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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！ 
 
                   今年も残すところあと１ヵ月。 
                   お世話になった方へのごあいさつ 
                   クリスマスなど、贈り物をする 

機会が多い時期。皆さんは誰かに 
贈りものをしましたか？ 

 

 

贈り物のマナー  
ちょっとこだわりたいあなたに…           日本の贈り物文化を探る！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                      子どもたちは何を 

                      お願いしたのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

レファレンスだより 2017年12月号 No.181 
 

    ■レファレンス受付件数（2017 年 9 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土 

22 1453 354 318 391 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

475 52 942 960 4967 

（開館日 26日 一日平均 191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。 

 

『贈る論理・贈られる論理』 

室伏 哲郎／著 筑摩書房ほか 

 

『贈答の日本文化』 

伊藤 幹治／著 筑摩書房 2011年 

 

『贈答と宴会の中世』 

盛本 昌広／著 吉川弘文館 2008 年  

 

 

『日本人のための贈り物大百科事典』 

涌田 裕充／著 シービーエー研究所 2006年 

 

『折形：基本の包みと暮しの贈りもの』 

内野 敏子／著 文化学園文化出版局 2017年 

 

『小さな花束の本』 

小野木 彩香／著 誠文堂新光社 2015年 

 

『サンタへの手紙 

1870 年から 1920 年までに子どもたちが書い

たクリスマスの手紙と欲しい物リスト』 

クロニクルブックス・ジャパン 2016 年 

 

総合図書館および各分館は 
12/28(木)～1/4(木)まで 
年末年始のため休館します。 
本の返却、予約本の受取に 
ご注意ください。 
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      こんな質問がありました！ 
 

 

 

Ｑ：マンションの駐輪場で、自転車台数の増加等の問題を解決する規則や事例はないか？（社会科学） 

 

■マンション管理についての本を探す 

『マンション附属施設の管理と運営 管理組合役員のための手引き』 

（日本総合住生活株式会社マンション相談センター/編 日本総合住生活 1998年）2階 D15 365.3/ﾏ 

自転車置場についての項目があり、意外に難しい維持・管理として、台数増加や放置自転車問題など

の記述がある。台数の管理としては、「自転車置場の利用料金による規制」や「戸数当たりの台数制限

の設定」「駐輪機の導入」といった解決策が挙げられている。巻末に管理運営の書式や規則例もあり。 

 

■新聞記事より 

日本経済新聞社データベース『日経テレコン』 2010年 6月 28日夕刊 

「健康・自転車ブームに難問－マンション駐輪、大混雑」              

都心では、健康や環境を意識して自転車に乗る人が増えており、駐輪場が

足りなくなるケースが多い。住民が月 150円で貸自転車を共有する事例が挙

げられている。 

  

■インターネットより 

福岡市 HP＞福岡市マンション管理支援機構

【http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/jigyochosei/life/soudan/14.html】 

福岡でマンションに関するセミナーや相談会などを行っている団体の一覧がある。無料相談会の情報

を得ることもできる。 

 

 

Ｑ：隣家の樹の枝が境界を越えている。解決策はないか。（社会科学） 

 

■図書で調べる 

『自力解決!!ご近所トラブル対応術』（佐藤 友之／[著] 志賀 剛／監修 講談社 2001年） 

1階ポ 50 B324/ｻ 

『近隣とのトラブルを解決する法律知識』（芥川 基／著 日本実業出版社 1999年）閉架書庫 324.23/ｱ 

『隣地隣家とのトラブルをめぐる法律知識』 

（市野沢 要治／著 日本実業出版社 1993年）閉架書庫 324.23/ｲ 

『よくわかる境界のトラブル Q&A』（安藤 一郎／著 三省堂 2001年）閉架書庫 324.23/ｱ 

『六法全書 平成 29年版 2』（山下 友信・ 山口 厚／編集代表 有斐閣 2017年）2階 D1 R320.91 

 

■インターネットで調べる 

独立行政法人国民生活センター＞研修・資料・相談員資格＞国民生活＞暮らしの法律Ｑ＆Ａﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 

2013 年 9月号(No.14)「隣の空き家から庭木の枝が張り出してきて困ったら？」 

【http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201309_14.pdf】 

 

根は勝手に切っても良いが、枝は勝手に切ると器物損壊罪にあたる。「いつまで

に切ってほしい」と期限を切って内容証明郵便を送るなど、隣家に切除を請求する

ことができる。しかし、枝の越境によって損害を受けていないのに請求することは「権

利乱用」として許されない。民法第 233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」が根拠となる。 

 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/jigyochosei/life/soudan/14.html】


- 3 - 

※「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。 
 
 
 

 

