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図書サービス課

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。

図書資料係

☎092-852-0632

■レファレンス受付件数（2017 年 2 月分）
参考
15
国際

人文
1278
国連
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60

社会

自然

315
こども

郷土

254
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ

526

346
合計

871

4087

（開館日 23 日 一日平均 178 件）

今月の特集！

生物多様性条約を結んでから
●2 年ごとに締約国会議（ＣＯＰ：Conference of the
Parties）を開催しています。
●2010 年に愛知県名古屋市でＣＯＰ10 を開催。
2020 年までに生物多様性の損失を止めるための効果的

Ｂｉｏｄｉｖｅｒｓｉｔｙ

かつ緊急の行動を実施するという「愛知目標」という 20
の個別目標が定められました。

5 月 22 日は、「国際生物多様性の日」です。
1992 年 5 月 22 日にリオ・デ・ジャネイロで
開かれた国連環境開発会議で「生物多様性条約」
が採択されました。

さまざまな取り組みなど、詳しくは生物多様性のホーム
ページをご覧ください。
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/index.html

この条約は、個別の野生生物種や、特定地域の
生態系に限らず、地球規模の広がりで生物多様性
を考え、その保全を目指す国際条約です。

生物多様性の本
『生物多様性の多様性』森 章／著 共立出版 2018 年
タイトルコード：1000001664936

生物多様性条約の目的

『絵でわかる生物多様性』鷲谷 いづみ／著

１．生物の多様性の保全

講談社

2017 年 タイトルコード：1000001626327

２．生物の多様性の持続可能な利用

※この他にも、請求記号が 468 の棚にあります。

３． 遺伝資源の利用から生じる利益の
公正かつ衡平な配分
締約国数
１９４の国と地域

国連展示コーナーには、関連資料を集めて展示
しています。ぜひご覧ください！
場所：国際資料新着コーナー前

こんなことやりました！
去る 3 月 21 日（祝）に、総合図書館 1 階ミニシアターにて、落語家の林家はな平
さんをお招きして、
「としょかんｄｅ落語会」を開催しました。
生で聞くプロの落語は格別で、落語の世界に引き込まれて、“笑い”のパワーを肌で
感じました。席に限りがあり、たくさんの方をお断りしてしまいました。ごめんなさい。
林家

はな平 （落語協会所属）

《経歴》福岡市早良区出身。平成 19 年 3 月九代林家正蔵に
入門し、平成 23 年 11 月に二ツ目昇進。
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こんな質問がありました！

Ｑ：六地蔵のそれぞれの意味や違いが知りたい。（人文科学）
『新編日本地蔵辞典』（本山 桂川／原著 奥村 寛純／補訂 村田書店 1989 年）2 階 D7 R387.03/ﾓ
『日本仏像大全書』（杉山 二郎・前田 常作／監修 四季社 2006 年）2 階 C9 R186.8/ﾆ
『白描画仏像知識事典』（香取 良夫／画・著 遊子館 2012 年）2 階 C9 R186.8/ｶ
『石仏入門』（日下部 朝一郎／著 国書刊行会 1978 年）閉架書庫 718.4/ｸ
『地蔵信仰』（速水 侑／著 塙書房 1981 年）閉架書庫 387/ﾊ
『目でみる仏像事典』（田中 義恭・星山 晋也／著 東京美術 2008 年）2 階 B8 186.8/ﾀ
以上の６冊に、数種の六地蔵の名称や意味、あてられた六道、持ち物について解説がある。
写真や図版が掲載されているものもある。
『武蔵野の地蔵尊 都内編』（三吉 朋十／著 有峰書店 1972 年）閉架書庫 387/ﾐ
「青原寺の六地蔵碑」の写真があり、それぞれの持ち物が確認できるが解説はない。
『九州六地蔵考』（坂口 雅柳／著 西日本新聞社 1979 年）閉架書庫 186.8/ｻ
九州各地の六地蔵について詳細な解説がある。
『講座日本の巡礼 第 1 巻』（真野 俊和／編 雄山閣出版 東京 1996 年）2 階 B8 186.9/ｺ
「六地蔵と六地蔵巡り」という論文があり、持ち物については簡略な説明がある。
『大正新脩大蔵経図像 第 6 巻』（大正新脩大蔵経刊行会 1988 年）2 階 B8 183/ﾀ
平安末期に描かれた東寺観知院の 2 種類の六地蔵の絵がある。

