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スマートフォン、パソコンで 

好きな時間に貸出返却できます。

（２４時間利用可・期間満了後 

自動返却可・要ネット環境） 

＊資料によって 

機能の有無があります。 

【https://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/】 
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今月の特集！ 
 

 

福岡市総合図書館は今年 3月 3日よりインターネットを通じて無料で電子書籍を読めるサービスを開

始しました。現在、半年ほどたち、ご利用も増えております。電子図書館は読書に困難さ（コロナ禍で外出

自粛、文字が小さい、本が重い、高齢や障害等の理由で自分だけでは読みづらい等）をもつ多様な立場

の読者に向けた図書館サービスの一環でもあります。また、電子書籍はお子さんの本の楽しみ方が自由

にひろがる面もあります。ぜひ便利な機能を活用して、お気軽にご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＊ 詳しくは福岡市総合図書館ホームページ内、電子図書館をご覧下さい。 

レファレンスだより 2021年 11月号No.228  

月 
     ■レファレンス受付件数（2021年 8月分） 

参考 人文 社会 自然 
郷土・文

書 

22 646 125 122 62 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

100 9 587 242 1915 

（開館日 6日 一日平均 319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。 

電子書籍の便利な使い方をご紹介 

電子図書館を利用してみよう！ 

自動ページ送りや繰り返し 

設定もできます。目次から 

該当ページへとぶこともでき 

ます。しおりも付けられます。 

実用書・専門書・小説など 

3 冊（最大貸出数）の本のデータ（内容）

をお手軽にスマートフォンで持ち歩け、 

いつでも読んだり見たり利用出来ます。 

名作小説を音声で聞き読みして 

みませんか？ 

 

絵本、児童書 

昆虫などの写真や絵を大きく 

して見られたり、読み物の文を

声で読んでくれたりする機能

付きの資料もあります。 

文章の読み上げが 

できます。 

（音声読み上げ機能） 

文字を大きくして 

読めます。 

（文字拡大機能） 

福岡市電子図書館には様々なジャンルの

電子書籍があります。 
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回答：トルコのゼリー菓子で、ターキッシュ・ディライト、ターキッシュ・デライト、またの名をロク
ムという。以下にご紹介している資料で、ターキッシュ・ディライトの魅力や親しまれてき
た歴史などを知ることができる。レシピもさまざまに存在している。 

調査に利用した図書館資料 

①『ナルニア国物語解読』（安藤 聡／著 彩流社 2006年）１階児３８ J930.28/ｱ 

ターキッシュ・ディライトがどのような影響を物語に与えているかついて考察される。 

②『ナルニア国を旅しよう』（キャスリン・リンドスコーグ／著 月谷 真紀／訳 成甲書房 2006年）

１階児３８ J930.28/ﾘ  家庭で作れるターキッシュ・ディライトのレシピを２件紹介している。 

③『研究社新英和大辞典 第 6版』（竹林 滋／編者代表 研究社 2002年）２階Ｂ２ R833/ｹ 

トルコのゼリー菓子であることがわかる。 

④『トルコ料理の誘惑』（井藤 聖子／著 現代企画室 2019年）１階ポ６６ 383.82/ｲ 

  ナルニア国物語に登場するお菓子として、またトルコの人々にどのような形で親しまれているか、また 

このお菓子とキリスト教との関係について語られている。 

⑤『世界の食文化 9』（石毛 直道／監修 大塚 滋／[ほか]編集委員 農山漁村文化協会 2003年） 

２階Ｄ１９ 383.8/ｾ  

「トルコ菓子の代表としてのロクム」として時代による材料の違いを知ることができる。 

⑥『魔法使いたちの料理帳 [1]』（オーレリア・ボーポミエ／著 田中 裕子／訳 原書房 2019年） 

１階児３７ J596/ﾎﾞ ここでは「ナルニア国物語」に出てくる“白い魔女のロクム”としてターキッシュ・デラ

イトのレシピが紹介されている。 
※ターキッシュ・ディライトが登場するのは、原書のみ。翻訳された『ライオンと魔女（ナルニア国物語）』（C.S.ルイス

／作 瀬田 貞二／訳 岩波書店）で出てくるお菓子はプリンになっています。『だいすき！絵本からうまれたおいしい

レシピ』（きむら かよ／著 Backe 晶子／著 宝島社）等で紹介されるお菓子は翻訳版で瀬田氏が日本の子どもたちに

馴染みのあるお菓子にあえて置き換えて登場させた“プリン”のレシピとなっています。 

「サメ食」や「ノウサバ」について知りたい。（社会科学） 

 

