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レファレンス・サービスとは、情報を求めて来られた
利用者に対して、図書館の資料等を活用して、必要と
している情報を探すお手伝いをするサービスのことで
す。法律相談や物品鑑定などといったお答えできない質問もあり
ます。また、質問によっては回答に日数がかかるもの、資料や情
報が提供できない場合もありますのでご了承ください。

■レファレンス受付件数（2010 年 3 月分）
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（開館日 16 日 一日平均 349 件）

今月のレファレンス徹底解説！
Ｑ：昭和 20 年から板付基地（現在の福岡空港）が米軍から返還される昭和 47 年の間に、福岡空港近
辺で米軍機が民家に墜落し、10 人以上死亡した事故について知りたい。
※図書館では、事実に関する質問にはできるだけ 2 つ以上の資料を提示して回答をしています。それは、
本などに記述された事実そのものが互いにくい違うことがあるからです。今回の質問に関しても記載さ
れている事故の日付や内容に異なった部分があります。資料ごとの正誤については質問者側で判断して
もらいます。
■空港事故史に関する本
『鉄道・航空機事故全史』（災害情報センター／編 日外アソシエーツ 2007 年）2 階 D7 R686.7/ﾃ
該当する期間に福岡市の民家に米軍機が墜落した事故は 2 件あるが、10 人以上死亡した事故は『昭和
26 年 5 月 11 日 米軍機が醤油製造工場の煙突に衝突し墜落。乗員ら 10 名焼死 1 名が軽症」
がある。
■福岡空港に関する本
『空港とふる里席田』
（福岡空港地域対策協議会 2006）2 階郷土 K9 K687/262/ｸ
在日米軍による事故の項目に「昭和 25 年 5 月 米軍機が二又瀬の醤油屋に墜落炎上、付近の民家 5
戸が全半焼、醤油屋の従業員ら 7 名と登校準備中の女子高生等 4 人の計 11 人が死亡」とある。巻末
年表にも昭和 25 年 5 月の出来事として記載あり。
『板付基地問題資料集 下』（板付基地移転促進協議会 1967）閉架資料 319/ｲ
飛行機の事故による被害（昭和 20 年～41 年 1 月）として墜落事故の発生は 30 件とあるが、発生状
況がわかる一覧表には昭和 35 年以降の事故のみ記載されている。
■福岡の郷土史に関する本
『福岡市史 第 8 巻 昭和編 後編 4』（福岡市役所 1978）2 階郷土 K2 K226/260/ﾌ
板付基地の項目に、
「板付飛行場の近隣の航空事故は昭和 20 年から 27 年までの間に 10 件」とあり、
「昭和 26 年 5 月 10 日 米軍機が民家に墜落、5 戸を焼いて住民 11 人が死亡」が該当事故として記
載されている。巻末年表や火災発生状況年表からもこの日付が確認できる。
『福岡県百科事典 上 あ～そ』
（西日本新聞社 1982）2 階 C12 R291.91/ﾌ
巻末年表の福岡県内の出来事として「昭和 26 年 5 月 10 日 福岡市二股瀬に米軍機墜落 11 人死亡」
とあり。
■新聞記事
「西日本新聞マイクロフィルム」
（※2 階 RC3 カウンター申込みで、閲覧可能です）
昭和 26 年 5 月 11 日金曜日の朝刊に「十名焼死不明一」の見出しで「10 日の午前 8 時 10 分頃、福
岡市吉塚二股瀬で米軍機が電柱に接触し、醤油製造業方の煙突に衝突墜落。死者 10 名行方不明 1 名、
民家 2 戸全焼、同 2 戸を半焼」という内容の記事あり。
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その他にもこんな質問がありました

