
■ レファレンス事例集 
レファレンス事例集は和洋女子大学学術情報センターにおいて、過去に受付けたレファレンス・サービス

の質問・回答事例を紹介し、調べ方の例として活用していただくことを目的とし、公開するものです。申込

者の情報等、個人情報に関わる情報は公開いたしません。 

 

 

■ 事例集の使い方 

1. しおりから検索する方法 

① 画面下にポインタを移動すると下図のメニューが表示されます。 

 

 

② 右側のアイコン（上図   ）をクリックすると、ツールバーが左側に表示されます。 

しおりをクリックすると項目が表示されます。 

 

 

 

 

③ しおり中の項目にポインタを合わせ、クリックします。 

④ 選択した項目へ、自動的にカーソルが移動します。 

  

 



2. キーワードから検索する方法 

① 「Control」キーを押しながらアルファベット「F」を押してください。 

② 検索キーワード入力画面が開くのでキーワードを入力して検索します。 

③ 「Enter」でキーワードが含まれる箇所へカーソルが移動します。 

3. 一覧を参照する方法 

①  次項の一覧から検索してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎レファレンス事例一覧 

 

C：房総資料 

1 房総、天羽地方の民話（富津、君津市） 

2 「鎌ヶ谷市史研究」に載っているタイトル不明の雑誌記事の、巻号および出版年が知りたい 
 

000：総記 

1 「アジア・太平洋賞」について最新の新聞記事を読みたい。 

2 平凡社の社長名・従業員数が知りたい 

3 定家（ていか）文庫について知りたい。また図版・写真等の掲載されている資料があれば紹介して欲しい 
 

100：哲学 

1 「泣不動」について①不動明王の画像、②能楽の曲名を知りたい 

2 「3」または「三」は何故神聖な数とされているのか 

3 「神のものは神に。カエサルのものはカエサルに与えよ！」は聖書のどこに載っているか 

4 奈良の長谷寺について沿革等が掲載されている資料と、境内配置図が見たい 

5 沙石集（シャセキシュウ）について年代と語釈（注釈）等を見たい 

6 九条家本「法華経音」の成立年代が知りたい 
 

200：歴史 

1 大正 10 年の岩手県花巻の周辺の出来事（事件）が知りたい 

2 平安時代の地図で、平安京とその周辺（園城寺など）が載っているものを見たい 

3 藤原の観子（ふじわらのかんし）について調べたい。まずどの資料にあたればいいか 

4 文官・武官についての官位が表になっているものがみたい 

5 哀公（アイコウ）という人物について知りたい 

6 藤原京の構造について知りたい 

7 Oxford(イギリス地名）の由来について知りたい 

8 「うらしまたろう」の原型の話は「日本書紀 14 巻（雄略天皇期）」のどこに載っているか。書下し前のもので読みたい 
 

300：社会科学 

1 「嫁入記」、「嫁迎記」が読みたい 

2 社会教育審議会答申「青少年の徳性と社会教育」を読みたい 

3 ディスレクシア（発達障害 文字の認識障害）について 

4 家庭用品品質表示法について、本文及び解説が見たい 

5 小さ子譚について 

6 女学校・師範学校（明治～戦前）の家庭科の教科書が見たい 

7 分福茶釜について、モデルの寺や背景などを全般的に知りたい 



8 古い時代のものではなく現代の一般的なフランス、ベルギーの結婚式・披露宴の当日の流れが知りたい 

9 現在から 4、50 年前までの着物の柄と色の変遷について、雑誌や図書でカラー写真の載っているものを見たい 
 

400：自然科学 

1 乳幼児栄養調査の結果が知りたい 

2 成人女性（20 才）の身長、体重の平均値を知りたい 

3 ①地球型惑星と木星型惑星の差異②金星と火星に比べて地球の大気組成はどのような特徴をもっているか。簡潔に知りたい 

4 フラマリオンの経歴。明治頃の人で通俗的な天文学書を書いた人である。 

5 にんにく、玉ねぎのもつ酵素とその殺菌作用について 

6 母乳と粉ミルクでの育児比較、母乳育児の国内外比較のグラフがほしい。本文を見ることができる論文か、図書で必要。 
 

