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今月の特集！  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

災害情報の入手方法には、新聞・テレビ・インターネットなどのメディアのほか、自治体

がメール等により実施している住民向け防災情報提供サービスがあります。上手に活用し

て災害から身を守りましょう。 

福岡県 防災メール まもるくん 

http://www.bousai.pref.fukuoka.jp/mamorukun/ 

福岡市防災メール配信サービス 

http://bousai.city.fukuoka.lg.jp/regi.html  

レファレンスだより 2018年 7月号 No.188 
 

    ■レファレンス受付件数（2018 年 4 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土 

52 1493 368 266 323 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

552 61 554 970 4639 

（開館日 25日 一日平均  186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。 

夏を快適に 
暑い夏を快適・安全にすごすための

ヒントになる本をご紹介します。 

『いざというときに身を守る気象災害への知恵』 

伊藤 佳子／著 鈴木 純子／著 求龍堂 

タイトルコード：1000001490359  

分館所蔵 

 

『夏を涼しく暮らす 188 のルール』 

エクスナレッジムック エクスナレッジ 

タイトルコード：1000000795808  

分館所蔵 

 

『学んで実践!太陽紫外線と上手につきあう方法』 

佐々木 政子／編著 竹下 秀／編 丸善出版 

タイトルコード：1000001368378 

分館所蔵 

『熱中症の現状と予防』 

澤田 晋一／編著 三宅 康史／[ほか]著 

杏林書院 タイトルコード：1000001373917 

2 階Ｅ９ 

 

 
『知って防ごう有害紫外線』 

佐々木 政子／著 上出 良一／著  

少年写真新聞社 

タイトルコード：1000000353743 分館所蔵 

『熱中症 日本を襲う熱波の恐怖』 

日本救急医学会／監修 へるす出版 

タイトルコード：1000001594488  

２階Ｅ９ 
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      こんな質問がありました！   
 

 

Ｑ：和傘の構造や各部の名称、製造過程がわかる資料はないか （人文科学）  

 

■所蔵の本を検索 

『傘：和傘・パラソル・アンブレラ』（LIXIL出版 2016 年）分館所蔵 383.4/ｶ 

 和傘の断面図と各部分の名称が記載されたページがある。また、製造過程の紹介も載っている。白黒

写真入り。 

『調べてみよう!日本の職人伝統のワザ 5』（学研教育出版 2011年）1階子ども 6 50/ｼ 

 児童書。和傘の章があり「製作現場をのぞいてみよう！」のページに、カラー写真入りで製作工程の

詳しい説明がある。 

『京都職人』（高階 秀爾、大野木 啓人／監修 水曜社 2006年）１階ポ 62 750.21/ｷ 

「京和傘」の章があり、職人が紹介されている。作り方の大まかな説明がある。 

■レファレンス協同データベースで調べる 

 類似の事例があり、紹介されていた文献を確認する。 

『シリーズ日本の伝統工芸 12』（リブリオ出版 1986 年）1階子ども 7 75/ｼ 

 児童書。「＜和傘＞岐阜和傘」の章があり、解説とカラー写真入りで製作工程の記載がある。 

 

■レファレンス協同データベースとは 

レファレンス協同データベースは、国立国会図書館が全国の図書館等と協同で構築している、調べ物

のためのデータベースです。（http://crd.ndl.go.jp/jp/library/index.html より） 

 

Ｑ：松風というお菓子について知りたい （社会科学）  

 

