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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！ 
 

 

五月病とは？ 

 5 月の連休後に、学校や会社に行きたくない、なんとなく体調が悪い、授業や仕事に集中できない 

などの状態を総じて「五月病」と呼んでいます。正式に病院で使われる病名ではありません。 

進学や就職、転勤や異動など新しい環境での緊張やピークが達するこの時期。誰にでもかかる可能性

があります！五月病についての理解を深め、連休明けの気分の落ち込みを上手に解消しましょう！ 

『気候風土に学ぶ 暮らしと健康の歳時記』 

吉野 正敏／編 バイオクリマ研究会／著 学生社 2004  498.41/ｷ 

●  

『特に深刻な事情があるわけではないけれど私にはどうしても逃避が必要なのです』 

山口 路子／著 中経出版 2013  159/ﾔ 

『人生他力本願：誰かに頼りながら生きる 49 の方法』 

  上島 竜兵／著 河出書房新社 2010  15/ｳ/YA 

●

『ちょっと具合のよくないときの体操』清水 聖志人・石川 みずえ／監修 日東書院本社 2014  

 498.5/ｲ 

『日経ヘルス 2018 年７月号 』≪特集≫自律神経が整う休息ストレッチ 日経 BP 社 

※他にも類書あります。詳しくは各図書館カウンターまで 

 【http://www.city.fukuoka.lg.jp/promotion/event/index.html】 

 【https://yokanavi.com/】 

レファレンスだより 2019年 5月号 No.198 
 

    ■レファレンス受付件数（2019 年 2 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

33 1727 535 306 408 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

382 44 640 1061 5136 

（開館日 23日 一日平均 223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。 
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：（人文科学）上皇后美智子さまと絵本の関わりについてわかる本がよみたい。 

 

■図書 

『橋をかける』（美智子／[著] すえもりブックス 1998 年）１階児３６ J019.5/ｺ  

美智子さまが読み聞かせされた本についての記述がある。 

『バーゼルより』（美智子／[著] すえもりブックス 2003 年）１階児３６ J019.5/ｺ 

美智子さまが英訳された絵本について書かれている。 

■絵本 

『はじめてのやまのぼり』（美智子／文 武田 和子／絵 至光社 1991年） 

１階子ども２３ 絵本 E/ﾊ 

『どうぶつたち』（まど みちお／詩 美智子／選・訳 すえもりブックス 1992 年） 

１階ポ５５ 911.56/ﾏ 

『ふしぎなポケット』（まど みちお／詩 美智子／選・訳 すえもりブックス 1998 年） 

１階児３７ J911.56/ﾏ 

■雑誌 

『ＭＯＥ(モエ) 』2013年 12 月号 閉架書庫  

特集：「「絵本の力」皇后美智子さまが子どもたちに贈られた絵本」 

『週刊 朝日』2009年 9月 18 日号 閉架書庫 

特集：「美智子さまと絵本「とっておきの話」」 

『週刊 朝日』2008年 10月 31 日号 閉架書庫 

特集：「美智子さまと絵本こぼれ話」 

『週刊 朝日』1991年 7月 5 日号 閉架書庫 

特集：「サーヤとの山登りの思い出を絵本にした美智子さま」 

 

 

Ｑ：（社会科学）中国の昔の髪飾りについて知りたい。写真も載っているとよい。 

  

■「中国」「髪飾り」「民族衣装」などで検索 

『中国服飾史図鑑 第 1巻』（黄 能馥・陳 娟娟／編著 科学出版社東京 2018年）2階 D7 R383.1/ﾁ 

 第 1巻は、古代からの魏晋南北朝時代までを収録。時代ごとの章の中で、装身具の一つとして髪飾り

も掲載がある。写真も豊富。 

『中国服装史』（華 梅／著 施 潔民／訳 白帝社 2003 年）閉架書庫 383.1/ｶ 

 古代から現代まで時代ごとの章の中に、髪飾りの解説がある。写真はないが図がある。 

『世界の民族衣装（わくわく発見！）』（竹永 絵里／画 河出書房新社 2017年）分館所蔵 383/ｾ 

 児童書。各国１頁ずつ民族衣装のイラストと解説あり。中国はミャオ族の髪飾りについて解説あり。 

『深奥的中国 少数民族の暮らしと工芸』（国立民族学博物館／編 東方出版 2008 年）2 階 D19  

382.22/ｼ  

 第 2部 西南少数民族の工芸「装う」の章に‘民族衣装’の項があり、頭飾りについての詳細な解説

と写真がある。 

『アジア・中近東・アフリカの民族衣装（衣装ビジュアル資料）2』（芳賀 日向／著 グラフィック社 

2013 年）1階ポ 66 383.1/ﾊ 

 国別に掲載されている。簪や冠などの髪飾りの写真あり。写真は豊富で頭部服飾を拡大した写真も多

く見やすい。地域や民族名は掲載されているが、解説は少ない。 

『色彩のコスチューム：中国 55 少数民族の服飾』（京都書院 1997年）閉架書庫 B383.1/ｼ 

 様々な少数民族の服飾（アクセサリーを含む）についての写真と解説あり 
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Ｑ：（自然科学）黄砂について基礎的な知識を得たい。 

 

