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子どもの病気や障がい 

子どもの病気や障がいについて 

調べるための本もあります。 

信頼できる情報を探すお手伝い 

をいたします。 

『発達障害の作業療法（基礎編・実践編）』 

岩崎 清隆／著 鴨下 賢一／著  

岸本 光夫／著 三輪書店 

おはなし会 

総合図書館だけでなく、各区の分館でも赤ちゃ

んから小学生までの「おはなし会」を開催して 

います。読み聞かせやおはなしが 

楽しめます。 

『子どもに昔話を!』 

石井 正己／編 三弥井書店 

 

パスファインダー 

        パスファインダーとは調べ方ガイド 

のこと。「子育てお役立ち情報 

パンフレット」というタイトルで 

総合図書館で配布しています。 

2階レファレンスカウンター1でも育児に関す

る本や情報の相談を受け付けています！ 

 

赤ちゃん絵本・育児の本 

0歳からの絵本も数多くあります。 

また、おうちの人のための 

さまざまな育児本もあります。 

『FUKUOKA子育て情報ガイド』 

福岡市こども未来局／[編]  

福岡市こども未来局 

 

 

 

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！ 
  今年、現職の大臣が育児休暇を取得しました。賛否両論ありましたが、大変な育児は家庭だけでなく 

地域や社会も支援していくべきと考えるためのきっかけになったのではないでしょうか。 

図書館もあなたの育児を応援します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レファレンスだより 2020年3月号 No.208 
 

    ■レファレンス受付件数（2019年 12月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

55 1412 575 380 333 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

414 36 532 722 4459 

（開館日 22日 一日平均 203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。 

あなたの 

育児に 

図書館が 

できること 

おすすめ 

おすすめ 

おすすめ 

3～4月 1F 特設展示「図書館を使いたおそう！！」 

図書館のいろんなサービスをご紹介します！ 

検索機の使い方、メールレファレンス、データベースなど、知ると便利な

サービスのリーフレットの配布や、ビジネス情報、育児情報、医療情報の

探し方が分かるパスファインダーの配布をします。 

「本を借りるだけ」よりも、もっと得する図書館の使い方！ 

ぜひご覧ください。 
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回答：バチカン市の公用語であるラテン語【ｐａｐａ】を日本語に訳したときの名称

が違うだけで、意味の違いはありません。 

 

調査に利用した図書館資料 

① 『岩波キリスト教辞典』（大貫 隆／編集 名取 四郎／編集 岩波書店 2002年） 

２階Ｃ１０ R190.33/ｲ 

② 『キリスト教大事典』（日本基督教協議会文書事業部・キリスト教大事典編集委員会／企画・

編集 教文館 1977 年）２階Ｃ１０ R190.33/ｷ 

③ 『新カトリック大事典』（上智学院新カトリック大事典編纂委員会／編 研究社 1998年） 

  ２階Ｃ１０ R198.2/ｼ 

④ 『世界大百科事典』（平凡社 東京 2009年）２階Ｃ１ R031/ｾ 

⑤ 『日本国語大辞典』（日本大辞典刊行会／編 小学館 東京 1976年） ２階Ｃ１ R813.1/ﾆ 

⑥ 大鷹外務報道官記者会見 令和元年 11月 20日  

（インターネット【https://www.mofa.go.jp/mofaj/】） 

⑦ 朝日新聞 2019年 11月 23日朝刊 2面 

    朝日新聞 2019年 11月 26日朝刊 2面 

質問：マンションの水漏れ事故について調べている。判例も含めて知りたい。 

回答：以下のような資料があります。 

 

① 『口語民法 口語六法全書』（高梨 公之／監修 自由国民社 2002年）２階Ｄ１０ 324/ｺ 

717条（土地の工作物などの占有者と所有者の責任）参考（p.332） 

② 『マンション法・徹底解説 管理実務に役立つ』（嶋本 勝浩／著 清文社 2007年）２階Ｄ

１５ 365.31/ｼ/ 

③ 『要約マンション判例 170』（升田 純／著 学陽書房 2015年）２階Ｄ１５ 365.31/ﾏ 

④ 『要約マンション判例 155』（升田 純／著 学陽書房 2009年）２階Ｄ１５ 365.31/ﾏ 

⑤ 『Q&A マンション法ハンドブック トラブルから学ぶ管理のコツ』（山上 知裕／編著 畑中 

潤／著 ぎょうせい 2005年）２階Ｄ１５ 365.31/ﾔ 

「水漏れの責任はだれが負うのですか」の見出しで、発生した原因と場所からの説明あり。

（p.74-75）。 

⑥ 『わかりやすいマンション判例の解説 紛争解決の実務指針』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 

⑦ 『最新くらしの法律相談ハンドブック 最新の情報・最新の法律 困ったときにすぐ役立つ 

全国から 350名の弁護士が結集 類書をしのぐ 540例』（自由法曹団／編 旬報社 2011年） 

２階Ｄ５ R320/ｻ  

「マンションをめぐる問題」の「漏水事故による損害賠償」（p.454-455）として、だれにどのような

責任を問えるのか解説あり。 

⑧ 『実務マンション法 主要法令全条文付』（末永 秀夫／著 日本加除出版 2004年） 

２階Ｄ１５ 365.31/ｽ 

質問：ニュースで「ローマ法王の呼称を「法王」から「教皇」に変更する」

と言っていた。法王と教皇で意味が違うのか。 
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質問：イギリスの自動車であるアストンマーティンについて知りたい。写真も見たい。 

