レファレンスだより

2021 年 1 月号 No.218

福岡市総合図書館 図書サービス課 図書資料係 ☎092-852-0632
■レファレンス受付件数（2020 年 10 月分）

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
s 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。
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明けましておめでとうございます。
本年が皆様にとって良い年となりますよ
う、祈念いたします。
今月は、世界の縁起物やお守りの本を
ご紹介します。皆さまにたくさんの「福」が
訪れますように。
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↓こちらの資料を参考にしました。

『世界お守り・魔よけ文化図鑑』シーラ・ペイン／著 福井 正子／訳 柊風舎 2006 年
『知っているとうれしいにほんの縁起もの』広田 千悦子／著 徳間書店 2008 年
『縁起物』岩上 力／著 光村推古書院 2003 年
『世界のラッキーアイテム 77』大和田 聡子／著 ダイヤモンド・ビッグ社 2006 年
『世界お守り大全』デズモンド・モリス／著 鏡 リュウジ／監訳 東洋書林 2001 年
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質問：古文書等の修理に使う糊の作り方が知りたい。また、材料はどこで買えるのか。（人文科学）

回答 1： 棚の作り方について
①『古文書の補修と取り扱い』 （中藤 靖之／著/

神奈川大学日本常民

文化研究所／監修 雄山閣出版 1998 年）２階Ｂ４ 014.6/ﾅ
p51-53 修理に使う糊として「”新糊（ｼﾝﾉﾘ）”は純粋な小麦澱粉（沈生麩ｼﾞﾝｼｮｳﾌ・吟生麩ｷﾞﾝｼｮ
ｳﾌ）を四～五倍の水で煮て作った糊である。透明状態になるまで掻き回しながら煮れば新糊がで
きる。”古糊(ﾌﾙﾉﾘ）”は大寒のころに新糊を作り、甕に入れ寒の水を張り、冷暗所に保管し、毎冬寒
の水を取り替える、寒糊（ｶﾝﾉﾘ）とも呼ぶ。カビの生えにくい接着力の弱い糊が出来る。十年前後
寝かせたものが使われる。新糊、古糊共に裏打ちに使う糊は裏漉しして少しずつ水を入れて練り薄
めていく。」との記載あり。下記②③④にも生麩糊（ｼｮｳﾌﾉﾘ）の作り方の記載あり。
②『表具』(岡本 吉隆／著 清華堂 2007 年)２階Ｂ１７ 724.9/ｵ
③『あなただけの巻物・折り本づくり』
(藪田 夏秋／著 日貿出版社 2002 年) １階ポ７０ 022.8/ﾔ
④『拓本古文書裏打のしかた』（高橋 昌博／著 綜芸舎 1988 年）２階Ｂ１７ 728.3/ﾀ

回答 2：材料購入については④に「表装用 沈糊（粉状）は古来表具糊として最適品。裏打用品は表具
材料店にあります。」と記載があり、レファレンス協同データベース類似事例には日本画画材店や
ネット通販が紹介されています。

質問：神社仏閣で見かける猪の目（ハート形の）の由来が知りたい（社会科学）

回答：猪目の名称の由来については以下のように諸説あります。
1. 猪の目に似ているため

参考資料①③④⑥

2. 「い」の字に似ているため

参考資料①④⑤

3. 梵字の「い」の字に似ているため

参考資料⑤

4. 菩提樹の葉を模したもの

参考資料②

調査に利用した図書館資料
① 『建築大辞典』
（彰国社／編

彰国社 1993 年）２階Ｅ３ R520.33/ｹ/

② 『現代実例社寺建築の細部意匠』
（清水 稔次／著 朝日新聞出版サービス 2003 年）２階Ｅ１４ 529/ｼ/
③ 『日本の建築文化事典』
④ （平井 聖／編集代表 後藤 治／編集幹事 丸善出版 2020 年）２階Ｅ３ R521.03/ﾆ/
⑤ 『木造建築用語辞典』
（小林 一元／[ほか]著 井上書院 1997 年）２階Ｅ３ R524.5/ﾓ/
⑥ 『日本建築史主要語辞典 1 「あ」
「い」』（近藤 豊／著 理工学社 1992 年）
２階Ｅ３ R521.03/ｺ/
⑦ 『社・寺院・茶室・民家違いがわかる!日本の建築』
（宮元 健次／監修 PHP 研究所 2010 年）博多南 521/ｼﾞ/
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質問：「二十四節気（にじゅうしせっき）」を細分化した「七十二候（しちじゅうにこう）とは？（自然科学）
回答：以下のような資料があります。
①『世界大百科事典 21 ナ-ニン』
（平凡社 2009 年）２階Ｃ１ R031/ｾ/
ｐ314～315「二十四節気の各気をさらに三つに分けた七十二候というのがある」「二十四節気表」（季節、節
気名、七十二候解説）
②『旧暦読本』
（岡田 芳朗／著 創元社 2006 年）閉架書庫 449.34/ｵ/
ｐ140-141「二十四節気は観念的、七十二候は具体的」時代による変遷の記載あり。
ｐ142 以降、上段が二十四節気、下段が七十二候での解説。
ｐ166-169「二十四節気、七十二候一覧」表あり。
③『アジアの暦』 （岡田 芳朗／著 大修館書店 2002 年） 閉架書庫 449.82/ｵ/
ｐ62-96 二十四節気ごとに七十二候が解説されている。ｐ57-61 一覧表あり。
④『七十二候：世界で一番おもしろい暦の本』（落合 正勝／著 ベストセラーズ 1994 年）
閉架書庫 386.1/ｵ/
ｐ１-4「序に変えて」部分に七十二候の特徴のまとめあり。「一年を五日ごとに細分化した七十二候を用い、失
われつつある日本の季節感を楽しみながら知っていただこうという思いからです。」と記載があり、暦の専門書
ではなく、季節感を表した短歌、俳句、川柳、都々逸、説話などを引用し、一冊全て七十二候について書かれた
本です。

