こんな質問、きました!!（参考編）
旭川市中央図書館資料調査室 簡易レファレンス事例集 ２０１３年版

この事例集について
このレファレンス事例集は，旭川市中央図書館資料調査室で市民の皆
さんからお受けした２００５～１３年中の郷土資料以外の調査依頼事項
をまとめたものです。
これらの業務の事例をお知らせするとともに，皆さんの新たな調査の

旭川市中央図書館資料調査室のご案内
資料調査室は，市民の皆さんの調査・研究をサポートする「レファレ
ンス（参考調査）・サービス」を提供するコーナーです。
調査に役立つ参考資料と，地域の情報源である郷土資料を収集・保存

ご参考にしていただければ幸いです。

しています。書籍資料だけではなく，新聞・雑誌・地図・写真などの資

・この事例集は，簡易な事例のみを掲載し，複雑な事例は除いてありま

料も収集し，情報を提供できるよう努めています。また新聞記事検索な

す。
・分類番号は「日本十進分類法」の第一次区分を利用しています。内容
は別記を参考にしてください。また，分類はあくまで便宜上のもので
すので，不統一や不適切な部分などについてはご了承を願います。
・資料名はスペースの関係上，基本的に題名だけで出版社などは省略し

どの有料データベースにも加入し，職員を通して皆さんに無料で情報を
提供していますさらに当館資料では解決に至らない場合，他の図書館や
専門機関への照会，資料や複写の取寄せなども行っています。
電話などでのお問い合わせも受けておりますので，お気軽にご相談く
ださい。

てあります。使用資料は原則，当館の資料ですので，詳細をご希望の
方は蔵書検索をご利用になるか，職員にお尋ねください。

日本十進分類法
０：総記（事典・新聞など） ５：工学
１：哲学・宗教

６：産業

２：歴史・地理

７：芸術・スポーツ

３：社会科学

８：言語

４；自然科学

９：文学

問い合わせ内容

分類

結果

メモ（資料名など）

0 総記

Ⓡ（登録商標）の「Ｒ」の意味

回答 『ランダムハウス英和大辞典』より「registered trademark」の略

0 総記

新聞の「倫理規定」が見たい

回答 『「人権」報道』，『取材と報道』に「新聞倫理綱領」が掲載されている。

0 総記

全国及び自治体別の図書館設置率が知りたい

回答 『日本の図書館』の統計欄

0 総記

今日は何の日か知りたい

回答 『雑学366日』『記念日・祝日の事典』など

0 総記

「邑書林」という出版社の名前の読みと，社長・編集長の名前の読みが知りた
い。

回答

書籍資料では記述なし。出版社Webサイトから出版社は「ゆうしょりん」であることがわか
る。また電話番号もわかったため，電話をかけて社長・編集長の名前の読みを教えてもらう。

0 総記

大正14年に出されていた雑誌『新青年』はどの出版社が出していたか知りた
い。今も存続していれば連絡先も知りたい。

回答

『日本現代文学大事典』により，「博文館」発行とわかる。小学館『日本大百科全書』で，「博
文館新社」が後進に当たることがわかる。『日本の出版社』で連絡先がわかる。

0 総記

出版社の「実業之日本社」の読みが知りたい。

回答

書籍に記載なし。日本書籍出版協会Webサイトの「会員出版社一覧」に会員出版社の名簿がル
ビ付きで載っており，「じつぎょうのにほんしゃ」とわかる。

0 総記

有精堂出版という会社は現在もあるか。

回答

『出版年鑑』の1996年版には記載があるが，1997年以降には無くなっている。この頃廃業
か。

0 総記

朝日・読売・毎日・産経の各新聞の発売部数を知りたい。

回答 『新聞年鑑』に掲載。

0 総記

全国の30万都市の図書館における児童書の蔵書数

1 哲学

「理趣経」の全文を読みたい

回答不能

『日本の図書館』等を見るが，全体の蔵書数しか掲載されていない，北海道だけであれば，道立
図書館ホームページの「北海道図書館統計書」で自治体ごとの児童書蔵書数が掲載されている。

回答 『佛教大事典』から『大正蔵』8巻に収録されていることがわかる。下村文庫の蔵書にあり。

1 哲学･宗教 仏典『六方礼経（ろっぽうらいきょう）』が読みたい

回答

『国訳大蔵経』・『原始仏典』に所収、『仏典解題事典』参考、南伝仏典の題名「シンガーラの
教え」で収録の場合が多い

1 哲学･宗教 『大学』の句とされている言葉が見つからないが出典は正しいか

回答

『中国古典名言事典』”大学”の項に掲載あり。加えて大学が掲載されている「新釈漢文大系」
を提供

1 哲学･宗教 神前結婚の際の祝詞の文言と意味

回答 『祝詞必携』

1 哲学･宗教 稲荷・金毘羅神の由来

回答 『日本神祇由来事典』

1 哲学･宗教 四国八十八箇所の各札所を知りたい

回答 平凡社『大百科事典』

1 哲学･宗教 「ISIS」という言葉に「豊穣」の意味はあるか

回答 『仏和大辞典』・『世界神話事典』

1 哲学･宗教

一休宗純の大徳寺での系譜が「四世」「五世」「四十七世」などと違いがあるの
はなぜ

回答

『日本仏教人名辞典』『一休和尚年譜』『日本系譜総覧』。系譜で確認すると釈尊から数える場
合と大徳寺住職として数える場合などで相違がある。

問い合わせ内容

分類

結果

メモ（資料名など）
『佛教大事典』から解説を確認。阿摩羅識ともいう。NDLサーチ，雑誌記事索引集成データ
ベースから文献，論文を紹介。

1 哲学･宗教 仏教の深層意識「アンモラ識」についての解説

回答

1 哲学･宗教 神名の読み方を知りたい

回答 『日本神名辞典』『神社・寺院名よみかた辞典』

1 哲学･宗教 許可されている宗教団体を知りたい

リサーチナビの「宗教法人名簿」から，『宗教年鑑』（文化庁ホームページ）を紹介。北海道に
回答 ついては『北海道宗教法人名簿』（1994)があるがやや古い。主なものは『全国各種団体名
鑑』にあり

1 哲学･宗教 「易姓革命」の意味を知りたい

回答 『広辞苑』『中国思想辞典』『アジア歴史事典』など

1 哲学･宗教 神社の数え方

回答 『数え方の辞典』により「社」（概念が違うが「座」・「宇」もあり）

1 哲学･宗教 四国八十八ヶ所巡礼に関する言葉で，「おすなぶみ」とはどういう意味か。

回答 『真言宗小事典』『全国霊場巡拝事典』で「お砂踏」と表記。
回答

旺文社『成語林』によれば，唐の詩人，杜荀鶴の詩で，その句は「火も自ずから涼し」。日本の
快川禅師が織田信長に焼き殺された際の辞世の句である。

1 哲学･宗教 神社の本殿で普段閉じられている扉が開くことを何と言うか知りたい。

回答

『神道事典』の「本殿」の項に「開扉」とあり，『日本国語大辞典』に「かいひ」として，神道
の用例ではないながら，寺院の「御開帳（ごかいちょう）」と同じものとあった。

