
- 1 - 

『西洋靴事始め：日本人と靴の出会い』 

稲川 實／著 現代書館 2013 年 

『靴づくりの文化史：日本の靴と職人』 

稲川 實・山本 芳美／著 現代書館 2011年 

『ニッポン靴物語』山川 暁／著 新潮社 1986年 

『Shoes： 

イラストでわかる靴のデザイン 古代から現代まで』 

ジョン・ピーコック／著 徳井 淑子／訳・日本語版監修 

               マール社 2018 年 

『足もとのおしゃれとケア』 

COMODO 編集部／編 技術評論社 2011 年 

『大切な靴と長くつきあうための 

靴磨き・手入れがよくわかる本』 

飯野 高広／著 池田書店 2017 年 

『SPORTS シューズのひみつ：陸上、野球、サッカー、バスケ、テニス etc.各種スポーツシューズの

歴史や秘密』 新星出版社編集部／編  新星出版社  2009年 

『いちばん詳しい靴ひも結び方 BOOK』 

シューレーシング取材班／編 有楽出版社 2012 年  

 

 

 
明治 3年(1870年)3月 15日、東京・築地入船

町に日本で初めて靴の工場が設立されました。

これにちなんで 3月 15日は「靴の記念日」と

なっています。(参考：『記念日・祝日の事典』、 

    日本靴卸団体連合会ホームページ) 

“靴”に関しての本も種々様々あります。 

紳士靴に 

  ついて 

お手入れ 

靴の歴史 

ｽﾎﾟｰﾂｼｭｰｽﾞ 

靴ひも 
スニーカー、革靴、登山靴などの

60 通りの靴ひもの結び方が紹介

されています 

 

 

 

福岡市総合図書館 図書サービス課 図書資料係 ☎092-852-0632 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

今月の特集！ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

        

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     図書特別整理期間のため、総合図書館は  

３月１１日（月）～３月１８日（月）休館いたします。 

所蔵している図書を一冊ずつ点検する「蔵書点検」という作業を行っています。 

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

レファレンスだより 2019年 3月号 No.196 
 

    ■レファレンス受付件数（2018年 12月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

22 1371 483 308 259 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

484 37 539 874 4377 

（開館日 23日 一日平均 190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。 
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：与謝野晶子・鉄幹が大分へ旅行した時の短歌・エッセイなどはあるか。     （人文科学） 

 

■いつ旅行したか 

『与謝野晶子』（平子 恭子／編著 河出書房新社 1995 年）2階 B21 911.16/ﾋ 

年表によれば、大正６年６月～７月に日田、耶馬溪、中津。昭和４年８月に日田。昭和６年１０月に

亀の井ホテル創業２０周年祝賀会に招かれ別府、大分、中津、宇佐神宮へ。昭和７年８月に別府、久住、

湯の原温泉（現在の長湯温泉）、湯布院を訪れている。 

 

■なにに収録されているか 

『九州における与謝野寛と晶子』（近藤 晋平／著 和泉書院 2002年）2階 K7 K911/ｷ 

第一章 五「大分県中津での寛・晶子の足跡」には歌集『火の鳥』収録の大分で詠んだ歌が、第二章 

二「第二期『明星』廃刊後の大分県下への旅」には昭和 6 年の旅行で詠んだ歌がさまざまな歌集から抜

粋して掲載されている。 

『定本與謝野晶子全集 第 6 卷』（與謝野 晶子／著 講談社 1981年）2階 B24 918.68/ﾖ 

p519『草と月光』の解題には、昭和七年八月、九州で歌った作品を主として集めたもの、とある。 

『定本與謝野晶子全集 第 20 卷』（與謝野 晶子／著 講談社 1981年）2階 B24 918.68/ﾖ 

九州旅行の感想を綴った文章が収録されている。p230～255「九州の旅」。日田に立ち寄ったとの

記述あり。p372～345「九州の旅」別府、九重、竹田、湯布院旅行の記述あり。 

『与謝野鉄幹』（中 晧／著 桜楓社 1981年) 2階 B21 911.16/ﾅ 

p126 に「自選歌集『与謝野寛短歌全集』を刊行した。収めるところの約八割は大正、昭和の時代の

作品で殆ど旅中の即興則詠の歌である。」とある。 

『与謝野寛短歌全集』（与謝野 寛／著 明治書院 1933 年）2階 K17 911.1/ﾖ 

「豊前豊後の秋」（昭和六年十月）ほか収録。 

 

