
- 1 - 

 

 

 

福岡市総合図書館 図書サービス課 図書資料係 ☎092-852-0632 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

今月の特集！ 
                                  「八十八夜」とは立春から数えて八十八日目をいい、太陽暦 

                                 では５月２日ごろにあたります。 

                                 ♪夏も近づく八十八夜～と唄にあるように、新芽が出た茶葉を 

                                 摘み取る、茶摘みが行われ、市場では「新茶」が出回ります。 

                                  今月はお茶にまつわるあれこれを、ご紹介します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レファレンスだより 20２２年５月号 No.２３４ 

■レファレンス受付件数（2022年 2月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

73 1020 193 230 174 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

262 28 553 764 3297 

（開館日 23日 一日平均 143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。 

☝おいしいお茶が飲みたい！ 

『日本茶ソムリエ・和多田喜の今日からお茶をおいしく楽しむ本 新装改訂版』 和多田 喜／著  

二見書房 ２０２０年 分館 596.7/ﾜ/ｱｵ 

『いちばんおいしい日本茶のいれかた』 柳本 あかね／著 朝日新聞出版 2010年 分館 596.7/ﾔ 

『お茶のソムリエの日本茶教室』 高宇 政光／著 筑摩書房 ２００８年 １階ポ５１ B619.8/ﾀ 

『日本茶 ： 茶の間から茶会まで、和茶を楽しむ』 高宇 政光／監修 池田書店 ２００３年 １階ポ６０ 596.7/ﾆ 

☝お茶の世界をもっと知りたい！ 

 《宇治茶の特徴や歴史など、多面的に紹介》 

『日本茶の魅力を求めて ： ほんもののお茶・宇治茶とこれから』 小西 茂毅／編著  

大河書房 ２００５年 ２階Ｅ１２ 619.8/ｺ 

 《茶に関する出来事を年表としてまとめ、最後に人名索引もあり》 

『年表茶の世界史』 松崎 芳郎／編著 八坂書房 １９９２年 ２階Ｅ１２ 619.8/ﾏ 

 《「リラックスしてお茶を飲みながらインタビューしたならば…」という体裁で、日本の歴史上の哲学者・思想家

たち８人の思想を紹介》 

『日本の哲学者とお茶を飲む ： 賢人が到達した答え』 白取 春彦／著 東邦出版 ２０１９年 １階ポ７０  

121.04/ｼ 

☝英語で紹介！ 

『ブレケル・オスカルのバイリンガル日本茶 BOOK The book of Japanese tea』 ブレケル・オスカル／著 

淡交社 ２０１８年 ２階Ａ２０ F100ENG/596.7/BR 

2018年 ２階Ａ２０ F100ENG/596.7/BR 
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回答：以下のような資料があります。 

    

   調査に利用した図書館資料 

 

①『日本・中国の文様事典』（視覚デザイン研究所・編集室／編 2000年） 2 階 C12 R727/ﾆ  

ｐ.116 日本の文様・動物文様 「麒麟」  

「麒麟蒔絵書格」 東京国立博物館、「麒麟麦酒株式会社」、他。 

ｐ.239 中国の文様・動物文様 「麒麟」  

「青花麒麟文盤」 明  北京故宮博物館、他。 

②『中国伝統吉祥図案』（李 祖定／編 山村 敏江／訳注 説話社 2009年） 2階 B17 727/ﾁ 

③『内外文様類集 第 2巻 か-き』（河原崎 奨堂／編 芸艸堂  1994年） 2階 B18 757/ﾅ 

ｐ.170「麒麟鳳」、ｐ.177「麒麟 其ノ一 其ノ二」、ｐ.179「麒麟雲」 

④『中華五福吉祥図典 禄 福禄寿喜財』（黄 全信／編 金 世龍／訳 国書刊行会 2005年） 

2階 D19 387/ﾁ 

ｐ.242、ｐ.244 麒麟送子 

⑤『日本の意匠 続 11 吉祥』（京都書院 1995） 2階 B18 757/ﾆ 

ｐ.100-102 「130-132 獅子・麒麟木彫 西本願寺唐門」 

 

