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今月の特集！ 
 

専門雑誌の魅力 

専門雑誌とはいえ、眺めていたくなる美術系から、調べてみたくなる法律系、新しい

知識を得られる理数系、医学系、建築系まで多種多様な雑誌があります。バックナンバーもあり、貸出可能

です。ぜひ気軽に総合図書館 2 階にある専門雑誌のページを開いてみませんか？ 
 

人文・社会科学系雑誌架 ＭⅠ 

 

 

 

 

 

 

                   ＊ 他にも経営系、教育系、福祉系、図書館系等雑誌もあります。 

自然科学系雑誌架 ＭⅡ 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 他にもコンピューター系、電気系、環境系、飲食系等雑誌もあります。

 

レファレンスだより 2021年3月号 No.220 
 

    ■レファレンス受付件数（2020年 12月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

17 1118 304 209 168 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

273 28 285 718 3120 

（開館日 23日 一日平均 136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。 

＊ 総合図書館２階には 

人文・社会科学系雑誌が書架ＭⅠに 

   自然科学系雑誌が書架ＭⅡにあります。 

美術系なら 

『国華』：日本・東洋古美術 

の雑誌で、大きいサイズ

で絵画が見られます。 

『イラストレーション』 

『日経デザイン』など 

法律系なら 

『ジュリスト』：様々な判例が 

紹介されています。 

『判例時報』、『時の法令』 

『外国の立法』など 

歴史系なら 

『季刊 考古学』：考古学研究の

最先端がわかります。 

『ヒストリア』、『歴史研究』 

『文化財発掘出土情報』など 

理数系なら 

『ナショナルジオグラフイック』： 

地球と生物が美しく迫力ある 

写真と記事で紹介されています。 

『月刊地球』、『現代化学』、『数学』 

『生物の科学 遺伝』、『珠算春秋』など 

医学系なら 

『月刊ナーシング』：イラスト

と写真で看護や治療につい

てわかりやすく解説。 

『日経メディカル』、『福岡医学

雑誌』、『こころの科学』など 

建築系なら 

『新建築』：日本の建築の今

がわかります。見事な建築

写真も多数掲載。 

『住宅建築』、『商店建築』 

『建築ジャーナル』など 

電子図書館、はじめます。 2021年３月サービス開始 
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回答：以下の①～④の資料から「外桜田門」は現在の桜田門の場所であることがわかった。 

 

① 『日本国語大辞典 第 5巻』（小学館国語辞典編集部／編集 小学館 2001年）2階 C1 R813.1/ﾆ/ 

ｐ1449「桜田門：江戸時代は内桜田門（別名桔梗門・三丸南大手門）、 

外桜田門をいい、現在は外桜田門だけをいう。」と記載あり。 

 

② 『皇居の面影を偲ぶ』（新聞同人会事務所 1955年）閉架書庫 288.45/ｺ/ 

中ほどの江戸城古図に「外桜田門」の記載あり。              

 

③ 『お江戸探訪東京・江戸を歩く そこの角を曲がれば江戸に出合える ブルーガイド』 

（実業之日本社 2003年）1階ポ 68 291.36/ｵ/ 

ｐ51：「（前略）桜田門をめざす。かつて外桜田門と呼ばれた桝形門で（後略）」と記載あり。 

 

④ インターネット「文化庁  国指定文化財等データベース 国宝・重要文化財（建造物）」で検索。 

名称：旧江戸城外桜田門  棟名：外桜田門  

概要が表示され、地図をクリックすると、現在の桜田門のところが表示された。 

https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/102/505 

 

質問：大岡越前の名裁きのような、現代の人情味ある判決がみたい。 （社会科学） 

回答：以下のような資料があります。 

 

① 『裁判長の沁みる説諭 刑事法廷は涙でかすんだ…』 

（長嶺 超輝／著 河出書房新社 2020年）東 327/ﾅ/ 

 

② 『裁判官の人情お言葉集』 

（長嶺 超輝／著 幻冬舎 2008年）閉架書庫 327.04/ﾅ/ 

 

③ 『サンデー毎日 2020年 4月 19日増大号』 

（毎日新聞出版） 閉架書庫 

「『もううそをつかなくていい』涙顔の裁判長が温かく語った。」 

 

④ 『週刊 新潮 2007年 5月 17日号』 

（新潮社）閉架書庫 

「平成の名裁判長が下した『被害者 1人でも』死刑判決」 

 

⑤ 『週刊 文春 1983年 6月 23日号』 

（文藝春秋）閉架書庫 

「法服の下にジャージを着てる？鹿児島簡裁の今様“金サン”」 

質問：江戸城の「外桜田門」は今どこにあるのでしょうか？  （人文科学） 
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質問：スーツ（ダブル）の作り方が載っている本がみたい。型紙付きを希望。（自然科学） 