2 歴史

東京大空襲による，渋谷区の被害状況を知りたい。

回答 『東京大空襲全記録』に記載あり。

2 歴史

祖父の名前の読み方を知りたい

2 歴史

「ローマの休日」に登場するアン王女について，「Ann」の場合と「Anne」の
場合があるが，なぜか？

1 哲学･宗教

「心頭滅却すれば火もまた涼し」の言葉の出典が知りたい。日本の僧侶の言葉ら
しいがさらに典拠があるらしい。

回答不能

著名人ではないためはっきりとは分からず。『名前読み方辞典』ほか数冊を提供。

回答 『ヨーロッパ人名語源辞典』67ｐ～69ｐに関係する記述あり。

2 歴史･地理 摂津国の国府の所在地

回答 『日本史大事典』

2 歴史･地理 ここ5年間の流行語大賞

回答 『道新記事データベース』・『北海道新聞縮刷版』

2 歴史･地理 市川三喜の業績と人となり

回答 『コンサイス日本人名事典』『日本人名大事典』

2 歴史･地理 オリンピックなどで用いられる国の略号の一覧

回答 『カタカナ語・欧文略語辞典』

2 歴史･地理 山の「○合目」というのはどう決めるのか
2 歴史･地理 人物「絓秀実」の読み

一部回答

『日本国語大辞典』・『世界山岳百科事典』

回答 『ＪＩＳ漢字字典』・『現代日本人名録』・国立国会図書館ＮＤＬ－ＯＰＡＣ（Ｗｅｂ）

問い合わせ内容

分類

結果

メモ（資料名など）

2 歴史･地理 歴史上の人物、茶々姫の親の名と嫁ぎ先を知りたい

回答 『国史大辞典』・『日本女性人名辞典』

2 歴史･地理 人名「泰道三八」の読み

回答 『現代日本人名録

2 歴史･地理 教育勅語を読みたい

回答 『日本史事典』、『日本史年表』を経て、『明治大正昭和三代詔勅集』165頁

2 歴史･地理 中国の人名「張作相」の読み

回答 『大漢和辞典』

2 歴史･地理 日本から北極・南極までの距離

回答 『理科年表』の地学，主な首都間の距離に東京－北極点・南極点間の距離が掲載。

2 歴史･地理 インドネシアのクラカイア諸島の位置を知りたい

回答

2 歴史･地理 鎌倉時代の「安芸の沼田氏」の読みは「ヌマタ」か「ヌタ」か

回答 『姓氏家系歴史伝説大事典』・『国史大辞典』などにより、「ヌタ」

2 歴史･地理 女性の喪服の家紋は実家・婚家のどちらのものを使用するか

回答 『日本家紋総覧』・『日本紋章学』

2 歴史･地理 長島茂雄と大島渚の住所

回答 『人事興信録』

2 歴史･地理 「伯国」の表記はどの国を指すか

回答

2 歴史･地理 平安時代，西暦810年～848年の元号が知りたい

回答 『元号事典』『日本史年表・地図』

2 歴史･地理 県庁所在地の一覧表が見たい

回答 平凡社『世界大百科事典

2 歴史･地理

江戸幕府の役職の中で「～役並」というものがあるが，「並」の読み方を知りた
い。

2 歴史･地理 「塩崎恭久」官房長官の名前の読み
2 歴史･地理

火坂雅志の小説『沢彦』中に出る地名に関する語「三塔十六谷」の読みが知りた
い

94』によると「たいどう・さんぱち」

火山島ということから、「クラカタウ」もしくは「クラカトア」と思われる。『インドネシアの
事典』ほかに記述あり

明確に示している資料はないが，『北海道新聞記事データベース』で「ブラジル」の記事に使用
されている。国名の全体表記は『大辞泉』などによると「伯刺西爾」。

百科便覧』。ただしそれぞれの郵便番号はなし

回答 『江戸役人役職大事典』で「なみ」と読むことが分かる。
回答 『現代政治家人名事典』により，「しおざき

やすひさ」

回答 『名数数詞辞典』に「さんとうじゅうろくたに」とある

2 歴史･地理 火坂雅志の小説『沢彦』中に出る地名「生山」の読みが知りたい

回答 『国土行政区画総覧』により，「はいやま」と判明

2 歴史･地理 戦時中，戦争となった沖縄の「小禄」基地の場所が知りたい

回答 『激闘！太平洋戦争地上戦』『沖縄歴史地図』

2 歴史･地理 北村和久（東京ディズニーランドの創設に参加）の略歴を知りたい

回答 『人事興信録』第36版

問い合わせ内容

分類

メモ（資料名など）

回答

国土地理院北海道地方測量部に照会，「配点図」というものとわかる。国土地理院Webサイト
の「基準点・測地観測点データ」で閲覧可能。現物は札幌の地方測量部で複写可能。

2 歴史･地理 世界遺産「モン・サン・ミシェル」について詳しく知りたい。

回答

書籍資料では詳しい記述が意外にない。酒匂実『世界遺産 人気ベスト5の旅』に歴史解説を含
めた旅行記が30頁あまり掲載されている。

2 歴史･地理 時代小説に登場する「小笠原一庵」の読みが知りたい。

回答

『日本史人名よみかた辞典』などで「いちあん」の読みを確認。江戸幕府初代の長崎奉行で，一
般に法名の「一庵」で記載されている。本名は「為信」または「為宗」。

2 歴史･地理 中国河南省の地名，「郾城県」の読みが知りたい。

回答 『大漢和辞典』『精選中国地名辞典』により「えんじょうけん」とわかる。

2 歴史･地理

5万分の1地形図に三角点の情報を上書きした地図があるはずだが，入手方法が
知りたい

結果

岡山市に古都という地名があるが，大正から昭和初期にかけて，ルビは「コヅ」
「コズ」のどちらが振られているか知りたい。

回答

『岡山県大百科事典』『角川地名大辞典』は「コズ」，『日本地名よみかた辞典』『国土行政区
画総覧』は「コヅ」，岡山県立図書館に問い合わせるも不明とのこと。

2 歴史･地理 戦前にあった「大詔奉戴日」の制定の経緯と，各家庭での実行状況を知りたい。

回答

『朝日クロニクル週刊20世紀』に当時の体験談あり，また，『昭和史事典』に制定の経緯の記
述あり。

2 歴史･地理 ベトナム戦争はいつからいつまでか。

回答

種々の事典に記載があるが，『角川世界史辞典』が簡潔で詳しい。広義では南ベトナムの成立か
ら崩壊までの1954-75，狭義ではアメリカの参戦から撤退までの1965-73。

2 歴史･地理 太田道灌について書かれた文献で旭川の図書館所蔵のものが知りたい。

回答 日外アソシエーツ『人物文献目録』に記載のものから，当館所蔵のものを検索・提供。

2 歴史･地理

2 歴史･地理

韓国蔚山（ウルサン）の南15キロのところにある西生浦という地名の読みが知
りたい。

回答

『地球の歩き方 韓国』’06～’07年版によれば，蔚山の郊外に「西生浦倭城」があり，「ソ
センポウェソン」と読みが記載されているので，「西生浦」の読みは「ソセンポ」と思われる。

