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今月の特集！ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レファレンスだより 2017年 3月号 No.172 
 

    ■レファレンス受付件数（2016年 12月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土 

24 1,329 339 330 289 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

512 50 514 1,077 4,464 

（開館日 23日 一日平均 194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。 

何かを卒業して、次のステージへ進もうとしている方も。 

遠い卒業の日を懐かしむ方も。 

こんな本はいかがですか？ 

『卒業式の歴史学』 （有本 真紀／著  

講談社 2013年）1階ポ 66 374.4/ｱ 

『さくら百科』 （永田 洋[ほか]／編 

丸善 2010年）2階 E2 R479.75/ｻ 

『校歌をうたえば：九州歌謡地図』 

（内門 博／編著 書肆侃侃房 2007年） 

1階ふ 89 767.6/ｳ/ﾌﾙｻﾄ 

『やさしいアレンジとドレミふりがな付きで

これなら弾けるピアノ! 卒業・旅立ちのうた』 

（ケイ・エム・ピー 2014年） 

1階ポ 63 763.2/ﾔ/MS 

『仰げば尊し：幻の原曲発見と「小学唱歌集」

全軌跡』    （櫻井  雅人 [ほか ]／著    

東京堂出版 2015年）2階 B18 767.7/ｱ 

『人生の節目で読んでほしい短歌』 

（永田 和宏／著 NHK出版 2015年） 

1階ポ 55 911.16/ﾅ 

『卒業（YA!アンソロジー）』（小林 深雪

[ほか]／[著]  講談社 2012年） 

1階 Y55 Y913.68/ｿﾂｷﾞ/YA 

卒業式と「涙」の結び

つきを考えます。 

校歌に表れた歴史や思いを

訪ねて、九州各地へ。 

「卒業」をテーマに

描く 5 つの物語。 旅立ちの風景に欠かせない

花。その科学から文化まで。 

旅立つ人へ贈る「餞（はなむけ）の言葉」。 

「はなむけ」はもともと「うまのはなむけ」の

略で、旅立つとき目的地に馬の鼻を向けること

から、あるいは見送る人が馬を自分の方に引き

よせて早く帰ることを祈ったことから、来たと

される言葉です。 

「うまのはなむけ」…？ 

参考： 

『日本国語大辞典 第 2 巻・第 10巻』 

（小学館 2001年） 
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ： リングリング・サーカス（リングリング・ブラザーズ・アンド・バーナム・アンド・ベイリー・

サーカス）の歴史について知りたい。                 （人文科学） 

 

■サーカスの歴史 

『サーカスが来た!：アメリカ大衆文化覚書』（亀井 俊介／著 岩波書店 1992年）閉架書庫 

 前身となったバーナムのショー・ビジネスから、合併等を経て 20 世紀初めに「リングリング・ブラ

ザーズ・アンド・バーナム・アンド・ベイリー・サーカス」となった経緯が語られている。 

『サーカス：起源・発展・展望』 

（エヴゲニイ・クズネツォフ／著 ありな書房 2006年）2階 B19 779.5/ｸ 

 バーナム・アンド・ベイリーの移動サーカスについての記述と、興行の様子の写真も載っている。 

『遊びの神話：「感性」と「トレンド」を超えて』 

（一条 真也／著 東急エージェンシー出版事業部 1989年）閉架書庫 

 「サーカス」の章で、初の海外遠征となった 1988 年の東京公演について、実際に見に行った著者

の所感も含めて書かれている。 

■最新の状況 

『西日本新聞 2017年 1月 17 日朝刊』 ※記事データベース「パピルス」で検索可能 

 リングリング・サーカスが、動物愛護団体からの批判を受けてアジアゾウのショーを取り

やめたことでチケットの売り上げが落ち、5月で公演を終了するとの記事が出ている。 

 

 

Ｑ： 昔の日本では、窓ガラスはどのように作っていたのか。           （自然科学） 

 

■所蔵検索から 

『居住空間とガラス』（空気調和・衛生工学会／編 旭硝子「ガラスの話」編集グループ／執筆 技術書院 2004年） 

2階E14 524.26/ｷ 

ガラスの建築物について説明があるが、窓ガラスそのものについては載っていない。 

『ガラスの建築学 光と熱と快適環境の知識』（日本建築学会／編著 学芸出版社 2004年） 

2 階 E14 524.26/ｶﾞ 

昔の板ガラス製造法が載っているが、日本に限定されてはいない。 

■参考図書から 

『ガラスハンドブック』（作花 済夫ほか／編集 朝倉書店 1981年）2階 E4 573.5/ｶﾞ 

「日本のガラスとガラス工業の歴史」という項目があり、その中で製法の変遷が記載されている。 

『ガラスの百科事典』（作花 済夫／編者代表 朝倉書店 2007年）2階 E4 573.5/ｶﾞ 

「明治初期のガラス技術の導入」では、日本におけるガラス技術の変遷がわかり、「板ガラス製造法

の発展」では、窓に使う板ガラスの製造法（クラウン法・円筒法など）の変遷がわかる。 

■わかりやすい児童書から 

『最新モノの事典：身近なモノのしくみと歴史』（最新モノの事典編集委員会／編著 鈴木出版 2009年） 

1階子参考 R50/ｻ 

「日本の窓ガラス発達ものがたり」という説明箇所がある。 

『ガラスのはなし（人間の知恵）27』（由水 常雄／著 さ・え・ら書房 1987年）1階子 6 57/ﾖ 

「ビルの窓はフランスから始まった」の章に、板ガラスの作り方の歴史が説明されており、日本のこ

とについても少しふれている。 

『ガラス(「もの」と「ひと」シリーズ）4』（柳田 博明／監修 フレーベル館 1985 年）1階子 6 57/ｶﾞ 

ｐ7 とｐ9 に昔の板ガラスの製造法のイラストと簡単な説明がある。またｐ16～17 のイラストの説

明には、日本の板ガラス製造法の歴史について書かれている。 
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Ｑ： 上棟式の際の餅まきのやり方を知りたい。                （社会科学） 