（自然科学） 

回答：以下のような資料があります。 

①『文化ファッション大系服飾造形講座 4 改訂版 ジャケット・ベスト』 

（文化服装学院／編 文化出版局 2009年） 2階Ｅ15 593.3/ﾌﾞ 

   ｐ28 ダブルブレスト、ピークトラペルのジャケット 

②『ＮＨＫすてきにハンドメイド』（2018年 9月号 ＮＨＫ出版） 閉架書庫 

   ｐ12 ゆったり＆すっきり ダブルボタンのジャケット 

■ダブルではないが、スーツの作り方が掲載されていた資料 

③『クライ・ムキのメンズジャケットカタログ』（クライ・ムキ／著 文化出版局 2002年） 

分館所蔵 593/ｸ 

④『パタンナー金子俊雄の本格メンズ服』 （金子 俊雄／著 日本ヴォーグ社 2016年）   

分館所蔵 593/ｶ 

  ｐ32～ｐ35 

⑤『ＮＨＫすてきにハンドメイド』（2017年 6月号 ＮＨＫ出版） 閉架書庫 

  ｐ4 ショールカラーのソフトジャケット 

⑥『レディブティック』（2019年 6月号 ブティック社） 閉架書庫 

    ｐ30 大人かっこいいを演出マスキュリンスタイル 

 

質問：「綷」という姓は日本にはあるが中国にあるか。またそれはどういう意味か。（国際） 

回答：以下のような資料があります。 

◎姓としての「綷」 

① 『難読稀姓辞典』(高信 幸男／編 日本加除出版 2004年)  

2階 C11 R288.1/ﾅ/ 

  p359 日本には「綷谷」で「くけや」という姓あり。 

② 『中国姓氏大辞典』（袁义达／编著 邱家儒／编著 江西人民出版社 2010年） 

2階 A6 FR102CHI/288.1/YU 

        中国には「綷」という姓は見当たらず。 

◎「綷」の意味 
③ 『中日大辞典 第 3版』（愛知大学中日大辞典編纂所／編 大修館書店 2010年） 

2階 B2 R823/ﾁ/ 

ｐ302  文語で「色とりどりである。またその色」。姓としての表記なし。 

④ 『中国語大辞典 上』（大東文化大学中国語大辞典編纂室／編 角川書店 1994年） 

2階 B2 R823/ﾁ/ 

ｐ522  「（五色が）混じり合っている」。姓としての表記なし。 

⑤ 『大漢和辞典 巻八』（諸橋 轍次／著 大修館書店 1985年）2階 C1 R813.2/ﾓ/ 

ｐ1104「① ゑぎぬ。五彩を合せ施したきぬ。②五色」。 

 

他、中国で出版されている辞典多数を検索してみるも、漢字の意味は解説されているが、姓としての 

表記は見当たらず。   

 

 

 

綷 
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           今月の一冊！ 
 

 

『図説国民衛生の動向 2020/2021』 
（厚生労働統計協会／編集 厚生労働統計協会 2020年）２階Ｃ１６ R498.02/ｽﾞ 

 

 

2020 年 8 月に発行された月刊誌『厚生の指標』の増刊である『国民衛生の動向』の内容を、カラー図

表を用いて分かりやすく解説した資料で、保健医療行政の動向を知ることができます。 

1 トピックが 1 ページにまとめられており、各ページの末尾には『国民衛生の動向』での掲載ページが記

載されています。『国民衛生の動向』巻末には医療や国民の衛生に関する主な統計表も掲載されており、合

わせて利用することで、より詳細な情報にアクセスすることができます。 

2020/2021 版の特集は「新型コロナウイルスと感染症対策」です。出版された時点での最新の情報が

まとめられており、かつこれまで流行した感染症に対する対策も知ることができます。 

本編の『国民衛生の動向 2020/2021』は同じ２階Ｃ１６の棚に、また雑誌『厚生の指標』は２階Ｍ

Ⅰ-５の棚にあります。 

 

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 

実用的でない Pythonプログラミング 
Lee Vaughan／著 

高島 亮祐／訳 
共立出版 007.64/ｳﾞ/ 

アヴェスタ：原典完訳 野田 恵剛／訳 国書刊行会 168.9/ｱ/ 

社 

会 

ブラック・ライブズ・スタディーズ 
山本 伸／編著      

西垣内 磨留美／編著 
三月社 316.85/ﾌﾞ/ 

高校生のオンライン学習に関する 

意識調査報告書 

国立青少年教育振興機構青

少年教育研究センター 

／編集 

国立青少年教育振興

機構青少年教育研究

センター 

375.19/ｺ/ 

自 

然 
人工光合成 福住 俊一／監修 シーエムシー出版 431.53/ｼﾞ/ 

ピロリ除菌治療パーフェクトガイド 榊 信廣／編著 日本医事新報社 493.4/ｻ/ 

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。 

 

 

  

 

 

 

≪人 文 科学 ≫ デザイン 

≪自 然 科学 ≫ ミクロの世界 

≪自然科学≫       海 

≪社 会 科学 ≫ 法を考える 

≪   国際   ≫ SDGｓを考える 

≪１階 特設展示棚≫  
≪本の森１≫  

≪   国連   ≫ SDGｓ SDGｓ 

 