2 歴史･地理 ポーランドがクラクフからワルシャワに遷都したのはいつか知りたい。

回答 『東欧を知る事典』の「クラクフ」の項に，1611年とある。

2 歴史･地理 宮崎県の神社仏閣について概略を知りたい。

回答 『郷土資料事典

2 歴史･地理 江戸時代の屋敷の門構えの図が見たい。身分によって形が違うと聞いている。

回答

2 歴史･地理

広島県の「甲奴（こうぬ）村」の「村」の読みは「ソン」か「ムラ」のどちらな
のか知りたい。

45

宮崎県』に主要な神社・仏閣の紹介がある。

大名屋敷の門構えであれば，小学館『ビジュアル・ワイド江戸時代館』p.246，『図説見取り
図で読み解く江戸の暮らし』p.47に記載あり。

回答 『市町村名変遷辞典』によると「ムラ」。

2 歴史･地理 「大日本青少年団」の概要と，団歌について知りたい。

回答 概要は平凡社『世界大百科事典』に，団歌は音楽之友社『軍歌集』に記載あり。

2 歴史･地理 「空木岳」という山名の読み方が知りたい。長野県にあるらしい。

回答 『日本山岳ルーツ大辞典』から「うつぎだけ」

2 歴史･地理 岐阜県の「与ヶ根」という地名がどこにあるか知りたい。

回答 国土地理院のWebサイトの地形図地名検索で確認，その後，道路地図などで再確認。

2 歴史･地理 「平櫛田中」なる人物について知りたい。どうやら歌人らしい。

回答

3 社会科学 19世紀英国女性の服装

回答 『世界服飾史』･『世界服飾文化史図鑑』・『図説服装の歴史』･『西洋服飾史』

『講談社日本人名大辞典』，『岡山県大百科事典』によれば，「ひらくし・でんちゅう」は明治
から昭和にかけての彫刻家で岡山県出身。

分類

問い合わせ内容

結果

メモ（資料名など）

3 社会科学 総務省の職員の名簿が見たい

回答 『職員録』

3 社会科学 宮内庁の住所

回答 『職員録』

3 社会科学 政令指定都市の一覧を見たい

回答 『全国市町村要覧』

3 社会科学 マンホールの蓋の所在・種類などを調べたい

回答

3 社会科学 会社分割に反対の株主の株式買取についての規定を知りたい

回答 『六法全書』・『会社法務質疑応答集』

3 社会科学 結婚に関する世論調査が見たい

回答 『男女共同参画社会に関する世論調査』

3 社会科学 政治団体から政治家への資金の流れを知りたい

回答 官報の政治団体収支報告

3 社会科学 「物価統制令」の本文を見たい

回答

3 社会科学 ここ数年の災害の年表を見たい

回答 『平成災害史事典』・『気象年鑑』

3 社会科学 人名「金丸信」の読み方

回答 『政治家人名事典』によると「かねまる・しん」

3 社会科学 四国松山の雑煮「あんもち雑煮」の由来

回答 『たべもの日本史』『聞き書きふるさとの家庭料理』5巻、Web検索多数

3 社会科学 介護に疲れた末の殺人の事例

回答 道新・朝日の有料オンラインデータベースにより多数検索

3 社会科学 生活保護制度はいつできたか

回答 平凡社『大百科事典』により、「生活保護法」施行が1950年公布と分かる

3 社会科学 「バナナの叩き売り」の口上が入ったＣＤはないか

回答 『香具師口上集』付録ＣＤ

3 社会科学 「来年のことを言えば鬼が笑う」という言葉の出典など

回答 国語辞典、ことわざ辞典など

3 社会科学 三井系列の自動車保険会社を知りたい

回答 『会社年鑑』『業界系列地図』

3 社会科学 ニセ500円玉騒ぎはいつごろ起きたか知りたい

回答 『北海道新聞記事データベース』により，2003．11に始まり，2005．2がピークとわかる

3 社会科学 昭和59（1984）年5月の銀行・郵便局の預金金利を知りたい

回答

レファレンス協同データベースを「マンホール」で検索。いくつか文献紹介があったので，質問
者に確認してもらい提供。

『旧法令』になし。『国史大辞典』により、現在も廃止されていないことが判明、『現行法規総
覧』を見る。

『朝日年鑑』で1984年と1985年の情報を提供。5月のものと特定は出来なかったが，この2
年で変動はないので掲載の金利は5月にも適用されていたと推定。

分類

問い合わせ内容

結果

メモ（資料名など）

3 社会科学 ふくろうが縁起の良い鳥とされる理由が知りたい

回答 『日本大百科全書』ほか。ちなみに縁起が悪いとする習俗も多い

3 社会科学 初任給の全国平均の最新データが知りたい

回答 『日本統計年鑑』16-13企業規模・産業，学歴別新規学校卒業者の初任給額

3 社会科学 「べこもち」の由来について知りたい

回答 『日本の食生活全集1』『北海道子ども歳時記』など。

3 社会科学 「国際連盟」の歴代事務総長を知りたい

回答 『角川世界史辞典』の巻末付録に歴代総長一覧あり。ドラモンド，アヴェノル，レスターの3代

3 社会科学 日光東照宮の行事について調べたい

回答 『栃木県大百科事典』など

3 社会科学 学習指導要領で和楽器が必修となった経緯が知りたい

回答 『朝日新聞データベース』により，'87年の和楽器業界の要請がきっかけとわかる

3 社会科学 オーストラリアの社会の教科書のタイトルが知りたい

回答

日教組のWebサイト引用の教科書センター報告書によると，オーストラリアには教科書検定制
度がなく，各校で自由に採用しているため，タイトルの特定はできない。

3 社会科学 ＮＰＯ法人「学校の森」の連絡先が知りたい

回答

書籍資料になし，Webサイトも開設しておらず。『朝日新聞記事データベース』により，東京
都で設立していることがわかり，東京都のWebサイトのNPO登録一覧に該当情報あり

