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福岡市水道局 昭和 53年と平成 6年の渇水の記録 
http://www.city.fukuoka.lg.jp/mizu/somu/0053.html 
福岡地区水道企業団 海水淡水化センター（まみずピア） 
http://www.f-suiki.or.jp/facility/kaitan-center/ 

 
『水の日本地図』 
（東京大学総括プロジェクト機構「水の知」
(サントリー)総括寄付講座／編 沖 大幹
／監修 朝日新聞出版 2012年） 

『水の歴史』 
（イアン・ミラー／著 甲斐 理恵子／訳 
原書房 2016年） 

 

 

 

 

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！ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レファレンスだより 2019年 8月号 No.201 
 

    ■レファレンス受付件数（2019 年 5 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

60 1809 674 498 338 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

460 42 554 1032 5467 

（開館日 25 日 一日平均 218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。 

『水が無い』 
（斎藤 充功／著 山手書房 1979年） 
『日本のダム美』 
（川崎 秀明／著 ミネルヴァ書房 2018年） 
『ダムの歩き方』（萩原 雅紀／監修  
地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモ
ンド・ビッグ社 2018年） 

 

『節電・節水調理のコツおいしいごはん

レシピ』 

（成美堂出版編集部／編 成美堂出版2011年） 

『水の不安をなくす 30の知恵』 

（渡辺 雄二／著 青志社 2016年） 

 

８月１日は「水の日」、そして 8 月 1 日～7

日は「水の週間」です。 

私たちは、飲み水や料理、洗濯、風呂、農業

用水、工業用水と生活のあらゆるところで水を

使用しています。今年、福岡近郊では平年より

雨が少なく、節水意識も高まっています。 

私たちが生きていくために欠かせない貴重な

資源、大切な水について考えてみませんか。 
 

 

『九州水物語』 

（西日本新聞社 2006年） 

『平成の名水 100選』 

（主婦の友社／編 主婦の友社） 

『ミネラルウォーター・ガイドブック』

（早川 光／著 新潮社 2014年.） 

 

＜インターネットの情報＞ 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/mizu/somu/0053.html
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：明治に改元したのは何月何日か。（人文科学） 

 

明治に改元したのは旧暦の 1868 年 9 月 8 日、新暦では 1868 年 10 月 23 日になる。 

『史料 明治百年』巻頭「新暦・旧暦対照表」によると、「現在の太陽暦（新暦）は明治 6 年から採用さ

れ、旧暦の明治 5 年 12 月 3 日が明治 6 年 1 月 1 日とされた。年表の月日は明治 5 年以前はすべて

太陰暦（旧暦）で表してある。（略）」とある。 

 

■旧暦で記載された図書 

『日本史必携』（吉川弘文館編集部／編 吉川弘文館 2006年）2階 C10 R210.03/ﾆ 

 年号の欄に「9.8」と記述あり。 

『日本史年表』（歴史学研究会／編 岩波書店 1995 年）2階 C10 R210.03/ﾆ  

1868 年の欄に「9-8 明治と改元し、一世一元の制を定める」とある。 

『国史大辞典 13』（国史大辞典編集委員会／編 吉川弘文館 1992年）2階 C10 R210.03/ｺ 

「明治」の項目に「明治天皇のときの年号（1868-1912）。慶応 4 年 9 月 8 日改元。」とある。 

『世界大百科事典 28』（平凡社 2009年） 2階 C1 R031/ｾ 

「明治時代」の項目に「字義どおりには、1868 年（慶応 4・明治 1）9 月 8 日の明治改元から、

1912 年 7 月 30 日明治天皇の死にともない皇太子嘉仁親王が践祚（せんそ）し、大正と改元した

ときまでを指す。（略）」※践祚…皇嗣(こうし)が天皇の位を受け継ぐこと 

『史料 明治百年』（朝日新聞社／編 朝日新聞社 1966 年）2階 C10 210.6/ｼ 

「9.8 「明治」と改元、出典、景教説卦伝「聖人南面而聴天下、嚮明而治」による、また一世一元

を永制とす」とある。 

 

