
- 1 - 

『ラグビーのルール 超・初級

編』 

（ハーパーコリンズ・ジャパン  

2019 年） 

『ラグビー日本 W 杯 2019 観戦

術』 （成美堂出版 2019 年） 

『ラガーにゃん 1 猫でもわか

るラグビー入門<初級編>』 

（光文社 2019 年） 

（あかね書房 2018 年） 

 

 

 

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！  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レファレンスだより 2019年 9月号 No.202 
 

    ■レファレンス受付件数（2019 年 6 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

57 1363 614 458 281 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

283 39 547 1057 4699 

（開館日 20 日 一日平均 234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。 

ラグビーワールドカップと

は 4 年に 1 度行われる、15

人制のラグビー世界王者決定

戦のことです。 

1987 年に始まり第 9 回目

の今回、アジアで初めて開催さ

れます。福岡でも 9 月、10 月

に試合が行われます。 

ラグビーワールドカップ！ 

ルールを知って楽し

く観戦したいです！ 

2015 年のワールドカップで、日

本が南アフリカに勝利した時の

新聞記事が読みたくなりまし

た！ 

当館所蔵の新聞検索データベース（朝日・西日

本・日経）が便利です。 

試合は 2015 年 9 月 19 日（日本時間 20 日

深夜）に行われましたので、キーワードと発行

日を入力し検索してください。 

原紙も保存しています。詳しくはカウンターで

お尋ねください。 

≪インターネットで調べる≫   【https://www.rugbyworldcup.com/】  

                  試合日程やチケット情報などがご覧になれます。 
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      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：「これ“は”～である」と書くか、「これ“わ”～である」と書くか。（人文科学） 

 

現代かなづかいでは「これ“は”～である」と書く。 

『改定音訓・送り仮名便覧 文部省制定』（国語国字研究会／編 敬文社 1972年）２階Ｂ１ R816/ｶ 

P157 現代かなづかいの要領 

ただし、助詞「は」「へ」は、もとのままに書くことを本則とする 

ぼくは 学校へ行く 

『三省堂新用字辞典』（山本 真吾／編 三省堂編修所／編 三省堂 2011年）２階Ｂ１ R816.07/ｻ 

付録 P36 

助詞の「は」は、「は」と書く。 

例 今日は日曜です 山では雪が降りました 

『現代国語表記辞典』（武部 良明／編 三省堂 1992年）２階Ｂ１ R816.07/ﾀ 

P755 

助詞の「は・へ・を」は、「は・へ・を」と書きます。 

は……これは本です では あるいは または もしくは ものかは これは

これは こんにちは 

 

 

 

Ｑ：アウシュヴィッツの写真記録がみたい。（社会科学） 

 

■キーワード「アウシュヴィッツ」「写真」「記録」などで所蔵検索 

『アウシュヴィッツ博物館案内』（中谷 剛／著 凱風社 2012年）分館 234/ﾅ 

著者は、アウシュヴィッツ博物館の日本語ガイド。第２部 写真で見るアウシュヴィッツ強制収容

所では、アウシュヴィッツ博物館所蔵の 1939 年から 1945 年にわたる貴重な記録写真が掲載され

ている。 

『写真記録 ： アウシュヴィッツ（全６巻）』（野村 路子／編集構成 ほるぷ出版 1995年） 

閉架書庫 234.07/ｼ 

モノクロ写真のみ。アウシュヴィッツ強制収容所の記録写真のほかに、当時のドイツの社会的背景

に関する新聞記事の写真、解説や年表や図なども豊富に掲載されている。巻末に参考図書リストあり。 

『アウシュヴィッツの記録』 

（平和博物館を創る会・平和のアトリエ／編 三省堂 2004年）閉架書庫 234.07/ｱ 

記録写真はモノクロのみ。現在のアウシュヴィッツ強制収容所に関する写真はカラーあり。 

『アウシュヴィッツ収容所 ： 写真ドキュメント』 

（国立オシフィエンチム・ブジェジンカ博物館・グリーンピース出版会／編集 グリーンピース出版会 

 1991年）２階Ｂ１３ 234.07/ｱ 

モノクロ写真のみ。 

『アウシュヴィッツの手紙 ： アウシュヴィッツ・ビルケナウ博物館を訪ねて』 

（平和博物館を創る会／編 平和のアトリエ 1994年）閉架書庫 234.07/ｱ 

若者向けに編集された記録。アウシュヴィッツ博物館協力による写真多数あり。 

巻頭の博物館での子どもたちの見学の様子はカラー写真で掲載されている。 
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Ｑ：忍者屋敷、からくり屋敷の図が載っている資料がほしい。（自然科学） 

 

