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『深く聴くための本』 森川 早苗／著  

日本・精神技術研究所 2010年 

『仕事耳を鍛える：「ビジネス傾聴」入門』

内田 和俊／著 筑摩書房 2009年 

『図解自分の気持ちをきちんと

<伝える>技術』 平木 典子／著 

   PHP研究所 2007年 

『すごい説明力』木暮 太一／著 

 WAVE 出版 2017年 

『異文化コミュニケーションの

A to Z 改訂版』小坂 貴志／著 

 研究社 2017年 

聴く 

伝える 

多文化 

番外篇 

ペットとの会話に… 
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今月の特集！ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*講演会を開催しました* 
 去る４月２２日（日）に、福岡市総合図書館３階第１会議室にて「がん情報

講演会（第５回）～笑いとがんと肝臓病～」と題し、九州がんセンター消化器・

肝胆膵内科医長の杉本理恵先生をお招きして講演会を行いました。 

  肝臓病の話だけではなく、笑いが健康によい影響をもたらす事例を、科学的

な根拠を示しながらお話していただきました。講義のあいだには、先生の本格

的な落語も聞くことができ、楽しい講演会となりました。 

レファレンスだより 2018年 6月号 No.187 
 

    ■レファレンス受付件数（2018 年 3 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土 

7 1353 238 238 351 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

470 28 605 935 4225 

（開館日 21日 一日平均 201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。 

新しい年度になってから二ケ月がたち、

周りの環境が変わった人も、そろそろ慣

れてきた頃でしょうか。 

良好な人間関係を築く上で欠かせない

のが“コミュニケーション”。時々、見

直してみるのもいいかもしれません。 

『コミュニケーション力を引き出す： 

演劇ワークショップのすすめ』 

平田 オリザ、蓮行／著 PHP 研究所 

2009年 

『過去と他人は変えられない： 

コミュニケーションの大原則』 

内田 眞／著 白誠書房 2014年 

『ワン和辞典』小暮 規夫／監修 二見書房 2003年 『猫語大辞典』今泉 忠明／監修 学研パブリッシング 2011年 
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：友人からもらったハガキに漢詩が載っていた。潘岳という、絶世の美男が作った漢詩のようだ。  

人物と作品について知りたい。                       （人文科学） 

 

■人物について百科事典で調べる 

『集英社世界文学大事典 3』（『世界文学大事典』編集委員会／編 集英社 1997年）2階 C13 R903.3/ｼ 

『新潮世界文学小辞典』（伊藤 整／[ほか]編集 新潮社 1978年）2階 C13 R903.3/ｼ 

『和漢詩歌作家辞典』（森 忠重／著 みづほ出版 1982 年）2階 C14 R911.03/ﾓ 

『岩波世界人名大辞典 第 2 分冊』（岩波書店辞典編集部／編 岩波書店 2013年） 

2階 C2 R280.33/ｲ/ｼﾞﾝﾒｲ 11 

『世界大百科事典 23』（平凡社 2009年）2階 C1 R031/ｾ 

「中国、晋の詩人。字は安仁。滎陽中牟（河南省）の人。陸機と並ぶ美文の文学の大家で、錦を敷きの

べたような絢爛たる趣をたたえられた。ことに人の死を悼む哀傷の詩文を得意とし、亡妻への尽きぬ思

いをうたった〈悼亡詩〉3 首はよく知られる。絶世の美男として、また権門の間を巧みに泳ぎまわる軽

薄才子として、とかく話題にこと欠かなかった。八王の乱の渦中で悲劇的な刑死を遂げた。」とある。 

 

『漢詩の事典』（松浦 友久／編 植木 久行／著 大修館書店 1999年）2階 C14 R921.03/ｶ 

「２４７―３００。字は安仁。滎陽中牟（河南省中牟県）の人。若くして文名高く、河陽・懐の二県令

から黄門侍郎に至った。その美貌も有名で、彼が羊の引く車で道を行くと、娘たちは競って果物を車の

中に投げこみ、飲食店の女主人たちは自分の店の前に羊の好物の塩を盛って、車を止めようとした、と

伝えられる。（略）」という記述がある。 

 