■旧暦・新暦併記の図書 

『誰でも読める日本近代史年表』（吉川弘文館編集部／編 吉川弘文館 2008年）2階 C10 R210.6/ﾀﾞ 

「9・8（10・23）明治と改元。一世一元の制を定める」 

『20世紀年表』（神田 文人／編 小林 英夫／編 小学館 2001年） 2階 C10 R210.6/ﾆ 

「1868.10.23［9.8］明治と改元の詔、一世一元とする」 

 

 

Ｑ：年の途中で土地を売却した場合の固定資産税の納税についてどのような例があるか。（社会科学） 

 

『図解地方税 平成 28年版』（逸見 幸司／著 大蔵財務協会 東京 2016年）2階 D14 349.5/ﾍ 

p.432 固定資産税について詳細有。固定資産税は地方税法 343 条①により「その年の１月１日

現在の所有者」に課税される。 

p.443 賦課期日に関する判例有（但し、地方税法 343 条のとおり）。 

『ポイント整理不動産組替えの税務 Q&A 50問 50答』（タクトコンサルティング／著 大蔵財務協 

2016年）2階 D14 345/ﾎﾟ 

p.136 売主が買主に固定資産税相当額を譲渡対価とは別に受領する習慣が定着している旨の記述あり。  

『すぐに役立つ最新入門図解土地・建物の税金の基本と手続き』（村田 克也／監修 三修社 2013年） 

1階ﾎﾟ 67 345/ｽ 

ｐ.48 日割計算により売買代金の一部として扱われる旨の記述あり。 

『ちょっと待った!!大家さん!不動産投資では賢い節税がたんまりお金を残す秘訣です!!』 

（夫馬 竜司／著 すばる舎リンケージ 2013年）1 階ﾎﾟ 76 673.9/ﾌ 

ｐ.5 負担調整の記述あり。 
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Ｑ：クジラのヒゲは、1 頭に何本あるのか。（自然科学） 

 

クジラには「ハクジラ亜目」「ヒゲクジラ亜目」に分類され、ヒゲを持つのは「ヒゲクジラ亜目」。 

1 枚のヒゲ板から無数のヒゲが枝分かれしているので、「ヒゲ板の数」として調べる。 

『日本人のクジラ学』（梅崎 義人／著 講談社 1988 年）閉架書庫 489/ｳ 

「ひげ板の枚数は上あごの左右歯ぐきにそれぞれ 300 枚、一頭のクジラの口中に 600 枚が、2 セン

チメートルから 5 センチメートルの間隔できちんと並んでいる。」 

『クジラ・イルカ大百科』（水口 博也／著 TBSブリタニカ 1998年）2階 E8 489.6/ﾐ 

 ヒゲクジラのヒゲ板の写真あり。「セミクジラでは 3 メートルに達するヒゲ板が、左右それぞれ 200

～260 枚、上下の顎のあいだで目の細かい濾過装置をつくりあげている。」 

『ニタリクジラの自然誌』（加藤 秀弘／編著 平凡社 2000年）2階 E8 489.6/ｶ 

「…三角形のヒゲ板が、鳥のくちばしのような上あごの下側両縁に、200～400 枚ほど下向きに順序

よく生えている。」 

『クジラの生態』（笠松 不二男／著 恒星社厚生閣 2000年）2階 E8 489.6/ｶ 

ミナミセミクジラ（220～260 枚）、ホッキョククジラ（230～360 枚）、コセミクジラ（約 230

枚）、シロナガスクジラ（260～400 枚）、ナガスクジラ（260～400 枚）、イワシクジラ（300～

410 枚）、ニタリクジラ（250～370 枚）、ミンククジラ（230～360 枚）、ザトウクジラ（270

～400 枚）、コクジラ（130～180 枚）のそれぞれのヒゲ板の数が記載されて

いる。 

 

