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今月の特集！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レファレンスだより 2019年 7月号 No.200 
 

    ■レファレンス受付件数（2019 年 4 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

80 1867 538 425 377 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

483 54 620 943 5387 

（開館日 25日 一日平均 215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。 

今年もやります！夏休みの自由研究 応援企画！ 

図書館を使った調べる学習ｺﾝｸｰﾙ作品展示 

優秀作品を手に取ってご覧いただけます。自由研

究の進め方、まとめ方など参考になりますよ！ 

自由研究おたすけカード配布 

「和食」「宇宙」「植物」など、よく聞かれる 

18 種類のテーマの調べ方カードをご用意！ 

2 階レファレンスカウンターは、いつでも自由研究の相談受付中です！！ 

花 

火 

≪花火の雑学≫ 

『花火のふしぎ』 

冴木 一馬／著  

ソフトバンククリエイティブ

『花火百華』 

小野里 公成／著 丸善 

≪写真集≫ 

『日本の花火』 

冴木 一馬／著  

光村推古書院 

『花火：竹崎昭写真集』 

竹崎 昭／著 アイピーシー 

 

≪小説≫ 

『打ち上げ花火、下から見るか?

横から見るか?』 

岩井 俊二／原作 大根 仁／著

KADOKAWA 

『花火・雨瀟瀟』 

永井 荷風／作 岩波書店 

≪花火を科学する≫ 

『花火の事典』 

新井 充／監修 東京堂出版

『花火学入門』 

吉田 忠雄／編著 

丁 大玉／編著 

プレアデス出版 

その 1 

 

 

 

 

 

 

その 2 

戦後すぐから親しまれてきた「西日本大濠花火大会」は惜しまれつつ、昨年で終了しました。 

今年の夏は、図書館の本で花火をお楽しみください。 
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      こんな質問がありました！ 

 

 

Ｑ：横綱が締めている注連縄の「雲龍型」と「不知火型」の結び方が知りたい。 

  「かたわな結び」「もろわな結び」に似たものらしい。            （人文科学） 

 

■「雲龍型」「不知火型」の結び方について調べる 

『和力 ： 日本を象る』（松田 行正／著 NTT出版 2008年）閉架書庫 702.1/ﾏ 

p167「注連縄と相撲」の項目に、「土俵入りには二つの型がある。雲竜型と不知火型だ。雲竜型に縒

った注連縄は＜かたわな結び＞という。亀に見立てた一つ輪のことで、易、陰陽五行では陽にあたる。

一方、不知火型は＜もろわな結び＞と呼び、鶴の羽に見立てた二つ輪で、こちらは陰である。」との記

載があり、雲竜型と不知火型の綱の図が掲載されている。 

『相撲観戦入門 '08新装版』（ベースボール・マガジン社 2008年）1階ポ 64 788.1/ｽ 

p37「横綱」の項目に、横綱朝青龍の綱締め（雲龍型）の様子が 5 枚の写真で簡単に紹介されている。

また、雲龍型と不知火型の綱の結び目のレントゲン写真が掲載されている。 

『図説日本の結び』（藤原 覚一／著 築地書館 1979年）2階 D7 383/ﾌ 

 p198「四五六――横綱の飾り結び」の項目に、「A は雲龍型。B は不知火型といわれている」とし

て、それぞれの図が掲載されている。また結び方として「A は「もろわな結び」。B は「かたわな結び」

にしてあるだけだが、両端を上に並べてあげ、わなの形を工夫してある。（原文ママ）」との記載がある。

（※他の資料では輪が一つの方が雲龍型、二つが不知火型となっているため、記載誤りの可能性あり。） 

 p154「三三一――かたわな結び」「三三二――もろわな結び」の項目に、 

それぞれ解説と結び方が記載されており、それぞれの結び方の図も掲載されている。 

■「かたわな結び」「もろわな結び」の結び方について調べる 

『絵でわかる紐の結び方』（長谷川 正勝／著 有紀書房 1980年）閉架書庫 383/ﾊ 

『結び方のきほんおさらい帖』（小暮 幹雄／監修 小学館 2008年）1階ポ 66 383/ﾑ 

『簡単にできるひもとロープの結び方』（小暮 幹雄／監修 日本文芸社 2000年）1階ポ 64 786/ｶ 

資料により「かたわな結び」は「片はな結び」、「もろわな結び」は「はな結び」「蝶結び」等、様々

な呼び方がある。 

 

