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筑前国産物帳および繕圃帳

(福岡県指定文化財)

将軍吉宗の命で福岡藩の産物を報告した控え。博物

図鑑ともいえるもので，竹固定之進 ・小野玄林が元文

3 (1738)年に完成。



;............、~、......レファレンスとは何ですか?(Q&A) . ..... . .....・ "'-~，， ~ '"・" .."..、~、.."，-.." .." ..、~、~ラ

j Q :「レフアレ ンス」とは，耳新しいことばです 接図書館に釆られない場合は，どうすれば良いで j 
J が……。 すかo

j A:英語でレフアレンスとは，参照，参考，照会 A:図書館の所蔵資料では不十分であるときは

f などの意味がありますが，わが国では，戦後発展 要求される情報が，どこか他の場所にあるかを探 f 

j した新しい図書館奉仕活動の一分野として，参考 し求めて利用者に紹介します。また，直接来館出 j 
j 事務又は相談事務といわれています。 釆ない人は，電話や文書で質問すれば，いろいろ j 

Q:具体的には，どういうことですか。 な資料を調べて回答します。これもレファレ ンス J 
j A:例えば，あなたが何かを調べたいと思って図 です。 ; 

f 書館に行き，適当な資料を探し出せなかったら Q:質問は，どんな事でも良いのですか。 (

j まず、図書館員に質問するでしょう 。質問を受けた A:いいえ，他人の生命，名誉や財産に関するこ j 
f 職員は，自館に所蔵する多数の資料の中から適切 と，社会に悪影響を及ぼすと思われる事項，鑑定， ( 

j なものを選び出して，あなたに提供します。これ 宿題，クイズ，身上相談，法律相談，医療相談な J 
j がレフアレンスであり ，レフアレンス サービス どは制限事工頁となっています。 j 
J といいます。 Q:ところで，福岡県立図書館でも， レファレン J 

j 即ち，レフアレンスとは，なんらかの情報を求 スを行ってい ますか。

f めて図書館を利用しようとする人が，図書館を効 A:はい。 2階の第二閲覧室と 3階の郷土資料室 f 

j 果的に利用できるよう ，職員が直接その利用者に に参考調査係がおり，いろんな質問に対応してい j 
j 資料によって，援助，回答を行うことです。 ます。 j 

Q:図書館に適当な資料がなかったり，遠方で直 J 

文書・電話によるレファレンスの例

質問:明治・大正・昭和の改元年月日はいつですか。

回答 明治〕は1868年(慶応4年) 9月8日に改元

されました。「明治」の出典は「周易」からとられてい

ます。

なお，孝明天皇は1866年(慶応 2年)12月25日に亡
せん そ

くなり，睦仁親王の践昨は翌年1867年正月 9日に行わ

れました。そして改元は上記の通りその後になされて，

この時「一世一元」の制，すなわち，天皇一代に一年

号ということが定められました。

〔大正〕は1912年 (明治45年) 7月30日，明治天皇

の没後直ちに践俳により改元されました。「大正」の

出典は「易経」からとられています。

なお r福岡日日新聞」は8月1日より「大正」の年

号を表示しています。

明百和〕は1926年 (大正15年)12月25日に大正天皇

の没後，裕仁親王の践併により改元されました。「昭

和」の出典は「書経 (尚書)Jからとられています。

「福岡日日新聞」は12月25日夕刊より「昭和」元年

の年号を表示しています。従って，昭和元年は12月25日

から31日までで，翌年は昭和 2年となっています。
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資料 r日本歴史大辞典」河出書房新社

