レファレンスだより
福岡市総合図書館

図書サービス課

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。

今月の特集！

2019 年 4 月号 No.197
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☎092-852-0632

■レファレンス受付件数（2019 年 1 月分）
参考

人文

48
国際

1559
国連

426

21

社会

自然

588
こども

319
ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ

593

816

郷土・文書

445
合計
4370

（開館 22 日 一日平均 199 件）

花粉は植物の繁殖に必要なものですが、人間にとってはアレルギー
の原因となることもあります。

花粉

花粉症の原因となる植物は、スギとヒノキがよく知られています
が、イネ科やキク科の植物も症状を引き起こすことがあります。
今月の特集では花粉と花粉症について書かれた資料を紹介します。

花 粉 症 を知 る
『鼻アレルギー診療ガイドライン

通年性鼻炎と花粉症』

（鼻アレルギー診療ガイドライン作成委員会／作成

ライフ・サイエンス 2008 年）

花粉症による鼻炎発症のメカニズムや治療について書かれています。

花

粉

を 知

る

『日本産花粉図鑑』
（藤木 利之・三好 教夫／著 北海道大学出版会

2016 年）

花粉の顕微鏡写真が多数掲載されています。P840 に全国のおもな花粉症原因植物の開花期の表が掲
載されています。

花粉症対策いろいろ
『花粉症・アレルギーを自分で治す 70 の知恵』（水嶋 丈雄／監修

主婦の友社 2017 年）

アレルギー症状の緩和によいとされる食材、健康食品の作り方、ツボ療法などが紹介されています。

インターネット情報源
PM2.5・黄砂・花粉飛散の予測に関する情報（福岡市ホームページ）
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/life/kankyohozen/DSSPM25forecast.html
花粉飛散予測情報を見ることができます。
環境省花粉観測システム（愛称：はなこさん）
http://kafun.taiki.go.jp/index.aspx
現在・過去の花粉の飛散状況データをインターネットで閲覧することができます。
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こんな質問がありました！
Ｑ：九州出身者の爵位がわかる本はあるか？また、爵位の決め方がわかる本はあるか？（人文科学）
■九州出身者の爵位がわかる本
『現代華族譜要』、『昭和新修華族家系大成 別巻』、『日本近現代史辞典』に九州出身者の爵位が
わかる索引及び華族一覧の記載がある。例えば、『現代華族譜要』、『昭和新修華族家系大成 別巻』
には九州含む出身府県別索引があり、『日本近現代史辞典』には五十音順の華族一覧があり、その一覧
によると、島津久光（鹿児島）は公爵、黒田長成（福岡）は侯爵、副島種臣（佐賀）は伯爵、井上毅（熊
本）は子爵、団琢磨（福岡）は男爵などがわかる。
『現代華族譜要』
（東京大学出版会 東京 1976 年）2 階 C11 R288/ｹﾞ/
『昭和新修華族家系大成 別巻 華族制度資料集』
（霞会館諸家資料調査委員会／編纂 霞会館 1985 年）2 階Ｃ11 一般書 R288/ｶ/
『日本近現代史辞典』
（日本近現代史辞典編集委員会／編 東洋経済新報社 1978 年）2 階 C10 R210.6/ﾆ/
■爵位の決め方
爵位の決め方のついては『世界大百科事典』にて“爵位”の意味を確認すると、日本の項に「華族令
により、公・侯・伯・子・男の５等の爵位に分けられた。」と記載がある。『華族爵位請願人名辞典』
には「叙勲内規」によって爵位が決められたとあり、公爵は臣位・旧摂家・徳川宗家、侯爵は旧清華・
徳川旧三家・旧大藩知事、伯爵は旧堂上・徳川旧三卿・旧中藩知事、子爵は旧小藩知事、男爵は一新後
華族に列せられたもの、また、全ての爵位に国家に偉勲ある者とある。
『華族歴史大事典』には爵位についての基礎知識として Q＆A の記載があり、わかりやすい。
『華族歴史大事典』
（新人物往来社 2007 年）閉架書庫 361.81/ｶ/

