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レファレンスだより 2022年3月号 No.232 
 

    ■レファレンス受付件数（2021年 12月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

33 1007 255 176 211 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

246 30 522 741 3221 

（開館日 23日 一日平均 140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。 

福岡市総合図書館 

期間：2022年３月７日（月）～３月１４日（月） 

２０１１年３月１１日 14時 46分頃に三陸沖で

発生。マグニチュード 9.0。世界で４番目に大きな

地震と言われています。 

いまだ全容は把握されておらず、１１年目を迎

える今もなお、多くの方が苦しんでおられます。 

 

震災を知る 

国立国会図書館 東日本大震災アーカイブ 

「ひなぎく」 
https://kn.ndl.go.jp/#/ 

 

震災の記録や教訓を次世代に伝えるために２

０１３年３月から公開されています。 

デジタルデータ（音声・動画、写真、ウェブ情報

等）を一元的に検索・活用できるポータルサイト

です。 

国立国会図書館だけでなく他の公的機関や、

報道機関、教育機関、NPO・ボランティア団体、

一般企業などの民間団体が連携しています。 

 

福岡市総合図書館は、図書特別整理のため上記期間 休館 します。 
図書館利用の皆様へ適切に本をお渡しできるようにするため、１冊ずつ点検する

「蔵書点検」という作業などの業務を行っています。 

（※同期間、福岡市内の各分館は月曜日以外開館しております。） 
 

震災を読む 

『災害・防災の本全情報 2004-2012 

新潟県中越地震から東日本大震災まで』 
日外アソシエーツ株式会社 2012年 

主題別の目録です。見出しから「東日本大震災」について

の図書が探せます。簡単な内容も掲載されています。 

 

『3.11の記録 東日本大震災資料総覧』 
「3.11の記録」刊行委員会／編 日外アソシエーツ  

2013年-2014年 
「震災篇」、「原発事故篇」、「テレビ特集番組篇」の全３巻。

図書の他に雑誌や新聞記事、電子資料等が収録対象の

目録です。絵本や写真集も別項目で紹介されています。 

 

（総合図書館２階Ｃ6 禁帯出） 

https://kn.ndl.go.jp/#/
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回答： 以下のような資料があります。（一部紹介） 

①  『英語の読み方：ﾆｭｰｽ、SNSから小説まで』北村 一真/著 中央公論新社 2021年） 

1階 77 837.5/ｷ 

   ニュース記事や論文、SNS、小説など、幅広いタイプの英文の論理的な読み解きを解説。 

②  『国際情勢に強くなる英語ｷｰﾜｰﾄﾞ』明石 和康/著 岩波書店 2016年）1階 55 Y834/ｱ/YA 

   金融危機、対テロ戦争、地球温暖化、TPPなど国際ニュースに登場する重要な英語のキーワードを選んで

解説。 

③  『中学英語で読むニュース解説』（山田 弘/著 ｴｰﾙ出版社 2008年）1階 77 837.5/ﾔ 

   政治・社会・事件・スポーツなどの話題を新聞のコラム形式で日本語・英語で掲載し、解説。 

④  『英字新聞が読める!聞ける! 経済・ビジネス編』 

(ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｲﾑｽﾞ/編 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語研究所/編 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｲﾑｽﾞ 2006年) 

