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今月の特集！ 
                                 

  
 
 
 
 
 
 
 

     2019     2012 

感染症とウイルスについての本       新型コロナウイルス     マーズコロナウイルス 

 ＊書籍や事典で調べよう。 

『グローバル時代のウイルス感染症』  西條 政幸／編著 日本医事新報社 2019.1 

『世界一わかりやすい新型コロナウイルス完全対策 BOOK』  寺嶋 毅／監修 西脇 俊二／監修  

宝島社 2020.3 

『ウイルスと感染症』  ニュートンプレス 2015.2  

『感染症は世界史を動かす』  岡田 晴恵／著 筑摩書房 2006.2 

 ＊館内閲覧事典：『感染症事典』 感染症事典編集委員会／編 オーム社  2012.1 

『ウイルス学事典』 Brian WJ Mahy／著 山内 一也／訳 西村書店 2002.5 

 

インターネットの情報 
＊最新情報を収集しよう。 
・厚生労働省ホームページ  新型コロナウイルス感染症について   

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

・日本ウイルス学会  新型コロナウイルス感染症について
http://jsv.umin.jp/news/news200210.html  
・国立感染症研究所  新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 関連情報     

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html 

 

レファレンスだより 2020年5月号 No.210 
 

   ■レファレンス受付件数（2020年 2月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

37 1550 396 260 278 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

424 52 494 817 4308 

（開館日 23日 一日平均 187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。 

感染症と 

ウイルスを 

知ろう 

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-１９）は最初の

感染者が 2019 年 12 月に確認されてから、瞬く間に

日本だけでなく、世界中に感染拡大してしまいました。 

私達は正しい知識を学び、対処し、経験を次に活か

したいものです。そこで、感染症とウイルスについての本

の紹介と、最新の情報が得られるインターネット情報サ

イトを紹介します。 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html
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今月のレファレンス事例 

回答：イチイの木でできた弓（長弓・ロングボウ）のことです  

 

調査に利用した図書館資料 

① 『世界大百科事典』29（平凡社 2009年）２階Ｃ１ R031/ｾ 

29-79「弓矢」の項 

「（略）長弓（ロング・ボウ Long bow）である。軽いイチイ材で長さ２ｍ程度。」 

② 『世界大百科事典』2（平凡社 2009年）２階Ｃ１ R031/ｾ 

2-392「イチイ」の項 

「イチイの仲間はヨーロッパ各地に見られるが、生長がおそいため現在ではかなり少なくなっている。

古くからその固い材質のため弓や棍棒や家庭用品を作るのにつかわれた。」 

③ 『武装事典』（新實 五穂／著 伊原 達矢／画 誠文堂新光社 2009年）２階Ｄ７ 

R390.9/ﾆ/ 

P102「クレシーの戦い・長弓部隊」 

「材質はイチイの木で、長弓の長さは使う人の背丈であったとされる」 

 

 

質問：明治の芸妓の髪形や着物の様子がわかる資料がみたい。 

回答：以下のような資料があります。 

 

① 『近代日本の身装文化』（高橋 晴子／著 三元社 2005年）２階Ｄ１９ 383.1/ﾀ  

Ｐ420 

② 『明治<美人>論』（佐伯 順子／著 NHK出版 2012年）１階ポ６６ 367.21/ｻ  

口絵、1892年（明治 25年）美人コンクールの新橋芸者の全身写真がある。 

③ 『原色日本服飾史』（井筒 雅風／著 光琳社出版 1982年）２階Ｄ７ R383.1/ｲ 

Ｐ226-227、江戸後期の江戸芸妓（復元）の全身写真とイラスト。 

④ 『或る馬賊芸者・伝』（角田 嘉久／著 創思社出版 1980年）２階Ｋ８ K289//ｵ 

明治 35年生まれの博多券番の全身写真。 

⑤ 『レンズが撮らえた幕末明治の女たち』（小沢 健志／監修 山川出版社 2012年） 

１階ポ６９ 281.03/ﾚ 

⑥ 『カメラが撮らえた幕末・明治・大正の美女』（津田 紀代／監修 KADOKAWA 2014年） 

１階ポ６９ 281.03/ｶ 

⑦ 『幕末・明治美人帖』（ポーラ文化研究所／編 新人物往来社 2002年） 

１階ポ６９ 281.03/ﾊﾞ/ 

⑧ 『大正昭和美人図鑑』（小針 侑起／著 河出書房新社 2018年）１階ポ６３ 772.1/ｺ 

⑤～⑧芸妓の写真多数掲載。 

⑨ 『日本髪の世界』（石原 哲男／編著 日本髪資料館 2004年）２階Ｄ１９ 383.5/ｲ 

「つぶし島田」が芸妓の髷として紹介されている。 

質問：『トム・ソーヤの冒険』に出てくる、イチイの弓とはなにか。 
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今月のレファレンス事例 

 

 

質問：新築建物のうち、住宅以外の建物の数と床面積が載っている資料はあるか。 

 

質問：唐代の詩人 駱賓王（らくひんのう）の「在獄詠蟬」の全文、書き下し文を見たい 

回答：以下のような資料があります。 

 

