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筑後川流域利水関係史料調査について

県立図書館では、大学等の専門家や、関係機関等の協力を得て、

久留米-福岡両藩に於ける利水整備関係史料の調査を行っています。

右保存整理されていた史料 (吉井町)

筑後川流域の特殊な利水方法の詳細、

近代発展基盤としての穀倉地形成の実

態が徐々に明らかになってきています。
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(郷土課刊行の目録類について

郷土資料の利用を願って

郷土課では、福岡県立図書館運営計画の四つの機能

の一つである「郷土資料センターとしての機能」を担

なって、郷土地域(福岡県域)及び郷土人に関する図

書 ・逐次刊行物 ・行政資料 ・視聴覚資料等を収集・整

理 ・保存し ・閲覧提供する体制をとっています。

所蔵資料には、古文書や特殊収集の約12万点や、古

文書類のマイクロフィルム約 4干リールが含まれてい

ます。寄託資料も多く、利用に制限があるものも少な

くあり ません。その内容については利用される方にも 、

当館職員にとってもわかりにくいものです。そこで内

容把握の利便と、必要とする資料にアクセスできるよ

うに、冊子体目録を作ってきました。また、逐次刊行

物から郷土に関する記事 ・論文の利用の便を図るため

の記事索引も作ってきました。以下、継続的に刊行し

ている目録等をご紹介し、利用の際の参考になればと

思います。

福岡県公共図書館郷土資料総合目録

昭和45年、同名の目録を県公共図書館協議会が刊行

し、昭和57年以降は年 2回速報版を刊行しました。こ

れらの集積版を平成元年 3月に刊行しましたが、 19館

所蔵郷土関係図書約 1万 6千2百タイトル収録の l千

ページに近いものです。その後、年 1回追録の刊行を

続けています。最新刊は「追録10 平成10年度版」で

当館 ・県公共図書館等協議会の編集 ・刊行です。

福岡県立図書館収集文書目録 (詳細は別掲)

県立図書館が原史料 ・マイクロフィルム ・電子コピー

で収集した古文書類の目録です。戦災をまぬがれた旧

県史編纂資料、明石文書(旧糟屋郡笛崎浦大圧屋。浦

福岡県立図書館郷土課

関係、藩の長崎警備関係に特色)、黒田家文書(福岡

藩政資料)、大田資料(福岡藩政資料、江戸時代絵図

に特色)等が収録されており、各文書群の内容概略や、

見たい資料に行きつく為に必要なものです。「福岡県

文化会館所蔵福岡県近世文書目録」を昭和45年刊第

1集から同58年刊第 5集まで、「福岡県立図書館 収

集文書目録」を昭和61年刊第 1輯から平成 6年刊第 4

輯まで刊行してきました。

福岡県古文書調査報告書

昭和51年度実施した福岡県古文書等所在確認調査以

来、文化庁国庫補助事業として県内各地の古文書調査

を行ない、別掲の調査報告書を刊行してきました。こ

れらの古文書は当館に所蔵しているものではありませ

んが(マイクロフィルム収録分として所蔵しているも

のもあり)、広く県内の古文書類を調べる手だてとな

ります。現在は平成 8年度から 5ヶ年計画で筑後川流

域利水関係史料調査を行なっており、終了後には目録

を調査報告書として刊行する予定です。(表紙参照)

00文庫仮目録

当館の受入資料のほとんどは、 DC分類され利用

に供されますが、調査 ・研究上どうしても一つのまと

まりのコレクションとして扱った方がよいものについ

ては、特殊集書の資料として扱っています。主だった

ものについて別掲紹介します。

行政資料目録

旧県文化会館時代の昭和46年 3月「行政資料目録J

を刊行しました。その後、「福岡県行政資料増加目録」

を刊行し、それまでのものをまとめて昭和58年 1月

「行政資料目録福岡県 ・福岡県内市町村編」を刊行、

その後は「県庁公文書目録」のタイトルで各年度収集

分目録を昭和63年まで刊行しました。

福岡県立図書館所蔵郷土関係雑誌記事索引

昭和54年 3月、「福岡県文化会館所蔵 郷土関係雑

誌記事索引(稿)Jを刊行しました。590タイトルの雑

誌から収録し、主題別に配列しています。昭和62年 3
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月に「福岡県立図書館所蔵 郷土関係雑誌記事索引