「元号を考える」鈴木武樹編現代評論社

『元号「昭和のあと」はどうなる?.l大森和

夫著長崎出版

「福岡日日新聞」

r戦後「元号 (年号)J問題関係文献目録』

「国立国会図書館月報J No. 214-226 

質問 r魅力ある地域社会の創造J (九州経済同友会

編刊)が所蔵されていますか。

回答:書名目録で検索した結果，所蔵していることが

わかりました。K市立図書館は相互貸借を希望しまし

たので，福岡県公共図書館協議会(県内の公共図書館

で構成する)で定めています相E貸借規程に従って郵

送しました。その本の到着を待ってK市立図書館が，

利用者に提供します。相互貸借とは，図書館が利用者

の求める資料を自館に所蔵せず，且つ購入が困難であ

るか，その館に適さない場合，資料を他の図書館から

借用して，利用者に提供する図書館相互間での資料の

貸借のことをいいます。また r図書館用語辞典J (角

川書庖刊)によりますと r相互貸借によって，利用者

は身近な図書館を窓口として地域，県内，国内さらに

は海外の図書館にある資料を利用することが可能にな

る」といわれます。

質問 r計画行政J (学陽書房年2回刊)が所蔵さ

れていますか。

回答 :年 2回発行ということなので「雑誌新聞総カタ

ログJ (メディア ・リサーチ ・センター刊)をみると，

日本計画行政学会の会報であることがわかりました。

さらに r全国学協会総覧J (日本学術会議事務局編

刊)をみますと，学界 ・官界 ・産業界など多方面の人

士により設立された学会で，全国各地に支部があるこ

とも判明。しかし，県内の公共図書館や大学図書館の

雑誌目録には載っていませんでしたので，県庁企画開

発部に電話をして尋ねたところ学会の会員がいて福

岡大学経済学部の某教授が，福岡県支部事務局の世

話をされていることがわかりました。同大学附属図

書館に所蔵されているのではないかと電話で尋ねて

みましたら，創刊号からの所蔵が確認でき，雑誌の受

入が目録を発行した後である為に目録にはあがってい

ないということでした。その旨K市立図書館に連絡し，

K市立図書館から同大学附属図書館に必要な掲載論文

の複写依頼をしました。その利用者は，複写手数料を
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支払って資料の提供を受けることができました。

「図書館用語辞典」によりますと r相互貸借の傾

向として，複写機器の発達と普及により，資料そのも

のの貸借に代わり，一部，複写物の送付をも って相互

貸借に代える場合も増えている」ということです。

質問:日本図書コードとは何ですか。

回答:昭和56年 (1981)から従来の書籍コードにかわ

るISBN(国際標準図書番号)を主体とする新しい体

系です。構成は， ISBN (10桁)と分類コード (4桁)