質問：麒麟の図案を探している。 

回答：以下のような資料があります。 

 

諸説あり。コイに見立てて数える場合は「匹」、吹き流しを 

「旒（りゅう）」と数えたり、吹き流しも含めてはためく様子を 

数える場合は「本」、または吹き流されている状態のものを 

「本」や「旒」という等あり。 

 

①『知ってるようで知らないものの数えかた』（小松 睦子／著 ことば探偵団／著 幻冬舎コミ

ックス 2004年）1階ポ 77 815.2/ｼ 

p.82 

②『数え方の辞典』（飯田 朝子／著 町田 健／監修 小学館 2004年）2階 B1 R815.2/ｲ 

p.95 

③『数え方と単位の本 2 遊びと文化』（飯田 朝子／監修 学研 2006年）1 階子 8 81/ｶ 

p.44 

④『常識として知っておきたい「ものの数え方」』（村越 正則／監修 PHP研究所 2004年） 

1階ポ 51 B815.2/ｼﾞ 

p.164 

質問：鯉のぼりの数え方について知りたい。 
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質問：「赤霊芝」というキノコの図版を掲載している資料はあるか。 

回答：「赤霊芝」という名称で記載されている資料は見当たりませんでしたが、「霊
芝」について図版を掲載している資料は以下のような資料があります。 

      ※ なお「霊芝」は、和名：マンネンタケ（万年茸）、中国名：レイシとなっていま
す。（※ 参考資料②p.26より） 

 
①『日本のきのこ』（今関 六也／[ほか]編・解説 伊沢 正名／[ほか]写真 山と渓谷社 

 1988年）閉架書庫 474/ﾆ  p.484「マンネンタケ」 

②『花の王国 2 薬用植物』（荒俣 宏／著 平凡社 1990年）閉架書庫 470/ｱ 

p.26「レイシ」 

③『中薬大辞典 第 4巻』（上海科学技術出版社／編 小学館／編 小学館 1985年） 

2階 E2 R499.8/ﾁ  p.5583「レイシソウ」 

④『きのこ図鑑 ： カラー版』（本郷 次雄／監修 幼菌の会／編 家の光協会 2001年） 

2階 E2 R474.8/ｷ  p.250「マンネンタケ」 

⑤『薬草カラー大事典』（伊沢 一男／著 主婦の友社 1998年）2階 E2 R499.87/ｲ 

  p.855～856「マンネンタケ」 

⑥『牧野新日本植物図鑑 改訂増補』（牧野 富太郎／著 北隆館 1989年）2階 E2 R470.38/ﾏ 

  p.1241「マンネンタケ」 

⑦『原色牧野和漢薬草大圖鑑 新訂』（三橋 博／旧版監修 和田 浩志／編修 北隆館  

2002年）  2階 E2 R499.87/ｹﾞ  p.699「マンネンタケ」 

⑧『日本大百科全書 22』（小学館 1994年）2階 C1 R031/ﾆ  p.233「マンネンタケ」 

質問：日本の結婚式でのマナーやしきたりについて英語で書かれている本を見たい。 

回答：以下のような資料があります。 
 
①『イラスト付 英語で読む日本のマナー』JALアカデミー／監修 成美堂出版  2008年 

  (F100ENG/385.9/BE  1010776373)  2階 A20 

   p.110-115 「第 4章冠婚葬祭のマナー」の「結婚式」の項で、招待状の返事の書き方、ご祝儀のマ

ナー、服装のマナーを図解と共に解説。 

②『英語で教える日本の暮らしのマナーとコツ』下山布妃都／訳 伊藤美樹／絵 学研   

2008年  (F100ENG/385.9/RU  1010779518)  2階 A20 

  p.82-94  ４「冠婚葬祭」で、婚礼の流れ、招待状が届いたときの対応、服装、披露宴での

受付から乾杯、スピーチ、お開きまでマナーを図版と共に解説。 

③『心にひびく日本のしきたり：対訳イラスト』酒井 信彦／監修 高橋 満／絵 講談社 

2011年 (F100ENG/382.1/TI  1011988282)  2階 A20 

    p.120-123  祝儀袋などの表書きの心得を説明、p.134-129 日本の結婚式の習慣（結納・仲人