１階 77 830/ｴ 

   ジャパンタイムズ紙に掲載された短時間で読めるニュースを 80本収録し、訳し解説。ＣＤ付き。 

質問：英語で書かれたニュースや新聞が読めるようになりたい。 

勉強の参考になる資料はあるか？ （人文科学） 

回答：広辞苑によると、「ききなし」とは鳥のさえずりなどの節まわしを、 
それに似たことばで置き換えることで、以下のような資料があります。  

参考『広辞苑 ［1］』（新村 出／編 岩波書店 2018年）2階 B1 R813.1/ｺ 

（「聞き做し」②による） 

     
①『みる野鳥記 14 ホオジロのなかまたち』（日本野鳥の会/編 あすなろ書房 1993年）1階 5 488/ﾐ 

「ききなしでおぼえるホオジロのさえずり」というテーマで「ききなし」とは何かについて説明され、また例として

ホオジロの鳴き声のききなしの地域による違いも紹介されている。例：関東地方「一筆啓上つかまつり候」ｖｓ青

森県「借金、銭よこせ」というもの。 

②『バードウォッチング』（常山 秀夫/著 保育社 1987）閉架文庫 

「ききなし」がコラムのテーマになっていて、フクロウ「ボロ着て奉公、糊つけ干せ」、メジロ「長兵衛忠兵衛長

忠兵衛」などと、いろいろな鳥のききなしが紹介されている。 

③『シリーズことばの世界 第 4巻』（日本口承文芸学会/編 三弥井書店 2007）1階 36 J388/ｼ 

ききなしの中には、農作業の時期を教えてくれるものとして存在してきた一面に触れている。また、日本と中

国の「ききなし」の昔話についても紹介されている。比較することで古の交流の歴史も想像されるとの見解が紹

介されている。 

④『野村純一著作集 第 4巻 昔話の語りと語り手』 

（野村 純一/著 野村純一著作集編集委員会／編集 清文堂出版 2011）1階 36 J388.08/ﾉ 

「昔話の語り手と「聞きなし」」の中では、昔話で鳥の鳴き声がどう聞きなされてきたか、また、語り手によって

の違い等についても述べられている。 

⑤『日本歌謡研究大系 下巻 歌謡の時空』（日本歌謡学会/編 和泉書院 2004）2階 B21 911.6/ﾆ 

小田和弘氏の論文の中で「キキナシ」の民俗として、昔話として伝承されているもののなかにもききなしが物

語誕生のひとつの契機となっていることに言及している。 

⑥『「ぐずぐず」の理由』（鷲田 清一/著 角川学芸出版 2011）1階 77 814/ﾜ 

「オノマトペ」について言及する中で「聞きなし」について触れている。 

質問：「ききなし」について触れている本がみたい。 （社会科学） 

今月のレファレンス事例 
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質問：チョウとガの違いがわかる書籍を紹介してほしい。 （自然科学） 

   回答：①～④のような資料があります。 

それぞれの資料からわかったことをまとめると、以下のようになります。 

  一般に鱗翅目（りんしもく）をチョウとガの二つに大別するが、慣例的なものである。（外国ではチョウと

ガをとくに区別しないことが多い。）チョウは日中活動し、ガは夜間に活動する。チョウは鮮やかな色彩を

もち、ガは地味な色をしている。チョウははねを立てて休み、ガははねを開いたまま休む。チョウは触角の

先端が棍棒状にふくらんでいるが、ガは羽毛状もしくはまっすぐに伸びている。一般的にはこうした特徴

があるとされているが、例外も多く、すべてのチョウとガを区別できるわけではない。 

①  『日本大百科全書 15 2版 たわ-つん』 （小学館 1994年）2階 C1 R031/ﾆ 

     ｐ.576［チョウとガの区別］ 

②  『日本大百科全書 4 2版 おおつ-かき』 （小学館 1994年）2階 C1 R031/ﾆ 

     ｐ.535［ガとチョウの区別］  

③  『ビジュアル博物館 第 7巻 蝶と蛾』  

（リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版 1990年） 閉架書庫 

     ｐ.6［チョウとガの違い］ 

④  『動物大百科 15 昆虫』 （平凡社 1987年） 2階 E2 480.8/ﾄﾞ 

     ｐ.100「チョウとガ」 

 

質問：中国の春節について詳しく書いている本を見たい（中国語可）。 （国際） 

 

 
  回答： 以下のような資料があります。 

 