■キーワード「忍者」、「からくり屋敷」、「忍者屋敷」等で所蔵検索。 

『図説忍者と忍術 ： 決定版』（学研 2007年）１階ポ６４ 789.8/ｽﾞ p82～ 

『忍者と忍術』（学研 2003年）１階ポ６４ 789.8/ﾆ p22～ 

（※上記２冊は内容的にはほぼ同一。からくりの紹介等に若干異なる部分がある。） 

『忍者まるごと事典 The ninja FAQ 100』 

（土屋 晴仁／著 坂本 真実子／訳 IBCパブリッシング 2018年）分館 789/ﾂ/ｶﾞｲｺｸｺﾞ p70～71 

『忍者と剣豪への旅 ： 関西エリア・ガイド』（ユニプラン 2007年）２階Ａ２０ F100ENG/789.8/JO  p61～63 

『外国人のための忍者常識マニュアル ： 英文版』 

（依田 寛子／著 アルト・マット／著 講談社インターナショナル 2010年）２階Ａ２０ 

 F100ENG/789.8/YO p166～168 

 

■国立国会図書館レファレンス協同データベースの類似事例より所蔵検索。 

【http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000013524】 

『建築古事記』（岡野 忠幸／著 東京美術 1983年）閉架書庫 520/ｵ p136～ 

『忍者の生活』（山口 正之／著 雄山閣出版 東京 1996年）２階Ｂ１９ 789.8/ﾔ p105～108、p282～285 

 
 

Ｑ：2015 年に WHO が発表した砂糖摂取量に関する資料。 

従来の摂取量の半分に抑えるよう推奨されているらしいが。（国連） 

 

■インターネット 

WHO(世界保健機関)【http://www.who.int/en/】から 

① Programmes＞Nutrition＞publications＞List of publications by year 

2015 年のリストに『Sugars intake for adults and children: Guideline』がある。全文ダウ

ンロード可能。一日の摂取カロリーに砂糖などの糖類が占める割合を 5％未満に抑えることを推奨

するとともに、摂取される糖分の大半は、通常は菓子とはみなされないような加工食品に隠されて

いると指摘している。また、同ページから、当ガイドラインに関するプレスリリースも見られる。

（英語） 

②Health Topics＞Fact sheets＞Healthy diet  

Sugars の項目あり。 

 

■参考所蔵資料 

『FAO statistical yearbook. 2005-2006, v. 2, issue 1』 

（Food and Agriculture Organization of the United Nations 2006年） 2階国連 A1 

 国別の砂糖の年間消費量の表あり。 

 

 

 

 

 

※「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！ 
 

 

『現代世相風俗史年表 1945→2008』 
（世相風俗観察会／編 河出書房新社 2009年）2階 C10 R210.76 

 

「平成」から「令和」となり、テレビ等で「平成」時代を振り返る機会が多くありました。懐かしく

思い出した方、そんな事があったのかと初めて知った方もいたことでしょう。この資料には平成の 20

年間を含めた戦後から 63 年間の流行などの風俗が書かれています。通常の歴史年表とは違い、政治、

経済中心ではなく、映画やテレビやラジオ、歌、スポーツ、当時話題だったことなどを中心に、当時の

映画ポスターやドラマやニュースのワンシーンなど写真を多く取り入れ、当時の世相の様子や空気を伝

えます。１つ１つの項目が丁寧に書かれ、コラム風なものもあり、読み物としても楽しめる１冊です。 

 

使ってみました 

福岡市総合図書館が開館した 1996 年（平成 8 年）はどんな流行があったの？ 
 
⇒P380－P389、音楽は「小室ファミリー」が流行、安室奈美恵の「髪型、メーク、ファッションを

真似たコギャルが街にあふれた。彼女らは誰が名付けたか<アムラー>と呼ばれた。」とある。「ストーカ

ー」、「援助交際」、「O157」などの言葉が見られる。ベストセラーには『脳内革命』（春山茂雄）、『神々

の指紋』（グラハム・ハンコック）、『「超」勉強法』（野口悠紀雄）、『弟』（石原慎太郎）などある。 

 

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 

アウシュヴィッツの巻物証言資料 
ニコラス・チェア／著 

ドミニク・ウィリアムズ／著 
みすず書房 234.07/ﾁ 

古本屋散策 小田 光雄／著 論創社 023.1/ｵ 

社 

会 

地図とデータで見る移民の世界ハンドブ

ック 

カトリーヌ・ヴィトール・ド・

ヴァンダン／著 
原書房 334.4/ｳﾞ 

社内諸規程作成・見直しマニュアル 岩崎 仁弥／著 日本法令 336.38/ｲ 

自 

然 

自動運転 保坂 明夫／他共著 森北出版 537/ｼﾞ 

世界の馬 Susanna Cottica／著 緑書房 645.2/ｺ 

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≫  球技のヒミツ 

～ラグビーワールドカップ～ 

≪自然科学≫  防災 

≪社会科学≫   税金 

≪国際≫      スポーツ 

 ≪１階 特設展示棚≫         いぬだいすき！ 


