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今月の特集！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“サンタクロース”は 

おじいさんだけでなく、小人や魔女もいるって知ってい

ますか。イタリアでは黒い炭を贈られることがある？ 

いったいどうして？？ 

『クリスマスおもしろ事典』 
クリスマスおもしろ事典刊行委員会/編 

日本キリスト教団出版局 2003 年 
 

“救世主が人類に贈与された”出来事は、贈与の 

祭りとしていかなる変遷を経たのでしょうか。 

『火あぶりにされたサンタクロース』 
クロード・レヴィ=ストロース/著  

中沢 新一/訳・解説 KADOKAWA 2016 年 
 

約 1100の項目でクリスマスを紹介。 

誰にとってもクリスマスの神髄は「与える喜びと平和」

（「あとがき」より）でありたいものですね。 

『図説クリスマス百科事典』 ジェリー・ボウラー/著  
中尾 セツ子/日本語版監修 柊風舎 2007 年 

 

 

    ■レファレンス受付件数（2019年 9 月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

28 1586 613 305 320 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

454 40 692 788 4856 

（開館日 24 日 一日平均 201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。 

 

 
 

2019年も最後の月となりました。 

お世話になった人へ感謝を伝える機会が増える時期

ですね。SNS の発展で物理的な距離を希薄に感じる人

も少なくないでしょう。それでも周囲や遠くの誰かに思い

をはせる素敵な時期とも言えるのではないでしょうか。 

今月は贈り物〈ギフト〉をキーワードに紹介します。 

ギ  フ  ト 

昨今はお歳暮のような季節の贈り物だけでなく、コミュニ

ケーションツールとして日常的に贈り物をする、特に相手

の満足度を重視する傾向があるようです。 
（雑誌）『宣伝会議 2018年 6月号』 宣伝会議 

 

贈るという行為には古来より、 

様々な意味が込められてきたようです。 

『贈与論』 マルセル・モース/著 有地 亨/訳  

勁草書房 2008 年 

年賀状にかぎらず、相手を想う“言葉”は最大の贈り物ですね。 

『こころを伝える一字の年賀状』  
永守 蒼穹/著 可成屋 2001 年 

 

色々な字体や美しい書き方まで。意味や字源もわかります。 

『現代書道字典』 阿保 直彦/編著 木耳社 2006 年 
 

時には自分に言葉を贈るのはいかがでしょう。 

『言葉の贈り物』 若松 英輔/著 亜紀書房 2016 年 

 

 

レファレンスだより 2019年12月号 No.205 
 

 

 

 

 

★お歳暮★ 

★年賀状★ 

★クリスマス★ 
 

12月と 1月は、 

いろいろなテーマで 

選んだ本を福袋にしています。 
 

1階特設展示棚と“本の森”へ 

おこしください♪ 

 

 こどもから大人までお楽しみいただけます 

（なくなり次第終了します） 

 
 ☆福岡市総合図書館・各分館は年末年始の為 12/28～1/4まで休館します☆ 

 

 

 
 



- 2 - 

      こんな質問がありました！ 
 

 

Ｑ：「京大俳句事件」について知りたい。（人文科学） 

 

■所蔵の資料で調べる 

『最後はひとり』（下重 暁子／著 PHP研究所 2014）分館所蔵 914.6/ｼ/ 

  エッセイ集だが、「京大俳句弾圧事件」について少々記述あり。 

『近代作家追悼文集成 37 吉井勇 和辻哲郎 小川未明 西東三鬼』 

（ゆまに書房 1999）２階Ｂ20 910.26/ｷ 

  京大俳句に参加していた西東三鬼が弾圧を受けたことについての記述あり。 

『「京大俳句」を読む会 会報第 2号』 

（「京大俳句」を読む会／編集 「京大俳句」を読む会 2013 ※当館では第 2号のみ所蔵） 

2階郷土Ｋ6 KL913/4/ｼ  

「<先達に聞く 第 2 回>講演 新興俳句と「京大俳句」」（田島和生/講演）の記録の中に、京大

俳句が治安維持法により、特高から弾圧されたことが記されている。 

『新興俳人の群像』（田島 和生／著 思文閣出版 2005）2階郷土Ｋ6 KL913/ﾀ 

京大俳句弾圧事件を含む「昭和俳句弾圧事件（新興俳句弾圧事件）」について 1 冊にまとめられて

いる。 

『橋本夢道物語』（殿岡 駿星／著 勝どき書房 2010）1階ポ 55 911.36/ﾄ 

京大俳句とは直接関わりはないが、「京大俳句事件」を含む「昭和俳句弾圧事件（新興俳句弾圧事

件）」の中で弾圧・投獄された橋本夢道について書かれている。 

 