◆百科事典や参考資料 

① 『世界大百科事典 13』（平凡社 2009年）  2階 C1 R031/ｾ  

② 『中国文化史大事典』（尾崎 雄二郎／編集代表  大修館書店 2013年） 

2階 C11 R222.00/ﾁ 

③ 『中国歴史文化事典』（孟 慶遠／主編 新潮社 1998年） 2階 C11 R222.00/ﾁ 

◆中国書 

④ 『春节（节日中国）』（萧放／著 生活・读书・新知三联书店 2009年） 

2階 A17 F102CHI/386.22/XI 

⑤ 『中国节日（人文中国书系）』（韦 黎明／編著 五洲伝播出版社 2005年）  

2階 A24 F102CHI/386.22/WE  

⑥ 『细说中国节：中国传统节日的起源与内涵』（乔继堂／著 九州出版社 2006 年） 

2階 A17 F102CHI/386.22/QI 

⑦ 『中国节：图说民间传统节日』（李 露露／著 福建人民出版社 2005年） 

2階 A24 F102CHI/386.22/LI 

◆和書 

⑧  『中国の四季の絵本 1 元旦・小正月』（王 早早／文 神奈川共同出版販売 2013年） 

1階 22 E/ﾁ 

⑨  『正月の来た道：日本と中国の新春行事』（大林 太良／著 小学館 1992年）閉架書庫 

⑩ 『中国の年中行事 続（平凡社選書）134』（中村 喬／著 平凡社 1990年）閉架書庫 

⑪ 『新北京歳時記（東方選書）7』（中野 謙二／著 東方書店 1981年）閉架書庫 

 

 

今月のレファレンス事例 
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        今月の一冊！ 

 

 『世界遺産事典 2022改訂版 1154全物件プロフィール 世界遺産シリーズ』 
 （古田 陽久／著 世界遺産総合研究所／企画・編集 シンクタンクせとうち総合研究機構 2021年） 

    ２階 Ｃ１２  R709/ｾ 

 

 今月の一冊は、ユネスコの世界遺産 1154全物件が地域別、国別、登録年順にまとめられている本です。正式英語名、

所在位置、自然遺産・文化遺産・複合遺産・危機遺産などの概要が紹介され、世界遺産の「登録基準」も記載されてい

ます。福岡県宗像市には世界遺産の【「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群】があります。2021年には【奄美大島、徳

之島、沖縄島北部及び西表島】と、【北海道・北東北の縄文遺跡群】の二つが新たに世界遺産に加わりました。 

 

使ってみました 日本にはいくつ世界遺産があるの？ →以下の２５物件です。ｐ.83～89に記載があります。  

【法隆寺地域の仏教建造物】、【姫路城】、【白神山地】、【屋久島】、【古都京都の文化財】、【白川郷・五箇山の合掌

造り集落】、【広島の平和記念碑】、【厳島神社】、【古都奈良の文化財】、【日光の社寺】、【琉球王国のグスク及び関

連遺産群】、【紀伊山地の霊場と参詣道】、【知床】、【石見銀山遺跡とその文化的景観】、【平泉-仏国土（浄土）を表

す建築・庭園及び考古学的遺跡群】、【小笠原諸島】、【富士山-信仰の対象と芸術の源泉】、【富岡製糸場と絹産業遺

産群】、【明治日本の産業革命遺産：製鉄・製鋼、造船、石炭産業】、【ル・コルビュジエの建築作品-近代化運動への顕

著な貢献】、【「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群】、【長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産】、【百舌鳥・古市

古墳群：近代日本の墳墓群】、【奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島】、【北海道・北東北の縄文遺跡群】  

 

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 

データ視覚化の人類史 ： グラフの発

明から時間と空間の可視化まで 

マイケル・フレンドリー／著

ハワード・ウェイナー／著 
青土社 002.7/ﾌ 

巣鴨日記 ： 

昭和 21年 4月 29日〜25年 11月 21日 
重光 葵／著 吉川弘文館 916/ｼ 

社 

会 

日本の婚礼衣裳 ： 寿ぎのきもの 長崎 巌／編著 東京美術 385.4/ﾅ 

医療民俗学序説 ： 

日本人は厄災とどう向き合ってきたか 
畑中 章宏／著 春秋社 387/ﾊ 

自 

然 

都市の歴史 
スピロ・コストフ／著 

都市研究会／訳 
東洋書林 518.8/ｺ 

木造住宅ラクラク構造計算マニュアル 

最新改訂版 （建築知識 構造シリーズ） 

飯島 敏夫／著  

齊藤 年男／著 
エクスナレッジ 527.1/ﾓ 

   

今月の展示 ～総合図書館２階  主題別（専門書）・国際・国連 展示のご案内～ 

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≫   演  劇 ≪社会科学≫ コロナ以降の社会 

   あなたに知ってほしい 
≪１Ｆ ＲＣ１≫           がんのこと 

 

     人と動物 
≪自然科学≫    ～豊かな共生のために～ 

 

 ＳＤＧｓ１２ 
≪国  連≫ 「つくる責任 つかう責任」 

 

 

≪国  際≫ 作ろう！食べよう！世界の食！ 

 