Ｑ： 風神・雷神の絵、彫刻が見たい。
■絵画関連
『ひらがな日本美術史 4』（橋本 治／著 新潮社 2002 年）1 階ポ 62 702.1/ﾊ
俵屋宗達オリジナル（17 世紀前半）と、尾形光琳による模写（18 世紀初期）の「風神雷神図屏風」あ
り。解説のほか、両者の屏風の比較、謎の多い人物として作者である宗達についても書かれている。
『古美術 1984 年 7 月号』
（三彩社 1984 年）閉架書庫
江戸時代初期を代表する狩野探幽作とされる「風神雷神図屏風」あり。風神雷神を屏風にとりあげた作
品では俵屋宗達、その模写以外にこれといった作品がなく、また、江戸時代初期を代表する狩野探幽の
作ということで注目されている。しかし、狩野探幽作とするには疑問があり、現在では「伝狩野探幽筆・
風神雷神図屏風」として板橋区立美術館に収蔵されている。
■彫刻関連
『魅惑の仏像 16 風神雷神』（小川 光三／写真 毎日新聞社 1987 年）分館所蔵 718/ﾐ
京都妙法院にある風神雷神像について表情や足の筋肉など細部の写真あり。千手観音を守る二十八部衆
が仏界でバランスを壊そうとする風神雷神を降伏させ、一緒に千手観音とその信者を守り助ける役割を
果たすようになったと書かれている。鑑賞のガイド、空想としての風神雷神についても述べられている。
『原色日本の美術 9』（小学館 1978 年）閉架書庫 708/ｹﾞ
蓮華王院本堂（京都・千手観音群で有名な三十三間堂）にある風神雷神像の写真あり。解説に「写実を
主とした基本様式で、のびのびと自由である。鎌倉中期における極めて著しい特色を持っている」と書
かれている。
『重要文化財 4 彫刻 4』
（毎日新聞社「重要文化財」委員会事務局／編 毎日新聞社 1974 年）閉架書庫 709.1/ｼﾞ
滋賀県常楽寺と、京都妙法院所有（両方とも鎌倉時代）のものを紹介。
Ｑ： 江戸町奉行や刑罰、牢獄の様子などが知りたい。
■事典関連
『図説江戸の司法警察事典』（笹間 良彦／著 柏書房 1980 年）2 階 D5 R322.15/ｻ
町奉行の職務内容や管轄のほか、与力・同心などの役職についてはその人数や役料、生活の様子にまで
触れている。刑の種類や内容について、牢獄の種類や入牢から食事、入湯など牢内での生活についても
図を用い解説している。
■法制史・刑罰関連
『江戸町奉行』（横倉 辰次／著 雄山閣 2003 年）閉架書庫 322.15/ﾖ
町奉行職や与力・同心などの職制、岡ッ引・目明しといった町方の者についても記述あり。
『考証「江戸町奉行」の世界』（稲垣 史生／著 新人物往来社 1997 年）2 階 D10 322.15/ｲ
町奉行の権限、与力・同心の職務や私生活について記述がある。また、江戸町奉行を務めた人物の一覧、
奉行所の見取図がついている。刑罰にはどんな種類があったか、牢獄については牢内の囚人が勤めた牢
内役人、食事、衣料、差入れなど生活の様子が書かれている。
『図説・日本拷問刑罰史』（笹間 良彦／著 柏書房 1996 年）2 階 D10 322.1/ｻ
引廻し、遠島、改易など近世の刑罰、拷問、私刑について、項目ごとに解説がある。
Ｑ： 観覧車の安全基準を定めた法律について知りたい。
■建築事典関連
『図解建築法規 2008』（国土交通省住宅局建築指導課/編集 新日本法規出版 2008 年）2 階 E3 R520.91/ｽﾞ
観光・展望用エレベーターやコースター・メリーゴーランドなど建築物には該当しない工作物も、建築
物とみなして建築基準法の規定が適用（準用）される。また、遊戯施設として安全性を確保するために
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特別な構造基準が定められている。なお、高さが 60m をこえるエレベーター・遊戯施設は構造等につ
いて大臣認定が必要である（建築基準法 88 条、建築基準法施行令 138 条 2 項・143 条～144 2
条）ことがわかる。準用される主な規定と、特別の構造基準が図表で示されている。
■法律法令関連
『現行日本法規 26-1 建築･住宅 1』（法務省大臣官房司法法制部/編 ぎょうせい）2 階 D1 R320.91/ｹﾞ
建築基準法・建築基準法施行令を収録している。
『 同 110 索引‐五十音』の「遊戯」で 4 つが見つかり、客席の構造、安全な構造と強度や周囲
の人の安全、定期点検の報告事項、非常用装置に対して詳細に基準を定めていることがわかる。
■児童公園関連
公園などの遊具の安全性について書かれている本は以下のものがある。
『遊具事故防止マニュアル』（松野敬子/著 山本恵梨/著 かもがわ出版 2006 年）2 階 E12 629.35/ﾏ
『安全な遊び場と遊具』（ゲオルグ・アグデ/[ほか]著 鹿島出版会 1991 年）2 階 E12 629.35/ｱ
『遊び場の安全ハンドブック』（荻須隆雄/[ほか]編 玉川大学出版部 2004 年）1 階ポ 76 629.35/ｱ
Ｑ： 森有礼と志賀直哉の日本語廃止論について比較したい。
■所蔵資料
『国際化時代の日本語』
（茅野 友子／著 大学教育出版 2000 年）2 階 B3 810.4/ﾁ
森有礼の国語論は「日本語廃止論」や「英語採用論」と呼ばれているが、彼の著作にそのような題を持
つ文はなく、明治 5 年にエール大学教授ウイリアム・ホイットニーに宛てた書簡と明治 6 年に
『Education in Japan』（「日本における教育」)と題した英文の書物を出版するさいに書いた序文の 2
つが、これらの論の根拠となっている。また、志賀直哉は昭和 21 年、雑誌『改造』3 月号に「国語問
題」という四ページの小文を発表したが、英語を国語に採用しようとした森有礼の論とは違ってフラン
ス語を日本の新しい国語に推したとの記述あり。
『論争・英語が公用語になる日』
（鈴木 義里／編 中央公論新社 2002 年）1 階ポ 77 830/ﾛ
ホイットニー宛書簡、『Education in Japan』序文（日本語）、「国語問題」が資料として掲載あり。
『国語問題論争史』（土屋 道雄／著 玉川大学出版部 2005 年）2 階 B3 810.9/ﾂ
森有礼の英語採用論、志賀直哉のフランス語採用論のほか、明治以前から平成にかけての国語国字問題
について時代ごとに記述してある。
Ｑ： アメリカ独立宣言の原文とそれに署名している人数と名前を知りたい。

