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今月の特集！ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本の最新の人口をインターネットで調べる 

総務省統計局ホームページホーム＞統計データ＞人口推計【https://www.stat.go.jp/data/index.html】 

 
 
 
 
『Demographic yearbook（人口統計年鑑）』 

国連経済社会局の統計資料。人口に関わる様々なデータを掲載。当館では 1948年の初年版から所蔵。 

オンライン版：https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/index.cshtml 

『State of world population（世界人口白書）』 

国連人口基金が、1978年から発行する人口の代表的資料。1992年版より英語版、日本語版を所蔵。 

レファレンスだより 2020年7月号 No.212 
 

    ■レファレンス受付件数（2020年 4月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

29 135 34 16 21 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

43 3 63 61 405 

（開館日  3日 一日平均  135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。 

世界人口デー 
 

7月 11日は「世界人口デー」です。1987年 7月 11

日、世界の人口が 50憶人を突破したことから、人口問

題に関心をもってもらおうと国連人口基金（UNFPA）

が 1989 年に定めました。国連はこの日旧ユーゴスラ

ビアで生まれた男の子を 50 億人目と認定しています。 

統計書でみる日本と世界の人口 

 

『人口の動向日本と世界 2019 人口統計資料集』   

（国立社会保障・人口問題研究所／編集  

厚生労働統計協会 2019年） 

『国際連合世界人口年鑑  VOL.69(2018)』

（国際連合経済社会局／編集 高橋 重郷／訳監修 

原書房  2020年） 

 

人口問題を考える 

 

『2050年世界人口大減少』            

（ダリル・ブリッカー／著 ジョン・イビットソン／著  

倉田 幸信／訳 文藝春秋 2020年） 

『日本の人口動向とこれからの社会 』 

（森田 朗／監修 国立社会保障・人口問題研

究所／編 東京大学出版会 2017年） 

世界の人口を調べる本 from 国連 
 福岡市総合図書館には、国際連合（国連）の認

定を受けた九州国連寄託図書館があります！ 
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回答 1：「その右に出ずる者なし」 
中国では漢時代は左に対して右を上位としていたので、それより右に 
位置する者がいないという意から」」     参考資料①Ｐ367より 

 

回答 2: 「右に出ずる者無し」 

中国の漢代の制度では、左に対して「右」の方を上位としたので、
その上位を越える者がいないとの意から 
「左遷」（＝低い地位におとす）は漢代の成語。後に、唐・宋代では
「左」を上位とした。我が国の上代は唐制にならって、左大臣・左大将
を右大臣・右大将よりも上位とした。」    参考資料②P1074より 

 

調査に利用した図書館資料 

① 『新明解故事ことわざ辞典』（三省堂編修所／編 三省堂 2001年）２階Ｂ１ R813.4/ｼ 

② 『成語林』（旺文社 1993年）２階Ｂ１ R813.4/ｾ 

③ 『日本古代官職辞典』（阿部 猛／編 高科書店 1995年）２階Ｄ１０ 322.13/ﾆ 

④ 『有職故実辞典』（関根 正直／共編 加藤 貞次郎／共編 稀書刊行会 1976年） 

２階Ｃ１０ R210.0/ｾ 

⑤ 『国史大辞典』6（国史大辞典編集委員会／編 吉川弘文館 1985年） ２階Ｃ１０ 

 R210.03/ｺ 

 

質問：墓じまいの方法、墓じまい後の埋葬法が知りたい。 

回答：以下のような資料があります。 

 