と定価コ ー ドの三つの部分からなります。まず ISBN
①②③ぬ

では，次のような番号です。ISBN4 -10-346001-6 
①は固または言語圏を表す番号で， 4は日本で発行さ

れた本ということです。次の②は出版者番号で，圏内

の ISBN 機関が出版量により 2~7 桁を割り当て，③

の書名番号は，各出版者が自者に割り当てられた番号

の範囲内で付します。最後の④の番号は，コンヒ。ユータ

が誤記チェ ックできるようにする調整番号です。合計桁

数は， 10桁になるように調整されます。次に分類コー

ドは，最初の 2桁で販売対象と発行形態を，最後の 2

桁で分類を表し頭にアルファベット Cをつけます。例

えば， C0075は，販売対象が一般，形態が単行本であ

ることを示します。分類は体育 ・スポーツになります

が， NDC (日本十進分類法)では体育 ・スポーツは78

とな っています。このように分類コードは， NDCに準

拠していますが，異なる部分もあります。

質問:福岡県三池郡高田町に田尻という地名がありま



すが，その地名の由来，田尻といわれはじめた

年代について御教示下さい。又，田尻域という

城跡が現在残っているか，誰が住んでいたのか，

その子孫は現在でもその地に住んでいるのか，

その他国尻に関することならなんでも結構です

ので御教示下さい。

回答 r高田町史」の中に田尻家について書かれた部

分があります。これによ って田尻家の概要がわかりま

す。このように地域性の強い事項については，市町村

史(誌)等を見ると何か手掛かりが得られることが多い

ようです。又 r旧柳河藩志 (中巻)Jの中にも田尻氏

に関する記事が見られます。田尻家文書については r佐

賀県史料集成」に大部分の解読文が掲載されています。

解説の部分に田尻家の由緒，文書の所在等についての

記述があります。

質問 :宝永 2年(1705年)黒田綱政が長崎警固へ出向

く途中，佐賀県武雄市の塚崎宿に止宿したとい

う黒田藩の記録及びその前後に関する記録はあ

りませんか。

回答 r黒田新続家譜」綱政記の項にはこのことにつ

いての記録はありません。「長野日記J (近世福岡博多

資料第一集)にこの年長崎見廻に出向いた記録はあり

ますが，途中の道程まで詳細には書かれていません。

県史編纂資料，黒田文書等の長崎警固関係の資料にも

宝永 2年に塚崎宿に止宿したという記録は見当りませ

ん。今後も引き続き調査をして連絡します。

口頭(面談)によるレファレンスの例

質問 :昭和20-23年頃満州からの引揚船が着いたのは，

この地図ではどのあたりになりますか。

一一戦後の引き揚げに関する資料ですね。「博多引揚援

護局局史」に詳細な記録が書かれています。その中

の博多埠頭諸施設一覧図を見ると，場所や施設の状

;兄までよ くわかります。

一ーところで. 51き揚げて来た人達が収容されたのは

どこでしょ うか。

一一 この資料の第 7章に詳 しく 記されています。

質問 :粕屋町の人口を知りたいのですが，どんな本を

みればよいでしょうか。

一一「福岡県統計年鑑」か「国勢調査報告 ・福岡県」

をご覧 くださ い。 詳細に分析されたデータが載って

おります。

一一「福岡県統計年鑑」は 2年ほど遅れて出版され

ているようですが，も っと最近の資料はありません

か。

一一「統計福岡」をみて ください。これは統計年鑑ほ

ど詳細な分析データではありませんが，毎月発行さ

れる資料なので最新の推計人口や住民基本台帳人口

数などが掲載されています。

‘iγ的 W 以 レファレンス・サービス利用のしかた W 的 W 的 W 品 W 品 W 品 W 対 W 的 W 対 W モ;

麗口頭で…… 2階第二閲覧室または 3階郷土資料 へおかけ願い ます。 :~

室の 「参考調査係」 でおたずね くだ 麗文書で……⑤812福岡市東区箱崎 1丁目41の12 :~ 

i さい r福岡県立図書館参考課または郷土 t 
麗電話で……福岡県立図書館 ((TE L)092(641) 課」あてに お送り く ださ し ミ :~

1123)を呼び出し「参考調査」とい i 
ってください。

ただし， 平 日の17時以降と土曜日

の12時半以降は641-1125(参考調査

室) または641-1126(郷土資料室)
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白

書e 主
筆塁 2・

倭漢三才圏奮(わかんさんさいずえ)

寺島良安〔号 ・杏林堂，字 ・尚順〕編

日本随筆大成刊行曾昭和 4年刊 上・下 2冊

江戸時代元禄期に刊行された本格的な内容 ・形式を

備えた絵入り百科事典です。形式の範は明の「三才図

絵」とし，最初の絵入り事典「訓蒙図嚢〔中村'1雲斎)J

の影響を受け (杉本つとむ著「辞典・事典の世界J)て

います。全105巻。大阪杏林堂刊。巻頭に正徳2(17l2) 

年の自序，正徳3(17l3)年藤原信篤，和気伯雄の序，

巻末に清原宜通の後序があります。分類は天・人 ・地

とし，天文 ・人物 ・器物・地理 ・動植物などに細分類

し，解説 ・考証は漢文で付されています。医業の合間

に30年を費やした労作で，当時の世相を表す器物の項，

精密な描写の動植物の項は，現在も活用出来ます。

嬉遊寒厚 (きゅうし ようらん)

