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今月の特集！ 
 
 
 

レファレンスだより 2017年 8月号 No.177 
 

    ■レファレンス受付件数（2017 年 5 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土 

19 1213 272 303 432 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

453 70 760 993 4515 

（開館日 24日 一日平均 188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。 

 

 お盆とは、仏教の盂蘭盆会
う ら ぼ ん え

が基になっていると言

われ、『日本書紀』の推古 14（606）年に初めての

記載が見られます。 

 旧暦の 7 月 15 日を中心とした日に行われていた

ため、現在は 8 月に行う所が多くなりました。 

 関東地方では、盆の月の朔日には地獄の釜のふた

が開いて亡者が出てくるとされていたり、中国から

九州地方では、この頃飛び始める赤とんぼを盆トン

ボと呼び、先祖が乗ってくるので取ったり追い 

払ったりしてはいけないと言っていました。 

★お盆についての説明がある仏教の本★ 

『仏教はじめて物語 知っておきたい 35 話』 

大法輪閣 2000 年 

『仏事まるわかりガイド 仏事の基礎から 

マナーまで』  インデックス 2004 年 

★もっと詳しく辞典で★ 

『祭・芸能・行事大辞典 下』朝倉書店 ２００９年 

『年中行事大辞典』吉川弘文館 ２００９年 

『生活文化歳事史 第 3 巻』半沢 敏郎／著 

 東京書籍 １９９０年 

★お盆について説明がある年中行事の本★ 

『食で知ろう季節の行事』高橋 司／著 

 長崎出版 2008 年 

『ちょっと幸せ暮らしの歳時記』植草 桂子／絵と文 

 主婦と生活社 2007 年 

『日本人の一年と一生』石井 研士／著 

 春秋社 2005 年 

 
「自由研究おたすけカード」 

を作りました！ 

夏休みの宿題や、自由研究をするときに、どんな本を見たらいいか悩んだこと

はありませんか？そんな時に「自由研究おたすけカード」をご利用ください♪ 

テーマごとに、図書館の本や、ホームページアドレスなどを紹介しています。 

また、合わせて「調べ学習ガイド」もあります。調べものの手助けに、どうぞご

利用ください。 

２階レファレンスカウンター前 

などに置いています。 

詳しくはお尋ねください。 

夏
．

 休
．

 み
．
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：フランス南部にあるラスコーの壁画が世界遺産になったのはいつか。       （人文科学） 

 

■世界遺産に関しての資料をみる 

『世界遺産データ・ブック 2017年版』 

（古田 陽久・古田 真美／著 シンクタンクせとうち総合研究機構 2016年）2 階 B16 709/ｾ 

索引に「ラスコー」は見当たらず、フランスのページにもない。 

■インターネット 

 フランス観光開発機構 公式フランス旅行情報 【http://jp.france.fr/】 

 ラスコーの壁画のページ【http://jp.france.fr/ja/information/24096】があり、「ラスコーの壁画

がとくに有名なヴェゼール渓谷からモンティニャックにかけてつづく遺跡群は、「ヴェゼール渓谷の先

史的景観と装飾洞窟群」として 1979 年に世界遺産登録されました。」と

記載されている。 

■再度、世界遺産に関しての資料をみる 

上記の『世界遺産データ・ブック 2017 年版』のフランス共和国のペ

ージに「ヴェゼール渓谷の先史的景観と装飾洞窟群 1979 年」と記載さ

れている。 

『世界遺産事典 2017改訂版 1052全物件プロフィール』 

（古田 陽久・古田 真美／著 シンクタンクせとうち総合研究機構 2016年） 

2階 C12 R709/ｾ 

 フランス共和国のページに「ヴェゼール渓谷の先史的景観と装飾洞窟

群」の項目があり、登録年は 1979 年になっている。「1940 年に発見されたラスコー洞窟の壁面や天

井には、クロマニヨン人が描いたと思われる牛、馬、鹿などの動物の彩色画が 100 以上もある。」など

の解説がある。 

 

 

Ｑ：昔の法律だが「治安維持法」の条文が見たい。                 （社会科学） 

 

■百科事典で「治安維持法」を調べる 

『日本大百科全書 15 2版 たわ-つん』（小学館 1994 年）2階 C1 R031/ﾆ 

成立から発動、廃止までの記述がある。1925 年（大正 14）に制定された法律で、1928 年（昭和

3）と 1941 年（昭和 16）に改正され、1945 年（昭和 20）に廃止されたとある。大正 14 年と昭

和 3 年の条文が載っている。 

 

■所蔵している法規をみる 

『現行日本法規 [別巻 8] 主要旧法令 4』（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 

 昭和 16 年公布の条文が載っている。 

■貸出できる資料 

『治安維持法：なぜ政党政治は「悪法」を生んだか』（中澤 俊輔／著 中央公論新社 2012年） 

1階ポ 67 326.81/ﾅ 

 巻末の関係法令文のページに大正 14 年、昭和 3 年、昭和 16 年の条文の記載がある。 

■インターネットで調べる 

国立国会図書館「日本法令索引・廃止法令検索」「国立国会図書館」＞「日本法令索引」＞「廃止法令索引」 

【http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/frame/haishi_top.jsp】 

 法令名「治安維持法」で検索ができる。条文はデジタル画像で閲覧できる。 

http://jp.france.fr/
http://jp.france.fr/ja/information/24096
http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/frame/haishi_top.jsp
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Ｑ：ワイシャツの歴史がわかる本はないか。                    （自然科学） 

 

