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今月の特集！ 
 

 
                －本を創る人、愛する人－ 
１冊の本が読者に届くまでにはたくさんの人の手を経ています。もちろん作者、そして 

編集者、出版社の方、本屋さん、図書館もその一員です。読書の秋に、本を愛し、たずさわる人々

の仕事や思いについての本をご紹介します。あなたが手にする本もきっと大切な１冊です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

１０月といえば福岡市図書館では、図書館マンスです。 

今年のテーマは図書館ＮＥＸＴ。福岡市内の図書館（総合および分館）にて 

テーマにそった様々な展示やイベントを開催します。お薦めの本のブックリスト 

も各館で配布します。総合図書館２階では、レファレンス☆ネクストと銘打ち、 

これは使えるというお薦めのレファレンス本を司書が作ったポップをつけて、 

２階の書架のあちらこちらでご紹介します。ぐるっと書架をめぐってみませんか？ 

また、図書館の本を使っての研究成果展示やアジアのことばでおはなし会、 

がんの講演会も開催します。どうぞご観覧、ご参加下さい。 

レファレンスだより 2017年１０月号 No.17９ 
 

    ■レファレンス受付件数（2017 年 7 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土 

16 1205 306 273 478 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

574 57 1336 1108 5353 

（開館日 26 日 一日平均 206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。 

本にたずさわる人々 
 

■『詩を書くということ 』 

（谷川 俊太郎／著 PHP研究所  2014年） 

■『編集者魂』 

（高橋 一清／著 青志社 2008 年） 

 

 

本を創る 本を誂える 

本を利用しつつ保存し未来へつなぐ 本を広め売る 

■『美しい書物』 

（栃折 久美子／著 みすず書房 2011 年） 

■『「本をつくる」という仕事』 

（稲泉 連／著 筑摩書房 2017 年） 

 

 

■『日本の書店百年』 

（尾崎 秀樹・宗武 朝子／著 青英舎 1991 年） 

■『本屋がなくなったら、困るじゃないか 』 

（ブックオカ／編  西日本新聞社 2016 年） 

 

 

■『疎開した四〇万冊の図書 』 

 （金高 謙二／著 幻戯書房 2013 年） 

■『町立図書館をつくった! 』 

（白根 一夫／編著 青弓社 2008 年） 
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：終戦についての新聞報道のされ方が、戦後どのように変遷したかを知りたい。（人文科学） 

 

 

■百科事典で概要を知る 

『日本大百科全書 11 2 版 して-しようし』（小学館 1994年）2階 C1 R031/ﾆ/ 

「終戦記念日」の項目に、日本がポツダム宣言を受諾し無条件降伏した八月 

十五日に、一九六三年以降毎年「全国戦没者追悼式」が行われていたが、 

一九八二年の閣議決定でこの日が「戦没者を追悼し平和を祈念する日」と 

されたとの記述がある。 

 

■蔵書検索や Google Books で図書を探す 

『八月十五日の神話：終戦記念日のメディア学』（佐藤 卓己／著 筑摩書房 2005年）閉架書庫 

 第一章「降伏記念日から終戦記念日へ」で、戦後日本の教科書や新聞・書籍での「八月一五日」の扱

いについて、諸外国の状況とも対比しながら論じている。 

 

『メディア社会：現代を読み解く視点』（佐藤 卓己／著 岩波書店 2006年）閉架書庫 

 第 3 章「メディアと『記憶』」で、国際標準の「終戦記念日」は降伏調印の行われた九月二日である

こと、日本で「八・一五終戦記念日」の記憶が定着するのは占領が終わって「九・二降伏記念日」が忘

却された一九五五年の「終戦一〇周年イベント」からであること等の指摘がある。 

 

『メディア史を学ぶ人のために』（有山 輝雄／編 竹山 昭子／編 世界思想社 2004年） 

2階 D14  361.45/ﾒ 

 第 10 章「敗戦とメディア」で、戦争中は内務省・情報局の統制の下にあった新聞各紙の敗戦直後の

状況から、その後の GHQ による統制や新興紙等への流れを取り上げている。 

 

 

 

Ｑ：昔、電報を打つとき例えば「り」を確認するときは「りんごのり」というような決まり文句が 

あった。対応表のようなものはないか。（社会科学） 

 

■電報の本を調べる 

『電報文例アイデア集』（田中 四郎／[著] 永岡書店 1978）閉架書庫 816/ﾀ/ 

『結婚式の祝電文例集』（小林 嬌一／著 永岡書店 1984年）閉架書架 694/ｺ/ 

あいうえお順に対応する用語の一覧が載っている。電報に使用できる文字や記号は、日本電信電話公

社が公示する「電報利用規程」によって決められていたとの記述がある。 

 

 

■国立国会図書館レファレンス協同データベース 

電報以外の対応表として「和文通話表」があげられている。海上・航空無線電話通信を使用する際は

この「和文通話表」を用いるよう法令で定められている。無線局運用規則第十四条に「（略）別表第五

号に定める通話表を使用しなければならない。」との記述あり。 
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Ｑ：動物の寿命と心拍数の関係についてわかる資料はないか。『ゾウの時間ネズミの時間』という本に

哺乳類の一生の間の心拍数は 20 億回と書いてあった。          （自然科学） 

 