喜多村笥庭撰吉川弘文館昭和54年刊 (日本随

筆大成別巻) 全4冊

本書は，それまで古典的な文献の考証に限られてい

た類書の内容に，広く町人生活の起源までを取り入れ

た江戸時代の庶民生活百科とも言うべき資料です。
のよ

よ町入学者で考証学者でもある著者・喜多村笥庭 (信

節)は，その編集方針を「現在，毎日目の前に見てい

ることでも誤り伝えられていることが多いから，根本

に遡って正してゆかねばならない。考証の史料に供す

べきものならば，こどもの絵物語ゃあやしい戯れの草

子でも決して嫌わないで利用 した」と述べ，研究の態

度を明らかにしています。

内容は. 12巻・付録からなり，生活全般に関わる事

象を，居処・容儀 ・服飾・言語・娼妓など28項目に類

別し，個々の事項を掲げて文献を集め，起源と沿革を

示しています。初版の刊行された年は定かではなく，

序に文政13(1830)年と記されています。図版はあり

ませんが，その内容の正確性から，庶民の生活史を考

察する上で，貴重な資料とな っています。
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本書は，他に，復刻版 (名著刊行会 昭和45年

干11)が出てい ます。また r我自刊我書J r存採叢

書J r日本芸林叢書」 にも収められています。

※類書とは r語句や故事などを類緊して編纂

した一種の百科事葉」と「日本書誌学用語

辞典J (jll瀬一馬著)に記されています。

古事類苑 (こじるいえん)

神宮司庁編吉川弘文館昭和42-47年刊

全51冊

本書は，明治期の目ざましい西洋文化の受容の

中で海外の百科事典に触発された西村茂樹が建議

をし完成したもので，わが国最後の類書と言われ

ています。

形式等は「倭漢三才図会J r嬉遊笑覧」などの流れを

汲むものですが，引用文献の量，規模の大きさ等，国

力をも って始めて成し得た類書の集大成と言えるもの

です。

内容は，わが国古来の制度・文物・社会全般の事項

を，天・歳時・神祇等30部に分け，六国史より慶応3

年までに著わされた基本的な文献から原文を抜き出し

て，項目別に集めたものです。最終巻として，巻次順

総目録と五十音順総索引を付しています。

庶民文化についての言及等，不備な点もあります杭

事項の歴史的調査に当っては，必ず参考にすべき文献

として，今日なお，高い実用価値を持っています。

初版は明治29~大正 3 年に刊行されました。 また，

「普及版古事類苑J (吉川弘文館昭和53一昭和55年

刊)が出版されています。

贋文庫 (こうぶんこ)

物集高見著虞文庫刊行舎大正15年再版全20巻

日本に関する事物について，日本語だけでなく，漢

籍，仏書まで収録し. 50音順に事項を配列し，その事

項に関する記事を10数万冊の図書から抜き出し，その

資料名と巻数を記しであります。

文献案内と内容索引，抄録を兼ねたもので，その性

格，索引方法，規模において比類なきものです。

特徴として，抄録記事があるため他書をみなくても

求める資料に近づけます。

初版は大正 5~7 年で，復刻版が昭和51~52年にか

けて名著刊行会より刊行されています。



筑前の地誌___I筑陽記」と「筑前早鑑」

筑前は地誌に恵まれている。近世に成立した

地誌は十数種あり r石城志.1r吉木旧記』等の

地域の地誌をふくめれば二十種にあまる。

貝原益軒編『筑前国続風土記.1 (以下『続風土

3己』とする )，青柳種信編『筑前国続風土記拾

遺.，g(以下『拾遺』とする)，伊藤常足編『太宰

管内志』は写本も流布し，印行もされて夙に有

名である。『筑前国続風土記附録.1 (加藤ー純・

鷹取周成編=以下『附録』とする)は写本も一

種しか現存せず，まぼろしの図書であったが，

昭和53年に翻刻出版されてようやくここに筑前

の官撰地誌『続風土記.1r附録.1r拾遺』の三部

作が揃い，利用も便利となった。

この続風土記三部作および『太宰管内志』は

各々に特色を持つ編集で，これ等を合わせ見れ

ば筑前の大要を知ることが出来る。

ここに紹介する r筑陽記.1， r筑前早鑑』は，

ともに『続風土記』と相前後して成立したもの

であるが，これもまた上記地誌に載せない貴重

資料を収載している。

『筑陽記.1 (18巻安見有定編)には宝永 2

/ 

ロ昭和58年度福岡県古文書等緊急調査終る

九州大学の秀村選三教授以下40名の調査団が，

7月12日から15日まで直方市 ・鞍手郡内の現地調

査を実施した結果，約80件， 5400点を目録化し，

1400点をマイクロフィルムに収集する等大きな成

果をあげました。

ロ 「広報にみるふるさと目録」を刊行

各自治体から広報誌のご寄贈を受けております

(1705)年の益軒の序文があるが，元締16(1703) 

