
当館ホームページの「お知らせ」の上

に赤い文字で、「中央図書館 雑誌の一部

を西部図書館に移動しています」と書か

れているのをご存知でしょうか。これは

中央図書館の書庫の狭隘化対策として、
きょうあいか

平成２１年６月から行っているものです。

中央図書館は歴史が古いため(大正１３

年開館）、今回移動する雑誌の

中にもなかなか興味深いもの

があります。今回はその中の

いくつかをご紹介しましょう

（右参照）。

※移動雑誌のリストもＨＰからご覧いただ

けます。毎週、ほぼ50音順に増えていきま

すのでどうぞチェックをしてみてください。

これからの予定：｢国華｣｢昆虫と自然｣｢現

代の眼｣｢相撲｣｢新聞研究｣｢ガロ｣など

千葉県立西部図書館だより
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◎図書館 まなびトーク
10/30（金）午後1時半
【場所】西部図書館 研修室

【発表者応募締切】9/30（水）

※皆様のご参加をお待ちしています。

行事予定 ◎展示「月の科学、月の文学」
8/22（土）～10/12（月）

◎特別整理期間[蔵書点検にともなう休館日]
10/13日（火）～10/21（水）

※県立図書館の資料は、お近くの市立図書館

へ取寄せてご利用になれます。

ただいま

雑誌の移動中（中央図書館→西部図書館）

｢アサヒカメラ｣（昭和13年～平成15年）

もちろん白黒写真ばかりですが、いえ、

だからこそ光と影のコントラストがとて

もきれいです。戦前の人やものの様子が

よくわかります。『郷愁のアンティーク

カメラ』特集号もあり、カメラの歴史が

よくわかります。

｢アルプ｣(昭和33年《創刊号》昭和58年
《最終号》)アルピニストのエッセイ集。
串田孫一が創刊･責任編集。｢山渓｣とと
もにこちらもどうぞ。

｢エコノミスト｣
（昭和8年～昭和22年）
“特別付録「リットン報
告付属経済文書」”など、
歴史の教科書より臨場
感があって面白い。

Book Review ちょっと気になる新刊図書
「極めつけ 千葉の蕎麦72店」

Q＆A 西部図書館
「資料情報」はどうやって見るの？

教えて！レファレンス
｢労働者年金法｣制定当時の条文を見たい

この花なぁに？ ノウゼンカズラetc



だしの香りに誘われて、駅のホー

ムでせわしくすする立ち食いそば。

あれはあれで結構いいものだ。し

かし、風情のある佇まいの蕎麦屋

にゆったり腰を下ろし、店主のこ

だわりを感じるような蕎麦を味わ

う。これはまた格別。うーん、粋

だねぇ。

うまい蕎麦が食べたい！

しかも地元千葉で!!という声に後
押しされ、これはという県内の蕎

麦店を選ばせていただいた

というのが今回の気になる１冊。

千葉県内100店以上を取材して

店主たちの話を伺い、実食して掲

載された72店。お気に入りの店を

さがすのもよし。家の近所を探すのもよし。

どれどれ、自分が贔屓にしている店は…、ん？
ひ い き

ない。…ちょっと残念。あ、でもこの店知っ

てる。ってな具合に読み進める。思わず｢う

まそ～｣とひとりごと。

そういえば、そろそろ新蕎麦の季節だなぁ。

館内の蔵書検索コーナーで本を探し

たとき、 印刷 をクリックすると出

てくるレシートのような紙片。今回は

この見方をご説明しましょう。

第一のポイントは、①所蔵館。西部

と書いてあれば当館にあります。中央、

東部であればお取寄せになります。

西部の本であることを確認したら、

次は②所蔵場所を見てください。開架

であれば、請求記号の順番にフロアー

に並んでいます。書庫ＣＬなど書庫と

書かれた場合は｢書庫資料利用申込書｣

に必要事項を記入してカウンターにお

持ちください。職員が倉庫から出して

まいります。

そのほか、③資料区分が参考となっ

ているものは館内閲覧のみです。また、

貸出中の本であれば④状態にその旨が

表示されます。

Ｑ Ａ
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教えて！レファレンス
レファレンスとは皆様の｢調べもの・探しもの｣のご質問に、私ども図書館職員が図書

館の資料や情報を使って調査し、回答するものです。カウンターはもちろん、図書館ホ
ームページからでも受け付けています。ぜひ、ご相談ください。
＊ご質問の内容によっては、お答えできないことがあります（学習課題，懸賞問題等の解答，身上

相談，医療相談，法律相談など）。詳しくはお問い合わせください。

※『官報』（マイクロフィルムで保存
しています）で探す場合は、公布日の
昭和１６年３月１１日付けの官報に掲
載されています。

「日本法令索引」 （http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/）
明治19 年2月の公文式以降に公布された現行法令、廃止法令の沿革と、第1回

