
- 1 - 

福岡市は、コンパクトな街の中に山、海、平野、池や川があり、

その多様な環境ゆえ様々な鳥を見ることができます。加えて大

陸に近く渡り鳥ルートに位置していて、季節ごとに違った鳥が

観察できます。 

 

 

 

福岡市ＨＰ 博多豆知識 vol.68「野鳥たちの楽園でもある福岡」より 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/charm/mamechishiki/chishiki68.html 

 

福岡市ＨＰ「市の木・花・鳥」より 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/profile/08.html 

 

 

 

福岡市総合図書館 図書サービス課 相談係 ☎092-852-0632 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

今月の特集！ 
               新しい年、２０１７年となりました。 
                今年の干支は「とり」  

                空を見上げて、本をめくって、鳥を眺めてみませんか。 

 
  
 野鳥観察 

 
 
 
 
                             
                           江戸時代の鳥 
 
 
 
 
 文学と鳥 

 
 
 
 
 
 
 
 
       市の鳥は平成元年 6月に        

市制 100 周年記念事業の一環で制定したものです。 

一般公募の中から野山の鳥に「ホオジロ」、 

海の鳥に「ユリカモメ」が選ばれました。         

  

レファレンスだより 2017年 1月号 No.170 
 

    ■レファレンス受付件数（2016年 10月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土 

27 1498 528 404 516 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

612 57 765 1467 5874 

（開館日 26日 一日平均 226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。 

『野鳥：しぐさでわかる身近な野鳥』市田 則孝／監修   

学研 2006 年 

『野鳥博士入門』唐沢 孝一／著 平野 伸明／写真 全国農村教育協会 2002 年                           

『鳥の足型・足跡ハンドブック：原寸大』小宮 輝之、杉田 平三／著 

文一総合出版 2012年 

『大江戸鳥暦：川柳でバードウォッチング』松田 道生／著 河出書房新社 

1999 年 

『江戸のバードウォッチング』松田 道生／著 あすなろ書房 1995年 

『鳥獣虫魚の文学史 2：日本古典の自然観 鳥の巻』鈴木 健一／編  

三弥井書店 2011 年 

『野鳥と文学：日・英・米の文学にあらわれる鳥』奥田 夏子／[ほか]共著  

大修館書店 1982 年 

『俳句の鳥』辻 桃子／監修 吉田 巧／写真 創元社 2003年 

『野鳥のうた』依田 正直／編著 山梨日日新聞社出版局 1997 年 

付録 CDには 

野鳥のさえずり収録 
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ： 岸信介著の『断想録』が読みたい。                     （人文科学） 

 

■本の情報を探す 

所蔵検索、国立国会図書館サーチ、CiNii でのヒットがなく、GoogleBooks でもヒットしない。 

山口県立山口図書館の蔵書検索や「ふるさと文献情報検索」で探したが出てこない。 

 

■インターネットで手がかりを探す 

Google で検索すると、「岸信介が獄中で書いた『断想録』から引用した」という記事はたくさんある

が、出典を載せていない。 

ウィキペディアの「岸信介」でも、記載はあるが参考文献に出てこない。 

インターネット情報をとにかく一つずつ当たっていくうち、雑誌『現代の理論』掲載の論文の中で、

「憲法改正は安倍の見果てぬ夢」というタイトルの論文に出典が載っていた。 

 

『岸信介の回想』岸 信介／[ほか]著（文藝春秋 1981年）閉架書庫 312/ｷ 

目次には記載が無いが、資料 9の中に全文が収録されている。 

 

 

Ｑ：チラシの反応率や効果などについて調べたい。                 （社会科学） 

 

■所蔵雑誌で探す 

『販促会議 2003年 11月号』（宣伝会議）閉架書庫 「勝負に勝つ新聞折込チラシ」 

『商業界 2009年 9月号』（商業界）閉架書庫 「効果的な折り込みチラシ活用術」 

『販促会議 2013年 12月号』（宣伝会議）閉架書庫 「DMの反応率を高める施策を予測する」 

 

■参考図書を探す 

『消費者の媒体別広告評価と行動調査 2009年版』（日本アドバタイザーズ協会） 

チラシ広告の閲読状況・影響度が載っている。相互貸借で国立国会図書館より取り寄せる。 

（※この本は 2009年版を最後に刊行中止。） 

 

■インターネットで探す 

 朝日大学マーケティング研究所＞公開リサーチデータ＞ 

「新聞の折込チラシの閲覧と消費行動に関するマーケティングデータ」（2009 年 4月） 

【http://marketing.asahi-u.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/0904.pdf】 

 

■専門図書館を紹介する                          

広告図書館   

〒105-7090 東京都港区東新橋 1-8-2 カレッタ汐留 ADMT B1F 

TEL：03-6218-2501 

 広告に関する専門図書館が東京にある。こちらではもっと詳しく調べられる可能性がある。 

貸出はされていないが、館内閲覧・複写・レファレンスは可能。 

 

※インターネット・スマートフォンの普及の前後で、データが大きく変わっていることが予想されるの

で、調査年に注意！ 
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Ｑ：写真の現像液の成分が知りたい。小さい頃、自宅で父親が写真の現像をしていて、現像液を素手で

さわって「けがをする」と叱られたことがある。                   （自然科学） 

 

