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今月の特集！ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レファレンスだより 2018年 2月号 No.183 
 

    ■レファレンス受付件数（2017年 11月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土 

13 1371 292 283 456 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

529 60 609 969 4582 

（開館日 25日 一日平均 183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。 

スケートの起源は、なんと新石器時代に 

さかのぼります。オランダなどヨーロッパで 

石器時代の人間の骨と一緒に発見されました。

そのころのスケートの刃は動物の骨で作られて

いたようです。 

16 世紀の初めにスコットランドで始まりまし

た。川底から取り上げたなめらかな丸石に指を

入れるための穴を開けて使いました。 

当時の絵を見ると、シュロ箒のようなもので

氷を掃いていたようです。 

  スキーも歴史が古く、北部ノルウェーの 

石器時代の彫刻に、スキーに乗って狩猟をし

ている男の絵が描かれています。 

スウェーデンの沼から掘り出されたスキーは紀

元前 2500年のものとみられています。 

オランダが起源と言われています。貴族たちが、

片方の足を後方に高く上げ、手を宙に浮かせて

踊り子のように美しく滑ったことから始まりま

した。その後イギリスでも流行し、1742年に 

世界最初のアイスクラブが誕生しました。 

スケートの起源 

フィギュアスケートの起源 カーリングの起源 

スキーの起源 

冬季オリンピック・パラリンピックが 

韓国の平昌で始まります！ 

オリンピック  2018年 2月 9日～2月 25日 

パラリンピック 2018年 3月 9日～3月 18日 

熱き戦い、楽しみですね！ 

出典：『写真で見るウィンタースポーツの歴史』レイモンド・フラワー／著 志賀 仁郎／編訳 ベースボール・マガジン社 

『自然を楽しむ歩くスキーハイキング 

：クロスカントリースキーツアー』 

吉原 宜克／著 本の泉社 

１階６４の棚 784.3/ﾖ 

『フィギュアスケートはじめました。 

：大人でもはじめていいんだ!』 

佐倉 美穂／著 柳田 貴志／監修  

誠文堂新光社 １階６４の棚 784.6/ｻ 

『日本スキー事始め 

：レルヒと長岡外史将軍との出会い』 

長岡 忠一／著 ベースボール・マガジン社 

２階Ｂ１９の棚 784.3/ﾅ 

『雪と氷のスポーツ百科』 

高橋 幸一／編 野々宮 徹／編  

大修館書店 ２階Ｃ１３の棚 R784.03 

※閲覧のみの本です。 

こんな本も 

あります。 
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：仏典の中に、誰でも人に尽くせる方法で「無財の七施（むざいのしちせ）」というものがある。 

その意味と七つの施しがそれぞれなにかを知りたい。（人文科学）    

 

■仏教関係の事典類 

『仏教故事名言辞典』（須藤 隆仙／著 新人物往来社 1995年）2階 C9 R180.33/ｽ 

「無財の七施」の項目がある。「物（財）を施すことができなくとも、施しの行はおこなうことがで

きるとして、七つをあげたもので、『雑宝蔵経』に出ている。」とある。その七つは「①眼施（げんせ）

②和顔悦色施（わげんえつしきせ）③言辞施（ごんじせ）④身施（しんせ）⑤心施（しんせ）⑥牀座施

（しょうざせ）⑦房舎施（ぼうしゃせ）」とあり、それぞれの意味の説明がある。 

『仏教用語事典』（須藤 隆仙／著 新人物往来社 1993年）2階 C9 R180.33/ｽ 

『広説仏教語大辞典 下巻 て〜わ』（中村 元／著 東京書籍 2001年） 

 2階 C9 R180.33/ﾅ 

この２冊にも「無財の七施」の項目があり同様の解説がある。 

『広説仏教語大辞典 下巻』の方には、出典の「雑宝蔵経」が 

収録されている資料の紹介があり『大正新脩大蔵経 第 4 巻』が挙げられている。 

 

■出典を確認する 

『大正新脩大蔵経 第 4巻 本縁部 下』（大正新脩大蔵経刊行会 1988年） 

2階 B8 183/ﾀ 

「雑宝蔵経」が収められており、「（七六）七種施因縁」に七施の記述がある。（漢文）  

  

■レファレンス協同データベース 

国立国会図書館のレファレンス協同データベースで調べると類似の事例がいくつかある。 

 

Ｑ：（社会科学）明治 37 年の国家予算が知りたい。日露戦争が始まった年になる。 

 

■館内の棚を直接探す 

『明治後期財政史 産業資本主義確立期における財政の政治過程(明治二十四年-大正三年) 日本財政

史研究』（坂入 長太郎／著 酒井書店 1988年）2階 D14  342.1/ｻ 

本文中の表に、明治 27～36,36～39 年の歳入・歳出の予算・決算額がある。 

『明治大正財政詳覧 東洋経済新報創刊三十周年記念出版 第 1輯』（東洋経済新報社／編 東洋経済新

報社 1975年）2階 D6  R340.59/ﾒ 

「歳入歳出総括表」や「明治三十七八年臨時軍事費特別会計明細表」などあり、詳しい。 

 