国会（昭和22年5月）以降に国会に提出された法律案の件名、提出回次、提出年
月日等の情報を検索できます。国立国会図書館がホームページで提供しています。

アクセス方法：千葉県立図書館ホームページのリンク集→図書館→国立国会図書館

→ 国会サービス関連情報→日本法令索引

「労働者年金保険法」（「厚生年金保険法」の前身の法律）の
昭和１６年制定当時の条文をみたい。

回答プロセス

１ まずは・・・
「労働者年金保険法」は「厚生年金
保険法」の前身の法律とのことで
あるので、現在の六法全書では
このように廃止された法律は調
べられない。また、昭和１６年
の制定当時の六法全書も西部図
書館では所蔵していない。
そこで、廃止された法令を収録
している『現行日本法規[102]
主要旧法令 １』（西部開架）の五十
音索引で法令名を調べてみるが、載
っていない。この資料には、主要な
旧法令しか掲載されていないので、
公布された当時の『法令全書』また
は『官報』を調べることにする。

２ インターネットを使って
『法令全書』や『官報』を調べる前に、

この法律の公布年月日などを確認
しておく必要がある。国立国会
図書館がホームページで提供
している「日本法令索引」
（http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/）
の「廃止法令検索」で、「労働者
年金保険法」を調べると、公布

年月日・法令番号（昭和１６年
３月１１日法律第６０号）と法令沿革が
わかった。

３ 条文を確認する
『法令全書』の昭和１６年分について

は、西部図書館では復刻版の『昭和年間
法令全書』を所蔵しているので、これを
法令番号をもとに調べると、「労働者年金
保険法」制定当時の条文が見つかった。Answer

『昭和年間法令全書 第１５巻－１
昭和一六年 １』（内閣印刷局／編
原書房発行 ２００１年）（西部書庫
３２０９／７／３-１５-１）を提供。

役立ちアイテム紹介

 



この花なあに？
図書館の利用者の方から「この花はなんですか？」とご質問いただくことがあり、「この花な

あに？」を連載しています。今回は、図書館のご近所でみごとに咲いているラッパ形の花々です。

ノウゼンカズラ（凌霄花、Campsis grandiflora/Trumpet vine） 図書館近隣で撮影↓

青空(霄)をしの(凌)いで咲く花。中国原産のつる性木本で、９世紀頃に渡
来。庭などでよく栽培され、７月から９月にかけて橙赤色の大きな美しい花

をつける。花冠はラッパ型で先が５片に裂けて開く。古くから花を乾燥させ
て薬として使ってきたが、特に花にはラバコールという毒があり、貝原益軒
の『花譜』にも「花を鼻にあててかぐべからず。脳をやぶる。花上の露目に
入れば、目くらくなる。」とある。実際に、花を摘んでいた子どもがこの汁
で事故にあったケースも報告されている。美しいものには毒がある！

←エンジェルストランペット（キダチチョウセンアサガオ：木立朝鮮
朝顔、Angels trumpet）写真は『薬草図鑑』より

６月から 10 月にかけて香りの良い大きな花が下向きに咲く、南米原産の多
年草の木本で、明治時代に渡来。ダチュラと呼ばれ庭木として好まれている。
花冠はラッパ型で先が５片に裂けて開く。美しいがこれも毒性が強い。
この花によく似た、一年草の草本で上向きに咲く花がある

チョウセンアサガオ（朝鮮朝顔、Datura metel）写真は『身近な木の花ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ430種』より↓

熱帯アジア原産で、これもダチュラと言い、曼荼羅華（マンダラゲ Hindu
datura）、千葉ではキチガイグサとも呼ばれ、更に毒性が強い。江戸時代の天
保享保年間に渡来し、薬草として大切に育てられてきた。華岡青州が日本初
の乳ガンの手術で、麻酔薬「麻沸散」として使ったとの記録が残っている。
トゲのある実は華道の花材にも好まれるが、スコポラミン・アトラミン等の強

い毒性を持ち、幼児が食べたら死の危険もある。お気をつけあそばせ！！！

資料のご紹介 『薬草図鑑49987/4』 『毒草大百科4719/5』 『図説花と樹の事典47033/2』

『身近な木の花ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ430種6532/41』『花歳時記大百科4703/45』『華岡青洲と麻沸散49424/17』

当館は歴史が浅く、「お宝」といえる資料がほと

んどありませんでしたが、中央図書館から移動し

てきたバックナンバーのため、雑誌の層が厚くな

りました。創刊号から揃っているのは、すでに紹

介した「アルプ」のほか、「アエラ」(1988年5月

創刊)、「岩波ブックレット」(1982年4月創刊）な

どです。「海」(1969年6月創刊）は残念ながら発

刊記年号が欠号で、創刊特大号からの所蔵になり

ます。これからどんなものがくるか、楽しみです。

行事

◆特別整理期間[蔵書点検]のお知らせ

１０月１３日(火)から２１日(水)まで蔵

書点検のため休館となります。これに伴い、
返却日が変わりますのでご注意ください。

詳しくは職員にお尋ねください。

◆公共交通機関をご利用ください！

当館の駐車場はとても狭いため、常に混

雑をしております。なるべく公共交通機関

をご利用ください。路上駐車はみなさん
の迷惑となりますので絶対にやめてくだ
さい！

◆ごみのお持ち帰りにご協力ください。

ゴミの減量化推進のため、一部のゴミ箱

を撤去します。ご不便をおかけしますが、

ご理解、ご協力をお願いいたします。

West Library 千葉県立西部図書館だより
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