（国際）

■所蔵資料
『アメリカを知る事典』新訂増補版（斎藤 真／[ほか]監修 平凡社 2000 年） 2 階 C1 R253/ｱ
独立宣言は英文名“Declaration of Independence”。署名した人については人数のみ 56 名。
『史料で読むアメリカ文化史 2』
（亀井 俊介／[ほか]監修 東京大学出版会 2005 年） 2 階 B13 253/ｼ
独立宣言の正式名は“The Unanimous Declaration of the thirteen United States of America”
（13 のアメリカ諸邦連合による全会一致の宣言）で、“Declaration of Independence”は通称。ま
た宣言文に署名した人は、13 アメリカ諸邦連合の代表 56 名。独立宣言の全訳も収録。
『世界の名著 33』（中央公論社 1976 年） 閉架書庫 080/ｾ
独立宣言の全訳が収録。署名者 56 名の名前もカタカナで記載されている。
『The Guide to American Law』vol.8 (West Pub Co. 1984 年) 閉架書庫 F702ENG/322.95/GU
独立宣言原文と署名者 56 名の英文サイン名が活字で記載。また独立宣言の草稿原文が写真で収録され
ている。
■インターネット情報
ア メ リ カ 国 立 公 文 書 記 録 管 理 局 （ The U.S. National Archives and Records Administration ）
【http://www.archives.gov/】
原文全文を見ることができ、実際の公文書（独立宣言）の高解像度修正画像もダウンロードできる。
※