500：工学・技術 

1 同潤会アパートについての記事が欲しい 

2 ミニルック（60 年代）をはじめたといわれる、クレージュについて知りたい。 

3 外反母趾（外反母指）について 

4 タバコの害について 

5 江戸時代後期～幕末にかけての和裁（反物の裁ち方の製図）の本が見たい 
 

600：産業 

1 現代の情報化時代についての、TV視聴率のしくみについて 

2 川端康成が生きていた頃（関東大震災の頃）の米価が知りたい 

3 茶の製造、成分、入れ方について 

4 きな粉について、タンパク質・脂質・炭水化物・水分などの成分が知りたい 

5 東京市電の昭和 8 年の路線図が見たい。お茶の水～土橋の間は外濠線という 

6 食料自給率について知りたい。書いてある本はあるか 
 

700：芸術 

1 南天模様についての説明を探している 

2 レイトンの「イカロスとダイダロスという作品の解説が見たい 

3 上腕二頭筋の筋電図の活動（運動時の波形）が知りたい。 

4 正倉院御物について 

5 ハムレット、オフィーリアの衣装（絵画）が見たい 

6 「生命の樹」と言われている模様について、歴史を知りたい。又、図を見たい。 

7 孫過庭著「書譜」について 

8 長持唄について知りたい 
 

800：語学 

1 月の異名とその由来について（例：1月→睦月） 

2 色葉字集の原文を見たい 

3 「学級崩壊」という言葉の英訳が知りたい 

4 江戸時代の”蔵人”のヨミ 



5 コーパスと文学について、コーパスとは何か、どう関係しているのか知りたい 
 

900：文学 

1 日本文学における“月”について、原典を集めたい 

2 ①Kenneth Grahame ”The wind in the willows ”の和訳が読みたい 

3 Edith Nesbit（イディス・ネズビット)の著作について、作品の概略などが知りたい 

4 長恨歌伝について 

5 東都名物錦絵始（オエドメイブツニシキエノハジメ）がどんな分野の作品か。この作品を作った人には、他にどんな作品があるか知りたい 

6 伊勢について（歌人） 

7 干武陵の「勧酒」という詩が、（活字ではない手書きで）書かれているものが見たい 

8 絵本のタイトルに動物が載っているものを探したい。また、どんな動物がいるか図鑑を見たい 
 

 

  



レファレンス事例集（房総資料） 
 

◎C-1 

公開日 2008/8/1 

分類 C：房総資料、300：社会科学 

質問 房総、天羽地方の民話。（富津、君津市） 

回答 学術情報センターでは千葉県内の資料を房総資料として分類（C30）している。しかし房総関係でも房総資料

以外に分類される場合があるので、OPAC で検索する。「民話 千葉県」で検索すると房総、富津市の資料も

検索される。また「昔話 千葉県」では房総資料以外も検索される。 

文献 1 富津市の民話と民謡(C38:N34) 

文献 2 ふるさと千葉県の民話(C30:A47) 

文献 3 房総の昔話(338.1:Mu25:16） 

備考 他：『房総の伝説』(C30:H66) 

 

◎C-2 

公開日 2008/8/1 

分類 C：房総資料 

質問 「鎌ヶ谷市史研究」に載っているタイトル不明の雑誌記事の、巻号および出版年が知りたい。記事の執筆者は

「領塚」。キーワードとして「考古学研究所」、「ジェラード・クロード神父」。 

回答 国会図書館雑誌記事索引及び、CiNii には収録されていない雑誌。鎌ヶ谷市なので千葉県資料をあたる。千

葉県立図書館の「千葉県歴史関係雑誌記事索引検索」を使用。雑誌名に「鎌ヶ谷市史研究」を入力してしまう

と検索されないため、執筆者「領塚」のみで検索すると結果が出る。 

文献 1 千葉県関係索引データ検索：http://www.library.pref.chiba.lg.jp/03search_chiba/ 

文献 2 千葉県歴史関係雑誌記事索引検索 

文献 3  

備考 結果：「領塚正浩:ジェラード・グロート神父と日本考古学研究所～失われた考古学史を求めて～」『鎌ヶ谷市史

研究』.通巻 9，1996.3，pp.30-49が該当文献 

 

  



レファレンス事例集（総記） 

 