3 社会科学 「中小企業」と「大企業」の区別がどこにあるか知りたい

回答

『経済学大辞典』に「中小企業法」での定義が掲載されている。ただし，区分は相対的なものと
ある

3 社会科学 法人税率についての資料が見たい

回答 『くらしの税金知識』に「会社経営の税金」としてわかりやすくまとめてある

3 社会科学 曾祖父母のさらに親の呼称が知りたい

回答 『日本大百科全書』の「親族」の項より「高祖父母」

3 社会科学 特定の会社の株の過去の配当額を知りたい

回答 『株価総覧』には過去10年程度の配当履歴が掲載されている

3 社会科学 2007年の新潟県中越地震でどういったボランティア活動が行われたか。

回答 『北海道新聞記事データベース』『朝日新聞記事データベース』で記事検索

3 社会科学 1914年（大正3年）の「寄留法」と同「手続令」の条文が見たい。

回答 『現行日本法規104

3 社会科学 ジュネーブ条約の条文を見たい。

回答 『解説条約集』『国際条約集』に掲載。

3 社会科学 昭和になってからの国民年金の月額保険料が知りたい。

回答

自由国民社『年金の基礎知識』に昭和36年4月の国民年金制度発足以来の月額保険料が掲載さ
れている。

3 社会科学 「みどりの日」の制定はいつか。

回答

『官報情報検索サービス』により，平成元年二月十七日，「国民の祝日に関する法律」の改正に
よってそれまでの「天皇誕生日」を「みどりの日」としたことがわかる。

3 社会科学 実印・認印・銀行員の由来及び法的根拠

回答 『印鑑・文書・契約の法律』ほか蔵書検索でヒットしたものを複数提供

主要旧法令3

民事法』に掲載。

問い合わせ内容

分類

結果

メモ（資料名など）

3 社会科学 裁判の減刑嘆願書の書式が見たい。

回答 三省堂『便利な書類の書き方事典』に記載あり。

3 社会科学 就職の身元保証人の責任はどのようなものがあるか知りたい。

回答 『誰にもわかる社会生活六法

3 社会科学 町内会と自治会の違いは何か知りたい。

回答

『注釈地方自治法』『新自治用語辞典』『地方自治の現代用語』によれば，本質的な違いはない
とある。

回答不能

公式ホームページには代表取締役社長のみ掲載。本社は神戸。『帝国データバンク』には会社情
報未掲載。「会社四季報」未上場会社版には代表取締役社長のみ掲載。

3 社会科学

「ネスレ日本」という会社の役員が知りたい。

法律相談Ｑ＆Ａ』に記述あり。

3 社会科学 自衛隊の飛行機等の読み方。例えばEC-225LP

回答 防衛省広報課に問い合わせる。イーシーニヒャクニジュウゴエルピー。

3 社会科学 名古屋市，稲沢市に昭和40年にあった紡績工場の名前が知りたい。

回答 『帝国データバンク会社年鑑』，『会社総覧』，『国勢総覧』，『全国工場通覧』などを提供

3 社会科学 明治35年の700万円は現在に換算していくらぐらいか？

回答

3 社会科学 高等学校の学習指導要領を見たい

回答 『高等学校学習指導要領

3 社会科学 昭和56年の平均余命について知りたい

回答

リサーチナビ「過去の貨幣価値を調べる」から，日本銀行ホームページの「教えて！にちぎん」
のページに換算方法あり。約1,400倍。
平成21年版』（1階開架），文部科学省ホームページを紹介

『人口の動向』（5年ごと），『国民衛生の動向』2013/2014に昭和22年からの各年の平均
余命が掲載。

3 社会科学 インディアンの戦闘時に顔にペイントした写真が見たい。

回答不能

百科事典，民族，服飾等を見るが記載なし。映画や興業によるイメージという記述はあり。

3 社会科学 官報で外国人の帰化について調べたい。

一部回答

官報データベース（戦前分は国会図書館デジタル化資料から）で検索可能，遠方の方だったた
め，最寄りの図書館を紹介。

3 社会科学 加藤多一の「五月になれば」という作品が教科書にのっているか知りたい。
3 社会科学

「たっつけ袴」，「ていまい袴」の作り方を知りたい。なければ図や写真でもよ
い。

回答
一部回答

『教科書掲載作品 小・中学校編』から教育出版の国語教科書
る，現物から確認。

小学校五年生（上）に掲載とあ

名称の意味を調べたのち，『新・田中千代服飾事典』，『江戸衣装図鑑』に小さなイラストが
あった。

4 自然科学 にんじんの皮の名前

回答 『園芸大百科』には「肉部」とある。

4 自然科学 太陽系の各惑星の名前の由来

回答 『宙の名前』ほか

4 自然科学 地球から火星にたどりつくまでのロケットや探査機でかかる時間

回答

4 自然科学 植物の成長点培養の手順とやり方･薬品など

回答 『バイオホルティ』4巻・『植物組織培養の栄養学』『絵とき植物組織培養入門』

『現代用語の基礎知識』の「宇宙開発」「天文宇宙」の項に実際に打ち上げられた探査機の打ち
上げ日，到着日がいくつか掲載されている。

問い合わせ内容

結果

メモ（資料名など）

4 自然科学 「ラクテック」という薬剤の成分・効用・副作用

回答

『医療薬日本医薬品集』によれば「ラクテック」は商品名ということがわかり、そこから薬品名
を調べ、その項目を参照。

4 自然科学 ＥＤＴＡという薬品について知りたい

回答 『化学大辞典』『岩波理化学辞典』『科学技術和英大辞典』

4 自然科学 ハリケーンはなぜかつて女性の名前が付けられていたか

回答 書籍資料になし。Web検索「デジタル台風」、『朝日新聞』データベースで確認

4 自然科学 「ゴリ」という名の魚について調べたい

回答 『日本産魚名大辞典』

4 自然科学 カラスの生態について知りたい

回答 『カラス協奏曲

4 自然科学 ヒメマルカツオブシムシの詳細と駆除法について知りたい

回答 『日本の有害節足動物』『家屋害虫事典』『日本産幼虫図鑑』

分類

4 自然科学

南極地域観測隊員の最初の募集の新聞記事が見たい。文学的な言葉で書いてあっ
たはず

回答

行動と生態の不思議』『動物大百科』（平凡社）

Web検索でＡ．シャクルトンによる募集記事のことと判明，当館所蔵の『エンデュアランス号
漂流』で確認

4 自然科学 「臨床研究に関する倫理指針」を見たい

回答 Web検索により厚生労働省のサイトにあることがわかる

4 自然科学 お米についている虫でウジのような虫の名前と駆除法が知りたい

回答

4 自然科学 「バラクーダ」という魚の生息地域と食べているものについて知りたい
4 自然科学

「シラウオ」はシラウオ科の魚の総称ということだが，そのシラウオ科にはどの
ような種類がいるのか

4 自然科学 「偽膜大腸炎」という病気について知りたい
4 自然科学 「離岸流」の意味が詳細に書かれている資料を見たい
4 自然科学 医学団体の役員名の読み
4 自然科学 「急速進行性糸球体腎炎」について詳しく書かれている資料・情報が知りたい

Web検索により，「ノシメマダラメイガ」とわかる。『日本農業害虫大事典』などに駆除法な
ど掲載
書籍資料に掲載なし，Web検索により和名が「オニカマス」と判明。『食材魚貝大百科』4を見
回答 ると掲載あり。しかしWeb情報では「オオカマス」と混同の傾向とあり，『食材魚貝』にもそ
の形跡あり
回答 『食材魚貝大百科』1，『日本産魚類検索』
回答
回答・他機関紹介

回答
回答・他機関紹介

主婦と生活社『最新家庭の医学百科』，日本医療企画『標準治療』ほかで「偽膜性大腸炎」の項
目あり
『地学事典』を提供，北海道海上保安庁の連絡先を紹介
1人は朝日新聞記事データベース，もう1人は国立国会図書館Webサイト「雑誌記事索引」の著
者情報より
『標準治療』，及び旭川医大図書館を紹介

