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すっかり日本の文化として受け入れられているマンガ。図書館には

マンガに関連する本を所蔵しています。この秋は、日本のサブカルチ

ャー・マンガに目を向けてみてはいかがでしょうか？ 

レファレンスだより 2018年11月号 No.192 
 

    ■レファレンス受付件数（2018 年 8 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

59 2,022 646 640 419 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

517 66 1,416 1,245 7,030 

（開館日 26日 一日平均 270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。 

【日本のサブカルチャーについての本】 

・『若い読者のためのサブカルチャー論講義録』 

宇野 常寛／著 朝日新聞出版 2018年 

・『実戦サブカルチャー講義』 

阿部 嘉昭／著 河出書房新社 2002年 

今月の特集！ 

【手塚治虫についての本】 

・雑誌『Pen』2018年 3月 1日号 

特集「完全保存版 マンガの神様 手塚

治虫の仕事。」 

・『手塚治虫全史 その素顔と業績』 

秋田書店 1998年 

手手手塚塚塚治治治虫虫虫    生生生誕誕誕 999000 周周周年年年！！！    

「名探偵コナン 科学捜査展～真実への推理（アブダクション）～」 

が福岡市博物館で開催されます。11/17（土）～翌年 1/14（月祝） 

 

【おすすめマンガの本】 

『100年後に残したい! 

マンガ名作』玄光社 

2017年 

【マンガについての本】 

・『長編マンガの先駆者たち 

 田河水泡から手塚治虫まで』 

小野 耕世／著 岩波書店 2017年 

・『私の少女マンガ講義』 

萩尾 望都／著 新潮社 

 2018年 

「「「アアアジジジアアアををを知知知ろろろううう   みみみんんんなななででであああそそそぼぼぼううう！！！」」」   

ASIAN PARTYイベントを開催しました。 

（上）当日の会場の様子 

 9 月 30 日（日）九州に台風が迫る中、

44 名の参加者で行われました。 

 インドネシア・韓国・ベトナム・フィリ

ピン・中国の各国の言葉でのお話や劇があ

り、さらに各国のゲームや楽器で遊んで、

とても楽しいイベントになりました！ 
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：英語の筆記体の書き方がわかる本はないか。（人文科学） 

 

■図書館所蔵の資料を“英語”と“書体”で検索する。 

『世界の文字の書き方・書道１世界のアルファベットとカリグラフィー』 

（稲葉 茂勝／著 こどもくらぶ／編 彩流社 2015年）分館所蔵 80/ｲ 

筆記体の文字そのものと基本の書き方の記載がある。また参考までに、“英語の授業と筆記体”とい

うコラムの中で 1998 年の学習指導要領から非必修との記述がある。 

『ペン芸術の世界：実技の学び方』（中野 裕道／編著 日貿出版社 2004年）2階 B17 727.8/ﾅ 

 商業字体として書き方と練習法の記載がある。 

■図書館所蔵の資料を“英語”と“アルファベット”で検索する。 

『学研の英語ずかん 6 新訂版』（羽鳥 博愛／監修 学研 2000年）１階子ども 8 83/ｶﾞ 

ペンマンシップ（英習字）としてアルファベットの筆記体とブロック体の書き方の記載がある。 

『小学学習教科事典 12：ぐんぐん 小学生の英語』（小学館 1985年）閉架書庫 

 アルファベットの筆記体の書き方の記載がある。 

『塾よりわかる中学英語：読むごとにどんどん身につく』 

（高久 智弘／著 中経出版 2010 年）分館所蔵 830/ﾀ 

 アルファベットの筆記体とブロック体の書き方の記載がある。 

■英語・筆記体の図書分類（830～）で該当書架を調査する。 

『英語の文字・綴り・発音のしくみ』（大名 力／著 研究社 2014年）2階 B3 831.5/ｵ 

商業用及び日本の英語教育における筆記体であるカッパープレート体の説明と書体の記載がある。 

■アルファベット・書体という事で“カリグラフィー（洋文字書道・装飾書術）”の図書分類（727.8）

で該当書架を調査する。 

『カリグラフィー 欧文書体の書き方 100』 

（David Harris／[著] 小田原 真喜子／監修 日本ヴォーグ社 2004年）2階 B17 727.8/ﾊ 

カッパープレート体（商業用・日常用）の書き方の記載がある。 

 

Ｑ：後期高齢者の医療費の自己負担限度額が知りたい。（社会科学） 

 

■図書 

『社会保険ブック 2017年版』（健康と年金出版社 2017 年）2階 D15 364.3/ｼ 

「自己負担割合と自己負担限度額」について所得額に応じた一覧表がある。75 歳到達月の自己負担

限度額の特例や高額介護合算療養費についても記載されている。 

■インターネット 

〇厚生労働省のホームページ 

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 > 施策情報 平成 18 年健

康保険法等の一部改正について >平成 18 年健康保険法等の一部改正に関する情報 平成 18 年度医

療保険改革について > 平成 18 年度医療制度改革関連資料 【お知らせ】●高齢者医療制度に関する

もの > 高齢者医療制度 高齢者医療制度の概要等について 

【https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000209890.pdf】 

「医療費の一部負担（自己負担）割合について」という PDF ファイルがあり、所得額や年齢に応じ

た負担割合や限度額が分かる。 

〇各都道府県の後期高齢者医療広域連合のホームページ 

【http://www.fukuoka-kouki.jp/seido01.php#kogakuryoyohi】 

  上記は福岡県の後期高齢者医療広域連合のホームページ。トップページ上部にある「医療制度」に

「医療費が高額になった時」というメニューがある。厚生労働省のホームページと内容は同じだが、
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左側に市（区）町村窓口のリンク先が貼ってあり、「問い合わせセンター」と市（区）町村担当課の