質問：国連人権理事会について知りたい。 

回答：国際連合人権理事会：United Nations Human Rights Council、

UNHRC）は、60年続いた人権委員会に代わる機関として、2006年に国

連総会により設置された人権と基本的自由の促進と擁護に責任を持つ国

連の主要機関。人権理事会の 47理事国は、地理的配分により公平に選

出され、任期は 3年。連続 2期はできないが再選は可能です。 

 

① 『国際連合の基礎知識』（国際連合広報局／著 八森 充／訳 関西学院大学総合政策学部 

2018年）２階Ａ２ F001.00/'18 

② 『国連人権理事会：その創造と展開』（戸塚 悦朗／著 日本評論社 2009 年）２階Ｄ１１ 

329.33/ﾄ/  

③ 国連人権理事会のドキュメント  ２階Ａ７  

人権理事会のドキュメント記号   A/HRC/～ 

④ 国連人権理事会のホームページ【http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC】（英語） 

国連人権委員会の成り立ちや加盟国、組織体系、会期ごとの文書や最新情報など人権理事会の

あらゆる情報を得ることができる。 

回答：アストンマーティンはイギリスの自動車メーカーであり、 

かつブランドの名称でもあります。以下のような資料があります。 

 

①『世界の自動車（12)アストン・マーティン,アルヴィス,インヴィクタ』（二玄社 1980） 

閉架書庫 537/ｾ 

1980 までのアストン・マーティン社とアストン・マーティン（車）の情報とモノクロ写真掲載あり。 

②『月刊 CAR GRAPHIC(カーグラフィック)2004年 11月号』（二玄社 2004）閉架書庫 

特集としてアストン・マーティンＤＢ4ＧＴ・ＤＢ7ザガード・ＤＢＲ9についての記事と鮮明なカラー写

真（車体・車内・エンジン）掲載あり。 

③『輸入車ガイドブック 2008』（日刊自動車新聞社 2007.10）閉架書庫 537.92/ﾕ 

アストン・マーティン社の簡単な概略とアストン・マーティンＶ8 ヴァンテージ・ＤＢＳ・ＤＢ9 のカラー

写真掲載あり。 

④『世界自動車図鑑』（アルバート・L・ルイス／著 ウォルター・A・マシアーノ／著 草思社  

1980.4）閉架（館内閲覧） 

インターナショナル、マークⅡについての概要と車体のイラスト記載あり。 

⑤『日本と世界の自動車最新カタログ 2003年版』（成美堂出版編集部／編集 ドイツ V・M・V 

社／編集 成美堂出版 2003.2 ）閉架書庫 537.92/ﾆ 

2003年当時の車種のカラー写真掲載あり。 

＊インターネット情報としてはアストン・マーティン公式サイトやフリー百科事典『ウィキペ 

ディア（Wikipedia）アストンマーティン』に車体カラー写真が多数掲載あります。 
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     今月の一冊！ 
 

『日常語の中の武道ことば語源辞典』 
（加藤 寛／編 西村 諒／編 東京堂出版 1995年）2階Ｂ1 810.4/ﾆ 

「真剣勝負」、「手綱を締める」、「元の鞘に収まる」など、普段、私たちが何げなく使っている言葉の

中には、武道に由来する言葉が数多くあります。本書は日常語の中から、諸武道、戦陣、武器武具の用

語およびこれらに類する語句など、武道に関わりの深い言葉を拾い上げ、それらの語源を探求し解説し

た辞典です。本書の編者は「これらの言葉の原義から現在の意味へと転じた経緯の明らかなものは残念

ながら僅かで、その多くは憶断の域を脱していない。」と述べています。しかしながら時にユーモアを

交えた解説は読み物としても面白く、言葉を通して武道の文化に触れることができる一冊です。 

調べてみました  ⇒ 「縦割り」 

現代で使われる意味は「ある組織の中で横のつながりが薄く、上下関係だけで仕事が分担されている

状態のこと。」だが、この言葉古くは合戦のときの太刀さばきをこう呼んだもので、刀剣をもって、人

馬を脳天からまっすぐに斬り下げることを言うのだそう。室町時代の軍記『明徳記―中』に、「垣屋は

大太刀なりければ、馬も人もたてわりにせんと、小脇をすかして打けるが」とあり、大太刀で叩き割ろ

うとする様子が描かれているが、「現代の「縦割り」は、割ったか切ったかなどの血なまぐさいことと

は全く無縁に、物や組織の分断にこれ務めている。」と結ばれている。 

 

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 

フィンランド公共図書館 

：躍進の秘密 

吉田 右子／著 

小泉 公乃／著 
新評論 016.23/ﾌ 

危機と人類 （上）（下） 
ジャレド・ダイアモンド／著 

小川 敏子／訳 
日本経済新聞出版社 209.5/ﾀﾞ 

社 

会 

わかる!!台湾ビジネス Q&A 

2020年改訂版 

PricewaterhouseCoopers Taiwan

／著 奥田 健士／編集責任 
メディアパル 338.92/ﾜ 

まちの居場所、施設ではなく。 田中 康裕／著 水曜社 369/ﾀ 

自 

然 

禁煙学 改訂 4版 日本禁煙学会／編 南山堂 498.32/ｷ 

ヒューマンエラー 第 3版 小松原 明哲／著 丸善出版 509.8/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≫ 

ファミリーヒストリー（家族の歴史） 

≪自然科学≫   クルマ社会を考える 

≪社会科学≫   きずな・つながり 

 

≪1階特設展示棚≫      図書館を使いたおそう！！ 

≪国際≫      ベトナム 


