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毎年 10 月は、福岡市総合図書館と 10 分館が「図書館マンス」と題して、さまざまな

イベントや展示を行います。今年の図書館マンスのテーマは「図書館の歩き方」。 

今年の図書館マンスの主なイベントをご案内します！ 

 

 

 

福岡市総合図書館 図書サービス課 図書資料係 ☎092-852-0632 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

今月の特集！ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

レファレンスだより 2018年10月号 No.191 
 

    ■レファレンス受付件数（2018 年 7 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

36 1446 486 419 415 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

498 53 1233 1110 5696 

（開館日 24日 一日平均 237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。 

「図書館 de 落語会 夏の会」を開催しました 

７月 14日（土）に「図書館 de落語会」を開催しました。ふくおか

素人落語会の六木助さん、童楽さん、小蝶さんの三者三様の落語に、

会場は大きな笑いに包まれました。 

 「また２回目をお願いします。こんな機会は他ではないので、定期

的にあったらいいですね。」というお声もいただきました。 

次回をお楽しみに！ 

図書館マンス 2018 

★クイズラリー★ 

10 の分館と総合図書館の 1F、2F の 12 か所

で配布されるクイズを解いてください。 

3 種類のクイズを解かれた方にはプレゼント

を差し上げます。12種類完全制覇された方は、

全館で表彰いたします！（ニックネーム可） 

★がん講演会★ 

「緩和ケアとＡＣＰ～“生きる”を考える～」 

をテーマに、九州がんセンターの緩和ケア認定

看護師さんからお話をしていただきます。 

10月 20日（土）14：00～15：30 

3階第 1会議室 ※申込は 2階カウンターか 

電話 092-852-0632 FAX 092-852-061 で 

★POPまつり＆POP講座★ 

〇ポピュラー部門・レファレンス部門・YA部門・こ

ども図書館でさまざまな POPを１か月掲示します。 

〇片山茂 氏を講師に迎え、POP 講座を開催します。     

10月 21日（日）15：00～17：00 

※要事前申込。詳細は 1F案内カウンターへ 

★研究成果展示＆「レファレンスだよりから」★ 

〇総合図書館でレファレンスを利用して、調査研究

をされている方の研究成果を展示します。毎年、利

用者の方が執筆された本や論文などを展示していま

す。 

〇過去の「レファレンスだより」で紹介した面白い

事例をまとめて展示します。お楽しみに！ 
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：「かくれキリシタン」と「潜伏キリシタン」は同じものか？（人文科学） 

 