(稿)1987Jを、平成 7年 3月に「向上 1995Jを刊

行しました。作成目的は雑誌の郷土地域に関する論文・

記事の貴重なものが、利用に際して把握が難しいので

その一助を期すとともに、他地域では入手困難な資料

が広く活用されることを期したものです。

別掲

福岡県立図書館収集文書目録

福岡県文化会館所蔵 福岡県近世文書目録 1970 

同 上 第二集 1972 昭和45~46年度収集分

同 上 第三集 1973 昭和47年度収集分

同 上 第四集 1975 昭和48~49年度収集分

同 上 第五集 1983 昭和50~53年度収集分

福岡県立図書館 収集文書目録 第一輯 1986 

昭和54~58年度収集分

同 上 第二輯 1992 昭和59~61年度収集分

同 上 第三輯 1993 昭和62~平成元年収集分

同 上 第四輯 1994 平成 2~4 年度収集分

福岡県古文書調査報告書 国庫補助事業

福岡県古文書等所在確認調査報告書 昭52・8刊

福岡県古文書等緊急調査報告書 (行橋市・京都郡)

1978 昭53.3刊

同 上 (久留米市・三瀦郡)1979 昭54・4刊

同 上 (柳川市・山門郡)1980 昭55・3刊

同 上 (大牟田市・三池郡)1981 昭56.3刊

同 上 (旧筑紫郡)1982 昭57・3刊

同 上 (飯塚市・山田市・嘉穂郡)1983 

昭59・ 3刊

同 上 (田川市・田川郡)1984 昭60・3刊

同 上 (直方市・鞍手郡)1984 昭60・ 3刊

同 上 (田川郡)1985 昭60・10刊

同 上 筑豊産炭地域資料調査 1985 

昭61・3刊

福岡県古文書調査報告書 大友・立花文書

昭和61・62年度 昭63・3刊

同 上 近世海運関係資料調査

昭和63~平成 3 年度 平 4・ 3干Ij

同 上 近世有明海沿岸干拓資料調査 平成 5~7 年度

平 8・3干Ij

広報にみるふるさと目録

タイトルに目録とついていますが、県内各自治体広

報誌から地方史関係記事を抽出した記事索引です。広

報誌には地方史の調査 ・研究や教養に役立つ記事が少

なくありませんので、有効活用の一助になればと、昭

和58年に刊行を始めました。年刊で、最新刊は第15集

です。

00文庫仮目録 (一部紹介)

竹田家文庫目稿 (稿)

昭和47年刊 145ページ 竹田家は初代定直より

代々福岡藩の儒者として重用される 。〔内容〕竹田

家代々の書簡・日記 ・墨蹟・書籍等、 4060点。雨森

芳i介|からの書簡などもある。

杉山文庫総目録 稿 夢野久作資料を含む

平成 2年刊 134ページ 〔内容〕寄贈 ・寄託者

である杉山龍丸氏の蔵書とともに、父で作家の夢野

久作の自筆原稿・メモ帳 ・スケ ッチ帳 ・日記・書簡

類など、祖父で明治から昭和にかけての政界の黒幕

である茂丸の書簡類。計約千点。

禅寺洞文庫目録

昭和42年刊 56ページ 吉岡禅寺洞 (1889-1961)。

俳人。大正 7年、俳誌『天の川』を福岡で創刊。昭

和10年前後から新興俳句運動に参加。戦後は自由律、

口語俳句の方向に進む。〔内容〕俳句関係を中心と

した図書・雑誌774冊。

河内資料目録

昭和45年刊 232ページ 河内卯兵衛(1876-1963)

は元福岡市長。福博ならびに九州の産業 ・文化の発

展に業蹟を残す。〔内容〕明治中期から昭和にかけ

ての福博財界裏面史を知るうえで貴重なもの 。

約6千点、うち書簡約3500点。
たけや

武告文庫目録稿

平成 4~ 5年刊 4分冊計148ページ 武谷元立

(1785 -1852)は筑前における西洋医学首唱者。シー

ボルトに師事。その子、祐之(1820-94)は1867年、

藩医学校設立 (後の九大医学部)。 その子孫も医学

者が多い。〔内容〕和装本、洋装本、書簡約880点。

元立・祐之関係書簡には高野長英 ・広瀬淡窓 ・緒方

洪庵などからのものや、シーボルト自筆の処方護もあり。
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(大県内読 書 施 設 紹 介刈 (レファレンスガイド )