Ｑ：老朽化したマンションを建て替えようとしているが、区分所有者に反対者がいて話が進まない。 

なにか解決策はないか。                         （社会科学） 

 

 マンションの建て替えについては、2002（Ｈ14）年に「マンションの建替え等の円滑化に関する

法律」が施行されて制度が変わっているので、それ以降に出版された図書のみで調べる。 

『マンション建替え成功マニュアル』（芥川 基／著 中央経済社 2003年）閉架書庫 365.3/ｱ 

『マンション建替えの法と実務』（太田 知行／編 村辻 義信／編 有斐閣 2005 年）2階Ｄ15 365.3/ﾏ 

『Q&Aマンション建替え法解説』（折田 泰宏／著 上野 純一／著 三省堂 2003年）2階 D5 365.31/ｵ 

『分譲マンション区分所有建物紛争の法律実務』（柄澤 昌樹／著 青林書院 2018 年）2 階 D15 

365.35/ｶ 

 建替組合は建替え不参加者に対して売り渡し請求を行うことができることや、その手順などを記載。 

『マンション建替えマニュアル』（国土交通省国土技術政策総合研究所／監修 全国市街地再開発協会

／編集 ぎょうせい 2003 年）閉架書庫 365.3/ﾏ 

 建替え決議までの合意形成の進め方、決議後の建替え不参加者への売り渡し請求の方法などを記載。 

『マンション建替え物語』（鈴木 啓之／共著 飯田 太郎／共著 鹿島出版会 2008年） 

1階ポ 66 365.3/ｽ 

 実際に建替えたマンションの経緯が詳細に記載されている。 

『わかりやすいマンション判例の解説』 

（全国マンション問題研究会／編 民事法研究会 2011年）2階 D15 365.31/ﾜ 

 時価の算定方法や紛争の判例などが詳細に記述されている。 
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Ｑ：老犬の介護用品の作り方が知りたい                      （自然科学） 

 

「老犬」「介護」「高齢犬」などのキーワードで所蔵資料を検索し、内容を調べた。 

『犬の介護に役立つ本』（高垣 育／著 上田 泰正／著 山と溪谷社 2015年）分館所蔵 645/ﾀ 

 P45 雨よけ靴下カバーの作り方 

 P72 オムツの作り方（人間の赤ちゃん用オムツを利用） 

 P85 手づくり床ずれパッドの作り方 

『老犬生活完全ガイド』（若山 正之／著 高橋書店 2006年）1階ポ 76 645.6/ﾜ 

 P119 ドーナツ枕の作り方 

 PＰ126～127 ウォーキングベルトの作り方（バスタオル・フェルト利用） 

 P155 ガーゼのふんわりマット（室内用）どこでもマット（外出時用）の作り方 

『高齢犬ケアハンドブック』 

（DOG FAN編集部／編 山口 りえ／[ほか]監修 誠文堂新光社 2004年）1階ポ 76 645.6/ｺ 

 Ｐ195-201 床ずれパンツ、持ち手つき補助服の作り方 

『老犬との幸せな暮らし方』（石井 万寿美／著 水曜社 2012年）分館所蔵 645/ｲ 

 P117 ドーナツクッションの作り方（タオルを使用） 

 P121 おむつの作り方（人間の子ども用おむつを利用） 

『老犬との暮らし方がよくわかる本』（遠藤 薫／監修 実業之日本社 2008年）1階ポ 76 645.6/ﾛ 

 P93 ウォーキングベルトの作り方 

 
Ｑ：中国の深圳（シンセン）という都市について知りたい。街の様子や経済成長など。中国語可（国際） 

 

