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・『絶対行きたい!世界の音楽祭』 

            田中 良幸/著  

 ヤマハミュージックメディア 2010年 

・『クラシックの音楽祭がなぜ 100万人を  

                       集めたのか ：  

        ラ・フォル・ジュルネの奇跡』  

      片桐 卓也/著 ぴあ 2010年 

・『東京 JAZZフェスティバル： 

ゼロから始めたこだわり音楽フェスの物語』 

東京 JAZZ プロジェクト/編著 DU BOOKS 

2016年 ジャズ 

クラシック 

9月の音楽フェスティバル 

        in 福岡 

 

 

 

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！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レファレンスだより 2017年 9月号 No.178 
 

    ■レファレンス受付件数（2017 年 6 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土 

15 1224 372 294 412 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

565 53 948 1073 4956 

（開館日 25日 一日平均 198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。 

・『ロックフェスの社会学： 

個人化社会における祝祭をめぐって』 

永井 純一/著 ミネルヴァ書房 2016年 

・『フェスティバル★ライフ： 

  僕がみた日本の野外フェス 10年のすべて』 

   南兵衛@鈴木幸一/著 マーブルトロン  

2006年 

・『やるか Fuji Rock：1997-2003』日高 正博/著 

阪急コミュニケーションズ 2003年 

・『ライブ・エンタテインメントの社会学』中川 和亮/著 五絃舎 2017年 

・『ポピュラー音楽の社会経済学』高増 明/編 ナカニシヤ出版 2013年 

・『ポピュラー音楽と資本主義』毛利 嘉孝/著 せりか書房 東京 2007年 

夏の終わりに野外で音楽を聴くのは、 

気持ちのいいもの。 

様々な音楽フェスを、 

本を通して味わってみませんか。 

 ロック 

こんな本も 

あります 

♪中洲ジャズ 2017  9/8(金)～9/9(土)  今年で９回目のジャズのイベント 

♪ミュージックシティ天神 2017 9/23(土)～9/24(日) 

2002年からスタートしたイベント。天神のあちらこちらにステージが出現！ 
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：友人から譲り受けた夏目漱石の『吾輩は猫である』の頁が袋とじのようになっており、ナイフで切って読む

本だと言われた。本当にそういう製本方法があるのか。             （人文科学） 

 

■参考図書や図書で調べる 

『世界大百科事典 16』（平凡社 2009年）２階Ｃ１ R031/ｾ  

「装丁」の項目に「フランスでは、20 世紀に入ってからも折りこんだだけの仮綴じ本を、自分で切り開きな

がら読む<フランス装>～」という記述がある。 

『最新図書館用語大辞典』（図書館用語辞典編集委員会／編 柏書房 2004年）２階Ｃ９ R010.33/ｻ 

 「アンカット本」の項目に「本の天・地・小口を切り落とさないで装丁した図書」とある。 

『製本探索：デザイン製本』（大貫 伸樹／著 印刷学会出版部 2005年）２階Ｂ４ 022.8/ｵ 

「フランス装」「アンカット本」についての説明がある。明治 39 年の『吾輩ハ猫デアル』（大倉書店・服部書

店）もアンカットであるという記述がある。 

■国立国会図書館レファレンス協同データベース 

類似事例が２例ある。事例のなかに出てくるアンカット本の「日本近代文学館出版 

『吾輩ハ猫デアル』」を検索してみると、総合図書館にも所蔵あった。 

『新選名著複刻全集近代文学館[10-1,2,3] 吾輩ハ猫デアル（上・中・下）』 

（新選名著複刻全集近代文学館・編集委員会／編集 日本近代文学館 1972年）閉架書庫 918.6/ｼ 

確かに本文のページが表紙からはみ出している。（すでにカット済） 

『新選名著複刻全集近代文学館 [39] 作品解題』 

（名著複刻全集編集委員会／編集 日本近代文学館 1970年）閉架書庫 918.6/ｼ 

「複刻制作の概要」に「『吾輩ハ猫デアル』(略）のアンカット本は一般に未完成品のように思われがちだが、

購入者がカットして読むというアンカット本の特色を原本のまま再現したものである。」とある。 

 

Ｑ：70 代女性の趣味嗜好がわかる本はないか。                 （社会科学） 

 