■肖像画が載っている図書 

『中国名人志 2』（澹 泊／主編 中国档案出版社 2001 年）2階 A6 F102CHI/282.2/TA 

 

■作品が載っている図書 

『潘岳 陸機 （中国詩文選）10』（興膳 宏／著 筑摩書房 1973年）閉架書庫 921.4/ｺ 

『漢魏六朝の詩 下』（石川 忠久／編著 明治書院 2009 年）2階 B24 921.4/ｲ 

 

Ｑ：社員が無断で行った業務で会社が損害を受けた場合、社員に対して法的処置がとれるか調べたい。

（社会科学） 

 

■企業法務（会社トラブル・判例・法律関係）についての本を探す 

『企業法務のための判例活用マニュアル』（花野 信子／編 中央経済社 2015年）2階Ｄ12 335/ｷ 

『文書提出命令の理論と実務 第 2版』（山本 和彦・須藤 典明／編 民事法研究会 2016年） 

                                    2 階Ｄ11 327.22/ﾌﾞ 

『労働裁判における解雇事件判例集 改訂第 2版』（労働新聞社／編集 労働新聞社 2015年） 

2階 D16 366.18/ﾛ 

『すぐに役立つ図解と Q&Aでわかる困ったときに読む職場の法律トラブルと法的解決法』 

                      （林 智之／監修 三修社 2014 年）分館所蔵 366/ｽ 

■データベースで調べる 

 「判例大系（D1-Law.com）」 

  キーワード“社員”“損害”“法的処置”等で検索すると類似の判例があり参考になる 

 

■福岡市が行っている相談窓口について 

「福岡市 HP」＞「相談窓口ガイド」 【http://www.city.fukuoka.lg.jp/soudan/index.html】 

市役所・区役所が行っている弁護士の法律相談について説明がある 
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Ｑ：レタス・サラダ菜・グリーンリーフの違いは何か。               （自然科学） 

 

■百科事典で調べる 

『日本大百科全書 10 さえ-しつ』（小学館 1994年）2階 C1 R031/ﾆ 「サラダナ」の項目がある。 

『日本大百科全書 24 りさ-ん』（小学館 1994年）2 階 C1 R031/ﾆ 「レタス」の項目がある。 

「レタス」の説明には「…結球・半結球性のタマヂシャと非結球性のカキヂシャがある。タマヂシャは

ヘッドレタスまたはキャベツレタスともよばれる。葉は 10 枚以上になると結球し、球は 10～20 ㎝

になる。……このなかで葉が密に結球しないで、緩く半結球性となり、葉質がきわめて柔らかく、口中

で溶けるようなという意味でバターヘッドとよばれる。日本ではこれを一般にサラダナとよんでいる。

…」と記されている。 

 

■カタカナ語として調べる 

『カタカナ・外来語/略語辞典 全訂版（現代用語の基礎知識シリーズ）』 

（堀内 克明／監修 「現代用語の基礎知識」編集部／編 自由国民社 2006年）2階 B1 R813.7/ｶ 

「レタス：キク科の 1 年生または越年生の草本。葉はサラダに用いられる。 

  グリーンリーフ：大きな葉が縮れているサラダ菜の一種。」という説明がある。 

『日本語になった外国語辞典 第 3版』（飯田 隆昭・山本 慧一／共編 集英社 1994 年） 

2階 B1 R813.7/ﾆ 

 「グリーンリーフ：レタスの一種。縮れた大きな葉をもち、食用になる。」とある。 

 

■食品材料の事典で調べる 

『料理材料大図鑑マルシェ』（辻調理師専門学校／監修 講談社 1995年）2階 E2 R498.52/ﾘ 

『食材図典 生鮮食材篇 新版』（小学館 2003年）2階 E2 R498.52/ｼ 

『食品図鑑』（平 宏和／総監修 芦澤 正和／監修 女子栄養大学出版部 2006年）2階 E2 R498.52/ｼ 

 「[品種]①ヘッディングレタス：一般にはこの中のクリスプヘッド型のものをレタス、バターヘッド

型のものをサラダナと呼ぶ。…②リーフレタス：サラダナ、レタスと同種であるが結球しない。葉の大

きさ、形、色、葉面のちぢみなどは品種によって多様である。…」という記述がある。 

 
Ｑ：国連の諸機関のロゴ（マーク、エンブレム、紋章）の一覧が見たい。        （国連） 

 

