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今月の特集！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レファレンスだより 2019年 6月号 No.199 
 

    ■レファレンス受付件数（2019 年 3 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

24 1638 483 313 276 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

437 42 582 844 4639 

（開館日 21 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。 

6月 1日は「気象記念日」です。1875年のこの日、東京気象台（気象庁の前身）が

東京・赤坂に設置され気象観測が始まったのを記念して、1942年に制定されました。 

この時期、雨による湿気やカビ等で頭を悩ませますが、農作物にとっては「恵みの雨」。 

外へ出かける機会は少なくても、快適な室内でゆっくり読書を楽しんでみては 

いかがでしょうか。雨の日ならではの素敵なすごし方、見つけたいですね。 

◎雨水を利用する！ 

『ムラセ係長、雨水で世直し！』 

（秋山 眞芸実/著 岩波書店 2005） 

『雨を活かす』 

（辰濃 和男・村瀬 誠/著 岩波書店 2004） 

  『雨水利用システムの製作』 

  （湯川 清貴/著 パワー社 

2006） 

◎知りたい！雨のこと 

『雨の名前』 

（高橋 順子/文 佐藤 秀明/写真 小学館 2001） 

『トコトンやさしい異常気象の本』 

（日本気象協会/編 日刊工業新聞社 2017） 

 『雨の自然誌』 

  （ｼﾝｼｱ･ﾊﾞｰﾈｯﾄ/著 東郷 えりか/訳 

 河出書房    新社 2016） 

◎災害に備えるインターネット情報！ 

『福岡市防災・危機管理情報』  【http://bousai.city.fukuoka.lg.jp/】 

「福岡市ＨＰ」＞「防災・危機管理情報」＞「【警報などの緊急情報・福岡市の雨量・ 

河川水位等のリアルタイム情報】福岡市防災・危機管理情報サイト」 

福岡市を中心とした雨量、河川の水位および河川の様子を監視する 

ライブカメラの情報を公開しているほか、気象レーダーによる雨雲の様子も 

ご覧いただけます。 
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：昭和 42年に文芸評論家の山本健吉氏が松本清張氏を批判したことについて載っている資料は 

ないか。                                 （人文科学） 

 

■松本清張に関する事典を調べる 

『松本清張索引辞典』（森 信勝/編 日本図書刊行会 2015年）2階 C13 R910.26/ﾓ 

p298 山本健吉氏の「火の虚舟」評について「読売新聞・夕刊」昭和 42.8.8 

p286 再び山本健吉氏へ「読売新聞・夕刊」昭和 42.8.23 

p402 「松本清張関連年譜」1967（昭和 42）年 58歳 

『松本清張書誌 作品目録篇』（平井 隆一/編著 日本図書刊行会 2002年）2 階 C13 R910.26/ﾏ 

 p144 ◇時評という感想文 山本健吉氏の「火の虚舟」評について 発表『読売新聞』 

（Ｅ 8月 8日） 

p145 ◇再び山本健吉氏へ 発表『読売新聞』（Ｅ 8月 23日） 

『松本清張事典決定版』（郷原 宏/著 角川学芸出版 2005年）2階 C13 R910.26/ｺﾞ 

 p285「年譜」1967年（昭和 42） 

■文学年表で調べる 

『昭和文学年表 第 5巻』（浦西 和彦/編集 青山 毅/編集 明治書院 1996年）2階 C13 R910.26/ｼ 

p77 昭和 42年 7月 28日 文芸時評＜2回＞（山本健吉、読売新聞夕刊、～29日） 

p79 昭和 42年 8月 8日 時評という感想文＜山本健吉氏の「火の虚舟」評について＞ 

（松本清張、読売新聞夕刊） 

p80 昭和 42年 8月 16日 松本清張氏に答える＜「火の虚舟」の批判について＞ 

（山本健吉、読売新聞夕刊） 

p81 昭和 42年 8月 23日 再び山本健吉氏へ（松本清張、読売新聞夕刊） 

 昭和 42 年 7～8 月にかけて、山本健吉氏が松本清張氏の「火の虚舟」評を読売新聞夕刊に掲載し、

松本清張氏がそれに対する反論を掲載していることが分かる。 

（※当時の読売新聞については、当館未所蔵。） 

 

 

Ｑ：バリアフリーやユニバーサルサービスの面からの接客マナーがわかる資料はないか。（社会科学） 

 

■蔵書検索でキーワード「接客」「バリアフリー」「ユニバーサルサービス」で調べる 

『イラストでわかるユニバーサルサービス接客術 ： ユニバーサルデザイン時代の接客マニュアル』

（井上 滋樹／著 日本能率協会マネジメントセンター 2003年）4階閉架 673.3/ｲ 

 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、高齢などの人々へのユニバーサルサービス接客術の仕方がわかる。 

イラストもあり、わかりやすい。 

『バリアフリーの店と接客 ： 快適・安心・感動のサービス』 

（E&Cプロジェクト／編 日本経済新聞社 1999年）4階閉架 B 673/ﾊﾞ 

視覚障害者、車いす使用者、妊産婦、高齢者からの具体的な不便さをまとめ、ユニバーサルサービス

の考え方や方法などを紹介している。 

■接客の該当書架を調べる 

『高齢者・障害者に対する接客サービス従事者研修テキスト』 

（シルバーサービス振興会／編集 中央法規出版 2005年）2階 D20 673.9/ｺ 

高齢者・障害者に対する接客サービスに必要な基礎知識から実践的技術まで記載されている。 

『シニア接客のルール』 

（山岸 和実／著 明日香出版社 2013年）１階ポ 76 673.3/ﾔ 

シニア層の方々への接客方法が現場の例も挙げながらわかりやすく解説されている。 
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Ｑ：男性・女性ホルモンと毛髪の関係がわかる本はないか。             （自然科学） 

