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今月の特集！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レファレンスだより 20２１年９月号 No.２２６

211 
     ■レファレンス受付件数（2021年 6月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

18 514 97 72 39 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

67 2 38 135 982 

（開館日 8日 一日平均 123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。 

 

 

〖重陽の節句〗 

旧暦九月九日の重陽の節句は「菊の節句」とも呼ばれています。

中国では古くから、九と九が重なる縁起がよい日とされ、この日に菊

の花を飾り、菊酒を酌み交わし、お互いの無病息災を願う風習があ

りました。日本では、奈良時代にこの風習が伝わり「菊花の宴」として

宮中で行われたのが始まりとされています。 

『和のしきたり：日本の暦と年中行事』新谷 尚紀／監修 日本文芸社  

２００７年より 

【菊の花】 

『キク（NHK趣味の園芸 人気品種と育て方）』 

日本菊花会／編 東京菊花会／編 

日本放送出版協会 ２０００年 

『キクの仕立て方 12カ月：人気品種と咲かせるコツ』 

岡ノ谷 幹雄／著 主婦の友社 ２００１年 

【秋の花々】 

『花の名随筆 9 九月の花』 

大岡 信／監修 田中 澄江／監修 塚谷 裕一／監修 

作品社 1999年 

『秋の七草』 

有岡 利幸／著 法政大学出版局 2008年 

【菊の御紋章】 

『お召し列車：EF5861 とその仲間たち』 

持田 昭俊／著 人類文化社 2002年 

【菊花茶】 

『はじめての韓国伝統茶』 

李 映林／著 コウ 静子／著 ２００７年 
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質問：高校の社会科の内容について学びなおせるような資料はあるか。特に経済や社会に

関することが知りたい。（社会科学） 

回答：以下のような資料があります。 

 

① 『哲学のおさらい』（崎井 将之／著 自由国民社 2013年）分館所蔵 100/ｻ 

② 『経済学のおさらい』（小早川 浩／著 自由国民社 2011年）分館所蔵 331/ｺ 

③ 『公民のおさらい』（土屋 彰久／著 自由国民社 2010年）分館所蔵 300/ﾂ 

④ 『アメリカの高校生が読んでいる経済の教科書』 

（小川 正人／著 フォレスト出版 2018年）１階ポ６７ 331/ｵ 

⑤ 『お金ってなんだろう?』（長岡 慎介／著 平凡社 2017年）分館所蔵 33/ﾅ/YA 

⑥ 『アメリカの高校生が読んでいる金融の教科書』 

（山岡 道男／著 淺野 忠克／著 アスペクト 2009年）１階ポ６７ 一般書 338/ﾔ 

⑦ 『金融のしくみがこれ 1冊でしっかりわかる教科書』 

（伊藤 亮太／著 技術評論社 2021年）１階ポ６７ 338/ｲ  

⑧ 『高校生からわかる政治のしくみと議員のしごと』（山田 健太・三木 由希子／編集・執筆 

 池田 雅子／ほか執筆 トランスビュー 2013年）１階Ｙ５５ Y312.1/ｺ/YA 

質問：オリンピックの歴史とその商業主義がわかる本が読みたい｡（人文科学） 

 

回答：以下のような資料があります。 

 

①『JOAオリンピック小事典 2020増補改訂版』 

  （日本オリンピック・アカデミー／編著 メディアパル 2019年）２階Ｃ１３ R780.69/ｼﾞ 

② 『オリンピック全史』 

（デイビッド・ゴールドブラット／著 志村 昌子／訳 原書房 2018年）２階Ｂ１９ 780.69/ｺﾞ 

③ 『オリンピック秘史：120 年の覇権と利権』 

（ジュールズ・ボイコフ／著 中島 由華／訳 早川書房 2018年）１階ポ６４ 780.69/ﾎﾞ 

④ 『IOC ： オリンピックを動かす巨大組織』 

（猪谷 千春／著 新潮社 2013年）１階ポ６４ 780.69/ｲ 

⑤ 『オリンピックと商業主義 （集英社新書）』 

（小川 勝／著 集英社 2012年）１階ポ６４ 780.69/ｵ 

⑥ 『オリンピックのすべて：古代の理想から現代の諸問題まで』 

（ジム・パリー／著 ヴァシル・ギルギノフ／著 舛本 直文／訳・著 大修館書店 2008年） 

１階ポ６４ 780.69/ｵ 

 

●インターネット「公益財団法人 日本オリンピック委員会」のホームページもご覧ください。 

・トップページ  https://www.joc.or.jp/ 

・オリンピック憲章について  https://www.joc.or.jp/olympism/charter/ 
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質問：洋上風力発電のしくみや近年の設備建設の動向などについて知りたい。（自然科学） 

回答：以下のような資料があります。 

 