Ｑ：人口に対してのコーヒー店や喫茶店の軒数が、福岡県は全国順位でどれくらいなのかがわかる調査
や統計データはないか。
（社会科学）
■所蔵の資料を調べる
『業種別審査事典 第 6 巻 不動産 住宅関連 飲食店』
（金融財政事情研究会／編 金融財政事情研究会 2016 年）2 階 C3 R338.55/ｷﾞ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 1
業界動向がわかる資料を見てみると「喫茶店の事業所数、従業者数、売上（収入）金額の上位都道府
県」の表の掲載があったが、人口当たりの数字は見当たらなかった（典拠は「総務省・経済産業省「平
成 24 年経済センサスー活動調査」
）
。ちなみに、事業所数（喫茶店数）の上位 10 位までに福岡県は入
っていないが、従業者数では第 10 位となっている。
■インターネット情報を調べる
「全日本コーヒー協会」のホームページ（http://coffee.ajca.or.jp/）
「統計資料」のページに「都道府県別 喫茶店、一店舗当たりの人口」の表が掲載されていて、喫茶
店数、人口、１店舗当たりの人数が、北海道から沖縄まで順に並べられている。
（典拠は総務省「平成 28 年度経済センサスー活動調査」「平成 30 年 1 月 1 日住民基本台帳」
http://coffee.ajca.or.jp/wp-content/uploads/2018/11/data07_20181106.pdf）これによ
ると、福岡県の喫茶店数は 1765、１店舗当たりの人口は 2907 人。１店舗当たりの人口の全国平均
は 1900 人で、注意書きには「１店舗当たりの人口が少ない県は、住民の喫茶店利用度が高いものと
推測される」とある。
「総務省統計局」ホームページ
統計トピックス No.95 「経済センサスから分かる日本の「いま」－平成 26 年経済センサス‐基礎
調査結果から－」
（http://www.stat.go.jp/data/e-census/topics/topi950.html）の本文に「II．喫
茶店の「いま」
」があり、ネット上で閲覧可能。
「人口１千人当たり喫茶店数」の日本地図上での分布図
などがある。
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Ｑ：卸売市場などで見かける運搬車「ターレット」について知りたい（自然科学）
■所蔵の資料
『鉄道・自動車』
（松沢 正二／監修 小口 泰平／監修 学研 1998 年）子供参考図 R53/ﾃ
ターレットトラックの写真が載っている。
『自動車の百科事典』
（自動車技術会／編 丸善 2010 年）2 階 E3 R537.03/ｼﾞ.
「ターレット式構内運搬車」の項目に解説、写真の記載がある。
『築地市場 絵でみる魚市場の一日』
（モリナガ ヨウ／作・絵 小峰書店 2015 年）１階子 6
「ターレ」の名称で解説がある。
『市場がわかる絵事典』
（桑原 利夫／監修 PHP 研究所 2003 年）1 階子 6 67/ｲ
イラストと解説がある。
■インターネット
〇法令でどのように定められているのか調べる。
電子政府の総合窓口 e-Gov【https://www.e-gov.go.jp/】
トップページ＞法令索引検索＞法令用語検索 で“ターレット”と入力し検索。
3 件がヒットする。法令上の名称は「ターレット式構内運搬自動車」や「ターレ
ット式構内運搬車」となっている。
〇福岡市では補助金を交付する制度がある。
【http://www.city.fukuoka.lg.jp/nousui/p1125.html】
福岡市農林水産局トップページ＞中央卸売市場＞鮮魚市場に関すること（市場
関係者のみなさまへ）＞フォークリフト・ターレット電動化補助金について