4 自然科学 地球一周の距離を知りたい

回答 『天文年鑑』天文基礎データの項。赤道全周40,075,040ｍ，子午線全周40,078,880ｍ

4 自然科学 ダーウィンがマルクスの著作を読んで影響を受けたというのは本当か

回答

4 自然科学 秋分の日の今後10年の予定日を知りたい。

回答 『21世紀暦』に記載。

『ダーウィンをめぐる人々』に，マルクスから『資本論』を贈られたがダーウィンはドイツ語が
苦手だったので読んでいないだろうとの記述あり

問い合わせ内容

分類

4 自然科学 「ペルシュロン」という品種の馬の写真が見たい。貸出できるものがよい。
4 自然科学 ロンドンとスペインの日照時間を知りたい。

結果

メモ（資料名など）

回答 『動物大百科』11に写真あり。
一部回答

理科年表には掲載なし。その他，紙ベースでは見つからず。ネットで日の出・日の入りを計算で
きるサイトを参考としていくつか紹介。

4 自然科学 たんぽぽの茎を折った時に出る白い液体について知りたい。写真もあるとよい。

回答 『タンポポ観察辞典』（開架）

4 自然科学 アメジストの日本語の表記と読み方

回答 『岩石と宝石の大図鑑』から紫水晶（むらさきすいしょう）
『北海道新聞記事データベース』から，2001年6月に医師法の「欠格条項」が改正され，「障
害を理由に一律に拒絶するのではなく個々の能力に応じて医師免許が交付されるよう改められ
た」とのこと。

4 自然科学

盲目の人は涙が出るか？
また，片目が見えなくても医者になった人がいるか？

5 技術

『月刊土木施工』2000年6月の記事を複写してほしい

回答 北海道立図書館ホームページ『北海道雑誌新聞総合目録』で所蔵を調べ，複写依頼。

5 技術

根コンブの栄養成分及び料理法

回答 『健康・栄養食品事典』

5 技術

「ＩＳＯガイド65」というものは何か知りたい

回答 Web検索・JIS検索サイト

5 技術

「おにぎり」と「おむすび」の違いとその語源

回答 『日本国語大辞典』・『たべもの起源事典』･『たべもの日本史総覧』

5 技術

『戦略的環境アセスメント』に関する資料

回答 ＮＤＬサーチ，データベース雑誌記事索引集成

5 技術

ストーブの歴史について（薪・木炭）

回答 『薪ストーブ大全』・『薪ストーブの本』他

5 技術

国会議事堂の設計者は？

回答 『建築大辞典』『議事堂の石』

5 技術

大さじ1ぱいは何ｃｃ？

回答 『坂本廣子のひとりでクッキング』ほかで15ｃｃとわかる

5 技術

中国の食材「豆腐干」の読みは

回答 『料理食材大事典』・『中日大辞典』

5 技術

登録番号のわかっている特許の書面が見たい

回答 Web「電子特許図書館」

5 技術

ヒレ肉の「ヒレ」は何語か？

回答 『料理食材大事典』

5 技術

ＷＷＦ（世界自然保護基金）の活動内容について知りたい

回答 ＮＧＯ関係資料、ＷＷＦ関連本・ＷＷＦホームページなど

一部回答

※「干」は「乾」の簡体字

フランス語のfilet（フィレ）より

問い合わせ内容

分類

結果

メモ（資料名など）

5 技術

中国のシックハウスでの死亡者についての新聞記事が見たい

回答 『北海道新記事データベース』から記事特定

5 技術

Ａ4版の寸法が知りたい

回答 平凡社『世界大百科事典』索引より，「Ａ版」→「紙」の項目で，210×297mmとわかる

5 技術

羊の肉の各部位の名とそれぞれの料理法について

回答 『材料料理大事典』。また「道新ポケットブック」の『ジンギスカンと羊肉』も参考に提供

5 技術

環境省「快水浴場100選」の選定理由は

回答

5 技術

一級建築士の過去の合格発表が見たい

他機関紹介

5 技術

全国の一級建築士の名簿があるはずだがそれを見たい。

他機関紹介

5 技術

「ニューヨークタイムズ」に一年ほど前に載っていた「トイレトレーニング」の
記事が見たい

回答 Web版"The New York Times"の記事検索により該当記事と思われるものを発見

5 技術

「ラム」「マトン」は何語由来か知りたい。

回答 『料理食材大事典』に英語との記載あり。

5 技術

特許取得後のライセンス契約の結び方について知りたい。

回答 『ビジネス活性化のための知的財産活用』に記述あり。

5 技術

原油価格・電気料金のここ2～30年の推移が知りたい。

回答 『北海道の電力』『北海道電力五十年の歩み』『世界の統計』『石油便覧』などに掲載。

5 技術

江戸時代の料理書『豆腐百珍』『蒟蒻百珍』などが見たい

6 産業

たばこが現行（2008年2月現在）の値段に値上げされたのはいつか知りたい。

6 産業

道内市町村別の畜産統計

6 産業

交通安全の標語を見たい

回答 『標語・スローガンの事典』

6 産業

外国・日本の鶏の種類が詳しく載っている資料で写真入りのものが欲しい。

回答 『世界家畜品種事典』

6 産業

電信の口頭での伝え方「あさひのア」の表が見たい

『電信電話事業史』で、「通話表」というものであることが分かる。そこから、『現行法規総
回答 覧』の「無線局運用規則」別表に掲載されていることが分かった。内容の変遷は『事業史』の1
巻609頁

6 産業

アメリカ（できればアラスカ州）・カナダの小麦の単位面積あたりの収量を知り
たい

回答不能

書籍資料になし、Web検索でアメリカ・カナダの統計ページを見るも該当資料はない模様

6 産業

ホテル業の財務諸表についての解説

一部回答

当館になし，他館所蔵の『ホテル会計制度』にあり

他機関紹介

個々の理由は不明だが，環境省のWebサイトに選定基準が5つ載っており，「100選」サイト
には個々の浴場の5基準の採点結果が掲載されている。
官報検索では該当なし。国土交通省・試験委託機関によると，官報での公示は無いとのこと。各
都道府県で把握しているはずだが10年以上前のものは保存期限切れの模様
国立国会図書館の所蔵などを調べるが確認できず。全国建築士会連合会に照会すると，発行はし
ておらず，国交省の各都道府県部局で管理しているとのことで，そちらに問い合わせていただ
く。

国会図書館NDL-OPACにより、すべて『江戸時代料理本集成』5巻所収と判明、大学図書館よ
り取り寄せ

回答 『朝日新聞記事データベース』で記事検索，2006年7月1日からと分かる。
回答不能

各種統計書を参照するが、すべて支庁レベルでしかない。

問い合わせ内容

分類

結果

メモ（資料名など）

6 産業

キクイモの栽培法

回答 データベース『ルーラル電子図書館』から栽培法に関する資料を提供

6 産業

「キャットクロウ（猫のツメ）」という名のハーブについて知りたい

書籍に記載なし。Web検索により「キャッツクロウ」が一般的な呼称ということが判明。南米
回答 アマゾン流域のもので，’94年にWHOの認定を受けているので最近知られるようになったも
のらしい。