Ｑ：馬肉（馬刺し）を食べる文化について、日本における地方分布や歴史を知りたい。 （社会科学） 

 

■食文化史について 

『たべもの起源事典』（岡田 哲／編 東京堂出版 2003 年）2階 D7 R383.8/ﾀ 

p379「ばにく」の項目に、日本の馬肉の食文化史が紹介されている。 

『明治ものの流行事典』（湯本 豪一／著 柏書房 2005 年）2階 D18 382.1/ﾕ 

p300～301「馬肉」の項目に、明治期より流行した馬肉屋の様子等が 

紹介されている。 

■地方分布について 

『日本大百科全書 19  2版』（小学館 1994年）2階 C1 R031/ﾆ 

p1「馬肉」の項目に「長野県松本や熊本県の郷土料理で馬刺しとして知られ、この地方では生肉の 

販売もされている。」との記述がある。 

『たべもの日本史総覧』（西山 松之助／ほか著 新人物往来社 1994年）2階 D7 R383.8/ﾀ 

p450「馬刺とさくら鍋」の項目に「南信濃を中心とした地方の名物に馬肉がある。」との記述がある。 

『47都道府県・肉食文化百科』（成瀬 宇平・横山 次郎／著 丸善出版 2015年）2階 D19 383.8/ﾅ 

 p16～18「②ウマ」の項目に、馬の在来種や歴史等の記述がある。 

 「2・青森県」「7・福島県」「13・東京都」「19・山梨県」「20・長野県」「40・福岡県」「43・熊

本県」等、各県の項目にも馬肉の食文化史や、馬肉を使った郷土料理・ジビエ料理の紹介等がある。 
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Q：大正１５年１０月２０日の月齢を調べたい。                  （自然科学）   

Q：LGBT などを含むジェンダーに関する資料。日本の現状と世界の比較がわかるもの。  （国連） 

■インターネット検索より 

「農林水産省HP」＞「組織別から探す」をクリックし「生産局」を選択 

＞「品目別分類」の中から「畜産」を選択＞左のボタンの中から「その他の家畜」を選択 

＞「H28年度馬関係資料」の中から「Ⅵ 馬肉関係」を選択 

 【http://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/attach/pdf/sonota-21.pdf】 

①馬肉需要の推移、②馬肉の地域別生産量（枝肉）の推移、③地域別と畜頭数の推移、 

④馬肉の輸入先別数量及び価格の推移、⑤食肉を目的とした輸入頭数の推移、が確認できる。 

  

                 

■所蔵の資料を調べる 

『理科年表 第 26冊(昭和 28 年)』（東京天文台／編纂 丸善出版 1952年）閉架書庫 R403.6/ﾘ 

当館所蔵の一番古い『理科年表』は上掲のもので、大正時代の資料は未所蔵。 

 「潮汐表」からも月齢は調べられる。 

『博多港潮汐表 昭和 56年』（運輸省第四港湾建設局／[編] 運輸省第四港湾建設局 1981年） 

行政閉架資料 G84/N8/56 

当館所蔵の一番古い「潮汐表」は昭和 56年のものが一番古く、大正時代のデータはない。 

■国立国会図書館デジタルコレクション 

『潮汐表 大正 15年』（水路部/[編] 水路部 1925年） 

（※国立国会図書館／図書館送信参加館内公開） 

「潮汐表」の項目があり、毎日の月齢が分かる。 

『理科年表. 第 2冊（大正 15 年）』（東京天文台/編 東京帝国大学 1925年） 

「暦部」に「太陽及ビ月」の項目があり、毎日の中央標準時の正午月齢が分かる。 

 