■事典を調べる 

『総合百科事典ポプラディア 4』（ポプラ社 2011年）1階子供参考 R03/ｿ ｐ26「こうさ」 

『天気と気象 （ポプラディア情報館）』（武田 康男／監修 ポプラ社 2006年）1階子供参考 R45/ﾃ 

 ｐ119「黄砂」 

『環境 （ポプラディア情報館）』（枝廣 淳子／監修 ポプラ社 2011年）1階子供参考 R51/ｶ 

 ｐ61「日本にやってくる黄砂」 

『世界大百科事典 9』（平凡社 2009年）2階 C1 R031/ｾ ｐ387「こうさ」 

『日本大百科全書 8』（小学館 1994年）2階 C1 R031/ﾆ ｐ688「黄砂」 

『地球環境辞典』（丹下 博文／編 中央経済社 2012年）2階 E3 R519.03/ﾁ ｐ123「黄砂現象」 

『環境大事典』（吉村 進／編著 日刊工業新聞社 2003 年）2階 E3 R519.03/ﾖ ｐ251「黄砂」 

『環境事典』（日本科学者会議／編 旬報社 2008年）2階 E3 R519.03/ｶ ｐ347「黄砂」 

 

■インターネットで調べる 

「環境省 HP」＞「大気環境・自動車対策」＞「黄砂対策」＞「黄砂ってなに？」 

【http://www.env.go.jp/air/dss/kousa_what/kousa_what.html】 

 「黄砂とは」「黄砂の発生と輸送のしくみ」「飛来する黄砂粒子の性質」等、 

黄砂の基本的な情報が掲載されている。 

「気象庁 HP」＞「知識・解説」＞「黄砂・エーロゾル」＞「黄砂に関する基礎知識」 

【https://www.data.jma.go.jp/gmd/env/kosahp/4-4kosa.html】 

黄砂に関する簡単な解説や黄砂の観測方法、黄砂の数値予測モデルの概略について紹介されている。 

 
Ｑ：博多弁について英語で解説しているものを見たい。（国際） 
■図書  

当館所蔵の英文書に、博多弁に関する記述のあるものは確認できなかった。 

 

■論文 

CiNii Articles で博多弁の英文論文検索すると以下の論文がヒットした。 

・ Mark, Volpe（1995）“An Introduction to Elementary Hakata-Ben--A Pedagogical Grammar of  

the Japanese Dialect of Fukuoka”, 福岡大学人文論叢 27(3), 1313-1347 閉架書庫 
博多弁の使われ方を日本語の標準形・標準語と共に併記して解説し、また標準語と博多弁の使われ

方の違いなどを詳しく説明した、初級博多弁入門書的内容の論文。 

・Hirokawa, Kumiko (2013)“Semantic Explications for the Sentence-final Particles Bai and  

Tai of the Japanese Hakata Dialect”, Osaka literary review (52), 1-15 

大阪大学の機関リポジトリ【https://doi.org/10.18910/26878】より PDFファイルで入手可。 

博多弁の語尾に付く「～ばい」と「～たい」について、その使われ方や意味などに関して解説して

いる。 

・Usuki, Takeshi（2009）“Introducing Aspect : A View from the Northern Kyushu Dialect”, 

  福岡大学研究部論集. A, 人文科学編 9(7), 43-51  2 階Ｃ１５ 

  福岡大学の機関リポジトリ【https://fukuoka-u.repo.nii.ac.jp/?page_id=13】からも入手可。 

博多弁を含めた北部九州の方言の特徴である「～とる」、「～よる」、「～ている」について解説して

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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   今月の一冊！ 
 

 

『<原色>木材加工面がわかる樹種事典 増補改訂』 
（河村 寿昌／著 西川 栄明／著 誠文堂新光社 2019 年）2階 E4 R657.03/ｶ/ 

 

 289 種の木材それぞれの加工曲面のカラー写真で、木目をはっきりとみることができます。加工の

しやすさ、主な用途のほか、木材の匂いの記述があるのが特徴的です。たとえばクロモジは“柑橘系の

強い匂い。ペパーミントの香り”等、木材の知識がなくても思い浮かべやすい文章で記述されている項

目が多いです。 

 加工に関する記述は木工家の体験が反映されています。また「硬さ一覧表」は、実際の硬度ではなく、

木工家がロクロ加工時に感じた硬さを表にしたもので、ロクロ加工する場合に非常に参考になるとおも

われます。 

巻末には植物の和名・学名索引と、珍しい木材の入手先も掲載されています。 

使ってみました紫色の木材はあるか？⇒PP284-285 色の系統別に写真をならべた「バラエティーに

富んだ木の色」の紫色系から写真で確認。キングウッド、パープルハート、ブラジリアンローズウッド、

モラドが紫色系として分類されています。この内パープルハートは写真では一番鮮やかな赤紫色をして

いますが、パープルハートは pelotons 属の木の総称で、種類によって色に違いがあるようです。 

 

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 

人 

文 

情報がつなぐ世界史 

（MINERVA 世界史叢書  6） 
南塚 信吾／責任編集 ミネルヴァ書房 209/ｼﾞ/ 

日本全国境界未定地の事典 浅井 建爾／著 東京堂出版 291/ｱ/ 

社 

会 

多文化主義のゆくえ：国際化をめぐる苦闘 ウィル・キムリッカ／著 法政大学出版局 316.8/ｷ/ 

陸軍と厠：知られざる軍隊の衛生史 藤田 昌雄／著 潮書房光人新社 394/ﾌ/ 

自 

然 
滅菌・消毒・洗浄ハンドブック ICHG 研究会／編 医歯薬出版 498.6/ﾒ/ 

炭やき教本：簡単窯から本格窯まで 杉浦 銀治／監修 創森社 658.2/ｽ/ 

 
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≫   ルネサンス 

≪人文科学≫   海 

≪自然科学≫       海 

≪社会科学≫ワークライフバランス 

≪国際≫ 日メコン交流年 2019 

益村聖 植物画の世界 １階 レストラン前ガラスケース 

１階 特 設 展 示 棚 5/9(土)～5/30(木) 