■所蔵国連資料 

『United Nations at a glance』（United Nations 2013 年）2階国連 A2 

ｐ41-47 国連諸機関の紹介文とともにロゴの記載あり。 

『What's the United Nations?』 

（United Nations Department of Public Information 1993 年）2階国連 A2 

国連広報局発行の子ども用小冊子（広報資料番号 DPI/1384）。見開き 2 ページで諸機関のロゴの掲

載があるが、変更されているロゴもあるので注意。国連広報センター（東京）による日本語版『国連っ

てなーに？』1994・2002 年発行も所蔵。 

 

■インターネット 

各機関のホームページで現在使用されているロゴを確認できる。ロゴの使用規則とともに、そのマー

クの示す意味が記載されている場合もある。 

（例） 

国際連合教育科学文化機関（UNESCO）【https://en.unesco.org/】＞Terms of Use 

＞The use of the name, acronym, logo 

世界保健機関（WHO）【http://www.who.int/】＞About us＞Contact us＞permissions and licensing page

＞The WHO emblem 



- 4 - 

    今月の一冊！ 
 

 

『小泉八雲事典』 
（平川 祐弘／監修 恒文社 2000年）2階 C13 R930.28/ｺ 

 
 作家個人についての研究結果が１冊にまとまっている事典が、C13 の棚に並んでいます。雑誌にど

のような記事がいつ掲載されたか、関わりのあった人物は誰だったかなど、作家についての様々な情報

を得る事ができます。 

今月紹介している小泉八雲以外にも、さまざまな作家の事典が並んでいますので、一度足を運んでみ

てご覧ください。 

 事典を使って調べてみる ⇒ ラフカディオ・ハーンが『アトランティック・マンスリー』という雑

誌に記事を掲載していたらしいが、いつのことか？ 

 「アトランティック・マンスリー」・・・詩人で批評家のジェイムズ・ラッセル・ローウェルの編集

により、ボストンで１８５７年に創刊された文芸雑誌。 

 この項によると、１８９１～１８９７年、１９０３～１９０６年にハーンの文章が掲載されたことと、

そのタイトルがわかります。また、これらのほとんどはのちに単行本に収められているが、「日本日記

より」「出雲再訪」「子供の頃の二つの記憶」は収録されなかった、ということも分かりました。 

 

          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 

北朝鮮の博物館 
張 慶姫／著  

池 貞姫／訳  
同成社 069.02/ﾁ 1000001673390 

<折り>の設計：ファッション、建築、

デザインのためのプリーツテクニック 

ﾎﾟｰﾙ･ｼﾞｬｸｿﾝ／著 

牧尾 晴喜／訳 

ビー・エヌ・エヌ

新社 
754.9/ｼﾞ 1000001680982 

社 

会 

憎しみに抗って：不純なものへの賛歌 
ｶﾛﾘﾝ･ｴﾑｹ／[著]  

浅井 晶子／訳 
みすず書房 316.8/ｴ 1000001681439 

標準旅行業約款解説 第 2 版 三浦 雅生／著 自由国民社 689.6/ﾐ 1000001674086 

自 
然 

はじめて学ぶリー環  

：線型代数から始めよう 
井ノ口 順一／著 現代数学社 411.68/ｲ 1000001674308 

微隕石探索図鑑  

：あなたの身近の美しい宇宙のかけら 

ヨン・ラーセン／著 

野口 高明／監修 
創元社 459.8/ﾗ 1000001673623 

 
          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。 

 

 

 

 

 

 ≪自然科学≫    食の安全 

≪社会科学≫  ロシア年 2018 

≪国際≫  わしたの島、沖縄 

 2018 サッカー・ 
ワールドカップ 

≪人文科学≫  