 

■「毛髪」について調べる 

『最新の毛髪科学』（松崎 貴/[ほか]著 毛髪科学技術者協会/編 フレグランスジャーナル社 

          2003 年）2階 E8 491.18/ｻ 

 p30 女性ホルモンと毛周期の関わりについて記述がある。 

 p47 男性ホルモンの影響で壮年性脱毛が生じるという記述がある。 

『「女性の薄毛・抜け毛」お悩み解消BOOK』（浜中 聡子/著 主婦と生活社 2011年)1階ポ65 494.8/ﾊ 

 p24 髪と女性ホルモンの関係について、女性ホルモンのエスロゲンが髪の毛を保持するために働く

とある。20代～70代までのエストロゲンの分泌量についてのグラフあり。 

『専門医が語る毛髪科学最前線』（板見 智/著 集英社 2009年）1階ポ 65 494.8/ｲ 

 p21 男性ホルモンと男性型脱毛症の関係について記述あり。 

『現場で役立つ化粧品・美容の Q&A』２階Ｅ１５ 576.7/ｵ 

 p92 男性型脱毛と女性の脱毛の違い、男性ホルモンの関与で男性型脱毛になると記述がある。 

 

 
Ｑ：認知症（Dementia）のサポーター制度について知りたい。 

また、その制度をWHOも推奨しているというのは本当か。              （国連） 

 

■インターネット 

厚生労働省＞認知症サポーター＞全国キャラバン・メイト連絡協議会【http://www.caravanmate.com/】 

厚生労働省ＨＰに認知症サポーターに関する説明あり。リンク先の全国キャラバン・メイト連絡協議

会HPでさらに詳しく紹介されている。 

全国キャラバン・メイト連絡協議会では、全国の自治体や企業・団体等と協催で認知症サポーター養

成講座の講師役（キャラバン・メイト）を養成している。所定の養成研修（１日 6時間）を受け、登録

されたキャラバン・メイトは自治体事務局等と協働して「認知症サポーター養成講座」を開催。この講

座を受けた人が「認知症サポーター」として認定され、認知症の人や家族を温かく見守る応援者になる

というシステム（自分のできる範囲での活動）。 

認知症サポーターキャラバンが海外から評価されている事例として、下記の 3 件が紹介されている。 

①Dementia: a public health priority 

【https://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/en/】 

世界保健機関（WHO）が「認知症」をテーマに 2012年に発表した 報告書。p.83で、認知症サポ

ーター制度が紹介されている。 

②World Alzheimer Report 2012 Overcoming the stigma of dementia 

【https://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2012.pdf】 

国際アルツハイマー病協会（ADI）の 2012年版報告書。認知症への偏見をなくす日本の国家的な取

り組みとして「認知症サポーターキャラバン」を高く評価している（p.64）。 

③Ｄementia Friends【https://www.dementiafriends.org.uk/】 

日本を手本とした英国版・認知症サポーター制度 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
※福岡市での認知症サポーター養成講座についての情報 

福岡市【http://www.city.fukuoka.lg.jp/index.html】 

＞健康・医療・福祉＞高齢・介護＞認知症＞認知症サポーター養成講座 

 

 

 

 

※「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！ 
 

 

『滅びゆく世界の言語小百科』 
（ジニー・ナイシュ／著 伊藤 眞／監訳 柊風舎 2016 年）2階Ｂ1 R802/ﾅ 

 
 消滅の危機にある言語３０が収録されています。世界を６つの地域に分け、各言語について 

「話者数」、「地域」、「ユネスコによる消滅危険度評価」、「別称/別表記」が明記されています。 

日常生活で使われる数などの語句や表現も、話者である少数民族の写真とともに掲載されています。 

また、言語が話される地域社会やその言語を作り上げてきた歴史についての解説、言語の未来に影響

を与える多様な問題について考察もしています。巻末には参考文献もあります。 

使ってみました⇒アイヌ語  

アイヌ語について調べてみると、「話者数」は 15人、「ユネスコによる消滅危険度評価」は極めて危

険とあります。他に掲載されている言語に比べても大変少ない話者数で、20 世紀終わりまでの言語政

策の歴史についても解説があります。現在、セミナーやワークショップなど様々な再生プログラムが支

援されていますが、15 人の話者は８０歳を超えており、世代から世代へと自然に伝えていくのは難し

いだろうと結ばれています。 

 

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 

文 

原典中世ヨーロッパ東方記 高田 英樹／編訳 名古屋大学出版会 292.09/ｹﾞ/ 

日本の文化財 池田 寿／著 勉誠出版 709.1/ｲ/ 

社 

会 

地方発外国人住民との地域づくり  
徳田 剛／編著  

二階堂 裕子／編著 
晃洋書房  334.41/ﾁ/ 

世界葬祭事典 松濤 弘道／著 雄山閣 385.6/ﾏ/ 

自 

然 
全固体電池入門  

高田 和典／編著 

菅野 了次／著 
日刊工業新聞社 572.12/ﾀ/ 

はじめの一歩物理探査学入門 水永 秀樹／著 九州大学出版会 455.07/ﾐ/ 

 
 

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≫   世界史 

≪人文科学≫   エネルギー 

≪自然科学≫       海 

≪社会科学≫   銀行を知る 

≪国   際≫   歴史を学ぶ 

 ≪１階 特設展示棚≫ Ｇ20 
※ 6月 8～9日に開催されるＧ20福岡 財務大臣・ 

中央銀行総裁会議にちなんだ展示を行っています。 


