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今月の特集！     「しらべかた」を調べよう！ 

 図書館資料を使って調べる時は、まず「しらべかた」を調べると効率的に情報を得ることができます。 

「 し らべかた」全 般 に関 する本 

『文献調査法』毛利 和弘／著 日本図書館協会 2019年 １階ポ 70 015.2/ﾓ/ 

『インターネットで文献探索』 伊藤 民雄／著 日本図書館協会 2019年 ２階Ｂ４ 007.58/ｲ/ 

『実践自分で調べる技術』宮内 泰介・上田 昌文／著 岩波書店 2020年 １階ポ７０ 002.7/ﾐ/ 

分野別の「しらべかた」の本もあります。以下はその一例です。 

『特許情報調査と検索テクニック入門』野崎 篤志／著 発明推進協会 2019年 ２階Ｅ13 507.23/ﾉ/ 

『法情報の調べ方入門』ロー・ライブラリアン研究会／編 日本図書館協会 2015年 ２階Ｄ９ 320.7/ﾎ/ 

『事例で読むビジネス情報の探し方ガイド』図書館経営支援協議会／編 日本図書館協会 2005年 

 ２階Ｂ４ 015.2/ｼﾞ/ 

インターネットで「しらべかた」を調べる 

Googleや Yahooなどのサーチエンジンで”（調べたい事柄）”and”調べ方”or”探し方”などで検索すると、

図書館や大学が作成した調べ方の案内（パスファインダー）がヒットすることがあります。 

また「しらべかた」を集めたウェブサイトには以下のようなものがあります。 

国立国会図書館 リサーチナビ 調べ方案内 https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/index.php 

福岡県立図書館 調べ方の近道案内  https://www.lib.pref.fukuoka.jp/hp/reference/index.htmp 

絵 ・ 画 像 か ら 調 べ る 

名称がわからない時は、絵や画像から探せる資料を利用するのも一つの方法です。さし絵や写真が豊富

な児童書や子ども向け「絵じてん」も役立ちます。 

『オールカラー・６か国語大図典』ジャン=クロード・コルベイユ, アリアーヌ・アルシャンボ／著  

小学館外国語辞典編集部／編 小学館 2004年 ２階Ｃ１ R030/ｺ/ 

『モノの呼び名事典』GROUP21／編 日東書院本社 2009年 １階ポ７０ 049/ﾓ/ 

『モノのなまえ事典』杉村 喜光／文 大崎 メグミ／絵 ポプラ社 2019年  

１階子１ 03/ｽ/ 

レファレンスだより 2021年2月号 No.219 
 

■レファレンス受付件数（2020年 11月） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

49 1,136 343 285 213 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

356 32 306 648 3,368 

（開館日 28 日 一日平均 120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。 
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質問：競り市で使われる符丁について知りたい 

質問：ピタゴラ装置（※）の作り方が載っている本はあるか 

 

回答:以下のような資料があります。 
（※ ピタゴラ装置とは、NHK教育テレビ番組『ピタゴラスイッチ』に登場する 

からくり装置のこと。ルーブ・ゴールドバーグ・マシンの一種。） 

 

① 『コロコロドミノ装置』（野出 正和／著 いかだ社 2017年）１階子７ 75/ﾉ 

② 『スーパーコロコロドミノ装置』（野出 正和／著 いかだ社 2020年）１階子７ 75/ﾉ 

③ 『ダンボールで作るわくわくコロコロ装置』 

（コロコロ研究所／監修 ブティック社 2016年）１階子７ 75/ﾀﾞ 

④ 『コロコロ迷路』（野出 正和／著 いかだ社 2019年）１階子７ 75/ﾉ 

⑤ 『コロコロロボット』（野出 正和／著 古川 孝／著 いかだ社 2019年）１階子７ 75/ﾉ 

⑥ 『動く!遊べる!小学生のおもしろ工作』 

（滝川 洋二／監修 成美堂出版 2014年）１階子３ 40/ｳ 

P30～33 「ビー玉ジェットコースター」 

⑦ 『動く!遊べる!小学生のおもしろ工作』（滝川 洋二／監修 成美堂出版  

2006年）１階子３ 40/ｳ 

P36～39 「ビー玉ジェットコースター」 

⑧ 『うごくおもちゃをつくろう! [3] ゆれる!まわる!おもちゃ』 

（K&B STUDIO／作 あかね書房 2017年）１階子７ 75/ｳ 

P38～41 「ビー玉ジェットコースター」 

 