6 産業

「ニオイザクラ」（中国・チベット産らしい）の育て方が知りたい。

回答 『原色園芸植物大図鑑』『園芸植物大事典』などに記載あり。

6 産業

熱帯魚が日本に輸入されたのはいつごろからか。

回答

6 産業

戦前の韓国にあった京釜鉄道についての概要を知りたい。

回答 『国史大辞典』『歴史史料大系6

6 産業

レックス（REX）という毛皮があるらしいがどのような動物のものか。

回答

6 産業

シクラメンの花が「ブタノマンジュウ」と呼ばれる由来について知りたい。

回答 『花歳時記大百科』『現代歳時記』などに記述あり。

6 産業

熊本県の古いデパートの名前「銀丁」の読み方が知りたい。

回答 『熊本県大百科事典』により，「ぎんちょう」であることがわかる。

6 産業

トウモロコシの「つぶ」と「ひげ」の名称

回答 『植物観察事典』，『野菜園芸大百科』

6 産業

昭和48～50年の酒，タバコそれぞれの小売店の数を知りたい

回答

7 芸術

ＮＨＫ朝ドラ『旅路』について写真が見たい。映画にもなったのでそちらでも可

回答 『テレビ50年

7 芸術

元横綱貴乃花の部屋の名前，若乃花との不仲の原因，相撲部屋への国からの補助
金の有無

回答

部屋名，不仲の原因は『北海道新聞記事データベース』から。部屋への補助金については，相撲
協会から支出されている。国は協会に対し補助金を支出している（相撲協会ホームページから）

7 芸術

日本の国技は何か？

回答

『日本大百科事典』13から，日本では相撲をさしていうが，明確な定義はないようだ。国技と
いう言葉の初出は化政期に興盛をみた囲碁を武士階級が国技と称したことがあるとのこと。

7 芸術

「たけうちせいほう」という画家の「斑猫」という絵が見たい

回答

・『日本美術作品 レファレンス事典』第Ⅱ期 絵画編から，『巨匠日本の画家
に収録されていることがわかる。

7 芸術

ベッリーニ「夢遊病の女」（または娘），「清教徒」というオペラの対訳が載っ
ている本が見たい。

回答

7 芸術

「東雲節」という歌の意味と背景を知りたい

一部回答

7 芸術･
スポーツ

ロンドンのバッキンガム宮殿の衛兵交代式にかかる曲（キットカットのＣＭに使
用された）が知りたい

回答不能

小学館『大日本百科事典』および『日本大百科全書』によれば，大正の中期か，大正の末から昭
和にかけて。
韓国併合』に記述あり。

書籍資料で記述無し。Web検索でウサギらしいとわかる（レッキスとも）。『リーダーズ英和
辞典』には「短毛変異種」として猫とウサギを挙げている。

図書では該当年の統計が見つからず。経済産業省ホームページ「商業統計」の「産業細分類別
（産業4桁分類）（昭和47年～平成19年）に掲載
in

ＴＶガイド』に記述あり。キネマ旬報450，451号に広告あり

Ⅰ』ほか2冊

レファ協の「オペラの対訳を調べる」から対訳書を確認。掲載内容を東京文化会館音楽室の蔵書
検索で確認し（国会図書館サーチではほとんどヒットしない）相互貸借で提供。
ネットでは明治20年代に名古屋または熊本で起こったストライキにちなんで作られた歌とあ
る。『熊本県大百科事典』に記述あり。また，NDLサーチから『東雲物語』，『東雲節考』を
取り寄せる。
Web：ＣＭで使われたのは1曲らしいが、宮殿では様々な曲を使うらしく、特定は難しい

問い合わせ内容

分類

結果

メモ（資料名など）

7 芸術･
スポーツ

モンゴルの歌唱法ホーミーについて調べたい

回答 ＣＤ『超絶のホーミー』のライナーノーツなど

7 芸術･
スポーツ

池坊の家元らしいが、「池坊専啓」とはいつのどんな人か

回答 『大衆人事録』（昭和9年）、『日本系譜総覧』

7 芸術･
スポーツ
7 芸術･
スポーツ

「衣川幸一（はがわ・こういち）」というアーティストの略歴。また、イスラエ
ルのYad Vashemホロコースト博物館に収蔵されているという彼の作品名も知
りたい。
NHKで春に放送されたサトウハチローが主人公のドラマの中で流れていた歌の
歌詞（題名不明）を知りたい

調査継続

回答

「羽川幸一」ではないか。略歴は道立に依頼。作品名については調査継続
NHKのHPでドラマ名を特定、ＨＰ内に挿入歌リストを発見、『日本のうた』などで数曲歌詞を
見てもらい発見