江戸時代の一両の価値は?(瀬高町立図書館 ) 図書室に置き、これとの連携を密にして児童図書の強

瀬高町立図書館は歴史資料館を併設し、建築総経費 化普及に努めていく計画です。このため、閲覧室の約

約12億円、資料購入費約 1億 7千万円で、起工から 2 3分の lが児童利用部分にあてられ、蔵書の約 3割は

児童図書 ・絵本 ・紙芝居が占めています。その他、各

種児童図書普及活動に参加するボランテイアの方々に

も部屋を提供しており、各グループとの連絡機関を整

えています。

なお、入館者数は開館 6カ月で、すでに町の人口の

約 5倍にあたる約13万人に達しました。

江戸時代の参勤交代では平均00両位必要だったと

以前聞いたことがあるけれど、それは今のお金で言え

ばどれくらいになるんでしょうかというお尋ねを受け

ました。

さて、どんな本を見ればよいのかなと思い、これま

でのレフ ァレンスの記録を書いた「レフ ァレンス記録

カード」を調べてみると、 『物価Jの項目があり、そ

こから 「江戸物価事典J(小野武雄著 展望社 1979 

年)という資料を見つけだしました。

年を要し、平成10年7月9日に開館しました。

施設は、約11，000m2の敷地に延床面積約3，000m2で、

図書館部分は約2，000m2です。北 ・東 ・南の三方がガ

ラス張りの閲覧室は、広々とした開放的な空間に仕立

てられ、光庭から注ぐ採光は豊かな情感と心地よい読

書雰囲気を形成しています。

町の中心地、国道209号線と443号線が交差する地点

に近い、公共施設が集中する文教ゾーンのー画を占め、

住民の利用には最適の場所にあります。100台収容の

駐車場 ・50台が止められる駐輪場を整備し、遠近を問

わず町内各所から来館できるように配慮しました。

開館時蔵書は図書 7万冊 ・雑誌300タイトル ・新聞

12タイトル ・視聴覚資料4，200点で、蔵書可能冊数約

15万冊の書架設備を持っています。年間約 1万冊の資 住 所 干835-0024 山門郡瀬高町大字下庄800番の 1

料補填を予定しており、町内 7小学校区の拠点を学校 電話 0944-64-1117 FAX 0944-63-7583 

一血
H
P

一
一一

カ
一
月

録
一翌

年

ン
一

レ一
付

'
一

畳

ア
一

フ

一

h
v

一

5立る掛色紙計 3 物値〈師事刷新1

働日)¥;-4レ樋F翌日風借丈 (蜘童相日掛 詩 aつや3

2iL附3位以降本邦主要、持清け言十 月 1-. J"戸 0

2.10 

E~ F- 'È'~乏史怯馬予 %/1ι
21旦ct 貌実働弓子

弘主1': )~ t殉{め多少t
1 料4'.~主 "'it! t是岸者 殺"lJ)ト，八令-":.. ;¥k.J2ふ押令五良

c4'1-/1" ()rc ，，，. 61< '~xD u，忽 12a ) ρ /d_ ノア

7?s t呼仔均倍.'!t:/I，I俳 (~2{ _ S 3j'わかめかJ 刷

と--"-.J;.弓防 6 

(福岡アメ リカン・センター・ レファレンス資料室) ては、ご来館のうえ、お調べくださるか、係員にご相

(American Center Reference Service)は、アメ 談ください。 レファレンス記録カー ド

リカの政治、経済、社会、歴史、文学、芸術や日米関 その中に江戸の各時代の米相場が載っており、各時