■図書を確認する 

『ゾウの時間ネズミの時間：サイズの生物学』（本川 達雄／著 中央公論社 1992年） 

                                      分館所蔵 481/ﾓ 

 哺乳類ではどの動物でも、一生の間に心臓は 20 億回打つ、という計算が紹介されている。 

『絵ときゾウの時間とネズミの時間』（本川 達雄／文 あべ 弘士／絵 福音館書店 1994年） 

                                    1階子ども５ 481/ﾓ 

 上掲の本と同じ作者による児童書には、動物の体重と心拍数について述べられているページに「一生

のあいだに、心臓は 15 億回うつ。ゾウはネズミより、ずっと長生きだけれど、一生のあいだに心臓が

うつ回数は、ゾウもネズミもおなじなのだ。」という記述がある。     

■「レファレンス協同データベース」で調べる 

 類似の事例があり、上記 2 冊のほかに『理科年表』が挙げられている。 

『理科年表 第 90冊(平成 29年)』（国立天文台／編 丸善出版 2016）2階 C16 R403.6/ﾘ 

「脊椎動物の寿命」「無脊椎動物の寿命」の表があり、それぞれの動物の「記録された最長寿命」が記

載されている。また、心拍数の表には、ヒト、イヌ、ネコ、アフリカゾウ、ニワトリ等の 1 分間の心拍

数が載っている。 

■インターネットで手がかりを探す 

 検索の結果、日本経済新聞に関連の記事があることがわかり、データベースで確認した。 

「日本経済新聞 2010 年 9月 12日 朝刊  

「脈速いと短命」は本当？、人間の一生の心拍数「23億回」説。」 

『ゾウの時間ネズミの時間』も紹介されている。哺乳類の場合、一生の間に心臓が打つ回数は「生物

学者の間では「15 億回」が定説だ。」とある。また、東邦ガス診療所の林博史氏は、哺乳類ごとの体重

や心拍数、心周期と寿命との関係を分析し「人間が一生の間に打つ心拍数は「23 億回」とはじき出し

た。」という記述がある。 

 
 
Ｑ：元素記号を漢字で表しているものが見たい。中国ではどういう漢字で表しているのか。（国際） 

 

■中国で発行されている百科事典を調べる（中国語） 

『中国大百科全书  27 第二版』(中国大百科全书总编辑委员会／编 中国大百科全书出版社 2009 年) 
                                   2階 A6 F102CHI/032/ZH 

  本書はピンイン順で記載されている。元素のピンイン yuan su で検索。 

   元素周期表（yuan su zhou qi biao）の項目に元素記号が中国漢字で表記。 

  原子 yuan zi も検索 

   原子量（yuan zi liang）の項目にも元素名称が中国語、英語で表記。 

■中日辞典で調べる（日本語） 

『中日大辞典 第三版』（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  

  巻末の付録 12 化学元素表に、元素記号、中国語、日本語で表記。 

   

 記載例：元素記号 H  日本語 水素  中国語 氢（ピンイン qing） 英語 hydrogen 

                   O         酸素           氧  (ピンイン yang)         oxygen 

 

 

 ※「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！ 
 

 

『日英ことわざ文化事典』 
（山田 雅重／著 亀田 尚己／編集協力 丸善出版 2017年）2階 B2 R833.4/ﾔ 

 
 この事典は二部構成です。「第Ⅰ部 日本語のことわざを英語で表現すると」では、日本のことわざ

が 300 取り上げられていて、それぞれの解説があり、そして対応する英語の表現が紹介されています。

「第Ⅱ部 英語のことわざを日本語で表現すると」では逆に、英語のことわざ 300 の解説と、それに

対応する日本語の表現の紹介があります。語義だけでなく、ことわざの由来などを含めた歴史、文化、

社会の背景などが、わかりやすく書かれています。 
 調べものにも便利ですし、ぱらぱらとめくって拾い読みするだけでも楽しい一冊です。  

 
使ってみました ⇒ 「犬猿の仲」を調べる 

 ひどく仲が悪いもの同士のことですが、欧米では、犬と猿ではなく「犬と猫は仲が悪い」ことになっ

ているそうです。「犬猿の仲」に対応する英語表現は「To agree like cats and dogs.」で、「猫と犬の

ような仲」ということです。また、To lead a cat-and-dog life.は「犬と猫のように暮らす」という

意味ですが、実は、仲の悪い間柄ということだそうです。 
 
 
          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 

世界鳥類神話 篠田 知和基／著 八坂書房 164/ｼ 1000001600743 

芸術の都ロンドン大図鑑 ：英国文化

遺産と建築・インテリア・デザイン 

フィリップ・デイヴィース

／著 
西村書店 

702.33/

ﾃﾞ 
1000001600165 

社 

会 

洋裁文化と日本のファッション 井上 雅人／著 青弓社 383.1/ｲ 1000001598187 

テレビ番組海外展開 60 年史 ：文化

交流とコンテンツビジネスの狭間で 
大場 吾郎／著 人文書院 699.21/ｵ 1000001600328 

自 
然 

南極大陸大紀行 ：南極観測 60 年 
南極 OB 会編集委員会／

編  
成山堂書店 402.97/ﾅ 1000001594163 

資源政策と環境政策 ：日本の自動車

リサイクル政策を事例に 
外川 健一／著 原書房 537.09/ﾄ 1000001596626 

 
          今月の展示 ～総合図書館２階 展示図書のご案内～ 
 

10 月は図書館マンス（全体テーマ「図書館 NEXT」）です。 

総合図書館 2 階のテーマは「レファレンス☆ネクスト」 展示の本も是非ご覧ください！ 

 

 

 

 

 

≪人文科学≫ 私のおすすめ本 

≪自然科学≫医療情報を集めよう！ 

≪社会科学≫ “調べる”→“伝える” 

≪国際≫ 

知りたい
● ●

・調べたい
● ●

⇒やっぱ、図書館たい
● ●

！！ 
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