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９．世界は未来の希望にあふれ
本館1階閲覧室の壁面を飾る、此木三紅大（このきみく
お）さん制作のレリーフ「知識は旅をする」、10点の作品を
順番に紹介しています。
松山庭園美術館（匝瑳市） 館主

作：此木三紅大氏

情報拠点としての図書館
お近くの公共図書館や図書室で、「ようこそ20,000,000
冊の本の海へ」と「あなたの知りタイ応援隊！」の２種類
のポスターを目にされたことはありませんか。作成したの
は、県内の公立図書館等が加盟している千葉県公共図
書館協会で、「２千万冊」というのは加盟館の全蔵書冊
数です。
目の前の書架にほしい本が無くても、図書館ネットワ
ークを通じて、最寄りの図書館等にこれらの資料を取り
寄せて利用できることをＰＲするとともに、図書館員は「あ
なたの知りたい」資料や情報を探し出すお手伝いをして
いるので、地域の情報拠点である図書館をもっと活用し
てほしい、と呼びかけています。
こうした県内全市町村の図書館や図書室の活動をサ
ポートしているのは、県立図書館です。私たちは、皆様
の多様な読書要求に応えるために、市町村の図書館等
と連携・協力して、図書館活動の一層の充実に努めてま
いります。
館長 河野 明美

■トピックス
▼展示コーナー
・現在展示中
「親子で挑戦してみよう」
4/21(土)～7/19（木）

・次回展示予定
オリンピック種目とロンドン（仮題）
7/21(土）～

▼図書館ナビ
・検索研修と図書館見学
午前10：30～11：30
7/14(土),7/22(日),8/11(土),
8/26(日)
※９月以降も予定しています。
※窓口又はお電話でお申し込みく
ださい。

▼職場体験学習
夏休みを中心に、「中学生の職場
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/
体験学習」の受入れをしています。カ
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/m/
ウンター等で皆様と接することがあると
携帯電話機のＱＲコードリーダーでアクセスできます
思いますので、ご理解とご協力をお願
→

ホームページURL
携帯電話サイトURL

いします。

参考図書カフェ (１１)
『古代ローマ生活事典』
カール＝ヴィルヘルム・ヴェーバー／[著]
小竹 澄栄／訳
みすず書房
２０１１
請求記号[２３２／３４（参考）]

東部図書館には、多くの参考図書があります。
参 考 図 書は 、 何 か 特 定 の 知 識 ・ 情報 に つ い て調 べ る た め の 資 料 で す。 辞 書や 百
科事典、便覧、統計書などで、小説のように通読するものではなく、言葉が五十音順
に並べられていたり、索引が 用意されていたりと、必要な部分を簡単に探し出せるよ
うに編集されています。そのため、短時間で簡潔な知識を得るのに便利です。
今回紹介するのは『古代ローマ生活事典』です。
現代の私たちの生活の中には、古代ローマにルーツを持つものがあります。
例 えば 、私た ちが 使用しているカ レンダー。古代ローマでも ひと月の 日数は３０日
と３１日で、２月だけが２９日でした。また、婚約の証に贈られる指輪もそうです。婚姻
を正式なものとするため、夫方から妻方に金品や財産が贈られていましたが、これが
指輪へと発展したと言われています。
私たちの生活と関わりのある古代ローマの生活を普通の人々の日常に焦点を当て
て、衣 食 住か ら冠婚葬 祭 、人と人との関係まで全 ２１３項目に つい て解説し ている一
冊です。
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『古代ローマ帝国トラベルガイド』
レイ・ローレンス／著
月森 左知／訳
創元社
２０１０
請求記号[２３２８／３１]
古代ローマの宮殿やコロセウムといった観光スポット、グルメやショッピ
ングなどの情報を古代人が執筆したガイドブックという形で紹介します。
『ローマの遺産 〈コンスタンティヌス凱旋門〉を読む』
フェデリコ・ゼーリ／著
大橋 喜之／訳
八坂書房
２０１０
請求記号[７０２０３／１５]
イタリアの美術史家であり美術鑑定家でもある著者の講演録です。ローマ
にあるコンスタンティヌス凱旋門について５回にわたって読み解いていきま
す。