67/ﾓ

Ｑ：中国における携帯電話（スマートフォン）の普及率および話題になっているファーウェイ（華為）
のスマートフォンの世界市場における順位を知りたい。（国際）
■中国書資料で中国の統計資料をみる
『中国统计年鉴 2018』
(中华人民共和国国家统计局／编 中国统计出版社 2018年）2階A6 FR102CHI/352.2/ZH
P566 电信通信服务水平(年底数)
1995年から2017年までの数字が記載（1995-2005年までは5年毎、それ以降は毎年の数字）
2017年末における携帯電話（中国語：移动电话）の普及率は101.97％
■インターネットで中国の統計をみる
より最新の統計の数字は、中国国家統計局（http://www.stats.gov.cn/tjsj/）HP
首頁＞工信数据＞統計分析＞通信業＞正文
2018年末における携帯電話の中国の全国普及率は112.2％
■ファーウェイ（華為）のスマートフォンの世界市場を日本語の資料で探す
『中国年鑑2018』（中国研究所／編 中国研究所 2018年）2階C16 R059.22/ﾁ/
P160 “IT産業”の項目に華為が「2017年に中国国内の最大市場を獲得したと同時に米アップル
の背中がみえてきた」との記載あり。
『中国情報ハンドブック 2018年版』(21世紀中国総研／編 蒼蒼社2018年）2階C16 R302.22/ﾁ/
P23 図表5に世界スマホのシェアランキング（出典資料：Trend force,Nov.2017）では、
サムスン（韓国）、アップル（米国）に次ぎ ファーウェイ（華為）世界第3位。
■日本の新聞から
・日本経済新聞2018年12月26日付朝刊8面に、ファーウェイのスマホ出荷世界2位の記事(2018年
見通し)あり。
・同紙2019年2月1日朝刊13面に、ファーウェイのスマホが世界第2位の米アップルに並んだとの
記事。アメリカ調査会社IDCが1月30日発表とある。（IDCの詳細記事は会員登録が必要）
・毎日新聞2019年2月1日朝刊6面に同様記事。
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今月の一冊！
『図説雅楽入門事典』
（芝 祐靖／監修 遠藤 徹／著

柏書房 2006 年）2 階 C13

R768.2/ｽﾞ

写真や絵、図がふんだんに用いられたわかりやすい事典です。カラーページも多くあり、
漢字には全てふりがなが振ってあります。興味はあるけれど近寄りがたい…「雅楽」にそん
なイメージを持っている人にも、更に深く知りたい人にも、ページをめくるだけで楽しいお
勧めの一冊です。
前半の「人と歴史編」では、雅楽の源流から始まり、奈良時代から明治～現代まで時代ごとに詳しく
説明されています。後半の「鑑賞編」では楽器や装束、楽曲について項目ごとに解説があります。
使ってみました ⇒『源氏物語』に登場する雅楽について調べる
「古典文学と雅楽」のページに「
『源氏物語』と雅楽」という項目があり、
『源氏物語』に記されてい
る雅楽の場面がいくつか紹介されています。管弦の遊びのシーンが描かれている『源氏物語絵巻』若紫
の一部分もカラーで掲載されています。
使ってみました ⇒雅楽の楽器について調べる
現在、使われている楽器は 13 種類、呼び方、構造、演奏法などの解説があります。

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。

人

書名
日本の漫画本 300 年：
「鳥羽絵」本からコミック本まで

著者名
清水 勲・
猪俣 紀子／著
オリガ・ブレニナ
=ペトロヴァ／著
桑野 隆／訳

出版者

請求記号

ミネルヴァ書房

726.10/ｼ

白水社

779.5/ﾌﾞ

文

文化空間のなかのサーカス：
パフォーマンスとアトラクションの人類学

社

現代中国外交

毛里 和子／著

岩波書店

319.22/ﾓ

会

日本食と出汁 ： ご馳走の文化史

松本 仲子／著

雄山閣

383.81/ﾏ

波のはなし

稲場 秀明／著

技報堂出版

452.5/ｲ

シッカリ学べる!照明系・投光系光学設計の
基礎知識

牛山 善太／著

日刊工業新聞社

545/ｳ

自
然

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≫

天皇と元号

≪社会科学≫

サクラ・桜・さくら

≪自然科学≫

≪国際≫
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EU

日本を愛でる