『日本国語大辞典 第 3巻』（小学館国語辞典編集部/編集 小学館 2001年）2階 C1 R813.1/ﾆ 

「潜伏キリシタン」は記載されていないが、「かくれキリシタン」のみ記載がある。 

「江戸幕府の切支丹禁制のもとで、ひそかにキリスト教を信じ続けた人々。長崎県の生月島、平戸島、

五島列島、西彼杵半島などの一部では、明治になって禁制のとかれたのちも、カトリックの教会に帰属

せずに表面は寺の檀家や神道の教派に結びついた旧来の信仰を守った。」 

『国史大辞典』（国史大辞典編集委員会／編 吉川弘文館 1992年）2階 C10  R210.03/ｺ 

「かくれキリシタン」→「徳川幕府の信仰弾圧政治の中で、教会も宣教師も持たず、七世代にわたっ

て伝承したキリシタンの秘匿的宗教形態を、信教自由の現代社会でなお維持しつづけている人びとと、

その宗団組織をいい、（略）弾圧化の潜伏キリシタンとも区別する必要がある。」 

「潜伏キリシタン」→「江戸幕府がキリスト教禁止令を出した慶長 18年（1613）から信仰を表明

して復活した慶応元年（1865）までの約 250 年間にわたり、禁圧・迫害のため潜伏を余儀なくされ

たキリスト教信徒。」「一方で潜伏時代以来の偽装を続け、混成宗教化した信仰習俗を固持している者が

今なお生月・外海・五島に存在し、隠れキリシタンあるいははなれキリシタンと称されている。」 

『九州キリシタン新風土記』（浜名 志松／著 葦書房 1989年）2階 B9  198.22/ﾊ 

『生月史稿 カクレキリシタンの島生月史』（近藤儀左ヱ門／著 芸文堂 1977年）閉架書庫 219.3/ｳ 

『カクレキリシタン』（宮崎 賢太郎／著 長崎新聞社 2001年）閉架書庫 198.22/ﾐ 

『近世の地下信仰』（圭室 文雄／[ほか]著 評論社 1974 年）閉架書庫 160/ｶ 

『山田のオラショ一座』（生月町博物館・島の館 2000 年）2階 B9  198.22/ﾔ 

『日本キリシタン物語』（田中 将／著 角川書店 1966 年）2階 K19 192/ﾀ 

『キリシタンの弾圧と抵抗』（海老沢 有道／著 雄山閣 1981年）閉架書庫 198.22/ｴ 

『カクレキリシタンの実像』（宮崎 賢太郎／著 吉川弘文館 2014年）2階 B9  198.22/ﾐ 

『昭和時代の潜伏キリシタン』（田北 耕也／著 日本学術振興会 1958年）2階 K19 198/ﾀ 

『生月島のかくれキリシタン』（生月町博物館・島の館 2000年）閉架書庫 198.22/ｲ 

以上の資料にも記述がある。おおむね国史大辞典の解説通りだが、学者によってさまざまな説がある。 

国立国会図書館レファレンス協同データベースにも類似事例があった。 

「かくれきりしたん」という言葉が江戸時代に実際使われていたのか、また、それがいつから使われ

ていたのかということを示す文献が見たい。」 

【http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=100022212

1】 

 

Ｑ：太平洋戦争末期（昭和 18～20 年頃）の福岡県女子師範学校の生活の様子や生徒の服装、また、

入学資格や費用など制度面について知りたい。（社会科学） 

■百科事典で調べる 

『福岡県百科事典 下 た〜わ』 

（西日本新聞社福岡県百科事典刊行本部／編集 西日本新聞社 1982年）2階 C12 R291.91/ﾌ 

「福岡県女子師範学校」と「福岡師範学校」の項目から、昭和 18年に福岡師範学校と福岡県女子師範

学校が合併して福岡第一師範学校となったことがわかる。このため、以下は「福岡第一師範学校」の資

料も含め調査をした。 

■学校史を探す 

『創立七十年福岡県女子師範学校誌』 

（鳥飼里の会／編集 鳥飼里の会 1973年）2階郷土 K10 K376/263/ｿ 

「第二章 学校生活」「第三章 寄宿舎および通学生活」 

「第四章 服装の変遷」などに詳しい記述がある。 
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『同窓讃歌 : 福岡第一師範学校卒業五十周年記念誌』 

（卒業五十周年記念事業実行委員会 1998年）2階郷土 K10 K376/263/ﾄﾞ 

「三 記念誌に寄せて」として卒業生の文章を掲載した中に、昭和一七・一八・二十年入学の女子のも

のがある。他に、資料として「寮舎規定」の抜粋等も掲載があり、生活の様子がうかがえる。 

■教育史の資料を見る 

『福岡県教員養成史研究 戦前編』（平田 宗史／著 海鳥社 1994年）閉架書庫 373.7/ﾋ 

戦時下の教員養成を扱った章があり、福岡第一師範学校の教育についても詳細に記述されている。昭和

十八年の生徒募集の際の広告から、入学資格や学資の支給についてもわかる。 

 

Ｑ：鯨料理について調べたい。 （自然科学） 

 

■所蔵検索で本を探す 

『徳家秘伝鯨料理の本』（大西 睦子／著 講談社 1995 年）閉架書庫 596.3/ｵ 

 10 種類余の鯨料理の作り方が紹介されている。 

『鯨料理の文化史』（高正 晴子／著 エンタイトル出版 2013年）2階 D19 383.8/ﾀ 

 日本人の鯨肉食に関して多方面から考察されている中に、近世から近代にかけての鯨料理について詳

しい記述がある。 

『鯨を捕る』（市原 基／写真・文 偕成社 2006年）1 階こども 6 66/ｲ 

 児童向けの写真集。巻末に「捕鯨について」などの解説があり、「鯨を食べる」のページに「鯨の刺

身」と「鯨料理いろいろ」の写真がある。 

■国立国会図書館レファレンス協同データベースを調べる 

類似事例があったので、資料を確認する。 

『食材クッキング事典 改訂新版』（学研 2001年）2階 E15 596/ｼ 

 「「鯨」遠ざかる庶民の味」のページに鯨料理の概略の説明があり、部位や料理の写真もある。 

『理論と実際の調理学辞典』（吉松 藤子／[ほか]編集 朝倉書店 1987年）2階 E4 R596.03/ﾘ 

 「鯨料理」の見出しがあり、その項目に解説がある。 

『鯨と日本人 新版』（柴 達彦／著 洋泉社 1988年）閉架図書 664/ｼ 

 「食からクジラをみる」の章の「クジラ料理あれこれ」の項目に、料理のメニューの紹介や部位の解

説がある。 

 
Ｑ： 2018 年 3 月に国家主席・副主席の任期が撤廃された中国の新憲法がみたい。中国語可。（国際） 

 