◎000-1 

公開日 2008/8/1 

分類 000：総記 

質問 「アジア・太平洋賞」について最新の新聞記事を読みたい。 

回答 カウンターでの代行検索日経テレコン 21 で主な新聞の記事全文が読める。記事の記載年月を指定すること

が必要。アジア・太平洋地域の政治・経済・社会・文化等に関する優れた著作に贈られる学術賞。主催は、ア

ジア調査会･毎日新聞社。 

文献 1 日経テレコン 21で毎日新聞過去 3年分を検索すると 29件(2008.7.9現在） 

文献 2  

文献 3  

備考  

 

◎000-2 

公開日 2008/8/1 

分類 000：総記 

質問 平凡社の社長名・従業員数が知りたい 

回答 出版社のほとんどは出版年鑑(025:Sh99:*)で網羅している。 

文献 1 出版年鑑 (025:Sh99:2008-1) 名簿を会社名で検索 

文献 2  

文献 3  

備考  

 

◎000-3 

公開日 2009/1/25 

分類 000：総記 

質問 定家（ていか）文庫について知りたい。また図版・写真等の掲載されている資料があれば紹介して欲しい 

回答 『日本国語大辞典』(813.1:N77:9)で「定家文庫」と引くと、「定家袋」に同じという参照がある。「定家袋」の項

(p.540)に説明があり、図も参照できる。また『類聚名物考』の調度部７櫃篇（031:Y42:5）に記載があるとの説明

もある。”婦人携帯用の一種の文庫”（『広辞苑』（813.1:Ko39）より）ということなので，女性の道具、装身具資

料から図版を参照することができる。 

文献 1 日本国語大辞典(813.1:N77:9)p.540に説明と図版あり 



文献 2 類聚名物考 調度部７ （031:Y42:5）櫃篇 p.454に「定家袋」で説明あり 

文献 3 唐才子伝之研究の巻 4(920.2:To71） 

備考 女の装身具：日本の美術 No.396（708:N77:396）pp.36-37に説明と図版あり 

 

 

  



レファレンス事例集（哲学） 
 

◎100-1 

公開日 2008/8/1 

分類 100：哲学 

質問 「泣不動」について①不動明王の画像、②能楽の曲名を知りたい 

回答 『岩波仏教辞典第二版』(180.3:I95)を泣不動で探すと三井寺（園城寺）「泣不動縁起」があり。絵巻があることが

分かるので、『日本絵巻物全集』（721:Sh69:*)を探す。なお同辞典で謡曲「泣不動」であること、発心集に説話

のあることも分かる。 

文献 1 ①日本絵巻物全集 30巻（721:Sh69:30）に「泣不動縁起」で白黒図あり。「不動利益縁起」はカラーで見られる。 

文献 2 ②校註謡曲叢書(912.3:Ko15:1)「泣不動」あり pp.9-12 

文献 3 発心集研究(910.8:Y56:3 ｱ)p.276に参考文献 

備考 他：『日本国語大辞典第二版』(813:N77:10)。また Web で探すと清浄華院の不動明王像も「泣き不動｣（出町七

不思議より）であることが分かる。 

 

◎100-2 

公開日 2008/8/1 

分類 100：哲学 

質問 「3」または「三」は何故神聖な数とされているのか 

回答 『世界宗教大事典』(160.3:Se22)「数」の項 pp.1033-1036 に、各宗教について聖数の記述がある。日本におけ

る数の民俗として、「3」についても言及している。キリスト教関連であれば、『聖書象徴事典』（193:L97）に「三」

pp.176-178の記述があり、旧約、新約それぞれについて記述されている。 

文献 1 世界宗教大事典(160.3:Se22)pp.1033-1036 

文献 2 和算以前(410.2:O94)p.39 

文献 3 「古事記」「日本書紀」総覧(210.3:Ko39)p.304 

備考 他：『古事記の研究』(210.3:Ka97)p.303、『聖書象徴事典』(193:L97) 

 

