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今月の特集！                   実りの秋、新米の季節となりました。お米は
美味しいですね。古代より大切に受け継がれた米

作り、大切な主食。この機会にお米についての

本を読み、より深くお米を味わってみません

か？新米で作った塩おむすびは最高です！今月

のレファレンス事例では昭和の大嘗祭主基祭田

に選ばれた福岡の米及び儀式についての質問・

回答を２面に掲載しています。ぜひご覧下さい。 

 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月といえば福岡市図書館では図書館マンス。今年のテーマは「図書館元年～はじめ

のいっぽ～」です。福岡市内の図書館（総合・分館）にてテーマにそった様々な展示やイ

ベントを開催します。お薦めの本のブックリストも各館で配布します。総合図書館２階で

は「しらべもの はじめのいっぽ」と銘打ち、“「〇〇のいっぽ」POP”や“研究成果の紹

介 2019”を展示します。10/１4(月・祝)は チャイニーズＤＡＹ！インドネシアンＤＡＹ！ 

（中国舞踊・インドネシア楽器のワークショップ）を開催予定です。 

レファレンスだより 2019年10月号 No.203 
 

   ■レファレンス受付件数（2019 年 7 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

79 1915 707 385 438 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

445 35 892 853 5749 

（開館日 25 日 一日平均 230 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。 

お米大好き！ 

     『米の事典 稲作からゲノムまで 』   

石谷 孝佑／編 幸書房 2009 

      『稲作大百科 1-5 』 農文協／編 

農山漁村文化協会 2004 

      『稲 品種改良の系譜』  

      菅 洋／著 法政大学出版局 1998 

      『つやつや、ごはん おいしい文藝』  

        赤瀬川  原平／ [ほか ]著   

河出書房新社  2014 

『ラブコメ』  原田 マハ／[著] 

みづき 水脈／[著] 角川書店 2012 

     『全国お米のこだわり銘柄事典』 

日本食糧新聞社／編 

日本食糧新聞社 2018 

『世界でいちばんおいしいお米と  

ごはんの本』 澁谷 梨絵／著 

      ワニブックス 2017 

『うまい米が食べたい! 』本当に美しい

ごはんを食べる会／編著 洋泉社 2016 

 

    『食料・農業・農村白書 令和元年』  

農林水産省／編 日経印刷 2019 

 『減反 40 年と日本の水田農業』  

   荒幡 克己／著 農林統計出版 2014

＊農林水産省ホームページでも米作政策を見る 

ことが出来ます。http://www.maff.go.jp 

おいしい

お米 

 

お米 

エッセイ 

お米の 

今・展望 

お米の 

歴史・稲作 
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：みそ汁のことを御御御付け（おみおつけ）ともいうが、なぜ敬語の「御」が３つもつくのか？   

（人文科学） 

 

■図書 

『日本語源大辞典』（前田 富祺／監修 小学館 2005年）２階Ｂ１ R813.6/ﾆ 

「「おみ」は味噌汁のこと。味噌汁をいう丁寧語。〔語源説〕オミ（御味）は味噌の女房詞。三重敬語 

「御御御汁」の説は非。」 

『日本語源広辞典』（増井 金典／著 ミネルヴァ書房 2010年）２階Ｂ１ R813.6/ﾏ 

「語源は、「オミ（お味噌）＋お付け（付け合わせのお汁）です。味噌汁のことです。「御御御＋付け」

を語源とする説は、語源俗解で誤りです。」 

『暮らしのことば新語源辞典』（山口 佳紀／編 講談社 2008年）２階Ｂ１ R813.6/ｸ 

「味噌汁の丁寧語。オツケは、動詞ツケル（付ける）の連用形ツケが名詞化したものに、接頭語オ（御）

をつけた女房詞で、本膳で飯に並べてつける汁の意。それにさらに尊敬の意の接頭語オ・ミのついた語。」 

『日本語の語源辞典』（西垣 幸夫／著 文芸社 2005年）２階Ｂ１ R813.6/ﾆ 

「味噌汁をいう丁寧語」 

『語源大辞典』（堀井 令以知／編 東京堂出版 1988年）２階Ｂ１R813.6/ﾎ 

「オミは味噌のこと。オツケは汁物の汁をいう女性語。ツケは付けるから。」 

『大言海』（大槻 文彦／著 富山房 1982年）２階Ｂ１ R813.1/ｵ 

「味噌汁ノ婦人語。」 

『日本国語大辞典』第 4巻 （日本大辞典刊行会／編 小学館 1976年）２階Ｃ１ R813.1/ﾆ 

「「おみ」は味噌。味噌汁をいう丁寧語。」 

 