 

 

 

Ｑ：（社会科学）天皇家の予算はいくらぐらいなのか？（社会科学） 

 

■所蔵の資料で調べる 

『平成皇室事典』（主婦の友社／編 主婦の友社 1999.年）２階Ｃ１１ R288.4/ﾍ 

『天皇家の財布』（森 暢平／著 新潮社 2003年）閉架 323.15/ﾓ 

上記 2 冊によると天皇家の予算の名称は皇室費といい、使用目的別に内廷費、皇族費、宮廷費の 3

つに分かれていることがわかる。資料には平成 8 年度、15 年度の金額が掲載されている。 

『國の予算平成 30年度』（財政調査会／編纂 大蔵財務協会 2018年）２階Ｃ１６ R344.1/ｸ 

一般会計歳出の事項「皇室費」に 30 年度予算額（9,859,615 千円）、29 年度の予算額（当初：

6,217、637 千円、補正後：6、360,384 千円）とある。 

『日本の統計 2018』（総務省統計局／編集 総務省統計局 2018年）２階Ｃ１８ R351/ﾆ 

一般会計目的別歳出額のうち皇室費の項目に以下のとおり記述がある。 

（単位は 10 億円）平成 26 年度 6.2、平成 27 年度 5.8、平成 28 年度 5.4、平成 29 年度 6.2。 

 

■インターネットで調べる 

宮内庁ホーム＞皇室＞制度＞皇室の経済 

【https://www.kunaicho.go.jp/about/seido/seido08.html#H2-01】によると、平成 31 年度 

の内廷費は 3 億 2,400 万円、皇族費は 2 億 6,423 万円、宮廷費用 111 億 4,903 万円となって 

いる。また、宮内庁ホーム＞宮内庁について＞予算＞宮内庁関係予算＞宮内庁関係予算の推移

【http://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/kunaicho/yosan-ichiran.html】では昭和 22 年以降、 

年度別の皇室費が確認できる。 
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Ｑ：全身の保湿について具体的な方法がわかる資料はあるか（自然科学） 

 

■所蔵の資料で調べる 

『スキンケア最前線』（宮地 良樹／編集 メディカルレビュー社 2008）２階Ｅ９ 494.8/ｽ/ 

ｐ.130-131 のコラム「いつ塗るどう塗る保湿剤」に皮膚科の保湿剤の用法・要領について説明

されています。 

またｐ.131 には“入浴後早めに（10 分以内に）塗る方が効果的と思われる”“適量と感じる量（か

ろうじて光る程度、あるいはティッシュペーパーが付着する程度）よりもやや多めに外用するのが効

果的である”と書かれています。 

 

『高齢者の皮膚トラブル FAQ』（宮地 良樹／編集 北 徹／編集 診断と治療社 2011） 

２階Ｅ９ 494.8/ｺ/ 

高齢者の皮膚科治療に関する資料ですが、ｐ.61-66「高齢者の乾燥のスキンケアのポイントは？」

には、保湿外用薬の塗布法や保湿外用薬の種類・成分が解説されています。 

ｐ.66 には“かゆみを感じた部位に塗布するのではなく入浴後に十分量の保湿外用薬を乾燥のみ

られる皮膚全体に塗布し乾燥治療することが痒みを伴う感想皮膚に有効であることを納得してもら

う”とまとめられています。 

 

『NHK きれいの魔法 2012 年 11月号』（NHK出版 2012）閉架書庫 

「かさカユ解消！乾燥対策ボディーケア」（雑誌記事ｐ.５０-５７）には乾燥をふせぐコツ、市販の

保湿剤の種類と特徴、選び方、一回の使用量、マッサージを兼ねた手足への塗り方が解説されていま

す。 

 

