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今月の特集！  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

レファレンスだより 2017年11月号 No.180 
 

    ■レファレンス受付件数（2017 年 8 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土 

23 1,559 341 327 488 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

559 37 1,653 1,109 6,096 

（開館日 25日 一日平均 244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。 

☆宇宙への挑戦の歴史を知るなら☆ 

 

『天文・宇宙開発事典：トピックス古代-2009』 

（日外アソシエーツ 2009年） 

2階 E1  R440.32/ﾃ 

『NASA：宇宙開発の 60年（中公新書）』 

（佐藤 靖／著 中央公論新社 2014年） 

1階ポ 61  538.9/ｻ 

 今年 12 月頃から約 6 ヶ月間、日本人宇宙飛行士

の金井
か な い

宣茂
のりしげ

さんが国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）

に長期滞在し、宇宙環境を利用した科学実験などを

行います。 

 出発へ向けた準備の模様やミッション内容など

を、公式ブログ「宇宙、行かない？」で発信中！！ 

 今年 10 月、六本松に「福岡市科学館」が 

オープンしました！プラネタリウムや体験型

の展示など、楽しみ方はいろいろ。 

 来年 1 月 21 日までは、宇宙に関わる様々な

プロフェッショナルを紹介する開館記念特別

展「宇宙なひと 〜つながり、時空を超えて〜」

を開催中です。 

☆宇宙飛行士だけじゃない、 

「宇宙なひと」たち☆ 

たとえば・・・天文学者、ロケット開発、 

宇宙旅行ビジネスなど 

 

『宇宙を仕事にしよう!（14歳の世渡り術）』 

（村沢 譲／著 河出書房新社 2016年） 

1 階 Y55  Y538.9/ﾑ/YA 

『宇宙就職案内（ちくまプリマー新書）』 

（林 公代／著 筑摩書房 2012年） 

1 階 Y55  Y538.9/ﾊ/YA 

参考： 

JAXA宇宙航空研究開発機構 宇宙ステーション・きぼう 

広報・情報センター HP【http://iss.jaxa.jp/index.html】 

福岡市科学館 HP 【https://www.fukuokacity-kagakukan.jp/】 
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：学生の頃、合唱部が「かんぴょう」を連呼する歌を歌っていた。そういう歌はあるか。（人文科学） 

 

■国立国会図書館サーチ【http://iss.ndl.go.jp/】で手がかりを探す 

「かんぴょう」と「歌」を掛け合わせて検索すると、『日本のうた：女声合唱のための件曲集２』（青

島広志/編曲 全音楽譜出版社 2000 年）や『日本の名歌』（野ばら社 1984 年）などに北原白秋の作

詞で「かんぴょう」という曲が載っている。所蔵していないため、歌詞の確認がとれず。 

 

■歌詞を確認するため、北原白秋の本を確認する 

『白秋全童謡集 4』（北原 白秋／著 岩波書店 1993 年）2階 B21 911.58/ｷ 

北原白秋作詞の全童謡を載せている全集の 4巻。「かんぺう」という題で歌が載っている。「かんぺう、

かんぺう、かんぺう干してる。あの空、この空、かんぺうはしろいよ。」という歌詞で始まり、６番ま

で続く。この曲で間違いないよう。 

 

■作詞の背景がわかる資料を探す 

朝日新聞記事データベース『聞蔵Ⅱ』より 2015年 10 月 2日朝刊（栃木県版） 

「（とちぎの風）塩原だより 君島理恵：５ 干瓢は和洋中の万能選手」              

温泉の女将が干瓢（かんぴょう）料理について記述した記事。干瓢は「夕顔の実」を干して作られる

そうで、栃木はその名産地。白秋が栃木県の塩原温泉を旅した際、真っ白な干瓢がたくさん干してある

光景に心を打たれ、「かんぴょう」という歌にしたことがわかった。 

 

Ｑ：昔、日田の材木は筑後川を使って運んでいたらしい。そのことがわかる資料はないか。（社会科学） 

 