代の米一石が銀何匁で、全部の時代ではありませんが

金一両は銀何匁という事が書いてありました。別の基

準に置き換える必要があることはわかりましたが、何

となくピンときません。そこで米に置き換えるのが一

番だろうと思い、本を探すと 「江戸の米屋J(土肥鑑

高著吉川弘文館 1981年)があり、米一石が金一両

というのが大づかみの目安であったと書いてありまし

た。しかし米一石の価値の感覚が掴めませんでした。

レファレンス相談デスクでは、熟練した専門スタ ッ

係などの幅広い分野にまたがった専門レベルの参考図 フが、アメリカについてのお問い合わせに応じていま

書、政府刊行物、定期刊行物、マイクロフォーム、パ す。豊富な参考資料や各種データベースを使って対応

ンフレット 、ビデオカセ ットのほか、コンパクトディ

スクやオンライン検索による最新の電子情報を備えて

います。

しますが、もし資料がない場合には、別の調査資料や

検索方法をお教えするか、他の図書館に照会します。

また、ワシントンに問い合わせることもあります。

資料の選択にあたっては、新しさと正確さ、質の良

さ、奥行きの深さに重点をおいて、皆様の調査-研究

に役立つようはかっています。

米皆様に常時幅広くご利用いただくため、全資料を参

考資料とし、資料などの館外貸出はしていません。

なお、簡単なお問い合わせは、電話、ファ ックス、 住 所 〒810-0001 福岡市中央区天神 2-2 -67 

郵便でお受けいたしますが、より高度のご質問につい 電話 092-733-0246 FAX 092-716-6152 

金

両 石

-4 

それでは当時の農民の生活からわからないかと思い、

農学史の基本資料で地方の言語 ・民族・経済 ・庶民生

活もみる事ができる 「日本農書全集J(農山漁村文化

協会第 I期1977-1983、第E期1993-)を見ました。

70巻を越えるものですぐに読みこなせるものではあり

ませんでしたが、付録には金一両と米一石 (肥後米)

の銀相場が各時代ごと表になって書いてありました。

次に参勤交代の方から調べてみると 「参勤交代道中記」

(忠田敏男著平凡社 1993年)があり、江戸時代は

一両相場に米一石と言われたもので、白米一石がおよ

そ一両 (=銀六十匁)であった。現在は一石=約八万

円になっている。したがって、白米一石二一両=銀六

十匁=八万円の等式になる O という記述をみつけ、質

問者にお見せしました。

t
E
Z向
R

~戸、ぷふ
3

広

参
列
夫
代
送
中
川

-aa-Hb
d

句。

F
t
t
}
 

L
H
Bリ

今のお金が出てきて非常にわかりやすいと思いまし

たが、よくみるとそれは精米を物差に当てた場合で、

利息を当てた場合、手間賃 ・労賃を当てた場合では結

果が違うように書いてありました。また、基準になる

米一石が現代では約八万円だとしても、当時の米に対

する感覚は現代とでは聞きがあるかもしれません。はっ

きりとした解答はでないと思いましたので、当時の生

活や参勤交代の事が書かれた本を読まれることをおす

すめしました。

(参考課平形嘉康)
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(郷土資料紹介 )