7 芸術･
スポーツ

第1回冬季オリンピックに谷口金蔵という選手が出場したかどうか

回答 『オリンピック事典』『近代オリンピック100年の歩み』

7 芸術･
スポーツ

津軽の凧絵の図案がたくさん載っているもの

回答 ＮＤＬサーチから『津軽凧絵』ほかを紹介

7 芸術･
スポーツ

藤竜也出演で、題名に「写真」がつく映画が見たい。ダムに水没する村が舞台
だったはずだが。

回答 Web「日本映画データベース」による検索、その結果の「村の写真集」のあらすじを紹介。

7 芸術･
スポーツ

昔のスポーツ紙（全国版）で国体軟式野球の結果が見たい

回答 ＮＤＬサーチから『財団法人全日本軟式野球連盟50年史 』ほかを紹介

7 芸術･
スポーツ

メーデーの日に歌われる労働歌と軍歌の一つが似ていると思うがそれは同一のも
のか

回答 『日本のうた』（1）の「メーデー歌」の説明に「歩兵の歌」などと曲が同一との記述あり

7 芸術･
スポーツ

野球の変化球などの球種の一覧

回答 一覧になっている資料はないが，スポーツルール関係の複数の事典から野球の項目を参照

7 芸術･
スポーツ

安藤広重の落款（印章）が知りたい

回答 『必携落款字典』『落款花押大辞典』

7 芸術･
スポーツ

『美術年鑑』で作品の参考価格の記載が無い場合があるのはなぜか

回答

出版元の美術年鑑社に問い合わせた結果，本人の意向や，評価委員の意見の相違などの理由で掲
載されない場合があるとのこと

7 芸術･
スポーツ

複製画の技術・技法・歴史・種類について知りたい

一部回答

美術関係書籍・参考資料に記述みあたらず。美術館に問い合わせるも不明，ネットや他館取り寄
せ資料で対応

7 芸術･
スポーツ

明治・大正の流行歌が年表になって載っているものが見たい

回答 『新版日本流行歌史』（上）の巻末に年表あり。旧版の貸出用もあり

7 芸術･
スポーツ

書道の古典「張玄墓誌銘」が見たい

回答

7 芸術･
スポーツ

岩下志摩・津川雅彦・北大路欣也が出演した，医者がらみのドラマの題名が知り
たい

回答 Web「テレビドラマデータベース」により，渡辺淳一原作の「氷紋」とわかる

7 芸術･
スポーツ

映画倫理規程の内容について知りたい

回答 『映画の事典』，『知恵蔵』

実は第3回出場だった

二玄社「中国法書ガイド」シリーズの『墓誌銘集 下』に所収。原文・読み下し・現代語訳・全
拓本が掲載。拓本は極めて小さいが，拡大複写で対応。

問い合わせ内容

分類

結果

メモ（資料名など）

7 芸術･
スポーツ

Ｒ指定などがどのような経緯で決定されたかが知りたい

回答 『北海道新記事データベース』『朝日新聞記事データベース』から経緯がわかる記事を提供

7 芸術･
スポーツ

鎌倉時代の刀工，粟田口吉光について知りたい

回答 『日本書画骨董大辞典』『日本刀銘鑑』『日本刀鑑定必携』『日本の刀剣』

7 芸術･
スポーツ

「浦島太郎」などの童謡を漢字表記の歌詞で読みたい。あわせて歌が作られた時
代背景なども知りたい。

回答 『日本童謡事典』に発表当時の原本から収録した歌詞や，異本異歌詞，時代背景紹介がある

7 芸術･
スポーツ

スキー用語で「ナスター」とはどういう意味か。

回答

7 芸術･
スポーツ

落語「百川」の題名の読みを知りたい。

回答 『落語の鑑賞201』により，「ももかわ」とわかる。

7 芸術･
スポーツ

アメリカの人気テレビ番組「エド･サリバン･ショー」の英語のスペルを知りた
い。

回答 『和英・英和タイトル情報辞典』で，The Ed Sullivan Showとわかる。

7 芸術･
スポーツ

「入渓点」という言葉の読みが知りたい。使われている文脈から，登山や地理の
用語らしい。

回答

7 芸術･
スポーツ

「沢床」なる言葉の読み方が知りたい。登山関係の文章で使われている。

7 芸術･
スポーツ

戦前の唱歌「紀元節」「明治節」の歌詞が知りたい。

回答 講談社文庫『日本の唱歌』（全3巻）の上巻と下巻にそれぞれ掲載。

8 言語

ことわざ「豚もおだてりゃ木に登る｣の出典は

回答 『岩波ことわざ辞典』・『故事俗信ことわざ大辞典』

8 言語

上代の係り結びの変遷及びク語法・ミ語法について載っている貸し出し用の資料
が欲しい

8 言語

「いろは歌」の意味と由来

回答 『世界大百科事典』

8 言語

「ひとりひとり」で算用数字（1人1人）は使えるか？

回答 横組み版の『辞林21』でも、ことばとしての「ひとり」は「一人」と表記している。

8 言語

「文字・活字文化振興法の施行に伴う施策の展開」の全文

回答 日本雑誌協会ホームページ，『図書館雑誌』

8 言語

「うるおぼえ」と「うろおぼえ」はどちらが正しいか

回答 『広辞苑』『日本国語大辞典』に「うるおぼえ」の語は無し。

8 言語

「々」の記号はなんと読むか

回答 『ＪＩＳ漢字字典』・『日本国語大辞典』、「のま」「おなじ」「くりかえし」など

8 言語

漢字の同じ訓で使い分けが詳しく載っている辞典が知りたい

回答 旺文社『漢字使い分け辞典』など

8 言語

「ため口」の意味と語源

回答 『集団語辞典』

回答不能

他機関紹介

『スポーツ用語辞典』に，アメリカ発祥のハンディキャップレースのことで，National
Standard Raceの略とある。

書籍資料に記載なし。Web検索で，「山岳用語集」「登山用語集」などに「にゅうけいてん」
と読みが付いているのを発見。
書籍資料・Web検索とも記述なし。道立図書館に依頼するも解決できず。

所蔵資料で記載なし、教育大学を紹介

問い合わせ内容

結果

メモ（資料名など）

8 言語

手紙の宛名「各位」を「殿」と書き換えられるか

回答

『岩波日本語使い方考え方辞典』『日本国語大辞典』などによると、「各位」は同じ文面を多数
に宛てる際の宛書とあるので、「殿」に換えることは出来ない。

8 言語

「釉裏紅」の読みと意味

回答 『日本国語大辞典』漢字索引より「ゆうりこう」

8 言語

「廳」の字はいつから「庁」となったか

回答 『漢字百科大事典』によると，昭和56年の内閣告示「常用漢字表｣より

8 言語

「甥」などの「男」が付く漢字を調べたい。

回答 漢和辞典で部首を確認

8 言語

言葉のアクセントについて知りたい

回答 『NHK日本語発音アクセント辞典』

8 言語

貯金を「おろす」のはどの漢字を使うか

回答 旺文社『漢字使い分け辞典』，東京堂出版『同音語同訓語使い分け辞典』などにより「下ろす」

8 言語

「椨」という漢字の読みを知りたい

回答 『大漢語林』などで「たぶ」とわかる

8 言語

ＪＩＳ漢字第1水準・第2水準の一覧表が見たい

回答 『漢字百科大事典』

8 言語

「ごしょいも」を漢字でどう書くか

回答

8 言語

「逼迫」の読みと意味が知りたい。

回答

8 言語

古い中国の字書『爾雅』が閲覧できないか。

8 言語

漢文の置き字（訓読で読まない漢字）の参考書が見たい。

8 言語

「前借金」の読みが知りたい。「マエガリキン」か「ゼンシャクキン」か。

回答 『日本国語大辞典』によれば，「ゼンシャクキン」

8 言語

「Å」という記号の読み方を知りたい。

回答 『記号の事典』により，「オングストローム」とわかる。

8 言語

「リンゴが赤くなると医者が青くなる」ということわざを聞いたが，「トマト」
ではないか。

回答

『健康食品百科』，『健康・栄養食品事典』，小学館『日本大百科全書』などによれば，トマト
とリンゴの両方があり，また他の類似のことわざも多い。

8 言語

理工・技術系の英英辞典はあるか（penという単語について「入り江」という意
味が載っているもの）

回答不能

ペンギン，ロックマン，『科学技術英和大辞典』なども見るが，「囲い，潜水艦修理用ドック」
以上の意味は見つからなかった。

8 言語

「空書」の読みを知りたい，（空中に指で字を書いたりすることとのこと）

分類

『日本国語大辞典』により「五升芋」とわかる。ひとつの種芋から五升（たくさん）とれる意か
ら

『大漢和辞典』では「ヒョクハク・ヒッパク」，『広辞苑』では「ヒッパク」のみ掲載。『日本
国語大辞典 第2版』には，両方載せるも「ヒッパク」を主としている。
『大漢和辞典』では各項目に『爾雅』本文が収録されている。全文は，Ｗｅｂサイト「中華文化
回答 網」でテキストデータが，京都大学図書館Webサイトの貴重資料画像コーナーで版本の画像が
閲覧可能。
大修館『漢文基本語辞典』の音訓索引に「置き字」の項あり。10の置き字が掲載され，それぞ
回答
れを引くことで詳細を調べることができる。

