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今月の特集！  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 戦後まもない昭和 22年、「読書の力によって、平和な文化国家を作ろう」

という決意のもとに読書週間がはじまりました。 

秋の夜長、普段読まない種類の本を手に取ってみるのもよいですね。 

レファレンスだより 2016年11月号 No.168 
 

    ■レファレンス受付件数（2016 年 8 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土 

48 1,423 374 425 588 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

609 49 1,360 1,582 6,458 

（開館日 24 日 一日平均 269 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。 

 

■『デビュー作を書くための超「小説」教室』

（高橋 源一郎／著 河出書房新社 2015年） 

 

■『時代小説を書く』 

（若桜木 虔・鳴海 風／著 雷鳥社 2010年） 

 

■『これから始める俳句・川柳』 

（神野 紗希／俳句 水野 タケシ／川柳  

池田書店 ２０１４年） 

 

 

◆『ベターホームの初めて打つそば・うどん』 

（ベターホーム出版局 1999 年） 

 

◆『すぐ作れる果実酒・薬酒百科』 

（大海 淳／著 主婦と生活社 2001年） 

 

 

●『小さなサイズから始める水彩レッスンと 

お手本帖』 

（藤堂 りょう／著 グラフィック社 2014年） 
 

●『彫刻刀で作る仏像 入門編』 

（関 侊雲／監修 スタジオタッククリエイティブ 

2010年） 
 

●『テーブルサイズのN ゲージレイアウト   

鉄道模型のコツのコツ』 

（諸星 昭弘／著 日本放送出版協会 ２００８年） 

 

文章をつくる 

 

工作・絵を楽しむ 
 

手づくりの味に挑戦 
 

ほかにも 

いろいろな種類の 

趣味の本を取り揃え

ています。お気軽に    

お尋ねください！ 
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：戦国時代に狼煙（のろし）をあげているが、仕組みについて知りたい。  （人文科学）                              

■事典で調べる 

『歴史学事典 3 かたちとしるし』（尾形 勇・加藤 友康／編集 弘文堂 1995年） 

2階 C10  R203.3/ﾚ 

「狼煙」の項目に、火や煙を利用した信号、主として軍事防衛において緊急事態を伝達する  

手段とある。日本では 8世紀の法律に狼煙についての規定がみられる。のろしを「狼煙」と書く   

のは、煙の立ちのぼりをよくするために狼の糞を混ぜたことからの命名とある。 

 

■貸出のできる資料を探す 

『学校では教えないのろしから宇宙通信』（奥沢 清吉・奥沢 煕／著 誠文堂新光社 1989年） 

閉架書庫  547/ｵ 

 記号としての“のろし”について紹介がある。敵を欺くための工夫もわかる。 

時間の長短や、煙の濃さや色を変える燃料を使うことで、意味をもたせていた。また、立ちのぼる煙

を 2すじ以上にし、相手に簡単に解読できないようにすることもあった。この場合、例えば、味方に対

して午前中は東の丘ののろしの指示に従うよう、午後からは西の山ののろしに従うよう指示を出した。 

 

『情報と通信の文化史』（星名 定雄／著 法政大学出版局 2006年）2階 D21 692/ﾎ 

  「戦国時代の狼煙」という章がある。戦国大名は領国のなかで工夫を凝らして狼煙のネットワークを

築いたとあり。敵が乱入してきたときなどは、各所に置かれた烽火台をリレーしながら、本城へ情報が

速報された。武田信玄が敷いた狼煙ネットワークを使い情報を送ると、川中島から府中までの約１５０

キロの距離を、およそ 2時間～2時間半で届けたという記録が残るとある。 

 

  

 

 

■国語辞典で調べる 

『日本国語大辞典 第 7巻』（日本大辞典刊行会／編 小学館 1976年） 2階 C1 R813.1/ﾆ 

 「皇室に関する重要な事柄を定める法律。（中略）旧憲法当時の皇室典範は憲法と同格であったが、

その廃止後、昭和二十二年（一九四七）に制定された現行皇室典範は法律の一形式にすぎない。」とい

う説明がある。 

 

■貸出できる資料 

『皇室典範』（同朋舎編集部／編 同朋舎 2002年）閉架書庫  323.15/ｺ 

 現行の昭和 22 年施行の皇室典範がふりがな付きで載っている。解説もある。

明治 22年発布の旧皇室典範も収録されている。 

  

■所蔵している法規をみる 

『現行日本法規 1 憲法』（法務大臣官房司法法制調査部／編 ぎょうせい）2階 D1 R320.91/ｹﾞ 

  現行の昭和 22年施行の皇室典範が掲載されている。 

『現行日本法規 [別巻 5] 主要旧法令 1』（法務大臣官房司法法制調査部／編 ぎょうせい） 

  明治 22年 2月 11日発布の旧皇室典範が掲載されている。              2階 D1 R320.91/ｹﾞ 

 

■インターネットで調べる 

総務省「法令データ提供システム」【http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi】 

 現行の皇室典範が閲覧できる。 

 

 

Q: 皇室典範が読みたい。                           （社会科学） 

Q: 戦国時代に狼煙（のろし）をあげているが、仕組みについて知りたい。      （人文科学）                          

（社会科学） 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi】
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Ｑ：皇室典範が読みたい。                 （社会科学）秀嶋さん 