■図書館所蔵の資料を探す 

『L70 を狙え！』（吉本 佳生／著 日本経済新聞出版社 2014 年）1階ポ 76 675/ﾖ 

 ７０代女性の生活や、趣味、行動について、詳しい分析がなされている。また、巻末の参考文献には、資料だ

けでなくインターネットサイトの URL も記載が多くある。 

■総合図書館 2 階Ｃ３にある、ビジネスの棚で探す 

『熟年・シニアの暮らしと生活意識データ集 2001』 

      （食品流通情報センター／編集 食品流通情報センター 2000年）２階Ｃ３ R367.7/ｼﾞ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 2 

『老後の生活設計を読み解くデータ総覧 2004』 

      （生活情報センター編集部／編集 生活情報センター 2004年）２階Ｃ３ R367.7/ﾛ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 2 

二冊とも、まとまって見られるが、データが古い。 

■上記 2 冊の元データの最新を探す 

・『社会生活基本調査報告 平成 23年第 2巻 全国生活行動編』 

          （総務省統計局・統計センター／編集 統計センター 2013年）２階Ｃ１６ R365.5/ｼ 

書籍では平成 23 年が最新となる。インターネットでは平成２８年のデータが公開されている。 

総務省統計局＞調査名「社会生活基本調査」＞調査の結果＞統計表一覧 

＞「調査票Ａに基づく結果 趣味／娯楽（全国）」 

【http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001083763&cycode=0】 

・「高齢者の日常生活に関する意識調査結果」 

 インターネットで最新のデータが公開されている。 

内閣府ホーム＞内閣府の政策＞共生社会政策トップ＞高齢社会対策＞高齢社会対策に関する調査 

＞平成 26 年度高齢者の日常生活に関する意識調査結果（全体版）＞第２章  調査結果の概要

【http://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h26/sougou/zentai/pdf/s2-6.pdf】 

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001083763&cycode=0
http://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h26/sougou/zentai/pdf/s2-6.pdf
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Ｑ：硝酸態窒素について知りたい。有機肥料に関係があるらしい。人体への影響があるのか。（自然科学） 

                              

■図書館所蔵の資料を“硝酸態窒素”で検索 

『環境負荷を予測する：モニタリングからモデリングへ』 

（日本土壌肥料学会／監修 長谷川 周一／編 博友社 2002年）２階Ｅ１２ 613.58/ｶ 

 「硝酸態窒素の土層内動態をモニタリングする」という章がある。 

『食料の海外依存と環境負荷と循環農業』（鈴木 宣弘／著 筑波書房 2005年）２階Ｅ１１ 610.4/ｽ 

「硝酸態窒素の蓄積と健康への不安」という項目で記述がある。 

『木村秋則と自然栽培の世界：無肥料・無農薬でここまでできる』 

（木村 秋則／責任編集 日本経済新聞出版社 2010年）分館所蔵 615/ｷ 

 「硝酸態窒素のことをもっと知ろう 熊田 浩生／著」が収録されている。体への影響について記載がある。 

■有機肥料関係という手がかりで検索 

『有機栽培の野菜つくり：炭水化物優先、ミネラル優先の育て方（小祝政明の実践講座）』 

（小祝 政明／著 農山漁村文化協会 2009 年）２階Ｅ１２ 626/ｺ 

用語集に硝酸態窒素の説明がある。 

『よくわかる土と肥料のハンドブック 肥料・施肥編』（全国農業協同組合連合会肥料農薬部／編 

 農山漁村文化協会 2014 年）２階Ｅ１２ 613.4/ﾖ 

索引に硝酸態窒素があり、複数ページで語句が出てきている。 

■Google Books で調べる 

『食品の裏側 2 実態編』（安部 司／著 東洋経済新報社 2014年）１階ポ６５ 498.51/ｱ    

 人体への影響が述べられている。 

 
Ｑ：ダグ・ハマーショルド元国連事務総長の、①事故死当時の資料と、②2015 年に発表された事故真相究明

の専門家パネルの報告書が見たい。                          （国連） 

 