年に成ったものである。寛延 4 (1751)年に加

藤一純が書写した本が現在福岡市の聖福寺に所

蔵されているが，このほかに類本は見当らなし」

当館には三宅酒壷洞氏が昭和39年に聖福寺本

を書写されたものの複製を所蔵している。『続風

土記』が名所旧跡・著名社寺を中心とした歴史

的記述に重点をおくのに対し筑陽記』は現

状に重点をおいた記述といえる。全村を書きあ

げ，村毎に支邑 ・小里の名をあげ，さらに古城・

名所 ・旧跡 ・社寺 ・名産等を詳述している。『続

風土記』の引用も散見されるが，これとは趣を

異にする。

加藤一純は 『附録』編纂にあたり『筑陽記』

に習うところ大であったと思われる。

r筑前早鑑』は「古城古戦場記J r名所記」

rl日跡記J r寺院記J r神社記」から成り，成立

は元帳13(1700)年から享保 4 (1719)年の聞

である。著者は末永虚舟。虚舟は貝原益軒の弟

子として『続風土記』の編纂に従事した人物で

ある。巻によっては『筑前宝鑑』と記されているが，

『続風土記』を類別して利用に便ならしめたことから

『早鑑』と名付けられたと伝えている。『続風土記』と

重複する記述も多いが続風土記』に載せない記事

も多く，内容はより詳細である。

「寺院記J r神社記」の写本は当館に所蔵している

が r古城古戦場記J r名所記J rl日跡記」は九大本の

複製を所蔵している。

上記地誌類を補遺する資料として『拾遺』編纂時〔文

政 3 (1830)年〕の調査資料である『町村書上帳』が

あり，宗像郡を欠くが，この原本を当館に所蔵してい

る。

が，この中に地域ならではの民話 ・史跡など地方

史研究に役立つ記事が見受けられます。利用にあ

たって一覧できるものをと考えて作成しました。

ロ 「福岡県郷土資料総合目録J (速報版)を刊行

県内公共図書館が所蔵する郷土資料のうち，本

年 4月 1日から 9月30日まで受け入れた図書と年

刊類約1400タイトルの目録です。年 2回づっ刊行

しますので，ご活用ください。
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県立図書館では，昭和58年度から新企画とし

て二つの公開講座と展示会を一般のかたがたを

対象に開催することになりました。

この新しい催しは，皆さんのお役に立てるも

のとして，また，図書館についてより一層の理

解と関心をもっていただけるように企画された

ものです。
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教養文化講座

会場 :レクチヤールーム 土曜日 13時~ 1 6時

講座内容と講師は次のとおりです。

1 . 10月22日 大宰府の成立と変遷 田村園澄(九州|

歴史資料館長)

2. 11月5日 蒙古襲来と南北朝の動乱川添昭二

(九州大学教授)

3. 11月26目 黒田藩政と町人文化 田坂大蔵(福岡

市博物館準備室)

4. 12月10日 村の成立と民俗芸能 中村正夫(九州|

大学教授) 根来昭仁(県教育庁文化課)

5. 1月14日 ふるさとの近代文学~北原白秋を中心

に一 花田俊典(福岡女子大学助教授)

6. 2月4日 ふるさとの芸術家群像~青木繁 ・坂本

繁二郎ほかー 古川智次(福岡大学助教授)

成人大学講座

会場 :レクチヤールーム 水曜日 13時30分 ~

講座内容と講師は次のとおりです。

1 . 10月 5日 古文書について 丸山薙成(九州大学

助教授)

2. 10月12日 中世の古文書 有川宜博(北九州市立

歴史博物館)