◎100-3 

公開日 2009/1/25 

分類 100：哲学 

質問 「神のものは神に。カエサルのものはカエサルに与えよ！」は聖書のどこに載っているか 

回答 聖書中の語句を探すには『聖書語句大辞典』(193:Se19)が有用。ただし「カエサル」では出てこないため、『新

約聖書人名事典』(197:B77)にて「人名その他表記対照表」を参照する。「カエサル」が「カイザル」とも訳されて



いることが分かるので、もう一度『聖書語句大辞典』を引くと、「カイザル」の聖書中の記載箇所が分かる。『聖

書 : 新共同訳』(193:Se19)によると訳は”皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい”。マタイ、マルコ、

ルカ福音書にそれぞれ同様の記述がある。 

文献 1 聖書語句大辞典(193:Se19) 

文献 2 新約聖書人名事典(197:B77) 

文献 3 聖書 : 新共同訳(193:Se19) 

備考 他：『ドイツ語ことわざ辞典』(388.8:Y27)p.163 

 

◎100-4 

公開日 2009/1/25 

分類 100：哲学 

質問 奈良の長谷寺について沿革等が掲載されている資料と、境内配置図が見たい 

回答 沿革等は『総合佛教大辞典』(180.3:So28:2)などの仏教辞典と、『奈良県の地名』(291.03:N77:30)や『角川日本

地名大辞典』(291.03:Ka14:29)などの地名辞典に記載がある。また境内見取図に関しては OPAC にて「長谷

寺」で検索し、『長谷寺：古寺巡礼奈良』(185:Ko39:13)の見返しにイラストがある。 

文献 1 総合佛教大辞典(180.3:So28:2) 

文献 2 奈良県の地名(291.03:N77:30) 

文献 3 長谷寺:古寺巡礼奈良(185:Ko39:13)見返し部分に境内配置図あり 

備考 他：『週刊古寺をゆく:長谷寺と飛鳥の名刹』（185:Sh99:12）にも境内配置図がある。 

 

◎100-5 

公開日 2009/1/25 

分類 100：哲学 

質問 沙石集（シャセキシュウ）について年代と語釈（注釈）等を見たい 

回答 年代等は事典を数種類使って確定する。『世界大百科事典』（031:Se22:12）、JapanKnowledge、『日本古典文

学大辞典』（913.3:N77:3）などから起筆年、脱稿年が分かる。また語釈については OPAC にて書名で検索する

と校注ありのものが検索される。 

文献 1 世界大百科事典（031:Se22:12）p.718 

文献 2 日本古典文学大辞典（910.3:N77:3）p.258 

文献 3 沙石集：新編日本古典文学全集（918:Sh69:52） 

備考 他：解説は『日本の説話 3 中世Ⅰ』（913.37:N77:3）に詳しい 

◎100-6 

公開日 2012/4/1 



 

 

  

分類 100：哲学 

質問 九条家本「法華経音」の成立年代が知りたい 

回答 国語学大辞典(810.3:Ko47)p.104「法華経音」についての記載あり。成立は明覚(天喜 4 年（1056）-保安 3 年

（1123）以後の撰と推定 

文献 1 国語学大辞典(810.3:Ko47:ｱ)p.104 

文献 2  

文献 3  

備考  



レファレンス事例集（歴史） 
 

◎200-1 

公開日 2008/8/1 

分類 200：歴史 

質問 大正 10年の岩手県花巻の周辺の出来事（事件）が知りたい 

回答 『岩手県史』の年表(212.2:I97:12)、該当年代部分に掲載。宮沢賢治の年譜等を参照。 

文献 1 岩手県史．年表(212.2:I97:12) 

文献 2  

文献 3  

備考 他：『宮沢賢治年譜』（910.26:Mi89)を参考 

 

◎200-2 

公開日 2008/8/1 

分類 200：歴史 

質問 平安時代の地図で、平安京とその周辺（園城寺など）が載っているものを見たい 

回答 『平安時代史事典』（210.3:H51:3）資料・索引編に平安京周辺図・畿内周辺図あり。その他 OPAC にて「平安

京」で検索する。 

文献 1 平安時代史事典（210.3:H51:3） 

文献 2 都市研究平安京変遷史(291.62:F67) 

文献 3 宮城図(210.088:Ky:1) 

備考 他：立命館大学地理学教室のバーチャル京都：http://www.geo.lt.ritsumei.ac.jp/webgis/ritscoe.html 

 