質問：障害者権利条約について知りたい。国連での条約成立に至る経緯など（英語でも可）

回答：以下のような資料があります。
① 『障害者の権利条約：国連作業部会草案』
（長瀬 修・川島 聡／編著 明石書店 2004 年）２階Ｄ１６ 369.27/ｼ
② 『障害者の権利条約と日本：概要と展望』
（長瀬 修・東 俊裕／編 生活書院 2008 年）２階Ｄ１６ 369.27
③ 『Human rights and disability：The current use and future potential of United Nations human
rights instruments in the context of disability』
（Gerard Quinn and Theresia degener／著 United Nations 2002 年）２階国連Ａ１
④ 『The state of the world's children 2013：children with disabilities』
（UNICEF 2000 年）２階国連Ａ１
⑤ 『えほん障害者権利条約：英語版 Picture Book United Nations Convention on the Rights of
Persons with Disabilities』
（ふじい かつのり／作 里 圭／絵 汐文社 2020 年）２階国連Ａ３
障害者権利条約の理念や、目指す社会をわかりやすい絵と言葉で紹介。日本語版もあり。
〈インターネット〉
★外務省のホームページ＞人権外交 障害者の権利に関する条約（略称：障害者権利条約）
【http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/shogaisha.html】
採択までの経緯がまとめられていてわかりやすい。
★現在の障害者権利条約に関する流れをつかむには、国連で人権問題を扱う「国連人権理事会」の下部組織、
「 障 害 者 の 権 利 委 員 会 」 （ CRPD ： Convention （ Committee ） on the Rights of Persons with
Disabilities ）のサイトが有効。【http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx】
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今月の一冊！
『現代社会福祉用語の基礎知識』
（成清 美治／編集代表 加納 光子／編集代表 学文社 ２０１５年）2 階Ｄ６ R369.03/ｹﾞ
介護保険法は２０００（平成１２）年４月に施行され、２０年が経過しました。介護は身近な問題ですが、介護に関する言
葉の中にはカタカナ語が多いなと思われたことはありませんか。ケアプラン、ケアマネジャーにショートステイ、デイサービ
スなど。この本は介護だけでなく、社会福祉の専門用語を収載していますので、ジョブコーチ（職場適応援助者）や介
護・福祉タクシーといった言葉もあります。社会福祉に関する資料や専門職との会話の中で使われている専門用語につ
いて、調べてみてはどうでしょうか。
使ってみました
上記に登場した言葉を調べてみました。「ケアプラン」⇒care plan, planning 介護サービス計画（ｐ８８より）。「ケアマネ
ジャー」⇒care manager 介護支援専門員（ｐ８８より）。「ショートステイ事業」⇒老人短期入所事業。介護保険制度実施
後は、短期入所生活介護事業へと移行（ｐ１９８、ｐ２５９より）。「デイサービス」⇒老人デイサービス事業または通所介護の
こと（ｐ２７５、ｐ２７６より）。解説は本文をご覧ください。福祉サービスもいろいろあることが分かりますね。

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。
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007.37/ﾆ

明治維新の意味 （新潮選書）

北岡 伸一／著

新潮社

210.61/ｷ

ナッジで、人を動かす ： 行動経済学の
時代に政策はどうあるべきか
日本幽霊画紀行 ： 死者図像の物語と民
俗

キャス・サンスティーン
／著 田総 恵子／訳

ＮＴＴ出版

331/ｻ

堤 邦彦／著

三弥井書店

388.1/ﾂ

世界は幾何学で作られている

アミーア・アレクサンダ
ー／著 松浦 俊輔／訳

柏書房

414.02/ｱ

菌根の世界 ： 菌と植物のきってもきれ
ない関係

齋藤 雅典／編著

築地書館

474.7/ｻ/

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≫

言葉・手紙

≪自然科学≫

城！

≪自然科学≫
≪１階 特設展示棚≫

本の福袋

海

≪社会科学≫

≪国際≫

ドイツ

中央アジアが面白い

交流年 2019
≪国連≫ ２０２１年国際年
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