回答 国語辞典等でみつからず，国会図書館，cini等の複数の書誌情報から「くうしょ」

問い合わせ内容

分類

結果

メモ（資料名など）

9 文学

金子みすゞのおじさんの経営する「上山文英堂」の読み

回答 所蔵の金子みすゞ研究書に記述あり

9 文学

正岡子規創刊の俳誌『ホトトギス』はまだ刊行されているか

回答 『新潮日本文学辞典』･『雑誌新聞総かたろぐ』。調査時点では刊行している。

9 文学

俳句の中に「稲架襖（はさぶすま）」という言葉があったが、これは由来のある
言葉かどうか

回答 『カラー図説日本大歳時記』

9 文学

丹羽文雄は存命か否か

回答

9 文学

Ｆ.モルナールの詩「リリオム」の収録本は

回答 NDLサーチから書誌確認。当館所蔵本の中に発見

9 文学

帚木蓬生の文学賞受賞作

回答

9 文学

武者小路実篤の「人知るも良し…」の句の出典

『日本名言名句の辞典』ほか，目言・名句辞典に見つからず。『朝日新聞記事データベース』で
回答 キーワードを工夫すると「人見るもよし，見ざるもよし，されど我はさくなり」（『人生論』）
を発見

9 文学

「勧学詩｣という詩は本当に陶淵明の作品か

回答

9 文学

一休宗純の漢詩「客中」の訳注が見たい

回答 所蔵の「続狂雲集」には原詩しかなかったため、道立図書館より訳注本を取り寄せ

9 文学

三島由紀夫の『英霊の声』の一節「などてすめらぎはひととなりたまいしか」の
意味を知りたい

回答 『日本国語大辞典』『三島由紀夫事典』

9 文学

『山月記・李陵』に出てくる「居延」「左賢王」の読み

回答 『大漢和辞典』より、「きょえん」「さけんおう」

9 文学

「海燕新人文学賞」の読み

回答

9 文学

芭蕉の句の読みを知りたい

回答 『芭蕉全句』（総ルビ付）

9 文学

漢詩作者「釈月性」の略歴を知りたい

回答 『中国学芸大事典』『漢詩の事典』

9 文学

詩人「河井酔茗」について知りたい

回答 『日本近代文学大事典』

9 文学

水上勉「京紅ものがたり」が収録されている本を知りたい

回答

ＮＤＬ-ＯＰＡＣ，個人全集索引などにも記載なし，Web検索により，水上勉『紅花物語』の舞
台名が「京紅ものがたり」であることがわかる。『紅花物語』は当館所蔵の単行本あり。

9 文学

菅原道真が11歳のときに初めて詠んだ漢詩の解説を見たい

回答

『消された政治家菅原道真』，人物叢書『菅原道真』などからその詩が「月夜見梅花」であるこ
とがわかる。当館所蔵「日本古典文学大系」の『菅家文草菅家後集』で収録を確認，提供

『文芸年鑑』平成16年版、『現代日本人名録』2002年版，『北海道新聞データベース』。調
査当時は存命

『現代日本人名録』『文学賞・文化賞受賞作品目録』，第14回吉川英治文学新人賞の『三たび
の海峡』など。

『漢詩名句辞典』・Web検索。陶淵明に同名の詩は無く、「雑詩十二首」の1首からさらに末尾
4句を抜粋し、全く別の意味の題を当てたもので、詩吟の世界で流通している形と思われる。

『日本現代文学大辞典』・『新潮日本文学辞典』
する賞。

※この賞は雑誌『海燕（かいえん）』が主催

分類

問い合わせ内容

結果

メモ（資料名など）
『新編国歌大観』で検索するも，現代語解説がある歌集への収録なし。Web検索により，出典
が『大鏡』であることがわかり，小学館「日本古典文学全集」の『大鏡』で収録を確認，提供

9 文学

菅原道真「夕されば野にも山にも…」の歌の解説が見たい

回答

9 文学

中国の詩人，白楽天の略歴やその漢詩の意味

回答 『漢詩の事典』，明治書院「新釈漢文大系」の『白氏文集』

9 文学

歌会始の詳しい内容と今までの選歌を知りたい

回答

概要は『皇室辞典』など，選歌は毎年の官報に掲載がある。宮内庁のWebサイトにも毎年の作
品が載っている

9 文学

王陽明の詩「啾啾吟」の訳が見たい

回答

集英社「中国の人と思想」シリーズ『王陽明
あり

9 文学

新潮文庫の発刊年と最初に出た作品のリストが見たい。

回答

発刊年については『新潮文庫全作品目録』中の紀田順一郎の文に記述あり，また，『新潮社
100年図書総目録』では発行年ごとに掲載されているので最初の作品がわかる。

9 文学

中学国語の教科書で「東の太郎と西の次郎」という物語が掲載されていたはずだ
が，それを読みたい。

『児童文学個人全集・作品名総覧』により，『斎藤隆介全集』第1巻に，『教科書掲載作品小･
回答 中学校編』では『ベロ出しチョンマ』に収録とわかった。ただし題名はいずれも「東・太郎と
西･次郎」。

9 文学

作家の曽野綾子の住所と電話番号が知りたい。

回答 『文芸年鑑』に記載あり。

9 文学

長谷川伸の作品「作手伝五左衛門」の読みを知りたい。

回答

9 文学

第59回小説現代新人賞受賞の，渡辺容子「売る女・脱ぐ女」が読みたい。

9 文学

『千載和歌集』所収の源義家「吹く風をなこその関と…」の歌の解説が読みた
い。

9 文学

五木寛之『青春の門』風雲篇は単行本化されていないが，読むことはできるか？

9 文学

「さいとう」という女性の詩集で百歳のことをつづった本を見たい（愛宕分室で
見たような気がする）

百死千難に生きる』に原文・書き下し・現代語訳

書籍に記載なし，国立国会図書館の書誌タグによれば「さででん・ござえもん」。『長谷川伸全
集』第13巻にも収録，本文中からも確認。
『最新文学賞事典89/93』『現代日本人名録2002』で，渡辺が「斉藤朱美」名義で平成4年
回答 に受賞したことがわかる。『文芸年鑑』平成5年版によると，『小説現代』1992年11月号に
掲載されている。
『千載和歌集』の訳注は刊行されていないが，松野陽一『千載集』に記述あり，また小堀桂一郎
回答 『和歌に見る日本の心』より「平成新選百人一首」の採用がわかり，文藝春秋刊の解説書を提
供。
「週刊現代」1993.7.24号～1994.4.30号（全38回）の連載。他の自治体図書館から相互貸
回答
借で
回答

911.5（日本人の現代詩），「ひゃくさい」で検索し，柴田トヨ『百歳』と思われる。（愛宕
にはないが），利用者に確認し貸出。