Ｑ：家賃の値下げ交渉に役立つ資料や判例はないか。（社会科学）
■図書
『だれも知らない家賃値下げ成功法』
（佐藤 幸平／著 中央経済社 2003 年）閉架書庫 673/ｻ
実例や減額依頼文書の作成などが詳細に記載されている。
『すぐに役立つ最新版「賃貸」をめぐるお金の法律常識マニュアル』
（海老沼 利幸／監修 三修社 2010 年）1 階ポ 67 324.81/ｽ
『賃貸生活トラブル解決マニュアル [2008]改訂新版』
（安西 勉・石原 豊昭／著 自由国民社 2008 年）1 階ポ 67 324.81/ｱ
『わかりやすい借家 全訂 3 版（イラスト六法）
』
（吉田 杉明／著 山川 直人／絵 自由国民社 2008 年）1 階ポ 67 324.81/ﾖ
『弁護士に聞きたい！賃貸建物のトラブル Q&A』
（馬場・澤田法律事務所／編 中央経済社 2010 年）1 階ポ 67 324.81/ﾍﾞ
『全図解わかりやすい借家の法律 第 3 版』
（矢島 忠純／ほか共著 生活と法律研究所／編集 自由国民社 2013 年）1 階ポ 67 324.81/ｾﾞ
『すぐに役立つ借地借家の法律と基本書式フォーマット 94』
（高橋 裕次郎／監修 三修社 2005 年）1 階ポ 67 324.81/ｽ
以上の 6 冊に、減額要求の法的根拠や手続きの仕方、減額請求通知書の様式などが記載されている。
『賃料<地代・家賃>評価の実際』
（田原 拓治／著 プログレス 2005 年）2 階 D20 673.9/ﾀ
「サブリースの賃料減額請求を認めた最高裁」というコラムあり。
『賃料評価の実務』
（日本不動産研究所賃料評価研究会／編著 清文社 2011 年）2 階 D20 673.9/ﾁ
「賃料自動改訂特約の類型と特約の有効性」という一覧があり、特約がある場合は適用できる。
『賃料<家賃>評価の実際』
（田原 拓治／著 清文社 2001 年）閉架書庫 673.9/ﾀ
「経済価値に即応した適正な実質賃料」や「差額配分法」についての解説がある。
『判例にみる地代・家賃増減請求』
（澤野 順彦／著 新日本法規出版 2006 年）2 階 D10 324.81/ｻ
賃料の評価や多くの判例が記載されている。
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■根拠となる法令
『六法全書 平成 30 年版 2』
（山下 友信／編集代表 宇賀 克也／編集代表 有斐閣 2018 年）R320.91/ﾛ
「借家法」第７条「借賃の増減の請求権」
「民事調停法」第 24 条の 2「地代借賃増減請求事件の調停の前置」
■判例
判例検索のデータベース「Ｄ1-Ｌａｗ」で検索する。
○平成 29 年２月 10 日/東京地裁
事件名「建物賃料減額本訴請求事件」（18149 号）、「賃料確認等反訴請求事件」
（21181 号）など。
Ｑ：白根山噴火のニュースをみていたら標高が 2000 メートル級となっていた。白根山は日本で 2 番
目に高い山だと記憶していて、そんなに低いはずはない。自分で調べたところ 2 番目に高い山は北岳と
いうらしい。山の名称が白根山から北岳に変わったのか？
（自然科学）
■事典
○「北岳」を調べる
『山梨百科事典 増補改訂版』
（山梨日日新聞社／編集 山梨日日新
聞社 1989 年）
2 階 C12 R291.51/ﾔ
「標高 3,192．4 メートル。富士山に次ぐ日本第 2 位の高峰で
南アルプスの最高峰。白根山とも呼ばれる。
」とある。
○「白根山」を調べる
『日本大百科全書 12 2 版 しようす-すく』
（小学館 1994 年）
2 階 C1 R031/ﾆ
「白根山」の項目が 3 つある。
・「群馬県利根郡片品村と栃木県日光市にまたがる火山。草津白根に対して日光白根とよばれる。標高
2578 メートル。
」
・
「群馬県北西部、長野県堺付近にある、那須火山帯の活火山。標高 2150 メートル。日光白根に対し
て、草津白根とよぶ。
」
・「山梨・長野・静岡三県にまたがり、赤石山脈北部にある北岳（3192 メートル）・間ノ岳（3189
メートル）
・農鳥岳（3026 メートル）の総称で、一般には白根三山とよばれる。」
以上より、日本で２番目に高いのは白根三山の一つである北岳であることがわかった。