ダグ・ハマーショルド（Dag Hammarskjöld）氏は 1953 年 4 月から 1961 年 9 月にアフリカでの航空機

墜落事故で殉職するまで国連事務総長として在職（『国際連合の基礎知識 改訂版』より）。 

■インターネット  ～キーワードから該当ドキュメントをさがす～ 

UNBISnet（国連書誌情報システム）【http://unbisnet.un.org/】＞New Keyword Search 

検索項目の Subject を選び、検索ボックスに Dag Hammarskjöld、death と入力。34 件ヒット。 

①1961 年事故当時のドキュメント 

上記リストから1961年発行資料をさがす。文書記号 S/4940/Add.5（Title: Special report on the fa

tal flight of the Secretary-General's aircraft）が該当。→S/4940/Add.5は所蔵あり。 

②2015 年に発表された事故真相究明の専門家パネルの報告書 

検索リスト内の要約を参考に、該当の報告書は文書記号 A/70/132 と判明。一覧から英語その他の国連公用

語で読むことができる。→A/70/132 は未所蔵のため、UNBISnet での閲覧方法をご案内。 

■所蔵国連資料 ～安全保障理事会 公式記録～ 

『Security Council Official Records 16th year：supplement for July, August and September 1961』 

                  （United Nations 1961 年）2階国連 A8 SC/16/Suppl.Jul. -Sep. 

上記①の資料。p.114 に該当文書 S/4940/Add.5 あり。 

■所蔵国際資料 ～事故を伝える新聞記事を見てみる～ 

『The New York Times フロントページ：1896〜1996』（大空社  1997年）2階 A3  F100ENG/075.3/NE 

ニューヨークタイムズのトップ記事を厳選して収録。1961 年 9 月 19 日に『Hammarskjold dies in African 

air crash; Kennedy Going to U.N. in succession crisis（ハマーショルド国連総長、アフリカで飛行機事故

死。後任問題でケネディ国連へ向かう。）』の掲載あり。 

 
 

 

※「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！ 
 

 

『地形の辞典』 
（日本地形学連合／編 鈴木 隆介／責任編集 朝倉書店 2017年）2階 E2 R454.03/ﾁ 

 
 地形や地質は普段の生活では気づきませんが、実は密接に生活と関連している事柄です。特に自然災
害が起きると、ニュースなどで専門用語が出てきますが、分からないことが多くあります。 

そのような時に、この辞典を使うと、語句が５０音順に並べられているので、単語ごとにすぐに調べ

ることができて便利です。 

 

使ってみました ⇒ 深層崩壊（しんそうほうかい）を調べる 

 「表層の風化物や崩積土だけでなく、深い岩盤までもが崩れる現象。一般に、地質構造に素因を持つ。

崩壊の深さや規模に明確な閾値があるわけではないが、一般に深さ１０ｍ以上、体積１０万㎥程度以上

の場合をいう。深層崩壊は崩壊を断面的にみた用語で、大規模崩壊や巨大崩壊は平面的にみた用語であ

る。…」 

⇒上記の説明に出てきた“崩積土（ほうせきど）”も、説明が載っていました。 

 「斜面下部や斜面末端部に集積・堆積した風化物質（母材）や土壌などの未固結砕屑物の総称。…」 

 
 
          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 

中世日記の世界 

 （史料で読み解く日本史） 1 

松薗 斉・ 

近藤 好和／編著 
ミネルヴァ書房 210.4/ﾁ 1000001586797 

マンガビジネスの生成と発展 岡田 美弥子／著 中央経済社 726.10/ｵ 1000001588600 

社 

会 

「団地族」のいま ： 

   高齢化・孤立・自治会 
小池 高史／著 書肆クラルテ 365.35/ｺ 1000001589377 

装いの心理と行動 ： 

   被服心理学へのいざない 

小林 茂雄・ 

藤田 雅夫／編著 

アイ・ケイコーポ

レーション 
383.1/ﾖ 1000001592571 

自 

然 

だしの科学 

 （食物と健康の科学シリーズ） 

的場 輝佳・ 

外内 尚人／編 
朝倉書店 498.51/ﾀﾞ 1000001590732 

錆・腐食・防食のすべてがわかる事典：  

最新オールカラー図解 
藤井 哲雄／監修 ナツメ社 563.7/ｻ 1000001590959 

 
          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≫   人物・アジア 

≪自然科学≫  人の暮らしと動物 

≪社会科学≫   災害に備える 

≪国際≫     ミャンマー 
～アジア最後のフロンティア～ 
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