回答：下記資料①②等の事典類には広島県や伊勢志摩地方等で鮫が食される記述が

見られます。ノウサバについては触れられていませんが、③④によると、玄界沿岸で

作られる小形のサメの干し開きで、珍味であるようです。 

①『たべもの日本史総覧』（西山 松之助／ほか著 新人物往来社 1994年） 

  ２階Ｄ７ R383.8/ﾀ 禁帯出 

   「さめ（鮫・鱶）・えい（鱏・鱝）」（ｐ.202） ①由来、②歴史、③文化的役割、④料理  

の見出しあり。「④料理」で、「…ワニの刺身といってサメ食を食べるのは広島県の 

山間部を中心とする中国地方。…」また、「…サメナマス、サメのゆびき、…など各地 

にサメの郷土料理も多い。」とある。 

②『食の民俗事典』（野本 寛一／編 柊風舎 2011年）２階Ｄ７ R383.8/ｼ 禁帯出 

   「鮫［サメ］」（ｐ.137） 広島県の食習、熊野神社の祭りでワニの刺身を食べる、ワニ肉の特徴、中国山地で

のワニの生食、三重県での干して食べる「サメタレ」、伊勢神宮で献じられるサメ、等に言及あり。 

③『私の魚博物誌』（内田 恵太郎／著 立風書房 1979年）閉架書庫 487/ｳ 

   「玄界沿岸で冬作るノウサバは、シロザメ、ホシザメなど沿岸性の小形のサメの干し開きである。」「サメ・サ

ベ・サバと変化した言葉で、沿岸性の小形のサメを瀬戸内から九州西北部でノウソというのと合した名のノウ

サバであろう。」（ｐ.158） 

④『九州の生業 2 漁業・諸職』（明玄書房 1981年） ２階Ｄ１９ 384.3/ｷ 

   「鐘崎では正月に欠かせぬ珍味としてノウサバがある。これは小形のサメを開き天日で干し上げ、小さく短冊

形に切ったものを砂糖醤油にひたし、十分に味がしみこんだところで食べる。」（ｐ.29） 

質問：『ナルニア国物語』の中ででてくる“ターキッシュ・ディライと”とは、どんなお菓子か？ 
(人文科学) 

     また、作り方も知りたい。（人文科学） 
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質問：圧縮空気機関車のしくみについて知りたい。（自然科学） 

圧縮あｓｓｓ圧縮空気機関車に圧圧縮空気機関車に縮空気機関車に 

質問：中国、韓国、日本の年号・元号・干支が対照してわかる資料が見たい。（国際） 

 