①『洋上風力発電』（ジョン・トワイデル／編著  

ガエターノ・ガウディオージ／編著 鹿島出版会 2011年） 

２階Ｅ１４ 543.6/ﾖ 

②『風力発電の歴史』（牛山 泉／著 オーム社 2013年）２階Ｅ１４ 543.6/ｳ 

  ｐ111-128「９章 洋上風力発電システムの歴史的検証」 

   日本を含む各国の洋上風力発電の開発状況や課題、将来展望等が記載されている。 

      次代を担うシステムとして浮体型システムについても言及されている。 

③『NEDO再生可能エネルギー技術白書』（新エネルギー・産業技術総合開発機構／編  

森北出版 2014年）２階Ｅ１３ 501.6/ﾈ 

ｐ129-206「第３章 風力発電」 

 日本を含む各国の洋上風力発電の開発動向やしくみ等について詳細に記述されている。 

④『新修・北九州市史 経済編』（新修・北九州市史編纂会議／編集 北九州市 2017年） 

２階Ｋ３ K211/110/ｼ 

ｐ573-574「⑵「グリーンエネルギーポートひびき」事業」「⑶洋上風力発電の実証実験」 

 北九州市の洋上風力発電の動向について記載されている。 

質問：中国の作家魯迅が収集したロシアの版画家“畢斯凱莱夫（繁体字）、毕斯凯莱夫 

（簡体字）”の英語表記とロシア語表記が知りたい（国際）   

 

回答：以下のような資料があります。 

    

（中国書資料） 

①『魯迅全集７』（魯迅／著 人民文學出版社 1973年）２階国際Ａ１８ F102CHI/928.78/LU  

②『引玉集』（Mitorokhin D.／[等画] 内山書店 1934年）２階郷土Ｋ２１ L-A-1-12/MI（禁帯出） 

  上記 2冊には中国語表記と共に英語表記あり。N.Piskarev,N.I.Piskarev。 

（日本語資料） 

③『魯迅と木刻』（内山 嘉吉／著 奈良 和夫／著 研文出版 1981年）２階Ｂ２４ 920.28/ｳ 

④『魯迅全集 ９』（魯迅／著 学研 1985年）２階Ｂ２４ 928/ｳ 

   N.PISKAREV、N.Piskarev との英語表記あり。 

人名辞典、百科事典にはこの作家の情報がない。 

（インターネット） 

⑤ WorldCat Identities （著者情報を検索するツール） 

    https://www.worldcat.org/identities/ 

⑥ VIAF：バーチャル国際典拠ファイル  

https://viaf.org/ 

毕斯凯莱夫（畢斯凱莱夫）の英語表記は Piskarev, Nikolai  Ivanovich、 

ロシア語表記は、Николай Иванович Пискаревと推察される。 
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      今月の一冊！ 
 

 

『文学作品書き出し事典』 
（日外アソシエーツ編集部／編集 日外アソシエーツ 1994年）２階Ｃ１３ R910.26/ﾌﾞ 

 

 「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」「国境の長いトンネルを抜けると雪国であつた。」 

――名作と言われる文学作品の書き出しには、読者の心を一瞬にして掴み取り、作品世界へと誘う魅力に溢れ 

ています。物語の始まる冒頭部分は、作家としての腕の見せどころ。本書は、明治以降に書かれた 313名の日 

本近代文学作家による 2,195点の小説の冒頭部分が収録され、作品の初出年月順に配列されています。巻 

末には作家名索引、作品名索引、初語索引を付し、様々な角度から調べることができます。心に残っている書き 

出しの作品の題名を調べたりするのはもちろんのこと、気になる書き出しに出会ったら、その作品を手に取って 

読んでみるキッカケにしてみてもいいですね。 

 

使ってみました ⇒ 「桜の樹の下には屍体が埋まっている！」という書き出しの作品の書名＆著者名は？ 

巻末の初語索引を引くと、【「桜の樹の下には」梶井基次郎】とあり、書名・著者名が分かります。該当の見出 

し番号を見ると、初出は昭和３年、「詩と詩論」12月号に掲載されたことが記され、冒頭部分が 4行ほど紹介さ 

れています。かなりショッキングな書き出しですが、それだけにインパクトは絶大！ 続きが気になってしまいますね。 

実はこの作品、坂口安吾の短編小説『桜の森の満開の下』とよく比較される作品でもあります。いずれも“桜” 

をモチーフとした、日本文学を代表する作家の傑作と謳われた作品、ぜひ読み比べてみてはいかがでしょうか？ 

 

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 

古代ローマ人の危機管理 堀 賀貴／編 九州大学出版会 232.4/ｺ 

スティーヴン・キング論集成 風間 賢二／著 青土社 930.27/ｶ 

社 

会 

アジアの伝統染織と民族服飾 道明 三保子／著 あっぷる出版社 383.1/ﾄﾞ 

日本の観光 2 谷沢 明／著 八坂書房 689.21/ﾀ 

自 
然 

日本の男性不妊 竹家 一美／著 晃洋書房 494.97/ﾀ 

エッセンシャル土壌微生物学 
南澤 究／編著 

妹尾 啓史／編著 
講談社 613.56/ｴ 

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≫   ＪＡＺＺ 

≪自然科学≫   ファッション 

≪自然科学≫       海 

≪社会科学≫ 平和への取り組み 

                                  

楽しもう、もっとアジアを！ 

Enjoy Asia More! 

≪１階 特設展示棚≫ ≪国際≫ 

≪国連≫ 飢餓をゼロに 