Ｑ：昭和に元号が変わった時の大嘗祭には福岡の米が選ばれたが、その時に福岡で行われた儀式など 

について知りたい。（社会科学） 

 

以下の資料に、儀式の日取りや様子、服装などが記載されている。 

■図書 

『福岡県文化百選 9 歴史散歩編』（西日本新聞社／編集 福岡県／編集 西日本新聞社 1996年） 

１階ふ 89 219.1/ﾌ/ﾌﾙｻﾄ  

『博学博多 200』（調 福男／著 渕 浩子／著 西日本新聞社 2014年）１階ふ 89 291.91/ｼ/ﾌﾙｻﾄ 

『福岡県の歴史』（福岡県総務部総務渉外課／編集 福岡県 1981年）閉架書庫 219.1/ﾌ/ﾌﾙｻﾄ 

『西日本新聞百年史』（ [西日本新聞社／編] 西日本新聞社 1978年）閉架書庫 070.67/ﾆ/ 

『福岡歴史探訪 早良区編』（柳 猛直／著 海鳥社 1995年）２階Ｋ2 K226.4/264/ﾌ 

『このまちアーカイブス 福岡 城南編』（三井住友トラスト不動産 2017年）２階Ｋ2 K226/260/ｺ 

『中村学園大学・中村学園大学短期大学部 研究紀要（25）』（中村学園大学・短期大学 1993年） 

閉架書庫 「食文化の研究 福岡県における昭和大嘗祭について 1」 

『大嘗祭の起こりと神社信仰 大嘗祭の悠紀・主基斎田地を訪ねて』 

（森田 勇造／著 三和書籍 2019年）分館所蔵 210.0/ﾓ 

■国立国会図書館デジタルコレクション ＊図書館送信資料は当館で閲覧可能です。 

『昭和三年史』（永続的識別子 1744432）「両斎田および日取勅定」（図書館送信資料） 

①『昭和御大礼奉祝志』（永続的識別子 1211997）「第四章斎田」（インターネット公開） 

■映像資料                                   

②福岡県立図書館ＨＰ＞郷土資料室＞映画フィルム「大嘗祭悠紀主基祭田」      

【http://www.lib.pref.fukuoka.jp/hp/gallery/sukisaiden/】 

＊①②はインターネット（一般公開）で見る事が出来ます。 



- 3 - 

 

Ｑ：ウナギの卵を世界で初めて発見したのは日本だというが、その周辺の事情を知りたい。（自然科学） 

 

■図書 

『うなドン 南の楽園にょろり旅』（青山 潤／著 講談社 2011年）１階ポ 68 297.5/ｱ 

「塚本勝巳教授率いる東京大学海洋研究所ウナギ研究グループは、2005 年の白鳳丸による研究航海で、

ついに二ホンウナギの産卵場を特定することに成功した。…史上初となったウナギ産卵場の特定は、世

界的なニュースとなり、日本でも新聞や雑誌、テレビなどで大きく取り上げられた。」 

『うなぎ一億年の謎を追う』（塚本 勝巳／著 学研教育出版 2014年）閉架書庫 66/ﾂ（児童書） 

『世界で一番詳しいウナギの話』（塚本 勝巳／著 飛鳥新社 2012年）１階ポ 76 664.69/ﾂ 

『ウナギ大回遊の謎』（塚本 勝巳／著 PHP研究所 2012年）１階ポ 76 664.69/ﾂ 

以上 3 冊、ウナギの卵を世界で初めて発見した塚本勝巳氏の著作。研究航海で捕まえるレプトセファ

ルス（ウナギの仔魚）がだんだん小さいサイズになり、産卵場所と時期を特定し、2009 年に卵を発見

したことが記述されている。 

■雑誌 

『milsil(ミルシル)』（国立科学博物館 2012年 No.6 通巻 30号）閉架書庫      

「世界で初めて天然ウナギの卵を採取しその生態を明らかにする」      

『生物の科学 遺伝』（エヌ・ティー・エス 2012年 3月号）閉架書庫「ウナギ産卵場の謎」 

『潮』（潮出版社 2014年 7月号）閉架書庫「知られざるウナギの生態を解明する！」 

その他、CiNii で「ウナギ」＆「塚本勝巳」で検索するとオープンアクセスになっている論文が多数

ある。（＊CiNii サイニィは、論文、図書・雑誌や博士論文などの学術情報で検索できるデータベース・

サービスです。インターネットでどなたでも利用出来ます。） 

■新聞記事 

「ウナギの卵、見つけた 世界初、マリアナ沖で 完全養殖の実用化へ期待」（朝日 2011/2/2 朝刊） 

「（天声人語）天然ウナギの卵発見」（朝日 2011/2/8 朝刊）など多数。 

 