 

Ｑ：：世界で 6 人に一人が学校に行けていないというニュースを見た。ユネスコが発表したものらし

いが、詳細が見たい。                            （国連） 

 

■インターネットで調べる 

ユネスコのホームページより、該当の統計資料を探す。 

UNESCO(国連教育科学文化機関)【https://en.unesco.org/】から 

Resources＞Data and Statistics＞UNESCO Institute for Statistics（ユネスコ統計研究所） 

＞Education ＆ Literacy＞Equity in Education  

9 月 13 日付の下記のタイトルの資料が該当と判明。 

『New Methodology Shows that 258 Million Children, Adolescents and Youth 

 Are Out of School』 [Fact Sheet no. 56 September 2019 UIS/2019/ED/FS/56] 

2018 年にユネスコが行った、世界各国の６歳から 17 歳までの子どもたちを対象にした就学

状況の調査に関する報告書。この中で、学校に通っていない子どもの数は、世界でおよそ２億

5840 万人に上り、これは全体の６人に１人にあたるということが報告されている。 

また、該当の資料が含まれる「Equity in Education」の項目には、その他にも教育の公平性

に関するデータが集められているので、多くの情報が得られる。 （英語） 

■所蔵の資料で調べる 

『世界子供白書 2017 デジタル世界の子どもたち』 

（ユニセフ／著 日本ユニセフ協会広報室／訳 日本ユニセフ協会 2018年） ２階国連 A1 

 ｐ.170 表５「教育指標」の中に就学率関連のデータあり。 

 

 

 

 

※「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！ 
 

『電気事業便覧 2018 年版』 
（経済産業省資源エネルギー庁／編集 経済産業調査会 2019年）2階 C16 R540.9/ﾃﾞ 

 電気事業、電力供給に関する統計類および電力業界の動向や財政や主要統計が掲載された便覧です。

1954 年から毎年継続して刊行されていますが、2006 年の電力自由化や東日本大震災後の電力シス

テムの改革をうけて、2018 年度版より掲載内容が大幅に刷新されました。これまで掲載されていなか

った、電気小売事業者の動向や主要各国の電気事業の概要も掲載されています。 

巻末には電気事業用語の解説が掲載されており、電力関係の用語辞典としても使用することができま

す。またｐ.279「使用済燃料の貯蓄量」には、2017 年 10 月時点における各原子力発電所の使用済

燃料の貯蔵量が掲載されています 

使ってみました 2017 年で最も多くの電気を使った日はいつ？ 

ｐ.50 に月別・供給区域別の最大需要電力（送電端・2017 年度）、ｐ.51 に夏季・冬季の最大需要

電力発生時の電力需給情報（送電端）が掲載されています。これらの表によれば、九州では 8 月 1 日、

全国では 8 月 24 日にもっとも多くの電力が使われました。ちなみに 8 月 1 日の九州の最高気温は摂

氏 34.1 度でした。 

 

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 

グリーフケアの時代 

：「喪失の悲しみ」に寄り添う 

島薗 進・鎌田 東二・ 

佐久間 庸和／著 
弘文堂 146.8/ｸﾞ/ 

インターネットにおける誹謗中傷法的

対策マニュアル 
中澤 佑一／著 中央経済社 007.3/ﾅ/ 

社 

会 

ボランティアとファシズム 

：自発性と社会貢献の近現代史 
池田 浩士／著 人文書院 369.7/ｲ/ 

NISA概論：少額投資非課税制度 日本証券業協会／著 東洋経済新報社 338.8/ﾆ/ 

自 

然 
がん生物学イラストレイテッド 

渋谷 正史・湯浅 保仁／編

集 
羊土社 491.65/ｶﾞ/ 

気候と人間の歴史 1：猛暑と氷河 
E.ル=ロワ=ラデュリ／[著] 

稲垣 文雄／訳 
藤原書店 451.93/ﾙ/ 

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≫   世界の音楽 

≪自然科学≫  人といきる菌 

≪社会科学≫    人  権 

≪国際≫    アジアの映画 

≪1階特設展示棚・1階本の森≫        本 の 福 袋 

 


