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今月の特集！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レファレンスだより 2018年 8月号 No.189 
 

    ■レファレンス受付件数（2018 年 5 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土 

80 1569 390 277 347 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

505 52 1189 1109 5518 

（開館日 25日 一日平均 221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。 

8 月 11 日「山の日」は 2016 年から施行され、

今年で 3 年目を迎えました。「山の日」は、国民の

祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）2

条より、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝

する」ことを趣旨として制定されました。全国山の

日協議会では、毎年この日に「山の日」記念全国大

会が行われ、今年は鳥取で開催されます。その他に

も各地で様々なイベントが行われます。この機会に

美しく豊かな山の恵みに感謝し、自然を満喫してみ

てはいかがでしょうか。 

★山で遭難しないために 

『生死を分ける、山の遭難回避術』 

（羽根田 治/著 誠文堂新光社 2017） 

『レスキュー・ハンドブック』 

（藤原 尚雄・羽根田 治/著 山と溪谷社 2012） 

『山岳事故の法的責任』 

（溝手 康史/著 ﾌﾞｲﾂｰｿﾘｭｰｼｮﾝ 2015） 

★九州の山々に親しむ 

『ふくおか無名山 中・南部篇』 

（滝澤 昭正/著 西日本新聞社 2005） 

『花をめぐる九州の山歩き』 

（宮本 文雄・宮本 恵子/写真・文 西日本新聞社 2012） 

 『九州の山歩き 北部編』（※南部編あり） 

（福岡山の会/編 海鳥社 2013） 

★登山の歴史をたどる 

『写真と年表で見る九州登山史』 

（松尾 良彦/著 福岡登高会/編 櫂歌書房 2014） 

『目で見る日本登山史』 

（山と溪谷社/編 山と溪谷社 2005） 

『世界の山岳大百科』 

（ﾄﾞｰﾘﾝｸﾞ･ｷﾝﾀﾞｽﾘｰ社/編 山と渓谷社 2013） 

★山で暮らす 

『私、山の猟師になりました。』 

（三好 かやの/著 誠文堂新光社 2016） 

『今森光彦の心地いい里山暮らし 12か月』 

（今森 光彦/著 世界文化社 2015） 

 『神去なあなあ日常』 

（三浦 しをん/著 徳間書店 2009） 
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：お寺の紋（寺紋）が載っている資料はあるか。        （人文科学） 

 

■所蔵の本を検索する 

『寺紋：寺院の紋章』（丹羽 基二/[著] 秋田書店 1977 年）閉架書庫 288/ﾆ 

  植物紋、動物紋などカテゴリーごとに解説があり、それぞれお寺が紹介されている。 

寺紋の歴史についても記述がある。 

■国立国会図書館のレファレンス協同データベース【http://crd.ndl.go.jp/reference/】で調べる 

 「寺紋」という語で検索すると類似事例があり、家紋の事典などに載っていることがわかった。 

『家紋大図鑑』（丹羽 基二/著 秋田書店 1977年）2階 C11 R288.6/ﾆ 

「寺紋」のページがあり、紋の図柄と寺院名が載っている。 

『日本家紋総鑑』（千鹿野 茂/著 角川書店 1993年）2 階 C11 R288.6/ﾁ 

  「寺紋」のページがあり、紋の名前（「五七桐」など）と図柄、寺院名が載っている。 

『日本家紋総覧』（能坂 利雄/編 新人物往来社 1990年）2階 C11 R288.6/ﾆ 

『日本史資料総覧』（東京書籍 1986年）2階 C10 R210.03/ﾆ 

  「寺院紋」のページがあり、紋の図柄と寺院名が掲載されている。 

その他の家紋の事典にも載っているものがあった。 

 

 

Ｑ：アジアからの留学生や旅行者と交流する際に、互いの文化の違い等を理解する参考になる資料は 

あるか。                                  （社会科学） 

 