江戸時 代の博物誌
「筑前園産物帳Jと「諸国産物帳集成j

郷土資料は、利用提供と保存し次世代へ継承すると

いう こ面性を持ち、閲覧に制約があります。最近では、

当館の貴重資料が全国の類書を集めて資料集に収載さ

れるようになり、提供の幅が広がりました。

今回は、過去に貴重資料として紹介された江戸時代

の博物誌「筑前国産物帳Jが「享保・元文諸国産物帳

集成Jに収載されていますので紹介します。

元禄から享保時代は、幕府支配体制が安定し学問・

文芸の花開いた時期で、「大和本草 (員原益軒)J、「和

漢三才図絵 (寺島良安)J、「農業全書 (宮崎安貞)Jな

ど科学分野の著述が多数公刊されました。文芸よりも

科学の分野に関心が高かった将軍吉宗は、中国文献か

ら再編成した未完の本草学書「庶物類纂 (稲宣義)J

(当初「物類考Jと呼ぶ)の続編作成を丹羽正伯定機

に命じました O かくて、全国の産物 (農作物、動物、

植物、鉱物等)調査、 〈緑の国勢調査〉カ苛子われたのです。

各藩では、産物御用所を設け、各村々の全品種を調

査し、村単位から郡単位にまとめ、それを 100園0

0領産物帳」として幕府へ献納しています。これらの

産物帳は約千冊に及ぶのですが、現在は散逸し、国元

控え264点の所在が判明しているだけです。

筑前国福岡藩の場合、第六代藩主黒田継高が納戸役

竹固定之進定澄と藩医小野玄林に命じて、享保19

(1734)から元文 3(1738)に作成しています。絵図は、

御用絵師小方仁兵衛 (守等)や小森兵太夫、吉田六右

衛門が担当し、彩色図129枚があります。また、編集

経過を記録した取調等覚書が残り、完全揃い本として、

現存する産物帳中でもっとも貴重な資料です。

付記すると、「諸国産物帳集成J解題には、約30年

前刊行の「筑前園続風土記巻27・28ー土産考 (貝原益

軒)Jの品目分類を参考にしたとあります。戦前の調

査による「国書総目録J(岩波書居刊)中 『土産考』

の欠本が多いのは産物帳編纂と無関係とは思えません。

更に、この18世紀の彩色版全国悉皆調査博物誌は、約
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百年後にシーボルトが植物誌・動物誌編集の際、参考

に使ったであろうと想像を招く資料です。

[筑前園産物帳j上中下 (三冊)

「筑前園産物帳絵図j上中合冊 (一冊)、下 (一冊)

「筑前園産物並絵図取調等覚書J(一冊)

全六冊揃

原本 (但し、国元控え)

昭和37年4月13日 福岡県文化財指定書籍第 9号

※ 昭和36年京都の古書庖流出分を菊池租館長が政

財界の協力を得て入手。損傷部を修復製本して、

覚書の記載に従い、 I扶は紫の革緒付き、木綿真田

紐付き桐箱入りで、幕府献納品に復元して保存。

復刻本

「筑前園産物帳J上中下合冊

「筑前園産物帳絵図帳絵図取調等覚書J合冊

西日本新聞社昭和50年刊 二冊本彩色版

※ 復刻に際し、農学 ・植物学 ・動物学・鉱物学 ・

歴史学等専門家が、各品目に学名を付し、詳細に

解説し、「土産考j記載の産物と比較。

複 製 :マイクロフィルム 1巻 (原本は、当館資料)

《

収載資料

「享保・元文諸国産物帳集成第12巻筑前・筑後J

中国書院 1989年刊 白黒版

※ 全国の残存産物帳を全20巻に収載。続編として

「江戸後期諸国産物帳集成jを刊行中。

第17巻筑前は「石城志 (博多)Jを収載予定。

(郷土課森田千恵子)

(ブy クト 竺)

ゆくゆくゆくゆくどこへゆく ~地図の本~

世界中のたいていの町は地図に載っていると思いま

すが 『こもれび村』なんて名前はあるのでしょうか。

大学病院で働くあんぺい先生は、日頃の仕事で疲れて

いました。暑い夏の夜、病院からの帰り道、近道をし

ようとして道に迷います。そこで小さな喫茶庖に入り

ますが、出されたジャムを食べた途端、だれかなつか

しいひとに呼ばれたような気がしました。その喫茶庖

で先生は「こもれぴ村」の診療所で医者を募集してい

ることを知ります。誘われるようにこもれび村に行っ

た先生は、ふしぎな患者さんたちと出会います。赤ト

ンボ、の服を作って肩こりになった少女や、過労気味の

狐など。そしてあんぺい先生をこの村に呼んだのは、

実は…。(rこもれび村のあんぺい先生』茂市久美子作

あかね書房)

:......l 
民子竺t1)/it.7;j;匂 s 言語晴

あんぺい先生は近道をしようとして道に迷ってしま

いましたが、よく知った場所でもふとしたことから道

に迷ってしまうことがあります。(r道にまようのはな

ぜかjヴイ ツキー・マクベイ著 さ・え・ら書房)道

に迷わないようにするためには手がかりが必要です。

磁石は方角を知る手がかりとなり、手がかりがたくさ

ん書かれているのが地図です。で、は磁石がなかったら?