Ｑ：編み物の歴史について調べたい。（自然科学）  

 
■百科事典で調べる 

『世界大百科事典 1 2009 年改訂新版 ア-アレニ』（平凡社 2009年）2階 C1 R031/ｾ 

「編物」の項目に【考古学からみた編物】と【毛糸編物】―[歴史]の解説がある。 

『日本大百科全書 1 2版 あ-あん』（小学館 1994年）2階 C1 R031/ﾆ 

「編物」の項目に[西洋での歴史]と[日本での発達]の解説がある。  

■編み物や手芸の本で調べる 

『編物の歴史：伝統の模様を生かした応用作品 24点』 

（イブ・ハーロー／編 日本ヴォーグ社編集部／訳 日本ヴォーグ社 1979年）閉架書庫 594/ｱ 

 「第１章 編物の歴史 ‘NAHYAT，ナヤット’古代の手芸から現代まで」とあり、中近東や主に

西洋の編物の歴史が紹介されている。図や写真も多く載っている。 

『手芸の文化史』（飯塚 信雄／著 文化出版局 1987年）閉架書庫 594.02/ｲ 

 Ⅰ章が「編物の文化史」となっていて、ヨーロッバの編物の歴史について記述されている。 

『ヨーロッパのテキスタイル史』（辻 ますみ／著 岩崎美術社 1996年）2階 E15 586.72/ﾂ 

 「第Ⅱ部 ヨーロッパの手芸」の中に「編物の歴史」という項目がある。 

■国立国会図書館「レファレンス協同データベース」で検索する 

 「かぎ針編みの歴史について記載されている資料はないか。」という類似事例があり、上掲の『編物

の歴史：伝統の模様を生かした応用作品 24 点』と『手芸の文化史』が紹介されている。 

 
Ｑ：ポール・ラングラン著の『生涯教育入門』の英語版が見たい。 

また、生涯教育に関する国連の資料やサイトがあれば紹介してほしい。（国連） 

 

生涯教育/生涯学習 [lifelong education/lifelong learning]（『現代用語の基礎知識 2017』より） 

1965 年ユネスコで、フランスのポール・ラングランが提唱したとされる。 

『生涯教育入門』（ポール・ラングラン 著 波多野完治 訳 全日本社会教育連合会 1971年） 

の書誌情報より、原書タイトルは『An introduction to lifelong education』。書庫に所蔵あり。 

■所蔵国連資料  

『An introduction to lifelong education』（ED.70/D.56/A）（Unesco 1970年）国連閉架 

■関連国連資料  

『A history of UNESCO （UNESCO reference books）』 

                  （Fernando Valderrama UNESCO Pub.1995 年）2階国連 A1  

1965-1968 の項に、lifelong education という言葉が提唱され認知された経過の記述あり。 

『ユネスコで世界を読む 改訂新版：21世紀にひきつぐ国連の良心 』 

（日本ユネスコ協会連盟／編 古今書院 1999 年）2階国連 A1 

生涯教育概念の起源と解説。 

■インターネット   

UNESCO（ユネスコ：国際連合教育科学文化機関）【https://en.unesco.org/】THEMES＞Education for 

the 21st Century＞Lifelong learning systems 

UNESCO Institute for Lifelong Learning（ユネスコ生涯学習センター）【http://uil.unesco.org/】

＞RESOURCES＞Publications catalogue 

生涯学習に関する最新のニュースや出版物を紹介。出版物はダウンロード可能 
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   今月の一冊！ 
 

 

『手の百科事典』 
（バイオメカニズム学会／編 朝倉書店 2017年）2階 E2 R491.19/ﾃ 

 
 日々いろいろな働きをしてくれるのに、当たり前すぎて気にも留めていない私たちの手。 

 この事典は、人間の手の構造や機能はもちろん、様々に進化した動物の手（に相当する部分）、ロボ

ットなどの人工の手、手にまつわる文化まで、幅広く取り上げて解説しています。専門的で難解な部分

もありますが、身近な生活に関わる部分には、なかなか興味深い話題が満載です。 

 

調べてみました① ⇒ ドラえもんの手 

 ドラえもんの手は物を吸着して持つことができ、じゃんけんもできるとか。他にもバルタン星人や

E.T.の手など、映画や文学、漫画に登場する特徴的な手について、真面目に解説・考察しています。 

 

調べてみました② ⇒ 楽器を弾く手・スポーツをする手 

 ピアノを弾く手とバイオリンを弾く手の姿勢や動き、また野球の投手の球種による握り方の違いも分

析しています。 

 
          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 

幸田文 ：「台所育ち」というアイデン

ティティー 
藤本 寿彦／著 田畑書店 910.26/ﾌ 1000001619223 

意識の進化的起源 

：カンブリア爆発で心は生まれた 

トッド・E.ファイン

バーグ／著 
勁草書房 481.37/ﾌ 1000001614543 

社 

会 

日本のネット選挙 

：黎明期から 18歳選挙権時代まで 
岡本 哲和／著 法律文化社 314.8/ｵ 1000001616663 

女性とツーリズム 

：観光を通して考える女性の人生 
友原 嘉彦／編著 古今書院 689.21/ﾄ 1000001621223 

自 

然 
惑星探査機の軌道計算入門 

：宇宙飛翔力学への誘い 
半揚 稔雄／著 日本評論社 538.9/ﾊ 1000001623809 

デザイナー・ベビー 

：ゲノム編集によって迫られる選択 

ポール・ノフラー／

著 
丸善出版 495.48/ﾉ 1000001618654 

 
          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≫   武器と武具 

≪自然科学≫  温泉へ行こう 

≪社会科学≫ みんなの権利・人権 

≪国際≫     和食の魅力 