相談先が分かる。 

 

Ｑ：子ども向けに書かれた種の断面図がわかる本がみたい。（自然科学） 

 

■図鑑 

『植物 （小学館の図鑑 NEO）２』 

（門田 裕一／監修 畑中 喜秋／指導・執筆 小学館 2002年）1階子ども 4 47/ｼ 

■児童図書 

『くらしに役立つ木の実図鑑：人の知恵、種のくふう （楽しい調べ学習シリーズ）』 

（いわさ ゆうこ・高岡 昌江／著 PHP研究所 2014年）1階子ども 4 47/ｲ 

カキやリンゴの断面写真を使って、種の解説がある。 

『ずかん たね：見ながら学習調べてなっとく』 

（近田 文弘／著 久保 秀一／写真 技術評論社 2014 年）1階子ども 4 47/ｺ 

カラーで植物の種類別に種の切断面の写真が掲載されている。種の構造についての説明もあり。 

『たねのゆくえ （科学のアルバム）植物 10』 

（埴 沙萠／著 あかね書房 2005 年）1階子ども 4 47/ﾊ 

イラストで種の断面についての説明あり。 

『身近な植物と友だちになる本 3 はやく芽をだせカキのたね』 

（おくやま ひさし／作 偕成社 2005年）１階子ども 4 47/ｵ 

カキの実を切断した写真で種の説明がある。 

『草花の観察 （ジュニア図鑑百科）9』（実業之日本社 1984年）1階子ども 4 47/ｸ 

インゲンとカキを例に、種のつくりの違いが図で説明されている。  

 
Ｑ：英語で、和牛のブラント名や肉の部位について解説している本を見たい。（国際・国連） 

 

■図書 

『和牛&肉ガイドブック：英語対訳つき（the WAGYU BOOK）』 

（小池 克臣／著 実業之日本社 2018年）2階 A20 F100ENG/648.25/KO 

和牛の品種、但馬牛、松坂牛などの代表的なブランド牛、部位、焼肉の食べ方・マナーなどを紹介し

ている。 

■インターネット 

・農林水産省の「和牛肉の製品ガイドブック」（英語版）～PDF ファイル 

ホーム > 政策・組織別から探す 生産局 > 施策情報・品目別分類 畜産 > 畜産部ホームページ・ 農

林水産省生産局畜産部について 食肉・鶏卵 > 畜産物の輸出促進対策について > 畜産物の輸出促進に

ついての情報  和牛肉の製品ガイドブック 

【http://www.maff.go.jp/j/chikusan/shokuniku/wagyu_guide_top.html】 

和牛肉輸出促進のために作成されたガイドブック。和牛の各付、各部位の説明＆カット方法、和牛を

使った料理まで紹介している。 

・（公財）日本食肉消費総合センターの「和牛」（英語版）～PDF ファイル 

ホーム > 製作物案内 > 冊子一覧 > 料理に関する情報 

【http://www.jmi.or.jp/publication/publication_detail.php?id=153】 

和牛を使った料理を紹介し、また併せて代表的な和牛 4 種類と 20 銘柄

を紹介している。 

 

 

 

 

※「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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 「レファレンスサービス」とは、図書館の本を使った調べもののお手伝いのこと。 

レファレンスカウンターやお電話でのご相談のほかにも、メールで気軽にご相談いただけます。 

（お返事に 1 週間ほどかかる場合があります。お急ぎの場合はお電話（092-852-0632）でご相談ください。） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

文 

作って動かす ALife  

：実装を通した人工生命モデル理論入門 

岡 瑞起・池上 高志 

／著 
ｵﾗｲﾘｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 007.13/ﾂ 

世紀の小説『レ・ミゼラブル』の誕生 
ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･ﾍﾞﾛｽ／著 

立石 光子／訳 
白水社 950.28/ﾍﾞ 

社 

会 
流通・取引慣行ガイドライン 佐久間正哉／編著 商事法務 335.57/ｻ 

企業広報誌の世界 三島 万里／著 日外ｱｿｼｴｰﾂ 674.7/ﾐ 

自 

然 

ルネサンスの多面体百科 
ﾃﾞｳﾞｨｯﾄﾞ･ｳｪｲﾄﾞ／著 

宮崎 興二／編訳 
丸善出版 414.67/ｳ 

宇宙旅行入門 
高野 忠／編  

ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ｺﾘﾝｽﾞ／編 
東京大学出版会 538.9/ｳ 

 
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≫ マンガ・まんが・漫画 

≪自然科学≫  go! go! 地下 

≪社会科学≫      選挙 

≪国際≫     分断と格差 

図書館の便利なサービス 

「メールレファレンス」 

ホームページのこちらから 

お入りください！ 

○本の予約・リクエスト 

⇒ホームページ「本を探す」から・各図書館カウンター・お電話（092-852-0632） 

○図書館に対するご意見・ご提案 

⇒各図書館内設置の「利用者の声」・お電話（092-852-0600） 

 


