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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！   涼やかに、健やかに、夏を過ごす     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
災害情報の入手方法には、新聞・テレビ・インターネットなどのメディアのほか、自治体がメール等により

実施している住民向け防災情報提供サービスがあります。上手に活用して災害から身を守りましょう。 

 

●市防災メール 

 ●市ＬＩＮＥ（ライン）公式アカウント 

 ●防災アプリ「ツナガル＋（プラス）」 

※登録方法など詳細は、市ホームページ（「福岡市 防災登録」で検索）で 

ご確認ください。 

レファレンスだより 202２年 7月号 No.236 
 

    ■レファレンス受付件数（2022年 4月分） 

参考 人文 社会 自然 郷土・文書 

111 1334 172 202 206 

国際 国連 こども ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ 合計 

321 37 645 955 3983 

（開館日 26日 一日平均 153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。 

紫外線について知る 

涼しく暮らす知恵 

『知って防ごう有害紫外線』 

佐々木 政子・上出 良一／著  

少年写真新聞社  2008  分館所蔵  

494/ｻ 

 

『熱中症の現状と予防』 

澤田 晋一／編著 三宅 康史／[ほか]著  

杏林書院  2015  2階Ｅ９  493.19/ｻ 

 

『夏を涼しく暮らす 188のルール』 

エクスナレッジムック エクスナレッジ 

2011  分館所蔵  590/ﾅ 

 

『自然災害から身を守る知恵』 

伊藤 佳子・鈴木 純子／著  

求龍堂  2021  1階ポ 66  369.3/ｲ 

 

 

熱中症を予防する 

気象災害に備える 

『自然の力で夏をのりきる暮らし術』 

農山漁村文化協会／編  

農山漁村文化協会 

2012  分館所蔵  590/ｼ 

『ニュース・天気予報がよくわかる気象キーワ

ード事典』   

筆保 弘徳・山崎 哲／編著  

ベレ出版  2019  1階ポ 65  451/ﾆ 

最新の防災情報を入手しよう！ 
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回答：まず①②の資料で新勝寺を調査し、寺名の前にある○○山というのは「山号」だとわ
かりました。回答は③④の資料で「山号」を調査することによって得られました。以下を
ご覧ください。 

 
①『日本大百科全書 12 2 版 しようす-すく』（小学館 1994年）２階Ｃ１ R031/ﾆ 

ｐ574新勝寺：「山号の成田山で知られ（後略）」という記載あり。 

②『古寺名刹の百科事典』（歴史百科編集部／編 新人物往来社 1988年） ２階Ｃ９ R185.91/ｺ 

ｐ168凡例に、「寺名（通称・俗称）①所在地②山号院号③宗派、（後略）」とあり、ｐ186新勝寺を見ると「②成田山」の記載あり。 

③『日本仏教語辞典』（岩本 裕／著 平凡社 1988年） ２階Ｃ９ R180.33/ｲ 

ｐ327「山号（さんごう サンガウ）：寺名にかぶせる呼び名で、もとは寺院の所在する山の名で呼んだのに始ま

る。（中略）わが国では、飛鳥・奈良時代の諸寺院には山号はなかったが、平安朝初期から山岳寺院の発達ととも

に、その所在する山の名で呼ばれるようになった。鎌倉時代以後、中国から禅僧の渡来とともに、禅宗寺院が数多く

建立されると、中国の五山にならって、「京都五山」「鎌倉五山」の称が生じ、平地に建立された寺院も山号をもつ

に至った。龍宝山大徳寺・正法山妙心寺など、その例である。」 

④『日本大百科全書 10 2 版 さえ-しつ』（小学館 1994年）２階Ｃ１ R031/ﾆ 

ｐ380「山号：（前略）日本では、古代には都などの平地に寺院が建てられたので山号はない。平安初期の延暦

寺や金剛峯寺はその所在地によって比叡山、高野山と呼ばれたが、後世の山号のように形式的な称号ではなかっ

た。平安末に嵯峨清凉寺が五台山と名づけられ、鎌倉時代になって禅宗が中国の五山制度に倣い平地の寺院に

も山号を冠するようになり、東山建仁寺、金龍山浅草寺のように形式的な山号をつけてよぶのが一般的になった。」 

 

質問：成田山新勝寺のように〇〇山〇〇寺と呼称するのはいつ頃から何故？ 

 

回答：以下のような資料があります。 

※学生からの質問。児童向け図書以外を調査。 

調査に利用した図書館資料 

①『日本で生まれ育った高性能紙飛行機 ： その設計・製作・飛行技術のすべて』 

（二宮 康明／著 誠文堂新光社 2013年） ２階Ｂ１８ 754.9/ﾆ 

設計するための各種数値や制作方法に詳しい。 

一枚の紙を切らずに折るもの、切り抜いて組み合わせるもの、組み立てるものなど掲載あり。 

巻末に参考文献あり。 

 

②『世界チャンピオンの紙飛行機ブック』 （Make:Japan Books） 

（John M.Collins／著 久保田 晃弘／監訳 オライリー・ジャパン 2019年） １階ポ６２ 754.9/ｺ 

紙飛行機(飛距離)の世界記録保持者による、一枚紙からの折り方が掲載されている。 

簡単に折れるものから、世界記録を達成したもの、ユニークな形状や飛び方のものまで、多様な種類が紹介さ

れている。本物の飛行機との違いをもとに航空力学も解説されている。 

 

