6 休日 10/14 体育の日 

レファレンスだより 2019年 2月号 No.195 
 

    ■レファレンス受付件数（2018年 11月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

22 1707 603 456 310 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

513 49 688 1041 5389 

（開館日 25日 一日平均 216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。 

国民の祝日(記念日) 

ねこ好き 

集まれ！ 

『記念日・祝日の事典』 加藤 迪男／編 東京堂出版 2006 年 

 

『「国民の祝日」の由来がわかる小事典』 所 功／著  

PHP研究所 2003年 

『記念日ハンドブック』日本記念日協会／編  

日本経済新聞社 2000 年 

『記念日の本』生活情報研究会／編 ごま書房 1994 年 



- 2 - 

      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：“雪やこんこ”で始まる童謡「雪」は何年生くらいで習うのか、また“こんこ”とはどういう意味なのか。                                 

（人文科学）  

■唱歌集を確認する 

『日本童謡唱歌全集』（足羽 章／編 ドレミ楽譜出版社 1985年）２階Ｂ１８ 767.7/ﾆ  

『唱歌 増訂版』（野ばら社編集部／編集 野ばら社 1994 年）２階Ｂ１８ 767.7/ｼ    

「雪」の楽譜と歌詞が載っていて、明治 44 年の「尋常小学唱歌」第二学年用に掲載されたとある。

『唱歌』の方には「雪やこんこ＝雪よ来い来いの意」という解説もある。 

■教科書関係の図書を確認する 

『音楽教科書掲載作品 10000』（日外ｱｿｼｴｰﾂ㈱/編集 日外ｱｿｼｴｰﾂ 2011年）２階Ｃ13 R760.31/ｵ 

「雪」を調べると、多数の教科書に掲載されており、主に小学２年の教科書で取り上げられている

ようだということがわかる。 

■辞典や図書で“こんこ”の意味を調べる 

『日本国語大辞典 第 5巻』（小学館国語辞典編集部/編集 小学館 2001年）２階Ｃ１ R813.1/ﾆ 

「こんこ」を引くと「［副詞］雨や雪、あられなどの降り続くさまを表わす語。こんこん。」とある。 

『日本語をさかのぼる』（大野 晋／著 岩波書店 1979 年）閉架書庫 810/ｵ 

「第一部・第五章 語の形は変化する」の中に、例として童謡「雪」が出てくる。ただ、歌詞は「雪

やこんこん」となっている。「こんこん」は、元は「来む来む」で「雪よ、もっと降れ触れ」の意味

だったという説が述べられている。んこ”とはどういう意味なのか、を知りたい。    （人文 

 

Ｑ：江戸時代の１石は現在の価値ではいくらになるのか。              （社会科学） 

 

■図書 

『近世後期における主要物価の動態 増補改訂』（三井文庫／編 東京大学出版会 1989 年） 

2階 D6 R337.82/ｷ                                

大阪・江戸・京都と相場が異なることに加え、「肥後米」「加賀米」など米の生産地、年代によっても

価格が違う。全て「1 石ニ付 銀〇匁」という表示。 

『新修近世賃金物価史史料』（小柳津 信郎／著 成工社出版部 2018年）２階Ｄ６ R337.82/ｵ 

「米」の項目→時代や地域で価格が違う。 

「金・銀・銭相場」の項目→江戸は金を使用し、上方は銀を使用しており、金・銀は変動相場だったこ

とが分かる。 

『近世物価政策の展開』（土肥 鑑高／著 雄山閣 1987 年）２階Ｄ１４ 337.82/ﾄﾞ 

巻末付録に「近世米価表」があり、大阪米相場と京都小売米価・地方米価が 1601 年～1867 年載

っている。また、金・銀・銭三貨相場変動表もあり、慶長 14 年～慶応 3 年の相場が分かる。 

『江戸物価事典』（小野 武雄／編著 展望社 1991年）２階Ｄ６ R337.82/ｵ 

「米 1 石宛年平均相場表」あり。どこの相場かは不明。1596 年～1756 年の価格が分かる。 

「米相場表」大阪相場の「肥後米」、「加賀米」、「筑前米」の 1802 年～1866 年の価格が分かる。 

 ※円に換算するにはさらに銀 1 匁=何円かを計算する必要があるが、銀相場も変動している。 

『歴史考証事典 第 6集』（稲垣 史生／著 新人物往来社 1990年）閉架書庫 

1 石が 140ｋｇという重量から現在の 1ｋｇあたりの標準米米価から１石の価値を円で換算して

いる。 

■インターネット 

「日本銀行金融研究所貨幣博物館ＨＰ＞お金の歴史＞お金の歴史に関するＦＡＱ＞お金の歴史に関

するＦＡＱ（解答）」「Ｑ5.江戸時代の１両の現在価値はいくらですか？」 

米価から換算した江戸初期、中～後期、幕末の 3 つの時期の 1 両の価値が書かれている。 

そのページから「お金の豆知識 江戸の 1 両は今のいくら？」のページへのリンクが貼られている。 

そのページに米 1 石（150ｋｇ）=1 両（18 世紀）として現在の円に換算する式がある。 
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Ｑ：日本の南極隊の歴史が知りたい。                       （自然科学） 

 