3. 10月19日 太宰府天満宮文書ほか(見学) 田鍋
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美智子(太宰府天満宮文化研究所)

4. 10月26日 近世の古文書広渡正利(福岡県地方

史研究連絡協議会副会長)

5. 11月2日 古文書の読み方北村慶子(県立図書

館郷土課)

6.11月9日 古文書の調査川島久美子(県立図書

館郷土課)

7.11月16日 村落信仰の研究佐々木哲哉(西南学

院大学講師)

E~薗Eヨ区

4 6 月 ~7 月 シーボルト「日本」展

争 8 月 ~9 月 原爆資料展

φ10月 ~ 11 月 芥川賞受賞作品展

~福岡県出身作家~

φ12月 ~ 1 月 「凧」に関する資料展

や 2 月 ~3 月 学生野球資料展

第二閲覧室

。 6 月 ~7 月 夢野久作関係資料展

今 8 月 ~9 月 貝原益軒資料展

φ10月 ~11月 映画資料展

~往年の名作と最近の話題作~

412月 ~ 1 月 大賀家文書展

4 2 月 ~3 月 筑前の地誌展

郷土資料室前
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φ「子どもと読書」研究会

会場:研修室水曜日 9 時30分~12時30分

11月9日 読書への動機づけ 読み聞かせ

12月14日 読書への動機づけ ストーリー

テリング

1月11日 手作り布の絵本

講師原北公民館文庫江口清美氏

2月8日 読書への動機づけ フーッ クトーク

3月14日 レファレンス

φ第17回福岡県地方史研究協議大会

10月1日仕) 13時~ 17時会場:レクチャー

館城の世中
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10月 26 日(村~10月 28 日幽 会場:山口市

テーマ:学ぶ芽が伸びる広がる図書館づくり

⑫昭和58年度第 2回司書研修会

11月15日伏) 10時30分~ 15時会場:会議室

テーマ :福岡県公共図書館間の相E貸借規程

⑮第10回読書活動研究集会

11月29日伏) 10時~ 15時30分

会場:レ クチヤールーム

テーマ:公民館聞における読書活動の推進方

策と職員の役割

φ昭和58年度九州地区整理部門研究集会

1 月 26 日 (木)~ 1月27日(卸 会場:宮崎市

φ昭和58年度九州地区ワークショ ップ

2月中旬開催予定 会場:福岡市

文学・芸能関係図書の寄贈

このたび，故松崎祐一郎氏のご遺族から，

故人愛蔵の貴重な図書1，386冊が寄贈されま

した。内容は演劇，歴史，文学など多岐にわ

たっていますが，特に演劇，芸能関係に特色

があり，歌舞伎などの古典芸能から新劇に至

るまで，当館未収の図書も多く，この分野で

の故人の書物への深い造詣が偲ばれます。

松崎氏は明治33年佐世保市に出生，大正5年

東邦電力(現九州電力)入社，昭和30年本社

労務部長を退職後，関連会社の社長等を歴任

し，昭和56年に逝去されました。なお，今回

の寄贈にあたっては，松崎茂子氏をはじめ，

故人の知友であった，井上廉氏，山田牙城氏

のご助力に負う所が多大であったことを特に

記しておきます。現在，資料課では，関係者

のご厚情に応えるべく，鋭意整理作業を進め

ています。

開館時間 閲覧室 }

郷土資料室 } 午前 9時~午後 7時

自習室)

視聴覚室)
- ~午後 1 時~午後 5 時

子ども図書室)

録音図書室 午前 9時~午後 5時

休館日

土曜日は録音図書室は正午まで

日曜日 図書整理日 (月末)

国民の祝日 ばく書期 (春期)

創立記念日 (4月1日)

年末年始 (12月 28 日 ~1 月 4 日 )

編集後記

砂今号はレファレ ンス ・サービスを特集しました。こ

のシステムを家庭や職場で大いにご活用 ください。

砂7頁の新企画にはお気軽にご参加，ご観覧を ./

題字 :肥塚善和氏(福岡県立修猷館高等学校)
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