回答：以下のような資料があります。 

 

① 『世界大百科事典 24 2009年改訂新版』（平凡社 2009年）２階Ｃ１ R031/ｾ/ 

ｐ617～618「商取引で使われる値段や商品名などの隠語をいう。（中略）正札販売がなか

った時代に客にわからないように売値を相談するときに使われた。（中略）天満青物市場の＜

むめさくらまつたけ＞（所在地が天神の氏地で、菅原道真の愛樹にちなむ）、藍玉商の＜ゑび

すのわらひがほ＞、魚商の＜さりとはおもしろい＞などがある。（中略）符丁は文字符丁や口

唱符丁に限らない。市場内では手の振り方で売買の数量を決めているが、これを手振りとい

い、符丁の一種である。」 

手のイラストの【符丁】表もあり。 

② 『新修隠語大辞典』（皓星社 2017年）２階Ｂ１ R813.9/ｼ/ 

巻頭ｐⅦ～Ⅹ 表１：通符牒「かくし言葉の字引き」より、表２：各種商人間の符牒 

「符牒六千語 芸者からスリまで」より、に職種ごとに４１例の記載あり。 

③ 『隠語辞典』（楳垣 実／編 東京堂出版 1956年）２階Ｂ１ R813.9/ｳ/  

ｐ522～526「数の符牒一覧表」 

④ 『日本大百科全書 20』（小学館 1994年）２階Ｃ１ R031/ﾆ/ ｐ351「符調」の項。 

⑤ 『日本を知る事典』（大島 建彦／[ほか]編 社会思想社 1980年）２階Ｄ７ R382.1/ﾆ/ 

ｐ425図 21「職種による符牒」。明治と昭和など時代による符牒の記載。 

⑥ 『やっちゃ場伝 改訂版：競り人伊勢長日誌』 

（神田川 菜翁／著 江戸青果物研究連合会 2003年）２階Ｄ２０ 675.5/ｶ/ 

ｐ57、101、202に大阪市場や関東市場の符丁の表あり。 
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質問：酢の作り方が載っている資料はないか 

 

回答：以下のような資料があります。 

 

① 『誰でもできる手づくり酢』（永田 十蔵／著 農山漁村文化協会 2008年） 

１階ポ６１ 588.6/ﾅ/ 

基本となる柿酢の作り方からモルトビネガー、バルサミコ酢の作り方まで載っています。酢作りの基礎

知識や利用法、効能なども紹介されています。 

② 『酢の科学』（飴山 実／編 大塚 滋／編朝倉書店 1990年）閉架書庫 588.6/ｽ/ 

酢醸造の原理や技術が専門的に解説されています。 

③ 『酢の絵本』（やなぎだ ふじはる／へん やまふく あけみ／え 農山漁村文化協会 

2006年）１階子６ 58/ｽ/ 

児童書。柿酢の作り方、柿酢を種酢にした米酢の作り方が、イラストを用いてわかりやすく説明されて

います。 

④ 『小池芳子の手づくり食品加工コツのコツ 2 』（小池 芳子／著  

農山漁村文化協会 2006年）分館所蔵（東・和白） 619/ｺ/ 

リンゴ、トマト、ブルーベリーなどを用いた果実酢（発酵果実酢）の作り方と、その 

利用法が解説されています。 

質問：日本の家紋や武士の幟旗などについて英語で解説した本を見たい。 

回答：以下のような資料があります。 

 