地図がなかったら? 砂漠やサバンナなど、目印の少

ないところに住む人々は、何を手がかりに自分の居場

所と目的地を知るのでしょうか。謎の答えはこの本の

中にあります。

人間は磁石や地図を使います。けれども動物はそん

なものは使いません。使わなくても海を渡って何万キ

ロも旅をする鳥もいます。そういう鳥を渡り鳥といい

ます。渡り鳥は同じルートで旅をします。どうやって

方向を知り、距離を測っているのでしょうか。(r渡り

鳥一方向感覚のふしぎ』倉橋和彦文佑学社)

渡り鳥のツバメが海を渡って南へ旅をするように、

南へと旅をした少年がいました。(rジンゴ・ジャンゴ

の冒険旅行js.フライシュマン作 あかね書房)ジ

ンゴというこの少年は孤児院にいました。お母さんは

死に、お父さんの行方は判りません。孤児院の院長は

子ども達を働かせて、お金は自分が取ってしまうよう

な怖い人でした。ジンゴは煙突掃除として働かされま

すが、煙突の中でクジラの歯に描かれた宝の地図をみ

つけます。ちょうどその頃、ジンゴのお父さんと名乗

る人が現れました。でもジンゴが微かに憶えているお

父さんとはずいぶん違う人です。ふたりは南へと旅を

しますが、 ジンゴの持つ宝の地図を奪おうと、孤児院

の院長と煙突掃除のおじさんが、あとを追ってきます。

さて地図にもいろいろあります。『ちずのえほんj

(サラ・フ ァネリさく フレーベル館)には、いろい

ろな地図が出てきます。宝の地図、ご近所の地図、 一

日の地図や家族の地図、それから心の地図も 。

あなたなら、どんな地図を描きますか?

(子ども図書室坂梨秀子)
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「一(三i寄 贈資料紹介 !J能間資料(野球関係)一一一一一一一一一i
このたび、福岡市在住の能間義弘氏よ り、高校野 ース」、「野球フ ァン」などがあり、なかには、当時 i

球を中心とする野球関係の資料を寄贈いただきまし 福岡では入手できず、取り寄せていたものもあるそ i
た。逐次刊行物245点、図書12点、手書きのスコア うです。川上、大下ら往年の名選手たちが活躍した

表ほか40点で、能間資料として受入しました。 プロ野球の隆盛の時代の雰囲気が感じられる資料て寸。

高校野球関係では、毎日、朝日の両新聞社がそれ 寄贈者の能間義弘氏は、 『図説福岡県映画史発掘

ぞれ主催する春と夏の大会を特集した雑誌、「アサ (戦前篇)j (国書刊行会 1984刊)の著者として知

ヒグラフJ、「週刊朝日」、「サンデー毎日」、「スポー られる映画史研究家です。当館の所蔵する映画資料

ツ毎日」などがあり、昭和20年代から平成まで揃つ にも、氏からの寄贈のチラシ類が多数含まれていま

ています。また、昭和22年、小倉中学が初優勝し、 す。

優勝旗が初めて九州、|に渡った第29回夏の大会を記録

した「スポーツアンドスクリーン」や、戦前の中等

学校野球大会時代の「アサヒスポーツ」など、貴重

な資料があります。

ものです。 I

L ほカに昭和20刊の関誌「…ボ ー

む似事。ヨ量

手書きのスコア表は、広告紙の裏を使い、昭和40

年代後半から近年までの決勝戦等の試合が記録され

ており、氏の高校野球に対する愛着が伝わってくる

coお 知らせ o)
AVルームの利用時聞が変わりました O

平成10年9月1日から別館2階のAVルーム 1(大

ふくおか生涯学習ネ ッ トワーク (図書情報) 画面モニターによる映像の集団視聴室)、AVルーム

が、イ吏いやすくなりました。 2(映像、音楽が視聴できる個人ブース)の利用時間

インターネ ットによる情報提供サービスは、平成10 が変更になりました。

年 5月の開始以後、検索スピードのア ップなどの改善

を図り、より使いやすくなりました。

アドレス http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/

ニ宮士ニ 名 利 用 時 間

AVルーム 午前 9時30分~午前11時30分

1・ 2とも 午後2時30分~午後4時30分

一
日い

一

一
三=ロ

一

一
皐
矢

一

一
ペ
d
l

一

一集

一

一編

一
県立図書館の独自性は何だろう 。そんなことを思い

ながら、今回の特集では郷土課刊行の目録を取り上げ

てみました。

、県立図書館にはこんな資料があるのかH と気にと

めていただけたならば幸いです。

TEL (092) 641-1123 ({-廿
平成11年 2月10日 編集 ・発行福岡県立図書館 干812-8651 福岡市東区箱崎 1-41-12

FAX (092) 641-1127 
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