■事典類で調べる 

『総合服飾史事典』（丹野 郁／編 雄山閣 1980年）2階 D7 R383.1/ｿ 

「シュミーズ」の項目に、西洋で元は下着として用いられたものが、レースやフリルなどに代って堅

い立衿が付き、ワイシャツの形に変化した経緯が書かれている。「ワイシャツ」の項目には、日本でも

幕末ごろから用いた記録があり、白生地で作られていたところからホワイト・シャツがなまってワイシ

ャツとなったことなどが書かれている。 

『新・田中千代服飾事典 新訂』（田中 千代／著 同文書院 1998年）2階 E4 R593.03/ﾀ 

 「シャツ」の項目で、各種のシャツについてイラストを交えて解説している。「ホワイト・シャツ」

や「ワイシャツ」についての記述もあるが、歴史にはさほど詳しくない。 

 

■日本での歴史 

『日本の衣服産業：衣料品の生産と流通』（中込 省三／[著] 東洋経済新報社 1975年）閉架書庫 

 「第七章 製品の特色と製造卸」に、戦後のワイシャツの流通の歴史を述べた部分がある。 

『起源のナゾ：おもしろい話題』（光文書院 1976年）閉架書庫 

 「ワイシャツは日本だけの名称」の見出しで、日本での普及の歴史を紹介している。 

 

 
 
Ｑ：韓国の新大統領 文在寅(ﾑﾝ･ｼﾞｪｲﾝ：문재인)氏に関する韓国語図書をみたい。     （国際） 

 

■所蔵韓国語図書 

・『(문재인의) 운명』（문재인／지음 가교출판 2011） 2階 A16  F101KOR/312.21/MU 

  弁護士として市民運動・人権運動に参加していた文在寅氏が、どのようにして盧武鉉元大統領と

出会い、大統領側近になるまでになったかを語った本。 

・『문재인, 김인회의 검찰을 생각한다 : 무소불위의 권력 검찰의 본질을 비판하다』 

  （문재인・김인회／지음 오월의봄 2011） 2階 A16  F101KOR/327.13/MU 

文在寅氏がキム・インハ仁荷大学校教授と共に、絶対的な権力を有する韓国の検察の姿と問題点

を明らかし、その改革を論じた本。 

・『안철수냐 문재인이냐：한국사회가 나아갈 길을 생각한다! 』 

（방민호／엮음 문재인／지음 예옥 2012）2階 A16  F101KOR/312.21/AN 

     2012 年の大統領選挙を控えて、韓国の各界の専門家たちが有力候補である安哲秀氏と文在寅氏

に、韓国社会の問題とそのビジョンを問い、分析した本。 

・『정치는 역사를 이길 수 없다 : 박근혜·문재인의 사과가 말해주는 것』 

（김욱／지음 개마고원 2012） 2階 A16  F101KOR/312.21/GI 

朴槿恵(ﾊﾟｸ･ｸﾈ)氏や文在寅(ﾑﾝ･ｼﾞｪｲﾝ)氏などの政治家の謝罪から、政治家の謝罪がどのような歴

史的意味があるかを論じた本。 

・『대한민국이 묻는다 : 완전히 새로운 나라, 문재인이 답하다』 

（문재인／지음 문형렬／엮음 21 세기북스 2017） 2階 A16  F101KOR/312.21/MU 

次期大統領に最も近いと言われている文在寅氏の生い立ち、考え方、今後の韓国に対する考えと

ビジョンなどを、小説家でありライターであるムン・ヒョンニョル氏が行なったインタビューを綴

った本。 

※「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！ 
 

 

『美術年鑑 2017』 
（美術年鑑編集部／編集 美術年鑑社 2017年）2階 C12 R705.9/ﾋﾞ 

 
 1929 年に創刊され現在まで続く、美術愛好家必読の年鑑。毎年出版されています。日本画・洋画  

（版画）・彫刻・工芸・書の分野の作家について、住所・所属・受賞歴・作品の評価額などを記載して

おり、その年の動向や、開催された展覧会、物故者の情報もわかります。『美術市場』（美術新星社）な

どと共に、美術品の価値を調べる時によく利用されます。 

 
使ってみました ⇒洋画家“青木繁”の絵画の値段を調べる！ 

 

すでに亡くなっている画家なので、巻末の「物故洋画家索引」を引くと 777 ページに掲載されている

ことがわかる。傑作１号を基準とした価格で 1300 万円とあり。 

※美術作品の価格は流動的な要素が多く、あくまでも一応の目安です。 

 
            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 

人工知能の哲学 

：生命から紐解く知能の謎 
松田雄馬／著 東海大学出版会 007.13/ﾏ 1000001584899 

評伝石牟礼道子：渚に立つひと 米本浩二／著 新潮社 910.26/ﾖ 1000001577451 

社 

会 

データブック格差で読む日本経済 
みずほ総合研究所

／編 
岩波書店 332.10/ﾃﾞ 1000001577730 

大正期の結婚相談 

：家と恋愛にゆらぐ人びと 
桑原 桃音／著 晃洋書房 367.4/ｸ 1000001579065 

自 
然 

日本犬の誕生 

：純血と選別の日本近代史 
志村真幸／著 勉誠出版 645.6/ｼ 1000001577389 

目の病気ビジュアル BOOK 
本庄 恵・丸林 彩子

／編集 
メディカ出版 496.3/ﾒ 1000001581751 

 
           

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≫   昭和の歌 

≪自然科学≫  生物多様性 

≪社会科学≫  子どもの貧困を考える 

≪国際≫    日本を旅する 