■所蔵検索 

○“日田”で検索し、農林業の分類（６類）で検索結果を絞る。 

『筑後川を道として：日田の木流し、筏流し』 

（渡辺 音吉／語り 竹島 真理／聞き書き 不知火書房 2007年）分館所蔵 

筑後川での最後の筏流しの人からの聞き書き。最後に「筑後川木材水運年表」がある。 

○次に、歴史・地理の分類（２類）で検索結果を絞り、参考になりそうな資料を探す。 

『日田市史』（日田市／編集 日田市 1990年）2階郷土 K26 K238.5/385/ﾋ 

 「第四章 近世日田の生産活動 第二節 交通運輸の発達 四 日田川通船」が参考になる。 

『人づくり風土記 44 ふるさとの人と知恵 大分』（農山漁村文化協会 1998年）2階 B11 210.5/ﾋ 

 「第１章 自治と助け合いの中で 5.往還と城下をつなぐ道ー街道と河川交通 各地」が参考になる。 

『日田地域研究』（久留米大学比較文化研究所／編集 久留米大学比較文化研究所 2016年） 

2階郷土 K26 K238.5/385/ﾋ 

 所収の二つの論文の中に参考になる箇所がある。 

・「「日田林業」の動向をめぐって 」 谷口 豊／著 の中の“「日田林業」の歴史的概観” 

・「水郷日田における水路の利用と管理からみる地域特性」  堂前 亮平・高木 恵・篠倉 大樹／著 の

中の“小ヶ瀬井の開削と筑後川水運” 

 

■交通や街道の資料で筑後川の水運を調べる 

『日本交通史辞典』（丸山 雍成／編 小風 秀雅／編 吉川弘文館 2003年）2階 D7 R682.1/ﾆ 

 「筑後川」の項目に筑後川の水運の説明もある。 

『街道の日本史５２ 国東・日田と豊前道』（吉川弘文館 2002年）2階 D21 682.1/ｶ 

 「二 諸地域の形成 近世地域民衆の生業と社会 ６ 日田の世界―日田、玖珠地域― 筑後川・大山

川・三隈川の交通」に参考になる箇所がある。 
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Ｑ：自動運転の車が事故を起こしたときなど、ロボットが起こした事故の法的責任の所在について書い

てある本はないか。（自然科学） 

 

■所蔵検索 

“ロボット”“法律”で所蔵検索する。 

『新技術活用のための法工学：リスク対応と安全確保の法律』 

（近藤 惠嗣／編著 民事法研究会 2016年） 

上記の本の件名“工学”“法律”で再検索する。 

『法工学入門：安全・安心な社会のために法律と技術をつなぐ』 

（日本機械学会／編 丸善出版 2014年）2階 E13 504/ﾎ 

■インターネットで検索 

GoogleBooks で、“自動運転”“事故”“責任”と検索 

雑誌『週刊東洋経済 2015年 12月 19日号』閉架書庫  

「歩行者が加害者になる!? 「自動運転」普及で激変する自動車保険」という記事が載っている。 

雑誌『東洋経済 2016年 8月 6日号』閉架書庫 

 「自動運転は安全なのか 国内の不具合、その実態」という記事が載っている。 

また“ロボット”“事故”“責任”で検索 

『絵ときロボット工学基礎のきそ』（門田 和雄／著 日刊工業新聞社 2007年）2 階 E15 548.3/ｶ 

 「１－５ サービスロボットの安全性」の中に少し記載がある。 

雑誌『Newsweek(ニューズウィーク) 日本版 2014年 4 月 29日・5月 6日ゴールデンウィーク合併号』 

閉架書庫 

特集「ロボットと人間の未来」に「避けて通れないリスクと責任」という記事が載っている。 

 

 
Ｑ：チョゴリ等の韓服の作り方、特に子供服の作り方を知りたい。（国際） 

 