■日本の新聞 

 ・朝日新聞 2018年 3月 12 日朝刊 1面 7面に関連記事。 

 ・毎日新聞 2018年 3月 12 日朝刊 3面 7面に関連記事。憲法改正のポイントあり。 

■中国の新聞 

 ・人民日報 2018年 3月 7 日 2面に中華人民共和国憲法修正案（草案）（概要）記載。 

 ・人民日報 2018年 3月 12 日 1面 3面に中華人民共和国憲法修正案。 

■所蔵国際資料 

 新憲法 

『中华人民共和国宪法』（中国法制出版社／編 中国法制出版社 2018 年） 2 階 A6 F102CHI/322.92/ZH 

 旧憲法 

『新编中华人民共和国常用法律法规全书 2012年版』(国务院法制办公室／编 中国法制出版社 2012 年) 

                                               2階 A6 F102CHI/322.92/ZH   

 中華人民共和国主席については、中華人民共和国憲法第三章第二節第七十九条に制定。 

 旧憲法の条文と比較すると、新憲法では主席と副主席の任期について書かれた箇所が削除されている。 

                     

 ※「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！ 
 

 

『世界の賞事典』 
（日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ 2005年）2階 D6 R377.7/ｾ 

 
この本は、ノーベル賞をはじめとした世界の有名な 50 の賞を厳選し、各賞の概要（賞の由来・主旨、

主催者、選考基準等）と受賞者・受賞作リストが収録されており、巻末に受賞者名索引がついています。

2015 年に、追補版である『世界の賞事典 2005-2014』も出ています。追補版には、エミー賞や

漫画・アニメの賞など著名人・日本人にも受賞者の多い賞を加え 60 の賞に増えており、2005 年以降

の受賞者・受賞作リストが収録されています。 

  

調べてみました① ⇒手塚治虫（追補版のみ収録 277、305ｐ） 

 受賞者名索引から引くと、1999 年「アングレーム国際漫画祭」にて『ブッダ ８巻』が協会賞を、

1984 年「ザグレブ国際アニメーション映画祭」では「Jumping」という作品でグランプリを受賞し

ています。 

調べてみました② ⇒アングレーム国際漫画祭（追補版のみ収録、271ｐ） 

 巻頭に収録賞一覧があり、各賞はジャンルで 7つに分類されています。この賞は「漫画・アニメ」の

一覧にあります。概要には、「1974 年より毎年１月末にフランスのアングレームで開催されるヨーロ

ッパ最大級の漫画祭。」「日本人では、手塚治虫（1999）谷口ジロー（2001, 2003, 2005）、浦沢

直樹（04, 11 年）、中沢啓治（04年）、夢枕獏（05 年）、辰巳ヨシヒロ（05, 12 年）、水木しげる（07, 

09 年）、森薫（12年）、鳥山明（13年）、大友克洋（15年）が受賞」とあります。 

 

 

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 

人 

人
文 

 

古代-近世「地名」来歴集 日本地名研究所／監修 アーツアンドクラフツ 291.01/ｺ 

編集者漱石 長谷川 郁夫／著 新潮社 910.26/ﾊ 

 

社 
社
会 

 

胃袋の近代：食と人びとの日常史 湯澤 規子／著 名古屋大学出版会 383.81/ﾕ 

坐の文明論：人はどのようにすわってきたか 矢田部 英正／著 晶文社 383/ﾔ 

 

自

然 

然 多様な花が生まれる瞬間 奥山 雄大／著 慶應義塾大学出版会 471.2/ｵ 

スピーカー技術の 100年：黎明期〜トーキー

映画まで 
佐伯 多門／著 誠文堂新光社 547.31/ｻ 

 
今月の展示 ～総合図書館２階 展示のご案内～ 

 

１０月は図書館マンス（全体テーマ「図書館の歩き方」）です。 

総合図書館 2 階のテーマは「情報の森の歩き方」です。是非各コーナーをご覧ください！ 

  

 

 

 

                    

  

≪社 会≫ 

ＰＯＰ展示 

「○○の歩き方」 

 

 

≪自 然≫ 

医療情報を 

 集めよう！ 

≪人 文≫ 

レファレンス 

  だよりから 
日本文学の 

歩き方 

国連資料で 

歴史をめぐる 

≪国 連≫ ≪国 際≫ 


