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今月の特集！   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
    
 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
☆やっぱり国宝☆ 

 

『知識ゼロからの国宝入門』 

（小和田 哲男/監修 幻冬舎 2016年） 
 

『よみがえる国宝』 
（九州国立博物館/編集・発行 2011年） 

 

日本の宝 
と言えば

… 

レファレンスだより 2020年 10月号No.215 
 

   ■レファレンス受付件数（2020年 7月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

935 1402 313 276 431 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

350 16 924 806 5453 

（開館日 26日 一日平均 210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紙です。 

１０月は「福岡市図書館マンス」！  

今年度のテーマは・・・・・・ 

「図書館たからじま」 

 

福岡市図書館マンスとは・・・・・・ 
福岡市の図書館では、皆様に楽しんでいただける図書館、親しみ

やすい図書館を目指して、毎年、読書週間のある 10 月を「福岡市図

書館マンス」とし、分館も含めた全館で趣向を凝らした展示・イベント

等を行います。この機会にぜひ、ご利用ください！ 

 

図書館は知の宝庫！ 

どうぞ、宝探しにお越しください。 

あなたにとっての 

“宝”が見つかりますように！ 

 
☆やっぱり富士山☆  

 
『富士山 日本の美』 

（高階 秀爾/監修 高階 秀爾/[ほか]執筆 美術年鑑社 2013年） 

🌸写真集は『富士山絶景撮影登山ガイド』（2019）、『テッペン： 

死ぬまでに見たい、富士山頂からの絶景』（2014）ほか多数 

 

） 

富士山の絵画集 

 
☆やっぱり桜☆  

 
『桜』（高波 重春/撮影 串田 孫一/文 時事通信社1987年） 

『九州の一本桜』（梅野 秀和/著 梓書院 2009年）  

 

震災以前の“熊本城の櫻”
の写真が載っています 

☆今月は、館内にてブックリスト「図書館たからじま案内人 おすすめのお宝本」を配布！☆ 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-Ky1cvFp8PW8/VMItjouDJvI/AAAAAAAAqvM/E0y79Jlz8Wg/s800/line_book.png
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回答： 以下のような資料があります。 

 

① 『歴代内閣・首相事典』（鳥海 靖／編 吉川弘文館 2009年）２階Ｃ２ R312.1/ﾚ/ｼﾞﾝﾒｲ 14 

2009年（平成 21年）鳩山由紀夫内閣まで記載。 

② 『歴代国会議員経歴要覧』（宮川 隆義／編 政治広報センター 1990年） 

２階Ｃ２ R314.18/ﾚ/ｼﾞﾝﾒｲ 14   

ｐ.1～「歴代国会議員経歴要覧」、ｐ.1659「議会政治 100年史年表」に歴代総理大臣名あり、
1990年（平成 2年）海部内閣まで記載。 

③ 『歴代閣僚と国会議員名鑑』（憲政資料編纂会 1978年）２階Ｃ２ R317/ﾚ/ｼﾞﾝﾒｲ 14 

巻頭「歴代内閣写真集」内、ｐ.79「内閣総理大臣一覧」に 1975年（昭和 50年）福田内閣ま
で記載あり。 

④ 『国会便覧』平成31年2月新版（シュハリ・イニシアティブ 2019年）２階Ｃ２ R314.03/ｺ/ｼ゙ ﾝﾒｲ14  

⑤ 『政治家人名事典』（日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ 2003年） 

２階Ｃ２ R310.33/ｾ/ｼﾞﾝﾒｲ 14 
 

※首相官邸のホームページ内「内閣総理大臣一覧」に生年月日の記載あり。 
【https://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/ichiran.html】 

 

質問： マンションの共有廊下に汚泥がたまっているので、共有部分について 

書かれている法律（「建物の区分所有等に関する法律」）が知りたい。 

 

 
回答：以下のような資料があります。 

 

現行法規は 2階Ｄ１の棚（禁帯出）をご覧ください。 

① 【加除式資料】『現行日本法規 15-1 民事 1』 

（法務大臣官房司法法制調査部／編 ぎょうせい）２階Ｄ１ R320.91/ｹﾞ 

② 『新版マンション管理六法 平成 22年度版』 

（マンション管理センター／編著 マンション管理センター 2010年） 

２階Ｄ１ R365.31/ｼ 

③ 『六法全書 令和 2年版 2』 

（中里 実・佐伯 仁志／編集代表 有斐閣 2020年）２階Ｄ１ R320.91/ﾛ 

④ 『登記小六法 令和 1〜2年改元版』 

（登記法令研究会／編集 桂林書院 2019年）２階Ｄ１ R324.86/ﾄ 

 

※インターネット「e-Gov法令検索」で法令名を検索する。 
【 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/ 】 

 

 

質問： 歴代総理大臣の生年月日を知りたい。 

 

今月のレファレンス事例 
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質問： 台風の名称について。昭和２８年（１９５３年）以来、号で呼ばれて

いるが、それ以前は？ 

回答: 以下のような資料があります。（一部略して引用） 

 