■異文化理解の助けになる本 

『異文化コミュニケーションの A to Z 改訂版：理論と実践の両面からわかる』 

（小坂 貴志/著 研究社 2017年）2階 D14 361.45/ｺ 

「第 4 章 問題となる異文化コミュニケーション」で、留学中など異文化の中でのトラブルについ

て具体例を交えて分析している。他に、ビジネスの場でのコミュニケーションについても詳しい。 

『インバウンド・ツーリズムハンドブック：訪日外国人旅行客への対応と心得』 

（日本文芸社/編著 日本文芸社 2015年）2階 D21 689.21/ｲ 

訪日旅行者の多いアジア 8 カ国について、地域の特徴や傾向をまとめている。ムスリム旅行者への

ハラル対応など、インバウンドビジネスの取り組み事例もわかる。 

『多文化に出会うブックガイド』 

（世界とつながる子どもの本棚プロジェクト/編 読書工房 2011年）1階児 36 J361.5/ﾀ 

 各国の地域性や文化がわかる本の案内。多文化への理解を深める取り組みの事例も紹介している。 

■多言語で書かれたＱ＆Ａ 

『日本人が誤解される 100の言動：国際交流やビジネスで日本を再生するヒント』 

 日英対訳：（山久瀬 洋二/著 ジェイク・ロナルドソン/訳 IBCパブリッシング 2011年） 

2 階 A20 F100ENG/837.7/YA 

 日韓対訳：（山久瀬 洋二/著 イ ギョンス/訳 Hanul Publishing Group 2013年） 

2 階 A20 F100KOR/829.17/YA 

『外国人が日本人によく聞く 100の質問 全面改訂版：英語で日本について話すための本』 

日英対訳（秋山 宣夫・秋山 キャロル/著 三修社 2009 年）2階 A20 F100ENG/837.8/AK 

『中国人が日本人によく聞く 100の質問：中国語で日本について話すための本』 

日中対訳（張 弘・納村 公子/著 三修社 2012年）1 階ポ 77 827.8/ﾁ 

『韓国人が日本人によく聞く 100の質問 全面改訂版：韓国語で日本について話すための本』 

日韓対訳（増田 忠幸・柴田 郁夫/著 三修社 2010年）1階ポ 77 829.17/ｶ 
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Ｑ：五島列島の五島椿について、植物と加工・利用について知りたい。        （自然科学） 

 

■"五島椿"という植物があるかどうか調べる 

『原色日本植物図鑑 木本編 1』（北村 四郎/共著 村田 源/共著 保育社 

 1971年）2階 E2 R470.38/ｹﾞ   和名で「ゴトウツバキ」はなし。 

■椿から調べる 

福江島で発見された「玉之（の）浦」という変わり椿の品種がある。 

また、福江島には県指定の天然記念物「大窄（おおさこ）の大ツバキ」と呼ばれる巨木があり、 

久賀島には大規模なヤブツバキの自然林がある。五島地方ではツバキを「カタシ」と呼んでいる。 

『日本のツバキ』（桐野 秋豊/著 主婦の友社 1976 年）閉架書庫 627.7/ｷ 

p18 図版長崎県五島列島の椿（カメンクラのカタシ山・玉の浦） 

p160～p164 久賀島のヤブツバキ林とツバキ実の採取、製油について記述あり。 

『椿：花と文化』（京都園芸倶楽部/編 誠文堂新光社 1969年）閉架書庫 627/ﾂ 

p266～p270 福江島、久賀島のツバキについて記述あり。 

■加工・利用（椿油）から調べる 

椿油の製造は五島列島では特に久賀島で盛んである。椿油は髪油、化粧用のほか、てんぷら油など食

用にも利用されている。またツバキ灰は日本酒の種麹づくりにも用いられている。 

『つばき油の文化史』（有岡 利幸/著 雄山閣 2014 年）2階 E15 576.17/ｱ 

p62 長崎県五島地方のツバキ林と昭和26年の椿実収穫量 p218 五島列島のツバキの防風林 

『農家が教える手づくり油読本』（農文協/編 農山漁村文化協会 2012年）1階ポ 76 617.9/ﾉ 

カラー口絵およびｐ124 自宅での椿油の絞り方、絞りかすの利用法等。 

『椿油のすごい力』（佐光 紀子/著 PHP研究所 2017 年）１階ポ６１ 576.17/ｻ 

美容・食用・革製品の手入れのほか、さまざまな利用法が紹介されている。 

 
 