◎200-3 

公開日 2009/1/25 

分類 200：歴史 

質問 藤原の観子（ふじわらのかんし）について調べたい。まずどの資料にあたればいいか 

回答 ある人物についての記述を網羅的に収集するために『人物レファレンス事典』（281.03:J52:2）を利用する。「ふ

じわらのかんし」で p.2366 に記載があり、『講談社日本人名大辞典』（281.03:Ko19）や『日本女性人名辞典』

（281.03N77:ｱ）にあたる。 

文献 1 人物レファレンス事典（281.03:J52:2） 

文献 2 講談社日本人名大辞典（281.03:Ko19） 

文献 3 日本女性人名辞典（281.03N77） 



備考  

 

◎200-4 

公開日 2009/1/25 

分類 200：歴史 

質問 文官・武官についての官位が表になっているものがみたい 

回答 図版、諸表などを多く備えた日本史関係の辞典を参考にするとよい。基本資料としてまず『国史大辞典』

（210.03:Ko53:3）で「かんい」を引くと p.762-763に官位相当一覧がある。また『日本歴史大事典』(210.03:N77:1)

は内容を簡易にまとめ、カラーを使用していて読みやすい。p.770 にて一覧を参照できる。『読史備要』

(210.03:D83)のような便覧にも p.533から官職制一覧がある。 

文献 1 国史大辞典（210.03:Ko53:3）p.762-763 

文献 2 日本歴史大事典(210.03:N77:1)p.770 

文献 3 読史備要(210.03:D83) 

備考 他：明治の官制についても『読史備要』(210.03:D83)にあり。 

 

◎200-5 

公開日 2009/1/25 

分類 200：歴史 

質問 哀公（アイコウ）という人物について知りたい 

回答 人物名から探す場合には同名の人物との混同を避けなくてはならない。『東洋人物レファレンス事典』

（282:To85:1）にて「アイコウ」を引くと秦王と魯王の二人の人物がある。また『アジア歴史事典』（220:A27:10）索

引からは魯王と鄭の王。『東洋歴史大辞典』（220:To91:1）には「哀公」のほかに「哀候」でも検索される。今回

は魯王「哀公」のことなので、上記の辞典類のほか、『アジア歴史事典』（220:A27:1）が文献として挙げている

『春秋左氏伝』（IB:シユ）の「哀公」や、『史記』(928:C62:4)世家の「魯周公世家」を紹介する。 

文献 1 アジア歴史事典（220:A27:10） 

文献 2 東洋歴史大辞典（220:To91:1）） 

文献 3 東洋人物レファレンス事典（282:To85:1） 

備考 他：「左氏伝」「史記」は多種あるので OPACで検索すること。 

 

◎200-6 

公開日 2012/4/1 

分類 200：歴史 



質問 藤原京の構造について知りたい 

回答 OPAC にて「藤原京」で検索すると数件ヒットする（京の中心部にあったとされる内裏の名称「藤原宮」でも検索

すると違う検索結果を得られる）。その中の『藤原京の形成』（210.08:N77:6）に内裏図等が載っている。また、

『国史大辞典』(210.03:Ko53:12)や『日本考古学辞典』（210.02:N77:ｱ）から概要等を知ることができる。ほかに奈

良県橿原市と奈良産業大学が連携し、藤原京を CG（コンピュータ・グラフィックス）で再現したサイト

（ http://www.nara-su.ac.jp/archives/fujiwaracg/index.html）もある。ただし藤原京及び藤原宮は現在も発掘

調査が続けられているため、今後新たな調査報告がある可能性もあり。 

文献 1 国史大辞典(210.03:Ko53:12) 

文献 2 日本考古学辞典（210.02:N77:ｱ） 

文献 3 藤原京の形成（210.08:N77:6） 

備考 http://www.nara-su.ac.jp/archives/fujiwaracg/index.html 

 

◎200-7 

公開日 2012/4/1 

分類 200：歴史 

質問 Oxford(イギリス地名）の由来について知りたい 

回答 参考図書の 290 や 293 から語源等がわかる辞典類を探してみる。『世界地名語源辞典（新版）』

(290.3:A71)p.38に該当の記述あり。ほか 3点も紹介する。 

文献 1 世界地名語源辞典(290.3:A71)p.38 

文献 2 世界地名大事典(290.3:Se22:1)p.274 

文献 3 イギリス歴史地名辞典 歴史地名篇(293:Mi27:1) 