① 『日本大百科全書 14』（小学館 1994年） ２階Ｃ１  R031/ﾆ  

「台風」の項目より、定義について「一九五三年（昭和二ハ）から用いられたもので、それ以前は猛

烈な暴風雨をさし、はっきりした基準はなかった」、「とくに災害の大きかった台風については、その上

陸地点名、災害をおこした地名、湾名、川名、船名などをつけて伊勢湾台風などと呼ばれる」。 

語源について「それ以前は大風、嵐、また古くは野分（のわき）とか呼ばれていた」とある。 

② 『台風の科学』（大西 晴夫／著 日本放送出版協会 1992年）２階Ｅ７  451.5/ｵ 

ｐ.47～「一九四七年ころから一九五二年までは、米軍がつけていた女性名で台風を呼ぶ方式で、

もっと以前については台風に通し番号をつけるという発想はなかったようである。日本付近を通過し

た低気圧という概念でひとくくりにした「月ごとの低気圧番号」が台風につけられていた」とある。 
 

※こちらの資料やインターネットホームページもご覧ください。 

『NHK気象ハンドブック 新版』（NHK放送文化研究所／編 日本放送出版協会 1995年） 

２階Ｅ７ 451.03/ｴ 

気象庁ホームページ内「台風の統計資料」

【http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/statistics/index.html】 

 

 

質問： 国際的な席順・席次マナー（プロトコール）を英語資料で。 

回答：以下のような資料があります。 

 

① 『Emily Post's Etiquette』（Peggy Post／著 HarperCollins Publishers 1997年） 

２階国際Ａ２１ F702ENG/385.9/PO   

p.381-385 ホームパーティ等、家で客をもてなす場合の食卓の席次が図入りで説明されている。 

② 『The art of the table：a complete guide to table setting, table manners, and     

tableware』（Suzanne von Drachenfels／著 Simon & Schuster 2000年） 

２階国際Ａ２１  F702ENG/596.8/DR 

p.391-395 ホストとゲストの関係性や立場によって異なる席の位置取りに詳しい。 

③ 『The rituals of dinner：the origins, evolution, eccentricities, and meaning of 

table manners』（Margaret Visser／著 Penguin 1992年） 

２階国際Ａ２１  F702ENG/596.8/VI 

p.121-136 宴会やパーティでの席の位置取りが大きな意味を持った歴史的な出来事や、席

次に関する多くのエピソードを紹介。 
 

※外務省ホームページで国際会議での会食の席次の紹介あり。 
外務省【https://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html】 

＞外交政策＞国際儀礼（プロトコール）＞プロトコールの基本＞座席例（PDF） 

https://1.bp.blogspot.com/-Yc9Kk_IXNow/WsiSBm8YwrI/AAAAAAABLJ4/V_U2sR6M8w4GbR20lc-FR3-7XJfjaP7xQCLcBGAs/s800/restaurant_rich_family.png


- - 4 - - 

 

『伝記映画事典 ： 映画解説とビブリオグラフィ』 
（スティングレイ，日外アソシエーツ株式会社／共編 日外アソシエーツ 2020年 ２階Ｃ１３ R778.03/ﾃﾞ 

 

 

今月の一冊！ 

 

 

 

 

1945 年〜2020 年 3 月に日本国内で公開された伝記的映画 1659 本の解説と、描かれた人物の実像を深めら

れる図書（関連伝記や自伝）の基本情報が収められた事典です。映画解説では内容のほかに監督や脚本、主演俳優の

名前も掲載され、映画ガイドとしても楽しめます。人物は 1277 人、図書は 4440 点が掲載されています。人物名の五

十音順で並んでいますが、巻末の「映画作品名索引」で邦題・原題の両方からも探すことができ、大変便利です。 

 

使ってみました  ⇒ジョン・レノンの伝記映画を観たい！  

→レノンで引く。→レノン，ジョン （Lennon,John １９４０～1980 イギリスのミュージシャン，アーティスト） 映画「イマジン

/ジョン・レノン」他 2作品と図書 15冊が掲載されています。 

 

 

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 

冊封琉球全図 ： 一七一九年の御取り

持ち 

国立劇場おきなわ／監修 

麻生 伸一／編集 
雄山閣 219.90/ｻ 

アスリートのための解剖学 ： トレー

ニングの効果を最大化する身体の科学 
大山 卞 圭悟／著 草思社 780.19/ｵ 

社 

会 

国連と大国政治 （国連研究） 第 21号 日本国際連合学会／編 国際書院 319.9/ｺ 

コミュニティカフェ ： まちの居場所

のつくり方、続け方 
齋藤 保／著 学芸出版社 335.8/ｻ 

自 
然 

日本鳥類図譜 
久保 敬親／写真  

樋口 広芳／監修 
山と溪谷社 488.21/ｸ 

洪水と水害をとらえなおす ： 自然観

の転換と川との共生 
大熊 孝／著 

農文協プロダク

ション  
517.21/ｵ 

 

今月の展示 ～総合図書館２階 展示図書のご案内～ 

毎月 5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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究成果の紹介 2020 

≪１階 特設展示棚≫ 

≪人文科学≫  

私の探した〇〇のおたから本 

≪社会科学≫ 

知の宝庫で調べる 

≪自然科学≫ 

医療情報をあつめよう 

≪国際≫  

おたから㏌ Fukuoka 

≪国連≫ 

おたから㏌ 国連 