 

■建築儀礼について調べる 

『図説民俗建築大事典』（日本民俗建築学会／編 柏書房 2001年）2階 D7 R383.9/ｽﾞ 

上棟式の儀式という項目で餅撒きの説明あり。建物の四方に棟梁によって塩と水、それに四方固めの

餅が撒かれる。地域によっては、餅のなかに五円玉や十円玉を入れる。その後に、手のなかに入る小さ

な小餅が、式に参加した人によって撒かれる。小餅は丸型か菱形をしており、焼かないで食べると火災

除けになるとか、妊婦が食べると安産になるといわれている。 

『民家と日本人：家の神・風呂・便所・カマドの文化（考古民俗叢書）』 

（津山 正幹／著 慶友社 2008年）2階 D19 383.9/ﾂ 

撒き餅は、式終了直後に式台のある屋根の棟木あたりから下に集まった人たちに向けて撒くものであ

るなどの説明が載っている。 

『建築工事の祭式 地鎮祭から竣工式まで』 

（「建築工事の祭式」編集委員会／編著 学芸出版社 2001年）2階 E14 525.5/ｹ 

個人住宅の上棟行事には、地方による特色があることが書かれている。 

 

 

 

 
Ｑ：国連関係の職員について。日本人はどのぐらいなのか人数を知りたい。      （国連） 

 

《国連関連機関における主要国別の職員数を調べる》 

■インターネット 

国連システム事務局長調整委員会【http://www.unsystem.org/】＞statistics＞Human resource 

Statistics＞Annual HR Statistics Reports 

年ごとに発行される国連システム職員に関する情報の統計報告。タイトルをクリックすると全文をダ

ウンロードできる。 

最新版は『UN System HR Statistics Report - 2015(CEB/2016/HLCM /HR/20).』 

TABLE.12 は国籍別の職員数を所属機関に分けて示す表（2015 年 12 月末現在）。日本を見ると、正

規職員の合計は 840 名。 

※国連システム事務局長調整委員会（United Nations System Chief Executives Board for 

Coordination（CEB））は、財政、人事、業務管理面の統計を行う国連システムの調整機関。 

 

《国連事務局における国籍別職員数を調べる》 

■所蔵日本語資料 

『外交青書 第 59号(平成 28 年版)』（外務省／編集 日経印刷  2016年）2階 C16  R319.1/ｶﾞ 

「国連事務局における望ましい職員数国籍別状況」の表から、2015 年 6 月 30 日現在の、国連事

務局における職員数（地理的配分の原則が適用されるポストに勤務する職員数）が 81 人だとわかる。 

出典元の国連資料（A/70/605）を、当館未所蔵のため、インターネットで確認。 

-国連公式文書システム（ODS）【https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp】 

＞Symbol に A/70/605 を入力 

全文ダウンロード可能。Table 2.A の国籍別職員数の表で Japan を見ると、確かに 81 名。こち

らの表ではさらに詳しく、職の等級の内訳もわかる。 

 

 

 

※「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！ 

 

 

『日本戯曲大事典』 
（大笹吉雄／岡室美奈子／編 白水社 2016年）2階 C14 R912.03/ﾆ 

 
 明治初期から現代に至る、およそ 150年間に発表・上演された新作戯曲約 1万作品を、約１千名の

劇作家別に紹介しています。新作文楽、新作能・狂言、レビュー、人形劇、高校演劇などについてはジ

ャンル別に解説しています。 

使ってみました ⇒ 「放浪記」を調べる！ 

◇巻末の作品索引で、菊田一夫の「放浪記」を探す。該当のページに「五幕九場。1961 年 10月 

東京芸術座初演」に始まり、詳しい説明がある。『菊田一夫戯曲選集』第 1巻所収とある。人名 

からも調べることができ、戯曲賞各賞の一覧も巻末にある。「菊田一夫」の項目があるが、「放浪 

記」についての記述はない。   

◇所蔵する同類の参考図書『総合日本戯曲事典』（平凡社 1964 年 2500 項目）との比較をする。

「放浪記」や「菊田一夫」の項目はない。巻末索引は、項目として説明のあるもの、別名題、通

称、俗称、主なる登場人物名からひくことができる。 

◇『日本戯曲大事典』『総合日本戯曲事典』、両方の参考図書に目を通すことをお勧めします。 

 
  
          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 

花森安治の従軍手帖 花森安治／著 幻戯書房 289/ﾊﾅ 1000001537567 

昭和演歌の歴史 その群像と時代 菊池清麿／著 
アルファベータ

ブックス 
767.8/ｷ 1000001537491 

社 

会 

男らしさの歴史１ 男らしさの創出 

A.コルバン／J‐

J.クルティーヌ／

監修 

藤原書店 367/ｵ 1000001537894 

児童相談所 70 年の歴史と児童相談 加藤俊二／著 明石書店 369.4/ｶ 1000001532671 

自 

然 
植物をたくみに操る虫たち 徳田誠／著 東海大学出版部 486.1/ﾄ 1000001537069 

声の悩みを解決する本 文殊敏郎／著 現代書林 496.9/ﾓ 1000001530013 

 
          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≫    雑誌を読む 

≪自然科学≫       住まい 

≪社会科学≫  暮らしと税金 

≪国際≫夏目漱石生誕１５０年 
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