 

 

 

 
Ｑ：新しい元号「令和」の典拠になっている万葉集の部分の英訳を知りたい。（国際） 

 

新元号「令和」の典拠になっているのは、下記の「万葉集」巻五に収録された梅花の歌の「序」。 

 『万葉集』巻五[28]の「梅花謌卅二首并序」 

  梅花歌卅二首[并序] / 天平二年正月十三日 萃于帥老之宅 申宴會也 于時初春令月  

氣淑風和 梅披鏡前之粉 蘭薫珮後之香 加以 曙嶺移雲 松掛羅而傾盖 夕岫結霧  

鳥封縠而迷林 庭舞新蝶 空歸故鴈 於是盖天坐地 <促>膝飛觴 忘言一室之裏 開衿煙霞之外 

   淡然自放 快然自足 若非翰苑何以攄情 詩紀落梅之篇 古今夫何異矣 宜賦園梅聊成短詠 

■英訳図書 

『Man'yōshū』bk.5 （Alexander Vovin／著 Global Oriental 2009年） 2階国際 A20 

p.55-57  上記の原文と共に英語訳文が掲載されている。また英訳に際しての詳細な解題・解説も

併せて掲載されている。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

※「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！ 
 

 

『近代戦争文学事典 第 1輯～第 13輯』 
（矢野 貫一／編 和泉書院 1992～2014年）2階 C13 R910.26/ﾔ 

 

「…故人の年忌法要なら、五十回をもってめでたく納めるところであるが、こと戦争となるとそうは

いかぬ。…戦争の残した問題にも未解決のことが多くある。それよりも何よりも、戦争を知らぬ人々が、

平和を論じたり軍備を論じたりするのがまことに危なっかしい。無智は人を惑わし世を誤る。過去の戦

争について考え学ぶべきことは、五十年を経たとて殫（つ）きるはずもない。況（いわん）や研究に、

年限にあろうはずがない」（第 5 輯「前言」より） 

明治から平成にかけて出版された「戦争文学」の目録です。外交上の問題が堆積しており、ネット上

に色々な意見があふれるこの時代だからこそ、体験者たちの出版物に立ち返ってみませんか？ 

使ってみました 

『原爆詩集』（峠三吉／著） 

第 5 輯 212 頁に紹介されています。有名な「ちちをかえせ ははをかえせ」から始まる序詩が所収

されている詩集です。『近代戦争文学事典』の編者である矢野氏による分析も興味深いものがあります。

（※『原爆詩集』は福岡市の図書館に所蔵があります。） 

 

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 

サーバーレス開発プラットフォーム

Firebase 入門 
掌田 津耶乃／著 秀和システム 007.64/ｼ 

バスク語基礎学習 20 週 石塚 秀雄／著 彩流社 893.5/ｲ 

社 

会 

いじめ：10 歳からの「法の人」への旅立ち 村瀬 学／著 ミネルヴァ書房 371.42/ﾑ 

Q&A 海外進出・海外子会社・越境取引の

税務：よくある疑問を徹底解説 

徳山 義晃／著 

森村 元／著 
税務経理協会 336.98/ﾄ 

自 

然 
アフリカの日本企業： 

日本的経営生産システムの移転可能性 

公文 溥／編著 

糸久 正人／編著 
時潮社 509.24/ｱ 

空飛ぶクルマ：電動航空機がもたらす

MaaS 革命 
根津 禎／著 日経 BP 社 538/ﾈ 

 

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≫   こわい 

≪自然科学≫   生物と環境  

≪社会科学≫    平和 

≪国際≫    平和を祈る 

 
≪１階 特設展示棚≫ 

 図書館を使った調べ学習コンクール優秀作品 ＆ 調べ学習おたすけカード 