■レファレンス協同データベースで検索し、類似の事例より 

『明治大正財政史』（大蔵省／編纂 経済往来社 1956年）閉架書庫 342.1/ﾒ 

 第三巻に明治 37 年度一般会計の予算と決算、第四巻に特別会計の予算と決算の詳細が載っている。

また、第五巻には、明治 37,38 年の戦役臨時事件費が載っている。 

『現代財政学体系 2 島恭彦先生還暦記念 現代日本の財政』 

（林 栄夫／[ほか]編 有斐閣 1977年） 閉架書庫 340/ｹﾞ 

国の会計と軍事費が明治 20 年～昭和 20 年まで載っている。 

直接軍事費の占める割合が、明治 36 年は 47.6％だったが、 

日露戦争が始まった明治 37 年の割合は 81.8％となっていた。 
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Ｑ：（自然科学）「オカワカメ」という植物について載っている本が見たい。 

 

■「オカワカメ」の情報をインターネットで調べる 

 みんなの趣味の園芸＞植物図鑑＞植物名から探す＞オカワカメ 

【https://www.shuminoengei.jp/m-pc/a-page_p_detail/target_plant_code-1050】 

 「オカワカメ」の正式和名は「アカザカズラ」、別名「雲南百薬（うんなんひゃくやく）」、属名「ツ

ルムラサキ科アカザカズラ属」 

 

■事典を調べる 

『植物レファレンス事典 [1]』 

（日外アソシエーツ編集部／編集 日外アソシエーツ 2004年）2階 E2 R470.31/ｼ  

 「アカザカズラ」が「日本大百科全書」に記載されていることが確認できる。 

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

 p131「アカザカズラ」の項に記載がある。 

 

■Google ブックスで本を探す 

『緑のカーテンのつくり方』（学研パブリッシング 2012年）分館所蔵 629/ﾐ 

 

※雑誌を探す（TOOLi 雑誌検索） 

『ＮＨＫ趣味の園芸ビギナーズ』（〔2014〕4～6 通巻 13 号）市内未所蔵 

p29「オカワカメ 雲南百薬」の記載がある。 

 
 
Ｑ：（国際・国連）日本髪の髪型（特に島田髷）について、図版等共に英語で解説してある本を見たい。 

 

■図書 

『日本髪の世界 髪型と髪飾り編 the world of traditional hairstyles and hair ornaments』  

  （石原 哲男／編著 日本髪資料館 2004年）2階 D19  383.5/ｲ 

日本髪の髪型を古墳時代の「太古島田」から現代の「玉島田」、また舞妓や太夫などの髪型まで写真 

と共に英文併記で解説している。また髪飾りについても同様に、写真と共に英文併記で解説をしている。 

 

■パンフレット 

『艶やかに 島田髷まつり』（島田市観光協会 2014年） 

 島田髷の考案者とされる「虎御前」を偲ぶ祭りとして、静岡県島田市で 

毎年 9 月第 3 日曜日に行われている「島田髷祭（しまだまげまつり）」 

のパンフレットに、「高島田」・「乙女島田」・「つぶし島田」などの髪型に 

ついて英文による解説がある。 

 ※島田市観光協会ホームページ 

（ http://www.shimada-ta.jp/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「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！ 
 

 

『神話と伝説にみる花のシンボル事典』 
（杉原 梨江子／著 説話社 2017年）2階 D7 R389.03/ｽ 

 
春の訪れを告げる梅の開花。実は、梅の花は県花として福岡県のシンボルにも選ばれています。花を

見ると種類や名称だけでなく、その花に込められた意味やメッセージについても興味が湧いてきません

か？「花のシンボル」を解き明かしたこの事典の著者は、「シンボルは人々の願いを託したものであり、

花を描いた壁画や彫刻や絵画、デザイン化した装飾文様などに具現化されている。」と説明しています。

シンボルと花言葉は似ていますが、「花のシンボルが主に、古代の文明、文化、信仰における意味、メ

ッセージを起源」としているのに対し、「花言葉は、主に花の色や形のイメージからつけられ、由来が

不明なものも多い」のだとか。好きな花の頁をめくって眺めるだけでも新たな発見が楽しめる事典です。 

 

使ってみました ⇒「ウメ」について調べる 

目次の「あ行」の項目から該当頁を引くと、「ウメ 梅 Japanese apricot」とある。「春一番に清

らかな香りを放つ吉祥花」として、シンボルは「春告げ花、吉兆、長寿」。シンボルの由来として《花

の特徴》《神話・伝説》《歴史・文化》が述べられ、菅原道真にまつわる飛梅伝説等も掲載されている。 

 
 
        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 

図書館のこれまでとこれから 

：経験的図書館史と図書館サービス論 
大串 夏身／著 青弓社 016.2/ｵ 1000001638761 

11 の国のアメリカ史 上・下 

：分断と相克の 400 年 

コリン・ウッダード／[著] 

肥後本 芳男／訳 
岩波書店 250/ｳ 

㊤1000001639305 

㊦1000001639306 

社 

会 

長時間労働対策の実務 

：いま取り組むべき働き方改革へのアプローチ  
労務行政研究所／編 労務行政 336.44/ﾁ 1000001640534 

しめかざり：新年の願いを結ぶかたち 森 須磨子／著 工作舎 386.1/ﾓ 1000001640775 

自 

然 
毒と薬の文化史 

：サプリメント・医薬品から危険ドラッグまで 
船山 信次／著 

慶應義塾 

大学出版会 
499.02/ﾌ 1000001638772 

図説日本と世界の土木遺産 

：ものづくり技術遺産 
五十畑 弘／著 秀和システム 510.2/ｲ 1000001636889 

 
        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≫ 本で旅する 
 

≪自然科学≫ お菓子あれこれ 

≪社会科学≫ もっと！韓国を知りたい 

≪国 際≫   世界の文学賞 