■事典で調べる 

『和菓子の辞典』（奥山 益朗／編 東京堂出版 1983年）2階 E4 R588.3/ｵ 

 小麦粉に砂糖、水飴などを加えて焼くという作り方や、名前の由来について書かれている。「煎餅の

ように薄いものも、カステラのように厚いのもある」とあり、実際に販売している店と各店の商品の特

色も紹介されている。 

『日本銘菓事典』（山本 候充／編著 東京堂出版 2004 年）2階 E4 R588.3/ﾔ 

 凡例に「お菓子を通じて、そこの土地柄が感じられる『お菓子の風土記』的事典を目指した」とある

ように、郷土の銘菓を都道府県別に配列している。索引もあるので、全国の同じ名称の菓子を探すこと

もできる。 

『百菓辞典：洋菓子・和菓子・デザート』（山本 候充／編 東京堂出版 1997年）2階 E4 R588.3/ﾔ 

 作り方や名前の由来について簡単な説明がある。 

『菓子の事典』（小林 彰夫・村田 忠彦／編集 朝倉書店 2000年）2階 E4 R588.3/ｶ 

 和菓子の「せんべい類」の中に「松風せんべい」がある。製造に重きを置いた事典で、材料の配合例

も示されている。 

 

■読んで楽しむ 

『九州和菓子紀行』（西日本新聞社社会部／編著 書肆侃侃房 2005年）1階ポ 60 596.6/ｷ 

 九州各地の銘菓を取材した新聞連載をまとめた本。熊本の老舗の「松風」にまつわる歴史とともに、

作り手のこだわりも伝わる。 

『事典和菓子の世界』（中山 圭子／著 岩波書店 2006 年）2階 D19 383.8/ﾅ 

 松風といっても様々なタイプがあることや、文献に現れる松風の歴史が書かれている。 

 

http://crd.ndl.go.jp/jp/library/index.html
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Ｑ：海水の淡水化技術について知りたい （自然科学）  

 

■「水処理」「淡水化」などのキーワードで所蔵資料を検索 

『最新水ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本』（吉村 和就／著 秀和システム 2017年）  

２階Ｅ13 518.24/ﾏ/ 

Ｐ40、P66、P204 ほか主要な海水淡水化処理技術として、多段フラッシュ方式（蒸発法）・ＲＯ膜

法および上記の方法をあわせたハイブリッド方式を解説。 

また現在研究されている技術として正浸透膜法、注目されている最新技術として電気透析膜、正浸透

膜による水処理開発技術を紹介。 

同著では他に、国内外の主な水ビジネス企業や、行政の水処理へのとりくみについても記述あり。 

■膜技術を解説した資料 

『膜を用いた水処理技術』（中尾 真一／監修 渡辺 義公／監修 シーエムシー出版 2010年） 

2 階 E13  518.24/ﾏ/ 

Ｐ119 膜を用いる海水淡水化システムの現状と今後の展開を解説。 

『機能膜技術の応用展開』（吉川 正和／監修 シーエムシー出版 2011年）2階 E1  571.4/ｷ/ 

Ｐ153 海水淡水化関する記述。 

『高分子膜を用いた環境技術』（高分子学会／編集 共立出版 2012年） 2階 E15  571.4/ｺ/ 

『よくわかる分離膜の基礎』（中尾 真一／編著 工業調査会 2009.年）2階 E15  571.4/ﾅ/ 

Ｐ79 に「膜のつくり方」について記述あり。 

 

Ｑ：中国人の作者が描いた「蘭亭
らんてい

修
しゅう

禊図
け つ ず

」がみたい。（国際） 

■蘭亭修禊図を調べる（日本語） 

『中国文化史大事典』(尾崎 雄二郎／編集代表 大修館書店 2013年) 2階C11 R222.00/ﾁ 

『中国歴史文化事典』(孟 慶遠／主編 新潮社 1998年) 2階C11 R222.00/ﾁ  

東晋の王羲之が永和9年（西暦353年）3月3日、蘭亭に41人の名士を招き、「流觴曲水（ﾘｭｳｼｮｳｷｮ
ｸｽｲ）」の雅宴を催し、興楽した時の詩集に序文を書いたのが「蘭亭序」。この時の様子を画にしたも
のが蘭亭修禊図。 