■図書 

『南極観測二十五年史』（文部省／編 大蔵省印刷局 1982 年）閉架書庫 

1 次隊～6 次隊までの記述がある。 

『南極観測五十年史』（文部科学省／編 文部科学省 2007 年）２階Ｅ６ 402.97/ﾅ    

7 次隊～47 次隊までの記述がある。                        

上記 2 冊は巻末に「関係法令」、「各国越冬基地一覧」、「関係者名簿」、「予算」、「図面」、「年表」、「記

念スタンプ」などの関連資料も添付されている。 

『南極大陸大紀行：南極観測 60年』（南極 OB会編集委員会/編 成山堂書店 2017 年） 

２階Ｅ６ 402.97/ﾅ    年表と図書内の記述から 48 次隊～56 次隊のことがわかる。 

『南極観測隊：南極に情熱を燃やした若者たちの記録』（南極 OB会・観測五十周年記念事業委員会／編 

日本極地研究振興会 2006年）２階Ｅ６ 402.97/ﾅ   日本観測隊史の大まかな年表あり。 

『しらせ：南極観測船と白瀬矗』（小島 敏男／著 成山堂書店 2011年）２階Ｅ６ 402.97/ｺ 

25 次～49 次・51 次の南極地域観測協力行動資料がある。艦長や寄港地などが一覧になっている。 

■インターネット 

国立極地研究所 南極観測のホームページ【https://www.nipr.ac.jp/jare/】 

2018 年 12 月現在、直近の 60 次隊の活動がリアルタイムでみられる。他にも観測活動成果や関連

データベースへのリンクも貼られている。42 次隊までの往復の航路も確認できる。 

 
Ｑ：日本茶の種類や淹れ方などを英語で説明している資料を見たい。           （国際） 

 

■図書 

『ブレケル・オスカルのバイリンガル日本茶 BOOK』（ブレケル・オスカル／著 淡交社 2018年） 

F100ENG/596.7/BR (資料番号：1013677248) ２階 A２０ 

日本茶の種類から、産地、茶葉の種類別・美味しい淹れ方まで、写真共に日英対訳で紹介している。 

『毎日、お茶：The green tea book』（丸山製茶株式会社 2008年） F100ENG/619.8/GR ２階Ａ２０ 

静岡の掛川市の製茶会社が作成した本。摘み採られたお茶の葉がどのようにしてできるのか、工場内

での様子や、お茶の種類・淹れ方などについて、イラストや写真付きでわかりやすく紹介している。 

『日本茶。: New tastes in green tea』（徳永 睦子／著 ステュウット・アットキン／訳 講談社イ

ンターナショナル 2004年） F100ENG/596.7/TO ２階Ａ２０ 

日本茶の歴史や種類、また新しいお茶の愉しみ方、お茶を使った料理・デザートもレシピ付きで紹介

している。 

『Japanese tea：how to prepare delicious Japanese tea（美味しいお茶の淹れ方）』 

（日本茶業中央会  [201-]年） F100ENG/596.7/JA（禁帯出） ２階ＲＣ３ 

日本茶の正しい淹れ方をイラストと共に紹介している。 

■インターネット                              

・日本茶輸出促進協議会「海外向け日本茶紹介パンフレット（日本茶: Japan Tea）」 

（http://www.nihon-cha.or.jp/export/news/2016/news160420.html)    

日本茶の歴史、日本茶の種類、日本茶の製造と主な産地、日本茶の生活シーン提案、日本茶の淹れ方

（煎茶、玉露、番茶・焙じ茶）、抹茶の点て方、日本茶の健康効果、日本茶活用方法などを紹介してい

る。 

・農林水産省 日本茶輸出促進パンフレット「Japanese Green Tea」              

（http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/tya/） 

英語版、フランス語版、中国簡体字版があり、日本語と対訳で日本茶の製法、種類、淹れ方等を紹

介している。 

・掛川市「深蒸し掛川茶ＰＲパンフレット」 

（http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/kakegawatya/PR/panfu.html）             

深蒸し掛川茶の紹介と、お茶の効能について解説している。                   

 

 ※「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！ 
 

 

『川端康成詳細年譜』 
（小谷野 敦／編 深澤 晴美／編 勉誠出版 2016 年）2階Ｃ１３R910.26/ｺ              

                                         

初めてノーベル文学賞を受賞した日本人、川端康成（1899～1972）が誕生して今年で 120 年で

す。この図書は川端康成の生涯を可能なかぎり探索し、詳細に各年別、月日単位に記述したものです。 

使ってみました ⇒ノーベル文学賞を受賞した 1968 年、川端はどのように受賞を知ったのか。 

1968（昭和 43）70 歳 

10 月 13 日、ストックホルム発のＡＦＰが、3 人のノーベル賞文学賞候補に入っていると報じる。 

10 月 15 日、（略）北条と銀座のバーを回り、ノーベル賞のことを訊かれる。 

10 月 16 日、ノーベル賞確実という知らせで報道陣が詰めかけ、居留守を使う。（略） 

10 月 17 日、ノーベル文学賞受賞発表。安田のビルの献詞を書いていて、夕飯に呼ばれ、戻ったとた

ん連絡があった。 

 ノーベル賞受賞の報道陣の取材に居留守を使っていたとは！文豪川端の人間味が垣間見えるエピソ

ードです。 

           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 

日本人はどのように自然と関わって

きたのか 

コンラッド・ 

タットマン／著 
築地書館 210.1/ﾀ 

オリンピック全史 

デイビッド・ゴールド

ブラット／著    

志村 昌子／訳  

原書房 780.69/ｺﾞ 

社 
会 

犯罪加害者と表現の自由 松井 茂記／著 岩波書店 326.3/ﾏ 

情報と戦争 
ジョン・キーガン／著

並木 均／訳 
中央公論新社 391.6/ｷ 

自 

然 

はじめての基礎化学実験 
山崎 友紀／平山 美樹

／共著 
オーム社 432/ﾊ 

切削加工大全 森脇 俊道／編著 日刊工業新聞社 532/ﾓ 

 
          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≫   囲碁・将棋 

≪自然科学≫ 動物との豊かなくらし 

≪社会科学≫  さよなら、平成 

≪国際≫   共生する社会  