棚番号は総合図書館のものです。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！
『世界年鑑 2010』（共同通信社／編著

共同通信社

2010 年）2 階 C16

R059/ｾ

世界のすべての国と地域の最新情報を収録した年鑑。原則として出版年の前年（ここでは 2009 年）1
年間に世界各地で起きた出来事を中心に編集しています。各国・地域ごとのページには、主要データ（面
積・資源・人口・首都・主要都市〔人口〕・住民・言語・宗教・憲法・元首など）とともに、歴史や社
会情勢、政治、外交、軍事などがコンパクトにまとまっています。
さらに国旗、各国の標準時、国際機構や内外交公館一覧、各国元首・閣僚一覧、世界人名録（外国の
政治的、文化的に主要な人物を知るのに便利）、主な外国人物故者、内外重要史年表など様々なデータ
が充実。主要統計には、さまざまな世界のトップ 10、世界の大企業 500 社、世界の主要空港、航空
会社、ノーベル賞受賞者一覧、主な海外映画祭、スポーツ世界記録一覧、米大リーグ、サッカーの成績
などもあり、雑学事典のような楽しみ方もできます。
使ってみました！⇒6 月のサッカーワールドカップで日本と対戦国する“カメルーン”を調べる！
アフリカ西海岸に大きく入り込むギアナ湾の最奥に位置し、北部は高温乾燥、南部は熱帯性の高温多湿
で、平均気温 26℃。面積 47 万 5442 平方キロ（日本の 1.25 倍）、人口は 1952 万 2000 人（日
本の 15％）、資源はカカオ豆、木材、石油。公用語はフランス語、英語。民族語はバミレケ語など。共
和制で、大統領 1982 年以来、ポール・ビヤで内政は安定。国旗は左から緑、赤、黄の三色旗で中心
に黄色い星の模様。緑は森林地帯、赤は耕作地帯、黄色はサバンナ地帯、星は栄光を現すと説明がある。

図書館活用術

～新聞の縮刷版とデータベース

【縮刷版】
昔の新聞記事を読みたいとき、便利なのが新聞の縮刷版です。1 ヶ月分ごとに出版されています。
調べたい記事の掲載年と月がわかっている場合は、索引から記事を探すことができます。ただし
本社版の最終版を縮小印刷しているため、地方版や地区版の記事は載っていないのでご注意下さ
い。
（福岡市総合図書館では、一般紙の福岡版のページを原紙で永年保存しています。所蔵状況は
新聞により異なります。詳細は２階のレファレンスカウンターにお尋ねください。）
【新聞データベース】
探している記事の掲載年月がわからない場合は、データベースでの検索が便利です。データベー
スには CD-ROM 等の媒体を使ったものと、インターネットから配信されるオンラインデータベ
ースがあります。また、紙面イメージがそのまま見える紙面データベースと、見出し記事を文字
情報におき換えた文字情報データベースがあります。
＜福岡市総合図書館所蔵新聞データベース

タイトル一覧＞

読売新聞： CD-ROM

紙面

明治時代・大正時代

朝日新聞： CD-ROM

紙面

昭和元年～昭和 20 年

オンライン

紙面・文字情報切り替え可

朝日新聞号外：CD-ROM
西日本新聞：オンライン
日経新聞：CD-ROM

紙面

明治 12 年（創刊）～平成 10 年

文字情報

文字情報

昭和 20 年～現在

平成元年～現在

平成 2 年～平成 20 年

紙面データベースの検索結果は 1 部 10 円で印刷できます。ご利用希望の方は、２階レファレンスカ
ウンター１でお申込みください。

サッカーワールドカップ開催！

ガンバレ！岡田 JAPAN！

冬季オリンピックでスポーツの感動を味わった 2010 年。今月はもうひとつのビッグイベン
ト、サッカーワールドカップが開催されます。世界を身近に感じるこの時期、気になった国や
選手、監督などについて調べてみたくなったら、ぜひ図書館をご利用下さい。
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