「深圳 しんせん 中国、広東省南部の港湾都市で、香港に隣接した大陸側にある。１９７９年７月に 

<輸出特区>（のちに経済特区と改称）と指定された。４つの経済特区（深圳、珠海、汕頭、厦門）のう

ち最大。(中略）１９９４年の１人当りの GNP は上海を追い越して全国１位となった。（後略）」 

 『世界大百科事典 14 改訂新版』より 

■日本語資料 

『中国沿海開放五都市総比較：大連・北京(天津)・上海・広州・深【セン】の総合評価』(諸藤史朗/

著 日本図書刊行会 1993年)閉架書庫 332.22/ﾓ 

『中国・深【セン】経済特区 改訂増補版』(三井田圭右/著 大明堂 1995年) 2階Ｂ14  292.23/ﾐ 

『超高層ビビル 2 香港・マカオ・深セン・広州・台湾』(中谷幸司/著 社会評論社 2009年) 

1階ポ 61 526.9/ﾅ 

『週刊東洋経済』(東洋経済新報社)閉架書庫 2017年 3月 4日号、11日号、18 日号、25日号に「深圳

発中国メーカー革命」として集中連載（全 4回） 

■中国語資料 

『深圳华侨城：中国旅游明珠』(华侨城集团公司/編輯 中国旅遊出版社 2000 年) 閉架書庫 

『深圳自游人』(朝霞/編著 広東旅遊出版社 2001 年)閉架書庫 

■インターネット  

深圳市人民政府 http://www.sz.gov.cn/cn/ トップページ（首頁）＞走进深圳 

 「初期建设」、「历史巨变」、「鹏城新貌」、「民俗民风」をクリックすると深圳の様子がわかる写真が多

数。 

■禁帯資料 

『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 中国語・英語併記。 

『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 

 2017 年の統計資料から、1 人当りの GDP は深圳が 1 位(183,127 元)、北京９位(129,000 元)、

上海 11 位(124,600 元)。日本語。 

 ※「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！ 
 

 

『作家のペンネーム辞典』 （佐川 章／著 創拓社 1990年） 2階 C13 R910.26/ｻ 

 

 「くたばってしめえ」という捨て台詞をもじって「二葉亭四迷」のペンネームが誕生したのは有名な

話ですが、作家たちのペンネームの中には、趣向を凝らした個性あふれる名前や面白いエピソードを織

り混ぜた名前が多くあります。この辞典では、江戸時代から現代までの作家を取り上げ、ペンネームに

まつわるエピソードを簡潔にまとめています。また、俳人、戯作者、狂歌師、小説家、詩人、歌人、評

論家、思想家、画家、劇作家、随筆家など、文芸の各ジャンルから取り上げられた 

235 人の作家を採録しています。読み物としても楽しく、作家たちの意外な一面や 

知られざる素顔に触れ、作品や作家のことをより身近に感じることができる辞典です。 

 

使ってみました ⇒「夢野久作」を調べる。 

 目次を引くと五十音順で作家のペンネームが記載されており、続いて文芸ジャンル、本名が記載され

ています。該当頁にはペンネ―ムの後にヨミと生没年の記載があり、解説が続いています。「夢野久作」

は探偵小説、怪奇幻想小説を執筆した作家で、本名は杉山泰道。彼のペンネーム命名については、応募

作品を読んだ久作の父、杉山茂丸が、「ふーん、夢野久作が書いたごたある（ような）小説じゃねー」

とあきれたように口走ったことからつけられたとか。ちなみに、久作の出身地である福岡などでは、う

つけ者のことを「夢野久作」または「夢野久蔵」と呼んでいたという話で、地元民としてはとても親し

みが湧いてくるエピソードですね。 

 

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 

ネットカフェの社会学 平田 知久／著 慶應義塾大学出版会 007.3/ﾋ 

大嘗祭と古代の祭祀 岡田 莊司／著 吉川弘文館 210.09/ｵ 

社 

会 
和魂外資 ｻｲﾓﾝ・J.ﾊﾞｲｽｳｪｲ／著 刀水書房 335.21/ﾊﾞ 

幽霊の歴史文化学 
小山 聡子／編 

松本 健太郎／編 
思文閣出版 387.04/ﾕ 

自 

然 

エネルギーの人類史（上・下） 
バーツラフ・シュミル／著 

塩原 通緒／訳 
青土社 501.6/ｼ 

はじめてのロボット工学 石黒 浩、浅田 稔／共著 オーム社 548.3/ﾊ 

 

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≫      旅 

≪自然科学≫      月 

≪社会科学≫   学校は今…！ 

≪国   際≫   宇宙に遊ぶ 