■百科事典で調べる 

『世界大百科事典 27 マク-ムン』（平凡社 2009年）2階 C1 R031/ｾ 

 「ミミズ」の項目に生態の説明がある。雨降りのあとなどに路上にミミズが死んでいるのは「穴の中

に雨水が入って外にで、新しい穴を見つける前に日光の紫外線によって麻痺状態になって死ぬのだろう

といわれている。」とある。  
                      

■所蔵の本を「件名：みみず」で検索 

『ミミズの雑学』（渡辺 弘之／著 北隆館 2012年）2階 E8 483.9/ﾜ 

 「ミミズにまつわる基礎知識」の章、「よくわかっていない生活史」の中に 

「ミミズの一斉大量死」の項目があり、地表に出てくる要因として、地震予兆、水溶性物質・特異ガス、

音・振動、一斉移動などの説が紹介されている。 
 

■「レファレンス協同データベース」で検索する 

 国立国会図書館HPの「レファレンス協同データベース」にミミズに関して類似の事例があり、参考

になる資料が紹介されている。 
 
『ミミズの話』（山口 英二／著 北隆館 1979年）閉架書庫 48/ﾔ 

 路上などでのミミズの大量死の原因として、いくつかの説が挙げられている。寄生虫説、酸素不足説、

土中の炭酸ガスが増え地上に這い出したミミズが日光にあたり死亡する説など。 
 
『ミミズの謎』（柴田 康平／著 誠文堂新光社 2015年）分館所蔵 483/ｼ 

 従来の説を一通り紹介した上で、更に観察と実験を重ねている様子が写真や絵入りでわかりやすく 

解説されている。地表に出てくるのは降雨の関係のほかに、月の周期や土中の高温に要因があるなど

の推測がされている。 

 
Ｑ：韓国で起こった地震の歴史を知りたい。（国際・国連）佐藤 
 

■所蔵資料 

『日本地震資料』（武者金吉／著  明石書店  2015年）閉架書庫 453.21/ﾑ 

  巻末に「日本及び隣接地域地震噴火地変年表」が収録されており、西暦 2 年～1897 年までの   

日本・朝鮮の地震の記録が年表形式で記録されている。 
 
■論文 

崔在和・佐藤裕「朝鮮半島における歴史被害地震」 

（『地震』第 2輯、第 48巻  p.483-486  1995 年 日本地震学会） 

上記の資料などを踏まえて、朝鮮半島で起こった地震被害の歴史をまとめている。 

秋教昇・朴昌業・都司嘉宣「韓半島で発生した最大級の地震 ‐1681年 6月韓国東海岸地震 -」 

（『歴史地震』第 20号 p.169～182 2005年  東京大学地震研究所） 

 朝鮮半島で起こった地震の最大級の地震の歴史の概略と、その多くが１７世紀発生しているとし、 

その１つである 1681年の江原道地震について考察している。 
 

■インターネット 

 大韓民国気象庁（http://www.kma.go.kr）日本語ホームページもあり 

 ホームページに「地震」のタブがある。その中の「地震動向」には 1978～2015 年の間の年度別・

マグニチュード別の一覧表がある。2016 年の地震情報は、韓国語ホームページの「国内地震目録

（국내지진 목록）」にある（2016年９月末現在、201 回の地震が発生）。 

 

 

Ｑ：ミミズが地上で、干からびて死んでいる姿をよく見る。 

なぜわざわざ地表に出てくるのか、知りたい。                （自然科学）                                  

 

皇室典範が読みたい。（社会科学）秀嶋さん 

Ｑ：韓国で起こった地震の歴史を知りたい。                                            （国際） 

※「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！ 
 

 

『難読誤読植物名漢字よみかた辞典』 
（日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 2015年）2階 E2 R470.33/ﾅ 

 
難読・誤読のおそれのある植物名のよみかたを確認できる小辞典です。植物名見出し 791件と、

その下に関連する逆引き植物名など 855件、合計 1,646件を収録しています。 

 

使ってみました ⇒ 「公孫樹」の読みを調べる 
 読み方から調べる方法と部首から調べる方法があります。今回は読み方からひいてみます。「公

孫樹」の一文字目「公」の音読み「こう」から一連番号を確認します。「いちょう」と判明しまし

た。該当頁には読み方の他に植物の簡単な解説（科名、種類、生活形、別名、形状など）の記述も

あります。 

 
 
 
            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 タイトルコード 

人 

文 

プロパガンダ・ポスターにみる日本の

戦争 

田島  奈都子／編

著 
勉誠出版 210.7/ﾀ 1000001494466 

ワインの染みがついたノートからの  

断片 

チャールズ・ブコ

ウスキー／著 
青土社 933/ﾌﾞ 1000001495331 

社 

会 

合理的配慮 
川島 聡／著  

飯野 由里子／著 
有斐閣  369.27/ｺﾞ 1000001493255 

新・カンボジア経済入門 
廣畑 伸雄／著 

福代 和宏／著 
日本評論社 332.23/ｼ 1000001490585 

自 
然 

骨粗鬆症 宮腰 尚久／著 ミネルヴァ書房 493.6/ﾐ 1000001490124 

楽しもう射影平面 大田 春外／著 日本評論社 414.4/ｵ 1000001492737 

 
 

 
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≫ 名作読み直し！ 

≪自然科学≫  天文と暦 

≪社会科学≫ 地域経済 

 

≪国際≫ 

  

 

 

             

日本・シンガポール外交

関係樹立 50周年 