③『大空へ!模型飛行機を飛ばそう 紙飛行機から無線操縦飛行機まで NHK趣味悠々』 

（丹波 純／[ほか]講師 日本放送出版協会 2003年） 閉架書庫 507.9/ｵ 

飛ばし方などが掲載されている。一枚の紙をそのまま折るのではなく、パーツごとに切り抜いて作成する。「紙

飛行機の設計方法」（ｐ.38～）では重心の決め方などの記述あり。ほかにゴム動力飛行機の掲載もある。 

 

 

質問：紙飛行機について。一枚紙から作る方法を知りたい。       

     また、なぜ飛ぶのか力学的なことも知りたい。 
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質問：料理のさしすせそについて。なぜ、さしすせその順序で加えるのか。

についての 

 

回答：「サは酒、砂糖、シは塩、スは酢、セは醤油、ソは味噌。さしすせその順序で加え
るのは、調味料が食品にしみ込む速度が分子量の大小、解離性などによって
異なるから。」 

調査に利用した図書館資料 

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 

 [調味料の使用上の順序]（ｐ.696）記述あり。 

 

②『砂糖の事典』（日高 秀昌／編 岸原 士郎／編 東京堂出版 2009年）２階Ｅ４ R588.1/ｻ 

 煮物に調味料を加える順序「さ・し・す・せ・そ」（ｐ.150）記述あり。 

 

③『食品大百科事典』（食品総合研究所／編集 朝倉書店 2001年）２階Ｅ２ R498.51/ｼ 

 調味順序（ｐ.937）記述あり。 

 

④『暮しの手帖 第 4 世紀』2008 年 4・5月号（暮しの手帖社） 閉架書庫 

    「さ」砂糖のはなし、「し」塩のはなし、「す」酢のはなし、「せ」しょう油のはなし、「そ」味噌のはなし 

    （ｐ.6-7）記述あり。 

 

質問：国連安全保障理事会で発動された拒否権のリストがあるか。 

（各年の数と拒否権を行使した国名がわかるもの）（国連）  

 

 

回答：以下の資料（①所蔵資料②インターネット）に拒否権のリストが掲載されてお
り、議題、拒否権行使国もわかる。 
※拒否権＝veto、negative vote of permanent members 

 

① 国連総会公式記録  

GAOR 58th session, supplement no.47 （A/58/47)） 

２階国連Ａ８ GA/58/Suppl.47 

p.13-19 1946年～2004年に発動された拒否権のリストあり。 

『Negative votes of permanent members at public meetings of the Security Council』 

 

 

② 国連ダグ・ハマーショルド図書館リサーチｶﾞｲﾄﾞ 

Dag Hammarskjöld Library  Research Guides 【https://research.un.org/en】 

UN Documentation Research guide＞Quick Links to Full Text ＞Security Council Vetoes 

 

1946年～現在（①に掲載のない 2005年以降も含む）に発動された拒否権のリストあり。 

また、文書にリンクが張られているので、決議案や会議録を確認することができる。 
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   今月の一冊！ 
 

 

『食材図典 Ⅲ：FOOD'S FOOD 地産食材篇』 
（小学館 2008年）2階 E2 R498.52/ｼ 

 
『食材図典』は、豊富なカラー写真とともに食品素材を網羅的に紹介している本でⅠからⅢまであります。『食材図典 

Ⅲ』は「地産食材篇」となっており、日本各地の農林産物、水産物が地域ごと、食材ごとに解説されています。畜産物と調

味料の章もあり、また、年中行事と食文化、食材と料理の歴史についても詳しく述べられています。 

 

使ってみました⇒ “博多据カブ”（はかたすわりかぶ）を調べる！ 

“九州地方の農林産物”の“福岡県”のページに説明があります。「中形の白カブ。高さ 6 ㎝、直径 10 ㎝くらいで、やや

腰高の偏球形。中形カブのなかでは大きめ。」、「葉は鮮やかな緑色で、暑さに強い極早生種。」、「葉つきの部分のくぼみ

が著しいことから「据りカブ」といわれた。」とあります。 

このほか、福岡県のページには、大葉シュンギク、カツオ菜、合馬タケノコ、果物ではカキ、イチジクなど十数種類の食材

が解説されています。 

 

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 

ブックセラーの歴史 
ジャン=イヴ・モリエ／著

松永 りえ／訳 
原書房 024.02/ﾓ 

アラビア語文法 田中 博一／著 鳥影社 829.76/ﾀ 

社 

会 

マンション標準管理規約の解説 4訂版 渡辺 晋・久保田 理広／著 住宅新報出版 365.35/ﾜ 

<洗う>文化史 
国立歴史民俗博物館・ 

花王株式会社／編 
吉川弘文館 383.6/ｱ 

自 

然 

世界の発光生物 大場 裕一／著 
名古屋大学出版

会 
468/ｵ 

健診・人間ドックハンドブック 改訂 7版 森 正樹・門脇 孝／監修  中外医学社 492.1/ｹ 

 

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≫   世界の言葉 ≪社会科学≫   金    融 

≪自然科学≫   海に生きる ≪国 際≫ 日中国交正常化50周年 

≪国 連≫  世界人口デー ≪１Ｆ RC１≫ 図書館を使った 

調べる学習コンクール 

 