 

■日本語資料で、ジェンダーに関しての現状が分かるものを探す 

『地図とデータで見る女性の世界ハンドブック』 

（イザベル･アタネ／編 キャロル･ブリュジェイユ／編 原書房  2018年）2階 D16  367.2/ﾁ 

『世界の女性問題 3 政治、仕事、ジェンダー』 

（関橋 眞理／著 汐文社  2014年）１階子ども２  36/ｾ 

■国連資料で探す 

『人間開発報告書 2015 人間開発のための仕事』 

（国連開発計画／[編] CCCメディアハウス  2016年）2階国連 A2 

国連開発計画による『Human development Report』の日本語版。表 5にジェンダー不平等指数

2014 年の統計あり。労働の世界においての女性の立場を示す。 

『Achieving gender equality, women's empowerment and strengthening development cooperation  ： 

dialogues at the Economic and Social Council』   （United Nations 2010 年）2階国連 A2 

■インターネットの関連サイトを紹介 

国連広報センター【http://www.unic.or.jp/】＞LGBT  

このページであがっている次の 2 つの文書は所蔵あり。 

・A/HRC/RES/17/19 

2011 年に人権理事会で出された性的指向と性同一性に関するものとしては初の国連決議 

・A/HRC/19/4   

OHCHR(国連人権高等弁務官事務所) による LGBT に関する初の正式な国連報告書 

UN WOMEN【http://www.unwomen.org/en】 

UN WOMEN 日本事務所【http://japan.unwomen.org/ja】 

 

 

 

※「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。 
 
 
 



- 4 - 

 

   今月の一冊！ 
 

『天文年鑑 2019年版』 
（天文年鑑編集委員会／編 誠文堂新光社 2018）2階 C16 R440.59/ﾃ     

                                       

夜空の星を見ていると、壮大な宇宙に思いをめぐらせ、気持ちも大きくなります。そして、そのキラ

キラ輝く星や星座の事などを知りたくなります。そんな時はこの年鑑もぜひ手に取ってみて下さい。 

その年の主な天文現象、太陽・月の出没時刻、各惑星の位置・動き、流星、小惑星、彗星、連星、変

光星の予報を中心に、天文に関するさまざまなデータが掲載されていて、調べものにも役立ちます。毎

年刊行されているので、最近の情報を知る事が出来ます。2019 年版巻頭口絵には昨年の部分日食、皆

既月食、火星、さらに昨年国際学会承認された長良隕石（2012年落下）の写真が掲載されています。 

使ってみました ⇒「隕石」について調べる。 

目次から該当頁を引くと、近年、日本に落下した隕石と世界の隕石についての記載があり、次頁には

日本に落下した隕石リストがあります。去年の 9月 26 日に愛知県小牧市の民家に隕石落下との事。ま

た、リストによると、福岡県内では、861年に福岡県直方市、1897年に福岡市博多区東公園に隕石

が落下しています。意外に近くにも遠い宇宙からの隕石が落ちてきていました。 
 
          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 

戦争と図書館 小山 騰／著  勉誠出版 210/ｺ 

第三帝国の歴史 
リチャード・J.エヴァンズ／著 

大木 毅／監修 山本 孝二／訳 
白水社 234.07/ｴ 

社 
会 

地図で見る東南アジアハンド

ブック 

ユーグ・テルトレ／著  

セシル・マラン／地図製作 

鳥取 絹子／訳 

原書房 302.23/ﾃ 

新・防衛法制 田村 重信／編著  内外出版 393.21/ﾀ 

自 

然 

世界の鳥の学名解 平嶋 義宏／著 北隆館 488/ﾋ 

土壌学の基礎 新版： 

 生成・機能・肥沃度・環境 
松中 照夫／著 

農山漁村文化

協会 
613.5/ﾏ 

 
          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 