など）や神前式の結婚式の方法を図版と共に解説、p.130-131 結婚披露宴での心得を解説。 

④『しきたり』国際日本語研究所／編 アプリコット 東京 1996年 

(F100ENG/385.9/UN  1002773677)  2階 A20 

    p.42-49 Q&A形式で、結婚披露宴の招待状の返事の書き方から披露宴でのマナーなど結婚に

関する疑問について解説。 

⑤『Japan : How we breathe & how our hearts beat』改訂版 ニューミレニアムネットワーク 

2018年  (F100ENG/386.1/JA)  2階 A20 

   p.76-81 日本での結婚について「嫁入り婚」、「衣装はなぜ白か」、「三々九度」について

解説している。 
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     今月の一冊！ 
 

『ギネス世界記録 2022』 
（クレイグ・グレンディ/編 [大木 哲/ほか訳] 角川アスキー総合研究所 2021年）2階Ｃ９ R031.5/ｷﾞ 
 

この間の事のように思われる東京オリンピック・パラリンピック 2020、北京冬季オリンピックもあっという間、新年度に入

ってからも、ひと月が過ぎ、皆さんは一息つかれたところでしょうか。そろそろ何か始めようかと思っている方、いきなり「オリ

ンピックに挑戦！」とはいかないまでも、ギネスに挑戦してみるのはいかがでしょう？ 

  今回ご紹介するこの本は、世界中の世界一をまとめた本として超有名ですね。毎年出版されていますが、当館２階Ｃ9の

棚には２００４年から２０２２年までを並べています（＊）。いつでも調べられるように、「館内閲覧」にしていますので、古い年

度からまとめて読むことが出来ます。改題前の『ギネス・ブック』、『ギネス・ワールド・レコーズ』は書庫に所蔵しているもの

もありますので、お気軽にお問い合わせください。（＊２０２２年４月現在） 

これを読んで、あなたもチャレンジ！いつか世界一になれるかもしれませんよ。 

使ってみました 

全頁フルカラーで写真やイラスト、分かりやすい解説があり、どの頁からでも楽しく読めます。 

冒頭には「日本版オリジナルページ」があり、今回 2つのギネス世界記録の認定を受けた宇宙飛行士の野口聡一さ

んへのインタビューや、東京２０２０オリンピック・パラリンピックの日本人世界記録についての記事などを掲載。「試してみ

よう（Ｊ-12頁）」には、挑戦しやすい「１分間でコーヒー豆をお箸で移動させた最多数」、「１分間で積み上げたサイコロの

最多数」について紹介しています。このほか各ジャンルでは「殿堂入り」も紹介され、社会のジャンルではマララ・ユスフザ

イさん、ポップカルチャーでは韓国のボーイズグループＢＴＳの記事が掲載されています。           

 

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 

狩野友信 

：最後の奥絵師、幕末・明治を生きる 
山田 久美子／著 水声社 721.4/ﾔ 

文豪と印影 西川 清史／著 左右社 910.26/ﾆ 

社 

会 

史料が語る年中行事の起原 阿部 泉／著 清水書院 386.1/ｱ 

現代日本のエリートの平等観  

：社会的格差と政治権力 
竹中 佳彦・山本 英弘/編 明石書店 361.8/ｹﾞ 

自 

然 

黄金比原論：美といのちの幾何学 
ﾏﾃｨﾗ・ｷﾞｶ/著 

ﾊﾟｳﾛ・ﾊﾟﾄﾗｼｭｸ/訳 
丸善出版 414/ｷﾞ 

図解医療の世界史 

：データとイメージで読み解く 
久繁 哲徳／著 丸善出版 490.2/ﾋ 

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≫    エジプト ≪社会科学≫   沖  縄 

≪自然科学≫    飛  ぶ ≪国 際≫ 日本・南西アジア交流年 

≪国 連≫  生物多様性 ≪１Ｆ ＲＣ１≫ 図書館の使い方 

 