① 『安心できる「永代供養墓」の選び方』（小原 崇裕／著 草思社 2014年） 

1階ポ６６ 385.6/ｵ 

② 『お墓に入りたくない人入れない人のために』（徳留 佳之／著 はまの出版 2006年） 

１階ポ６６ 385.6/ﾄ 

③ 『自分らしい葬儀とお墓の全てが分かる本』（自分らしい葬送を考える企画委員会／編 

 三省堂 2009 年）１階ポ６６ 385.6/ｼﾞ 

④ 『小さな葬儀と墓じまい』（大野屋テレホンセンター／監修 自由国民社 2016年） 

分館（中央・早良・西・西部） 385.6/ﾁ 

⑤ 『墓じまいのススメ』（八城 勝彦／著 廣済堂出版 2014年） 

分館（和白・中央） 385.6/ﾔ 

⑥ 『ネットではわからないお墓問題の片づけ方』（主婦の友社／編 主婦の友社 2018年） 

分館（中央） 385.6/ﾈ 

⑦ 『週刊朝日 2018年 8月 31日号』（朝日新聞出版）閉架書庫 

   Ｐ18～21「手続き、費用、移転、トラブル回避術も!墓じまいの決め時と実践」 

⑧ 『週刊文春 2017年 12月 28日号』（文藝春秋）閉架書庫 

   Ｐ22～25「遺骨はどこで供養？利便性と費用で検討」 

⑨ 『文藝春秋 2018年 4月号』（文藝春秋）閉架書庫 

   Ｐ304～313「ルポ 墓じまいする人たちの本音」 

質問：「右に出る者はいない」という言葉がある。 
古来、右大臣よりも左大臣のほうが上位であるのに、なぜこのような言葉があるのか。 
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質問：犬の年齢について、人間に換算した数値を知りたい。 

 

回答：「犬の成長スピードを人間の年齢に換算すると、大型犬であれば最初の１年で 12

歳、2年で 20歳前後、3年で 20代半ばになります。小型犬と中型犬は 1年で

15歳に、2年で 20代半ば、3年で 20代後半になっているのです。その後は 1

年で 4～7歳ほど年齢を重ねていくと考えられます。」  参考資料①P14 より 

調査に利用した図書館資料 

①『愛犬の看取りマニュアル』（南 直秀／監修 秀和システム 2016年）１階ポ７６ 645.6/ｱ 

 大型犬と小・中型犬別の表（ｐ.15）、「大きさによる犬種の種類」の表（ｐ.17）あり。 

②『愛犬の介護と飼い方 ： 今すぐできる愛犬の体と心のケア』（永岡 勝好／監修 小学館  

2005年）１階ポ７６ 645.6/ｱ 

 小型、中型、大型、それぞれの「年齢換算表」（ｐ.11）あり。 

③『一生使える愛犬の病気大百科』（長谷川 正昭／監修 主婦と生活社 2010 年） 

１階ポ７６ 645.6/ｲ小型・中型犬の目安で表「犬と人間の標準年齢換算」（ｐ.57） 

あり。 

※以下のような犬の図鑑類には、該当する記述はありませんでした。 

 『犬の大百科』（Anne Rogers Clark／[原編] Andrew H.Brace／[原編] 誠文堂新光社 1997年） 

２階Ｅ４ R645.6/ｲ 

 『イヌの動物学 アニマルサイエンス』（猪熊 壽／著 遠藤 秀紀／著 東京大学出版会 2019年） 

２階Ｅ１２ 645.6/ｲ 

 

質問：WHOのマークはなぜ蛇なのか。いつ決まったのか。 

 

回答：WHO（世界保健機関）の紋章は、国連紋章の中央に医術の神といわれているヘビ

とギリシャの医神イスキュレピアス（Aesculapius）の杖を配したもので、1948年

の第１回World Health Assemblyで選定されました。蛇が巻き付いた杖は医学

のシンボルとされており、医師会の標識等にも用いられています。 

① 毎日新聞 2020年５月 20日余禄欄 WHOのシンボルマークについて触れている。 

② 『目で見る WHO』（日本 WHO協会 2001年版）閉架書庫 p.1に「WHO と紋章」の記載あり。 

③ 『マークの秘密がわかる本：親子のためのもの知り大図鑑』 

（全国素朴な疑問研究会／編著 日東書院本社 2008年）1階ポ 62  727/ﾏ 

p.220 世界保健機関（WHO）のマークの由来。 

④ 世界保健機関（WHO）のホームページ 

【https://www.who.int/about/who-we-are/publishing-policies/logo】（英語） 

WHOの紋章は、1948年の第１回World Health Assemblyで選定されていることがわかる。 

以下はアスクレピオス（イスキュレピアス、アスクレーピオス等と表記）についての資料 

⑤ 『ギリシア神話』（呉 茂一／著 新潮社 1994年）閉架書庫 164/ｸ 

⑥ 『医神アスクレピオス：生と死をめぐる神話の旅』 

（カール・ケレーニイ／著 岡田 素之／訳 白水社 1997年）２階Ｂ７  164.31/ｹ 

⑦ 『図説ギリシア・ローマ神話文化事典』（松村 一男／訳 原書房 1997年）2階 C9  R164.31/ｽﾞ 

⑧ 『ギリシア・ローマ神話図詳事典：天地創造からローマ建国まで』 

（水之江 有一／編著 北星堂書店 1994年）2階 C9  R164.31/ﾐ 

 