■参考図書を調べる 

『写真の百科事典』（日本写真学会／編 朝倉書店 2014年）2階 C12 R740.36/ｼ 

『写真の事典』（有賀 長敏／[ほか]編集 朝倉書店 1983 年）2階 C12 R740.36/ｼ 

『写真大事典』（講談社 1984 年）2階 C12 R740.36/ｼ 

 細かくは「現像液」「停止液」「定着液」「水洗促進剤」などといくつか種類がある。 

 お問い合わせの液が何であったかは不明だが、全ての液の成分が載っている。 

 

■本で調べる 

『ひと目でわかる現像と引伸し』（川上 重治／[著] 総合科学出版 1977年）閉架書庫 74/ｶ 

 代表的な現像液・定着液・水洗促進剤の成分が載っている。 

『黒白写真の現像と引伸し』（荒井 宏子／著 共立出版 1989年）閉架書庫 744/ｱ     

 現像液・停止液・定着液について詳細な処方が載っている。 

 

■各々の成分の有害性について調べる 

『化学物質の危険・有害便覧 2000-2001』 

（厚生労働省安全衛生部／編 中央労働災害防止協会 2002年）2階 E4 R574.03/ｶ 

『ザックス有害物質データブック』（N.Irving Sax／[著] Richard J.Lewis,Sr.／[著] 丸善） 

2階 E4  R574.03/ｻﾞ 

 
Ｑ：世界の主要国の漢字表記を中国語と日本語で教えてほしい。略称の違いも知りたい。（国際・国連） 

 

利用者は、アメリカ、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、ロシアの表記を希望された。 

■中国語での漢字表記を参考図書から調べる 

『外国地名译名手册』(中国地名委员会／编 商务印书馆 1993年) 2階 A6 FR102CHI/290.3/ZH 

『世界地名翻译大辞典』(周定国／主编 中国対外翻訳出版 2008年) 2階 A6 FR102CHI/290.3/ZH 

『中日大辞典』(愛知大学中日大辞典編纂所／編 大修館書店 2010年) 2階 B2 R823/ﾁ 

 

■日本漢字での表記を参考図書から調べる 

『宛字書きかた辞典』(有沢 玲／編 柏書房 2000年) 2階 B1 R813.7/ｱ/ 

『宛字外来語辞典』(宛字外来語辞典編集委員会／編 柏書房 1991年) 2階 B1 R813.7/ｱ 

『外国地名レファレンス事典』(日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ 2006年) 

                                    2 階 C11 R290.31/ｶﾞ 

  

        中国語（簡体字） 中国語略称 日本漢字表記※ 日本語略称 

アメリカ 美利坚合众国 美国 亜米利加、亜墨利加 米国 

フランス 法兰西共和国 法国 仏蘭西、法蘭西 仏国 

イギリス 大不列颠及北爱尔兰联合王国 英国 英吉利、英吉利斯 英国 

ドイツ 德意志联邦共和国 德国 独逸、独乙 独国 

イタリア 意大利共和国 意国 伊太利、伊太利亜 伊国 

ロシア 俄罗斯联邦 俄国 露西亜、魯西亜  露国 

※日本漢字による表記は複数あることが多く、上記表には主に使用されたものを記入しています。 

※「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！ 
 

 

『温泉文学事典』 
（浦西 和彦／編著 和泉書院 2016年）2階 C13 R910.26/ｳ 

 
 近代文学において、温泉が描かれている話を作家別にまとめた事典。あらすじも判り、巻末の索引で

は、温泉地で探すことができます。温泉地の様子も、時代と共に移り変わっているので、読み比べてみ

るのも面白いかもしれませんね。 

使ってみました ⇒ 「夏目漱石」を引いてみる 
『坊ちゃん』…〔温泉〕道後温泉（愛媛県）がモデル。『草枕』…〔温泉〕那古井温泉（熊本県の小

天温泉がモデル）。『思ひ出すことなど』…〔温泉〕修善寺温泉（静岡県） など 

⇒ 大分県「湯布院温泉」を引いてみる 
佐木隆三『わが青春の温泉残酷物語』    高浜虚子『由布』 

西村京太郎『特急ゆふいんの森殺人事件』  山口瞳『温泉へ行こう』 

水上勉『湯布院のこと』 『湯布院』     など 

 
 
          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 

ミクロストリアと世界史：  

歴史家の仕事について 

カルロ・ギンズブルグ

／[著] 
みすず書房 204/ｷﾞ 1000001513812 

アメリカ報道史： 

ジャーナリストの視点から観た米国史 

マイケル・エメリー，

エドウィン・エメリー

／著 

松柏社 070.25/ｱ 1000001516029 

社 

会 

慢性デフレ真因の解明 渡辺 努／編 
日本経済新聞

出版社 
337.91/ﾏ 1000001510716 

山・鉾・屋台行事： 

  祭りを飾る民俗造形 

植木 行宣・ 

福原 敏男／著 
岩田書院 386.1/ｳ 1000001517837 

自 

然 

大砲からみた幕末・明治： 

 近代化と鋳造技術 
中江 秀雄／著 

法政大学出版

局 
559.14/ﾅ 1000001515441 

 

海洋底科学の基礎 

日本地質学会「海洋底科

学の基礎」編集委員会／

編 

共立出版 452.15/ｶ 1000001511217 

 
          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≫    苗字 

≪自然科学≫    空を飛ぶ 

≪社会科学≫ 和食・郷土料理 

≪国   際≫   世界を食す 