Ｑ：英語で解説している福岡のハイキング・ガイドを見たい。              （国際） 

 

■インターネット 

福岡の情報を英語・中国語・韓国語などの多言語で紹介する情報誌『Fukuoka Now』。そのホーム

ページ【http://www.fukuoka-now.com】で検索すると、以下の福岡市近隣の山々などのおすすめ

のハイキング・ガイドが写真付きで紹介されている。実際に記者が体験してまとめられたガイドで、登

山口までの交通手段、登山ルート、登山地図などもあり、またルート途中のおすすめポイントなども紹

介されていて、とても分かり易いハイキング・ガイドである。 

【紹介されているハイキング・コース】 

 （初級～中級クラス） ・立花山 ・三日月山 ・油山 ・飯盛山 ・天拝山 ・可也山 ・大城山 

・太宰府歴史コース 

 （中級～上級クラス） ・英彦山 ・宝満山 ・三郡山 ・井原山 ・雷山 

■所蔵資料 

『Hiking in Japan : an adventurer’s guide to the mountain trails 』 

（Paul Hunt/編 Kodansha International 1988） 2 階 A20  F100ENG/291.09/HU 

日本を代表するハイキング・ガイドが紹介されている。福岡関連の情報は掲載されていないが、九

州では霧島・屋久島・阿蘇山・九住山の登山ガイドが収録されている。 

 

 
 
 
 

※「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！ 
 

 

『がんのしおり 2018 データで見るわが国のがん』 
（社会保険出版社 2018年）2階 C16 R494.5/ｶﾞ 

 
いまや日本人の死因の第一位はがん、そして 30 代からの死因の第一位となっています。 

この資料は 117 ページと薄手ですが、がんに関するさまざまな統計が収められています。 

前半は県別・年代別にカラー印刷のわかりやすいグラフで図解されており、後半の統計部分には諸外

国とのがん死亡率の比較などの統計も収録されています。統計やデータのほか、現在の日本のがんの傾

向、国による対策、がんを防ぐ対策や、がん検診 Q&A、がん患者への支援制度も紹介されています。 

また巻末には全国のがん相談支援センターの一覧が掲載されています。 

 

使ってみました ⇒福岡県のがん検診受診率をしらべる 

Ｐ80 都道府県別がん検診受診率には、胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がん、それぞれ

の項目ごとに平成 26 年度・27 年度の各都道府県のがん検診受診率が掲載されています。福岡県は子

宮頸がん、乳がんの検診率において全国平均を若干上回っていますが、それ以外はやや下回っています。

平成 26 年度と２７年度を比較すると、すべての項目で前年度の受診率を下回っています。おとなり佐

賀県は受診率が非常に高く、肺がん検診に関しては福岡県の約 3 倍の受診率です。 

 
 
          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 

世界昆虫神話 篠田 知和基 八坂書房 164/ｼ 1000001705287 

常世の花 石牟礼道子 若松 英輔 亜紀書房 910.26/ﾜ 1000001695216 

社 
会 

田の神石像・全記録 八木 幸夫 南方新社 387/ﾔ/ 1000001697597 

<抑制と均衡>のアメリカ政治外交 島村 直幸 ミネルヴァ書房 319.53/ｼ 1000001694140 

自 

然 

地すべり地形の判読法 大八木 規夫 近未来社 455.89/ｵ 1000001705321 

点眼薬の選び方 石岡 みさき 日本医事新報社 496.2/ｲ 1000001697104 

 
 
          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≫ 明 治 維 新 

≪自然科学≫ 図形の不思議 

≪社会科学≫ 平和をかんがえる 

≪国 際≫ 世界平和を願う 