回答：以下のような資料があります。           

【中国】 

①『アジア歴史事典 第９巻 ム-ワ 補遺・付表』ワ 補遺・付表（平凡社 1970年）２階Ｃ１１ R220.03/ｱ 

‘アジア紀年表’があり、ＢＣ841～1970年までの中国の西暦・元号・干支・皇帝名等の記載がある。 

②『中国歴代年表』（斉 召南／著 山根 倬三／訳補 国書刊行会 1980年）２階Ｃ１１ R220.00/ｻ 

   ｢三皇世表｣から「中華民国年表」までの西暦・元号・干支・皇帝名等の記載がある。 

【韓国】 

③『韓國史大事典 修正增補版』（高麗出版社 1992年）２階Ａ６ FR101KOR/221/HA ＜韓国語図書＞ 

巻末の年表に、ＢＣ3000～1987 年までの西暦・元号・干支・朝鮮の王名・出来事の記載がある。中国との対照

表もある。 

【３カ国併記】 

④『東方年表』（藤島 達朗／編 野上 俊静／編 平楽寺書店 1978年）２階Ｋ１８ 220/ﾄ 

日本・中国・朝鮮の年号、帝王・天皇、摂関、将軍、執権などを 20年ごとに画した年表。 

⑤『三正綜覧』（内務省地理局／編纂 地人書館 1965年）２階Ｅ１ R449.3/ｻ 

日本暦・中国暦・イスラム暦・西暦との対照表（長暦）。ＢＣ214～１９０６年までを記載。年のみならず月日の干支

も記載。但し江戸時代以前は人為的改暦がされるなどの誤謬が指摘されている。 

【日本】 

⑥『日本暦日原典 第 4版』（内田 正男／編著 雄山閣出版 1992年）２階Ｅ１ R449.81/ｳ 

  上記⑤の誤謬を訂正すべく、戦後に出版された本。 

⑦『日本暦日総覧 全２０冊』（大谷 光男／[ほか]共編 本の友社 1992-1995年）２階Ｅ１ R449.81/ﾆ 

501～1500年までの日付、干支、納音、十二直、七曜、二十四節気、七十二候、日遊神の方位などを記載。 

⑧『古代中世暦：和暦・ユリウス暦月日対照表』（日外アソシエーツ 2006年）２階Ｅ１ R449.81/ｺ 

  593～1582年までの暦表。和暦とユリウス暦との対照表、二十四節気や改元日、ユリウス暦の七曜もわかる。 

回答：圧縮空気機関車について新聞のデータベース等で調査すると、観光施設内で機関車

を動かすためのしくみと判明した（蒸気機関車施設内動態保存）。 

下記公開インターネット情報と県内図書館所蔵の雑誌に記載がある。 

① 特許庁 特許情報プラットフォーム： 

「 圧縮空気機関車  特開 2010-12929」 の要約および詳細な説明にしくみの記載あり。 

保存蒸気機関車の動態化を開発した恒松孝仁氏が発明者、出願者。 

２００８年 7月 3日出願、2012年 2月 17日拒絶査定。 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp [最終確認日 2021年 10月 15日] 

  ② J-GLOBAL（文献、特許、研究者などの科学技術情報サイト）： 

J-GLOBAL ID：201003013040440381にも記載あり。 

https://jglobal.jst.go.jp [最終確認日 2021年 10月 15日] 

③ 雑誌『鉄道ダイヤ情報』交通新聞社（2021年 1月号）ｐ77 

”直江津にＤ51形（Ｄ51 827）がやってきた”記事内「動力は圧縮空気」としてしくみ概説の記載あり。 

      グーグルブック検索のレビューにて内容確認可。[最終確認日 2021年 10月 15日] 

未所蔵雑誌のため、福岡県内相互貸借で対応。 

 



- 4 - 

 

   今月の一冊！ 
 

 

『スパイ大事典』 
（ノーマン・ポルマー／著 トーマス・B.アレン／著 論創社 2017年）２階Ｄ７ R391.6/ﾎﾟ 

 

  先日、人気のスパイ映画のシリーズ最新作が公開され話題となりました。近年、小説やドラマでも、 

警察や公安、FBIや CIAなどを扱ったものが多く、スパイが登場する場面も見られます。そんな架空 

の舞台ではお馴染みのスパイや関連事項について書かれた事典です。 

  概論や年表には最初のスパイについて紀元前 1800 年頃までさかのぼり、世界で２番目に古い職業と言われている

ことが紹介されています。実在のスパイに加え、映画作品の主人公、情報機関などの項目が英数字順、五十音順で並べ

られ詳しく解説されています。KGB、NSA、M16、CIA など各国諜報機関・情報機関やスパイ行為に関わった人物とし

てゾルゲ、ボンドなどと共に福岡出身の明石元二郎の名前も見られます。 

 

使ってみました⇒「明石元二郎」がどういう人物か調べてみました。巻末の人名索引から「明石元二郎」を引くと、Ｐ97、Ｐ

304、Ｐ522 に記載があることがわかります。Ｐ97 に「明石元二郎」の項目があり、「1901 年に駐在武官としてヨーロッ

パに派遣された日本陸軍将校。」「情報収集活動でかなりの成果を挙げた。」と書かれています。イギリスの伝説的スパイ、シド

ニー・ライリーに日本のための活動をさせたことにも触れています。 
 

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 

『一遍聖絵』の世界 五味 文彦／著  吉川弘文館 721.2/ｺﾞ 

バフチン、生涯を語る 

ミハイル・バフチン／著 

ヴィクトル・ドゥヴァーキン／著 

佐々木 寛／訳 

水声社 980.2/ﾊﾞ 

社 

会 

ジェノグラムを活用した相談面接入門 
早樫 一男／編著  

千葉 晃央／著 
中央法規出版 369.16/ﾊ 

楊枝学 道心／著 丸善プラネット 383.5/ﾄﾞ 

自 

然 
躁うつ病とてんかん 

エーミール・クレペリン／

著 

西丸 四方／訳 

みすず書房 493.76/ｸ 

Jw_cad建築施工図入門 櫻井 良明／著 エクスナレッジ 525.18/ｻ 

 

今月の展示 ～総合図書館 主題別（専門書）・国際・国連 展示のご案内～ 

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≫   北欧に親しむ 

≪自然科学≫   建 築 

渋沢栄一と 
≪社会科学≫  日本経済の発展 

≪国際≫世界の文学賞コレクション

-- 
 ≪１階 ＲＣ１≫ ＪＡＺＺ（ジャズ） ≪国連≫ＣＯＰ26 

（国連気候変動枠組条約

第 26回締約国会議） 

http://4.bp.blogspot.com/--SnAo60pxUA/VSufPr3wArI/AAAAAAAAs4k/JOJWuKzDJRM/s800/job_spy.png