■中国語資料を調査 

『海外珍藏中国名画 5』(陈 传席／編著 天津人民美術出版社 1998年) 2階A24 F102CHI/722.2/CH 

 銭穀「兰亭修禊图卷」（ニューヨーク メトロポリタン美術館所蔵）カラー。 

■日本語資料を調査 

『写しの力』(島尾 新／編 彬子女王／編 思文閣出版 2013年) 2階B16 702.1/ｳ 

中国人作者として、明代の朱有燉が宋代の李公麟の原画を基に復刻した拓本と盛茂燁の「蘭亭図巻（一
部）」の作品の所収あり。 

『中國繪畫總合圖録 [正編]第 1巻』(東京大学出版会 1982年)   2階 C12  722.2/ﾁ 

盛茂燁「蘭亭集禊圖巻」（ミシガン大学美術館所蔵）、樊圻「蘭亭集禊圖巻」（𦾔黄君實コレクション） 

『中國繪畫總合圖録 [正編]第２巻』(東京大学出版会 1982年)   2階 C12  722.2/ﾁ 

査士標「蘭亭集禊圖巻」(徐伯郊コレクション)、朱明「蘭亭曲水圖扇面」(東アジア美術館) 

『中國繪畫總合圖録 続編第 1巻』(東京大学出版会 1998年)  2階 C12  722.2/ﾁ 

□(文字不明)震昌「蘭亭集禊圖扇面」(ヴィノグラードコレクション) 

『中國繪畫總合圖録 続編第２巻』(東京大学出版会 1998年)  2階 C12  722.2/ﾁ 

譚鳴「蘭亭集禊圖」(香港中央大学文物館)。このシリーズに所収されている作品は全て白黒でサイズ

が小さい。 

 

  

※「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、分館も含め数冊所蔵しているものがあります。 
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   今月の一冊！ 
 

 

『北欧文化事典』 
（北欧文化協会（ほか）／編 丸善出版 2017年）2階 C12 R293.89/ﾎ 

 
 北欧５か国とバルト三国を含めた“北欧”についての事典です。狭義の文化にとどまらず、地理、

歴史、自然、社会など章立ては広範囲です。それぞれに見出し語が設けられ、わかりやすく解説されて

います。“北欧”というと、高福祉国家、おしゃれな生活雑貨…など様々なイメージが思い浮かびます

が、背景や政治状況なども絡めて、一歩深く知りたいときに役に立ちそうです。 

 

 使ってみました ⇒「高齢者住宅」を調べる 

 索引を引くと、「スウェーデンの高齢者住宅」という項目のページがあり、沿革、基本理念や実例な

どが記載されています。グループホームなどタイプ別の解説があり、小さい写真や図面もあります。 

 

 そのほか目次をみてみると、“名字の特徴”“IT 産業”“生活用品”“建築”“レゴのルール”…等、 

幅広い分野の項目が並んでいますので、興味がある事柄に目を通してみるのもお勧めです。 

 
 
          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 

水中遺跡の歴史学 佐藤 信／編 山川出版社 202.5/ｽ 1000001686565 

考える江戸の人々：自立する生き方を

さぐる 
柴田 純／著 吉川弘文館 210.5/ｼ 1000001686208 

社 

会 

選挙ガバナンスの実態 日本編  

「公正・公平」を目指す制度運用とその課題 
大西 裕／編著 

ミネルヴァ

書房 

314.84/

ｵ 
1000001691120 

Shoes ： イラストでわかる靴のデザ

イン 古代から現代まで 

ジョン・ピーコック／著  

徳井 淑子／訳・日本語版監修 
マール社 

383.2/

ﾋﾟ 
1000001683518 

自 

然 
動物の権利入門 ： わが子を救うか、

犬を救うか 

ゲイリー・L.フランシオン／著  

井上 太一／訳 
緑風出版 480.9/ﾌ 1000001687219 

地盤災害の真因 野尻 明美／著 
定年後自由

研究会 
511.3/ﾉ 1000001692086 

 
          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≫    浮 世 絵 

≪自然科学≫      宇 宙 

≪社会科学≫      観 光 

≪国際≫                        

日中平和友好条約締結 40 周年 