【日本の家紋について】 

⚫ 『Family crests of Japan』（[ICG Muse]／編 ICG Muse 2001年） 

２階Ａ２０ F100ENG/288.6/FA 

日本の家紋を種類別に英文で解説している。 

⚫ 『An illustrated encyclopedia Japanese family crests』 

（Graphic-Sha 2001年）２階Ａ２０ F100ENG/288.6/IL 

日本の家紋を分類別に、その様々な図案や紋の種類の図柄と詳しい名称を掲載している。 

【武士の幟旗や馬標など】 

⚫ 『Samurai heraldry』<Elite series, 82>  

（Stephen Turnbull／著 Angus McBride／絵 Osprey 2002年) ２階Ａ２０ 

F804ENG/288.6/TU 

幟旗や馬標などの歴史を解説擦ると共に、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康などの著名な武将の

幟旗や馬標などを図版で紹介している。 

⚫ 『Hatamoto : Samurai horse and foot guards, 1540-1724』<Elite series, 178> 

（Stephen Turnbull／著  Richard Hook／絵 Osprey 2010年) 

 ２階Ａ２０ F804ENG/210.47/TU 

黒田長政・藤堂高虎・向井忠勝などの著名な武将の幟旗や馬標などが図版で見ることができる。 
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    今月の一冊！ 
 

『全国年中行事辞典』 
（三隅 治雄／編著  東京堂出版  2007年）２階Ｄ７ R386.1/ﾐ/ 

 

今年は 124 年ぶりに節分の日が 2 月 3 日ではなく、2 月 2 日となります。二十四節気の立春は太陽の黄経が 315°

になる時点を言い、今年は２月 3日 23時 59分が立春となるためです。（参照『天文年鑑 2021年版』）こうした節分な

どの年中行事や全国の祭事、神事についての項目が五十音順に並べられています。巻頭には都道府県別の祭事や行事

ごとの索引もあり、ここから調べることもできます。福岡県を見ると「玉せせり」で知られる「筥崎宮玉取祭」や「博多どんた

く」、「博多祇園山笠」、「小倉祇園山笠」、「大宰府天満宮鬼燻べ」、「高良大社おくんち」など 43 のさまざまな祭りや神

事が紹介されています。 

 

使ってみました⇒「節分」 

五十音順に並べられた項目から調べます。「節分」の項目を見ると「立春の前日を言う。大寒の末日で、冬の節が終わ

って春の節に移る時。」とあります。「節分に鬼の侵入するのを防ぐために、ヒイラギ、トベラを窓にさし、悪臭を出すものをあ

ぶり、または虫の口焼きなどをする行事を七日正月、小正月に行う例も多い」と節分の風習を紹介しています。また、「山形

県東置賜軍では、寒ばなれという。岐阜県大野郡白川村地方などで節替わりという例もある」とあり、各地での節分の呼

び名や豆打ちの行事についても記載されています。 

 

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 

学術書を読む 鈴木 哲也／著 
京都大学学術出

版会 
019/ｽ 

ゲームメカニクス大全 

Geoffrey Engelstein／著 

Isaac Shalev／著  

小野 卓也／訳 

翔泳社 798/ｴ 

社 

会 

近代日本と中国の装いの交流史 劉 玲芳／著 大阪大学出版会 383.1/ﾘ 

正義と差異の政治 

アイリス・マリオン・ヤ

ング／著  

飯田 文雄／監訳 

法政大学出版局 311.1/ﾔ 

自 

然 
九州の稀少植物探訪 1 大工園 認／著 南方新社 472.19/ﾀﾞ 

糖尿病の最新食事療法のなぜに答える 
本田 佳子／編集  

佐野 喜子／編集 
医歯薬出版 493.12/ﾄ 

 

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≫      デザイン 

≪自然科学≫   ミクロの世界 

≪社会科学≫ 法を考える 

≪国際≫     SDGｓを考える 

 ≪１階 特設展示棚≫   SDGｓ ≪国連≫     SDGｓ 