Ｑ：太平洋戦争時期に満州にあった国民学校の名前と場所が知りたい。（国際） 

 

国民学校・・・「旧制の初等普通教育機関。国家主義教育を目的として、昭和 16 年尋常・高等 

小学校を改編発足。年限は初等科 6 年、高等科 2 年。同 22 年廃止」（『日本語大辞典』による） 

当時満州にある国民学校は、在満国民学校と呼称される。 

■図書 

『満洲分省地図：地名総覧』(国際地学協会/編 国書刊行会 1984年) 2階 F6 R292.25/ﾏ 

 各省の国民学校の名称、所在地が記載。 

『遙かなる大地 満州再見 2 満州の大地と共に生きて』(原 明緒人/編 教育書籍 1985年)  

閉架書庫 222/ﾊ  各省の国民学校の名称、所在地のほかに写真も多数所収。 

『近代中国都市地図集成』(地図資料編纂会/編 柏書房 1986年) 2階 F7 R292.2/ｷ 

 主要都市（瀋陽（旧奉天）大連、鞍山、撫順、長春、吉林、ハルピン）の地図が所収されており、 

国民学校（小学校と表記されたものもある）の位置がわかる地図もある。 

◎当時の満州の状況がわかる資料                      

『世界地理風俗大系 満洲帝国篇』(佐藤 定勝/編輯 誠文堂新光社 1937年)  

  2階 C12 R292/ｾ                                 

『満州地名大辞典』（山崎 惣与/著 国書刊行会 1977年）2階 C12 R292.25/ﾔ    

『満州国現勢 康徳 6年版』（満州国通信社／編 鵬和出版 1986年）2階 C12 292.25/ﾏ/  

この他、当時の満州の写真集なども多数所蔵しております。 

 

 

 

※「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！ 
 

 

『事典近代日本の先駆者』                   
（富田 仁／編 日外アソシエーツ 東京 1995年）２階Ｃ１ R281.03/ｼﾞ/ｼﾞﾝﾒｲ 9   

                                                                       

さまざまなジャンルの先駆けの人物を 50 音順に配列した事典です。人物の紹介とともに先駆け的事

柄の内容も記述しています。巻頭にはジャンル別人名目次、巻末には事項別索引がついているので、人

名・事柄どちらからでも検索できるようになっています。 

使ってみました 

10 月 1 日～6 日、福岡で男子バレーボールワールドカップの国際試合が行われます。日本にバレー

ボールを紹介したのは誰なのか、事典を使って調べます。 

巻末の事項索引「バレーボール」の項目より「大森兵蔵（おおもりひょうぞう）」と判明しました。

事典には略歴も掲載されており「明治 34 年アメリカに渡ったのちスプリングフィールドの国際ＹＭＣ

Ａトレーニングスクールに転じ、体育学を学び、アメリカ人女性と結婚ののち 41 年に帰国した。ＹＭ

ＣＡでバレーボールとバスケットボールを学んで日本のＹＭＣＡに伝えたとされるが、詳細は不明。

（略）」とあります。 

明治からの時を経て今も人気のバレーボール。違った見方ができると応援にも一層熱が入りそうです。 

 

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 

Git が、おもしろいほどわかる基本の使い

方 33 改訂新版 

大串 肇／共著 

久保 靖資／共著 

エムディエヌコ

ーポレーション 

007.63/

ｷﾞ 

世界魚類神話 篠田 知和基／著 八坂書房 164/ｼ 

社 

会 

マンション管理の知識 令和元年度版 
マンション管理センター

／編著 

マンション管理

センター  
365.35/ﾏ 

教養としてのヨーロッパ政治 
松尾 秀哉／編著 

近藤 康史／編著 
ミネルヴァ書房 312.3/ｷ 

自 

然 

事例で学ぶビオトープづくりの心と技 日本ビオトープ協会／編 
農山漁村文化協

会 
519.8/ｼﾞ 

生命の歴史は繰り返すのか?：進化の偶然

と必然のナゾに実験で挑む 

ジョナサン・B.ロソス／著

的場 知之／訳 
化学同人 

467.5/ﾛ 

 

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≫ いっぽ先行くおすすめ本！？

「〇〇のいっぽ」 

≪自然科学≫ 医療情報を集めよう       

≪社会科学≫ アジア温故知新 

（アジアンパーティ） 

≪国際・国連≫ はじめのいっぽ  

       研究成果の紹介 2019 ≪１階 特設展示棚≫ 