■所蔵資料（韓国語図書） 

『韓服構成學』（金粉七／著 教文社 1989年）閉架書庫 

 一般の女性用・男性用から女児用・男児用の韓服について、図版と共に作り方を解説している。 

『한복만들기 2（韓服の作り方 2）』（구혜자／著 韓國文化財保護財団 2002年） 

2階A16  F101KOR/593.2/GU 

 産着、百日祝の服、1歳祝の服の作り方を図版で解説している。 

『손수 지어 만드는 우리아이의 한복（手作りの子供韓服）』改訂版 

（소잉스토리／著 코하스소잉스토리 사업부 2014年）2階A16  F101KOR/593.2/SO 

 2歳位からの子供用韓服や小物の作り方をカラー写真と共に解説している。型紙付き。 

 

○その他、韓服の作り方がわかる本としては、以下のようなものがある。 

『한복 짓는 시간（韓服を作る時間）』（이정수／著 한국학술정보 2016年） 

2階A16  F101KOR/593.2/IJ 

男女の韓服の作り方から、人形に着せるミニチュア韓服の作り方までをカラー図版で解説。 

『아름다운 한복 구성（美しい韓服構成）』（황의숙／著 수학사 2009年）2階A16  F101KOR/593.2/HW 

 男女の韓服の作り方を分かりやすく解説。ミシンでの縫い方もカラー写真で解説している。 

『한복만들기 1～3（韓服の作り方 1～3）』（구혜자／著 韓國文化財保護財団 2001年～2010年） 

2階A16  F101KOR/593.2/GU 

  韓服の採寸から縫い方まで、その工程を図版と共に詳細な解説を行っている。 

 

 

※「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！ 

 

 

『国政選挙総覧：1947-2016』 
（日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ 2017年）2 階 D5 R314.8/ｺ 

 
戦後新憲法下で実施された国政選挙の当落結果を都道府県別に掲載した資料集で、戦後 70年間の衆

議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、及びその補欠選挙などの結果が収録されています。 
 有名政治家の選挙区、選挙経緯等も全候補者名索引で調べられて便利です。                 

 
使ってみました ⇒ 「10 年位前の衆議院議員選挙・福岡県」を調べる         

 平成 21年 8月 30 日実施された、第 45 回衆議院議員選挙をみる。第 44 回と対比しての政治変化

や当時活躍されていた政治家氏名が調べられました。 

 また、索引で福岡選出の「麻生」氏をみると、福岡第 2 区で太賀吉氏が昭和 28年まで、その後昭和

54 年からは息子の太郎氏が出馬しているのがわかります。ちなみに総理大臣の「安倍」氏は平成 2 年

までは晋太郎氏が、その後平成５年からは息子の晋三氏が山口第 1 区から出馬。東京都知事の「小池」

氏は平成 5 年兵庫 6 区から出馬、その後参議院、比例区等変遷があり、平成 17 年東京第 10 区から

出馬していたのが調べられました。 

 
          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 

日本「地方旗」図鑑 
苅安 望／著 

西浦 和孝／著 
えにし書房 288.9/ｶ 1000001604963 

お年寄りの音楽療法実践の手引き 
長谷部 孝子／共著 

村松 あずさ／共著 

ドレミ楽譜出版

社 
146.8/ﾊ 1000001606177 

社 

会 

多国間主義の展開 日本国際連合学会／編 国際書院 319.9/ﾀ 1000001602716 

地域の足を支えるコミュニティー 

バス・デマンド交通 
堀内 重人／著 鹿島出版会 685.5/ﾎ 1000001604639 

自 

然 
核の恐怖全史 

スペンサー・R.ワート／

著  
人文書院 539.02/ｳ 1000001608204 

日本茶の近代史 粟倉 大輔／著 蒼天社出版 619.8/ｱ 1000001606380 

 
          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≫ 工芸品 つくる・みる 

≪自然科学≫ 地域の生産力 

≪社会科学≫ 働き方を考える 

≪国際≫     マレーシア 