① 『唐詩の世界（新コンパクト・シリーズ）073』（鈴木 修次／著 日本放送出版協会  

1990年）閉架書庫 921. 43/ｽ  全文、書き下し文あり。 

② 『唐詩三百首 ２』（蘅塘 退士／編 目加田 誠／訳注 平凡社  1975年）２階東洋文庫                    

921/ｺ 

③ 『唐詩鑑賞辞典』（前野 直彬／編 東京堂出版 1978年）２階Ｃ14 R921.43/ﾄ 

④ 『中国の名詩鑑賞 ４:初唐』（田森襄／編 明治書院 1975年）閉架書庫 921/ﾁ 

⑤ 『心象紀行/漢詩の情景 ３理想への意志』（松浦 友久／編・解説 東方書店 1990年） 

閉架書庫 921/ｼ 

②～⑤の 4冊には、全文、書き下し文の他に口語訳・解説もあり。 

⑥ 『漢詩の事典』（松浦 友久／編 大修館書店 1999年）２階Ｃ14 R921.03/ｶ 

 中間二聯のみの記載。 

参考： 『全唐詩』（上下 2 巻 中国語）には、この詩には序文があり、当時蟬は高潔な生き物として描

かれている。 

 

漢詩に関するレファレンスは開館当初から数多く受けております。時代、作者名、詩題がわかって

いる場合は比較的調査しやすいのですが、詩の一部で調査を依頼される場合は『大漢和辞典』

や中国語の辞典などの関連資料やデータベースなどを使い、出典を調べ、その詩に到達していく

ことになり、回答までに時間がかかることもあります。 

 

 

 

 

回答：以下のような資料があります。 

 

① 『建築統計年報 平成 23年度版』（建設物価調査会 2012年）２階Ｃ３ R520.59/ｹ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 2 

   昭和 51年度版～平成 23年度版まで所蔵（※古い資料は２階Ｃ20 または閉架書庫にありますの

で、カウンターでお尋ねください。） 

      ※福岡県立図書館は平成 30年度版まで所蔵。 

② 「建築物実態調査」（e-stat 政府統計の総合窓口）インターネット 

   2011年、2012年のみ。 

   構造別で棟数、床面積あり。 

③ 「建築着工統計調査」（e-stat 政府統計の総合窓口）インターネット 

   2019年まで。 

   構造別、規模別の着工建築物の数、床面積の合計あり。 
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         今月の一冊！  
 

 

『食べられる野生植物大事典』 
（橋本 郁三／著 柏書房 2003年）２階Ｅ２ R471.9/ﾊ 

 

著者が23年かけて調べた日本の 1400種類の植物のうち、およそ1150種類の野生植物について、草木の種類、

体系に整理され、項目ごとに、花や葉の形態、大きさ、分布、調理方法、由来について詳しく書かれています。 

例えば、「シロツメクサ」の名前の由来について、「江戸時代の末期、オランダから到着したガラス器の荷造りに、こ

の干し草を詰めてあったので「詰草」の名がついた、といわれる」と書かれています。 

特に調理は多くの種類が紹介され、味覚の５段階評価や時には個人の感想も書かれていて、著者の植物研究への

熱意を感じます。巻末に有毒植物の見分け方、「ニッコウキスゲ焼きそば」、「ハコベ・サラダ」、「ヤマツツジジャム」な

ど具体的な料理のレシピや、リキュールの作り方、調理方法のアドバイスもあり、調べても読んでも楽しめる 1冊です。 

使ってみました⇒「タンポポ」は食べられるのか？  

 「和名さくいん」と属名をアルファベット順に配列した「Index to Specific Names」の２つの索引がある。索引を引

くと P286 タンポポ属 Taraxacum wiggerｓの項目がある。日本在来のタンポポの種類、地方にある種やセイヨウタ

ンポポについても触れており、「日本在来のものより、セイヨウタンポポの方が若葉も花も平均的に味がいい。」とある。

またタンポポ類の食用事情として、葉と花（頭花）の天ぷら、若葉のバター炒め、花びら（舌状花）を散らした野菜サラ

ダなど、簡単な下ごしらえの説明と共に紹介している。 

 

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 

名刀大全 解説編 
渡邉 妙子／監修  

原田 一敏／監修 
小学館 756.6/ﾒ 

騎士道 
レオン・ゴーティエ／著  

武田 秀太郎／編訳 
中央公論新社 156.9/ｺﾞ 

社 

会 

SDGs時代のパートナーシップ 
佐藤 真久／編著  

関 正雄／編著 
学文社 318/ｴ 

ケースに学ぶ経営学 第 3版 東北大学経営学グループ／著 有斐閣 335.1/ｹ/ 

自 

然 
今日の治療薬 2020 

浦部 晶夫／編集  

島田 和幸／編集 
南江堂 499.1/ｺ/ 

哺乳類の生物学 全 5巻 
高槻 成紀／編  

粕谷 俊雄／編  
東京大学出版会 489/ﾎ/ 

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。（４・５月共通展示） 

 

 

 

 

 

 

≪１階 特設展示棚≫ 

≪人文科学≫  世界の民話・神話 

≪自然科学≫     すまい 

≪自然科学≫       海 

≪社会科学≫       通信 

≪国際≫ 世界の神話・民話・おとぎ話 

《1Ｆ  特設展示》            感染症とウイルスを知ろう 

 