Ｑ：黒田節、炭鉱節などの福岡の民謡を英語で書いた本を見たい。（国際）
■図書
『 日 本 民 謡 曲 集 （ Traditional folk songs of Japan : with piano
accompaniment』
（服部 竜太郎／編 音楽之友社 1967 年）
閉架書庫
F100ENG/767.5/TR
黒田節、炭鉱節（九州炭鉱節）、博多子守唄、ぼんち可愛や（博多どんたく）
に関して、楽譜、英訳詩、其々の民謡の英文解説がある。
（黒田節：p.172-174、炭鉱節（九州炭鉱節）
：p.175-176、博多子守唄：
p.177-178、ぼんち可愛や（博多どんたく）：p.179-180）
『Faces of Fukuoka』
（Chris Flynn／著 西日本新聞社 1999 年 ）
2 階 A20

F100ENG/291.91/FL

「The Kuroda Bushi 黒田武士」の項に黒田武士について詳しい英文解説が
あり、その項末に「黒田節」の英訳がある。
※「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！
『川の生物図典』
（リバーフロント整備センター／編

山海堂 1996 年）2 階 E2

R460.38/ｶ

水ぬるむ季節になりました。川べりを散歩していて、見かけた植物や鳥の名前が気になることはあり
ませんか？この本は、植物・陸生昆虫・水生昆虫・魚類・鳥類・ヒル類・クモ類・貝類・甲殻類・両生
類・は虫類・哺乳類あわせて 817 種が記載され、あらゆる生物を広く調べることができます。
ただの生物図鑑にとどまらず、生息環境配慮条件が記載され、河川工事の技術者にもお使いいただけ
る資料です。
使ってみました ⇒「コイ」
先日、池の水を抜いて生息する生物を調査する番組を見ていて、「おやっ」と思いました。番組
では「コイ」を外来種として紹介していたからです。在来種ではないのかと調べてみると「移植に
より全世界に分布するが、自然分布はユーラシア大陸に限られる。」とあります。日本で古くから
親しまれていたコイが外来種だったとは、意外ですね。

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

西南戦争民衆の記

長野 浩典／著

弦書房

210.62/ﾅ

1000001664817

文

キトラ・高松塚古墳の星宿図

泉 武／著

同成社

210.32/ｲ

1000001664808

社

国際商取引紛争解決の法と実務

大貫 雅晴／著

同文舘出版

329.85/ｵ

1000001667629

会

労働力不足の経済学

小崎 敏男／著

日本評論社

332.10/ｺ

1000001669982

自

病気のひとのこころ

日本心理学会／監修
松井 三枝／編

誠信書房

490.14/ﾋﾞ

1000001667166

ドローン産業応用のすべて

野波 健蔵／編著

オーム社

538.6/ﾉ

1000001672098

然

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≫

おもちゃでチャチャチャ

≪社会科学≫

≪自然科学≫

エネルギーをかんがえる

≪国際≫
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家 族

多言語で歌おう日本の歌