① 『南極観測隊：南極に情熱を燃やした若者たちの記録』（南極 OB 会・観測五十周年記念事業委

員会／編   日本極地研究振興会 2006年）２階Ｅ６ 402.97/ﾅ 

日本観測隊史の大まかな年表あり。 

② 『しらせ：南極観測船と白瀬矗』（小島 敏男／著 成山堂書店 2011年）２階Ｅ６ 402.97/ｺ 

25次～49次・51次の南極地域観測協力行動資料がある。艦長や寄港地などが一覧になっている。 
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   今月の一冊！ 
 

『伝統ゲーム大事典』 
（高橋 浩徳／著 朝倉書店 2020年）２階Ｃ１３ R781.9/ﾀ 

世界各地のアナログゲーム約 250種類の遊び方が紹介されています。紹介ページでは、用意するものや遊び

方がそれぞれ詳しく説明されており、その多くは 6 面さいころやコマなどの道具さえ揃えばすぐに遊ぶことができ

ます。もちろん道具を使わない言葉遊びなどのゲームも紹介されています。専用の盤を使用する場合は図解され

ており、紙に描いてゲーム盤のかわりとして使えるゲームもあります。また、一般になじみのないゲームや珍しい牌

やサイコロを使うゲームは現物の写真も掲載されています。ゲームは分類順に掲載されており、地域別目次やゲ

ーム名索引があります。 

「かるた」や「はさみ将棋」、「マンカラ」といったよく遊ばれるゲームのほか、一般的にゲームとみなされること

が少ない遊戯も掲載されています。たとえば飲食と五感のゲームの「闘茶」、「聞香」、動物のゲームの「座敷鷹」

や「闘犬」などです。「彦根カロム」、「うんすんカルタ」など特定の地域につたわるゲームも知ることができます。 

ゲームのイベントの章では「雪合戦大会」や「スリッパ卓球」などの各地で行われているゲームイベントが紹介

されており、ゲームがどのように遊ばれているか実際にたずねて見てみるための情報源にもなります。 

さらに道具の作り方の章では、コピーしてすぐに使用できるゲーム盤やスコア表も掲載されており、この本一冊

と紙、鉛筆があれば相当な種類のゲームを遊ぶことができます。 

ただし「この本の特徴」にあるように、トランプ、花札など遊び方の種類が多く専用の解説書が多数出版されて

いるものについては掲載を省略されています。それらの遊び方については、それぞれの解説書を参照した方がよ

さそうです。 

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 

九州の中世 1：島嶼と海の世界 
大庭 康時・佐伯 弘次・ 

坪根 伸也／編 
高志書院 219.04/ｷ 

青狐の島：世界の果てをめざしたベー

リングと史上最大の科学探検隊 

スティーブン・R.バウン／著 

小林 政子／訳 
国書刊行会 299.21/ﾊﾞ 

社 
会 

人事・労務担当者のためのメンタルヘ

ルス対策教本 

鈴木 安名・北岡 大介／著 

峰 隆之／編 

日本経済新聞

出版社 
336.48/ｽ 

持続可能な社会を考えるための 66冊 小宮山 博仁／著 明石書店 370.4/ｺ 

自 

然 

気象防災の知識と実践 牧原 康隆／著 朝倉書店 451/ﾏ 

ご家族のためのがん患者さんとご家族

をつなぐ在宅療養ガイド 

地域におけるがん患者の緩和ケア

と療養支援情報プロジェクト 

／編著 

日本医学出版 494.5/ｺﾞ 

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≫   暮らしの手しごと 

～伝統工芸～ 

≪自然科学≫  昆虫すごい！ 

～魅惑的な昆虫世界～ 

≪社会科学≫   交 通 

≪国際≫  イスラムを訪ねる 

≪１階 特設展示棚≫         図書館を使った調べる学習コンクール 