レファレンスあれこれ （３６）
資料に関する調査・相談にお答えしています。過去に寄せられたご相談の事例を紹介します。

明治の地図で河川の移り変わりを確認したい
【質問内容】
明治・大正期の旧小見川町の地図が見たい。東日本大震災で、液状化の被害があっ
たので、河川の移り変わりなど地形について確認をしたい。
【調査経過及び結果】
河川の移り変わりなど地形の変遷を確認するには、新旧の地形図を見ます。
１ 現在の地図
国土地理院の『2万5千分の１の地形図』「佐原東部」「神栖」「岩部」「小南」で確認しま
す。なお、最新の地図は、国土地理院ホームページ内「地図閲覧サービス（ウォッちず)」
（http://watchizu.gsi.go.jp/）でも閲覧できます。
２ 明治の地図
『明治前期手書彩色関東実測図 第一軍管地方二万分一迅速測図原図復刻版乾之
部』に「小見川村：４１７ 周辺地図：419、415、427、425、423」(明治17年測図2万分の１）
があります。この資料は、明治13年から19年にかけて作られた関東平野のほぼ全域と房総
・三浦半島の迅速測図の復刻版です。
『明治前期関東平野地誌図集成』は、「第一軍管地方二万分一迅速測図」を現行の地
形図との比較のため、2万5千分の１に縮尺してあります。旧小見川町は、「鹿嶋・矢田部：
30、神栖：33、潮来：34、佐原東部：35、小南：36に含まれます。
『明治大正日本五万分の一地図集成 ３』 の旧小見川町の地図は、「14鹿嶋」：小見川
村（明治36年測図 5万分の1）にあります。
【提供資料】
・『明治前期手書彩色関東実測図 第一軍管地方二万分一迅速測図原図復刻版 乾之部』
（迅速測図原図覆刻版編集委員会編 日本地図センター 1991） 【中央所蔵】
東部への取寄せ可
・『明治前期関東平野地誌図集成』（地図資料編纂会編 柏書房1989） 【中央・西部所蔵】
東部への取寄せ可
・『明治大正日本五万分の一地図集成 ３』 （古地図研究会 1983）
【東部所蔵】
◆担当者のコメント◆
・迅速測図は、明治13年から明治19年に作成された地形図で、明治期の地
形を確認したいときに有効です。
・「農業環境技術研究所」ホームページ内の「歴史的農業環境閲覧システム」
（http://habs.dc.affrc.go.jp/）で「迅速測図」（『明治前期手書彩色関東実測図』
と同じもの）が閲覧できます。「迅速測図」と、現在の道路（赤線）、河川(水色
線)、鉄道（灰色）、土地利用図とを比較できます。
名 作 映 画 鑑 賞 会 の ご 案 内
毎月第３土曜日（８月を除く。）に、名作映画鑑賞会を開催しています。(入場無料)
開場 ： 午後１時１５分～
映画上映 ： 午後１時３０分～
場所 ： 東部図書館３階研修室
★ ７月２１日(土) 『海底王キートン』
監督：バスター・キートン
主演：バスター・キートン
★ ９月１５日(土) 『セカンド・コーラス』
監督：ヘンリー・ポッター
主演：フレッド・アステア
★１０月２０日(土) 『アルジャーノンに花束を』
監督：ダヴィッド・デルリュー 主演：ジュリアン・ボワスリエ

＜行ってみよう！近くの施設

(34)＞

ゆめむらさき

～

夢紫美術館

ＪＲ小見川駅を下車
し、目の前の小見川駅
前交差点を直進。さら
に国道356号線大根塚交
差点を横切り、つきあ
たりを左折すると右手
に「谷屋」の大暖簾が
見えてきます。
染織処谷屋は嘉永元
年（1848年）創業の呉
服商で、隣接する大和
染織処谷屋
合掌造りの土蔵を改装
し、六代目当主渡邉幸彦さんによって1996
年に開館したのが「夢紫美術館」です。
巻き貝のパープル腺から染められる貝紫
は、古代から貴重な色として珍重されてき
ました。紫外線に当てることで白色から黄
色、さらには紫へと発色する貝紫。その神
秘性と希少性から紀元前の西洋では高貴な
人しか身につけることが許されない帝王紫
（ティリアンパープル）とも呼ばれました。
日本でも吉野ヶ里遺跡から絹織物片が発見
されています。館内では、この貝紫染色に
よる染絵・着物・帯などの染織工芸品を見
ることができます。
暖簾をくぐると店内
左 手 が 美 術 館 。 1999年
に国の登録有形文化財
に指定された土蔵は重
厚な造りです。
扉を開けてもらい、
まず目に飛び込んでき
たのは貝紫友禅染絵「冬春夏秋」。季節ごと
の草木を染め上げたこの布絵は世界でも有
数の大きさであり、上品な紫色は匂いたつ
ようです。今年の夏休みは茨城県自然博物
館への貸出展示が予定されています。

■
■

夢 紫美術館

～

貝紫友禅染絵「冬春夏秋」

２階へ昇る階段わきには貝紫・赤・藍で
染められた布が飾られています。現代もメ
キシコのドン・ルイス村で、結婚前の男性
が愛する女性のために染める貝紫染めです。
（数十日もかけて危険な岩場で糸を染め、
贈るという習慣があるそうです。）その糸は
やがて花嫁の婚礼衣装へと仕立て上げられ
ます。
渡邉さんは貝紫の作
品を「夢紫」と命名な
さったそうですが、ま
さに古代から未来へと
夢が広がる紫の色です
ね。季節ごとに展示替
えもあり、ご希望の方
には講演会や実演会な
ども行っているそうで
す。詳しくは美術館に
お問い合わせくださ
２階には古いレジスターも
い。
◆所在地

千葉県香取市小見川５８１
（℡
0478-83-1089）
（Fax 0478-83-1092）

◆開館時間

午前１０時～午後６時

◆休館日

水曜日・木曜日・年末年始

◆入場料

無料

県立図書館の資料は、市町村立図書館などを通じて利用することもできます。
お近くの図書館、あるいは公民館図書室等の読書施設にご相談ください。
県立図書館では、千葉県に関する資料を収集しています。
グループ・職場などで資料を発行されたときには、情報をお寄せください。

編集長の独り言
いよいよ７月２７日にロンドンオリンピックが開幕します。サ
ッカー、競泳、レスリング、体操・・・見どころいっぱいですね。
東部図書館では、７月２１日からオリンピック関連の資料展示
を行います。あわせてご覧いただければ感動もひとしおでしょう。

編集・発行：千葉県立東部図書館
〒289-2521

千葉県旭市ハの３４９
℡0479-62-7070
URL：http://www.library.pref.chiba.lg.jp/