備考 他：ロンドン地名由来事典(293:W46)p.202 

 

◎200-8 

公開日 2012/4/1 

分類 200：歴史 

質問 「うらしまたろう」の原型の話は「日本書紀 14 巻（雄略天皇期）」のどこに載っているか。書下し前のもので読

みたい 

回答 JapanKnowledge で「浦島」「日本書紀」をキーワードに全文検索すると「国史大辞典」に「わたつみのくに（海神

国）」や「ふだらくせん（補陀落山）」の項に「雄略期二十二年七月条」にあるとの記載があった。また、OPAC に

て「浦島太郎」で検索してヒットした『浦島太郎の日本史』（388.1：Mi15）の P18 に該当内容の書き下し文が載っ

ていた。上記をもとに、『日本書紀（上）』（210.3：N77：1）訳文より該当の部分を探し、その後、『日本書紀：本文

篇』（210.3：N77：1）より書下し前の文章から該当箇所を見つける。 



文献 1 JapanKnowledge http://japanknowledge.com 『国史大辞典』 

文献 2 浦島太郎の日本史（388.1：Mi15） 

文献 3 日本書紀（上）（210.3：N77：1） 

備考 他：「日本書紀」は多種あるので OPACで検索すること。 

 

 

  



レファレンス事例集（社会科学） 
 

◎300-1 

公開日 2008/8/1 

分類 300：社会科学 

質問 「嫁入記」、「嫁迎記」が読みたい 

回答 『国書総目録』(025:Ko53:7)によると「嫁入記」は活字版が『群書類従』武家にあると記載されている。また「嫁

迎記」の項目はないが、「よめむかへの事」の別タイトルに「よめむかへの記」があり、同じく『群書類従』武家

に活字版があると分かる。 

文献 1 群書類従 23 武家部巻第 414（081:G94:23） 

文献 2 国書総目録(025:Ko53:7) 

文献 3  

備考  

 

◎300-2 

公開日 2008/8/1 

分類 300：社会科学 

質問 社会教育審議会答申「青少年の徳性と社会教育」を読みたい 

回答 Googleにて「青少年の徳性と社会教育」と検索すると、国立青少年教育振興機構のサイトがヒット。「青少年教

育 デ ー タ ブ ッ ク 」 http://nyc.niye.go.jp/youth/book2003/index.htm の 中 に 答 申 あ り 

http://nyc.niye.go.jp/youth/book2003/html/04/04_01.htm 。また 1981 年 5 月 9 日の答申につき、近日の新

聞記事を縮刷版で調査する。 

文献 1 朝日新聞縮刷版 1981年 5月 10日（日）1面（p.291）に関連記事あり 

文献 2 生涯教育について：青少年の徳性と社会教育．学校教育研究所,1981.9(和洋女子大学に所蔵なし） 

文献 3  

備考  

 

 

◎300-3 

公開日 2008/8/1 

分類 300：社会科学 

質問 ディスレクシア（発達障害 文字の認識障害）について 



回答 『認知心理学事典』（141:E94）の「失読，発達性の」に詳しい。また、『乳幼児発達事典』（371.44:N99） p360、

366 に障害部位やその他の様々な読書困難の種類が挙げられている。『ドーランド図説医学大辞典』28 版

（490.3:D87）にはキーワードとして「失読症」「読字障害」等あり。CiNii や医中誌 WEB などで論文も多数検索さ

れる。 

文献 1 認知心理学事典（141:E94） 

文献 2 ディスレクシアなんか恐くない（378：D46） 

文献 3  

備考 キーワード：dyslexia alexia（失読症）、reading disturbance（読字障害、読語障害）、leading disability（読書障

害） 

 

◎300-4 

公開日 2008/8/1 

分類 300：社会科学 

質問 家庭用品品質表示法について、本文及び解説が見たい 

回答 OPAC「家庭用品 品質」で検索すると解説や規程集がヒットする。その編者名から通産省の法令と推測でき

る の で 通 産 省 （ 現 経 済 産 業 省 ） の ホ ー ム ペ ー ジ に 当 た る と 概 要 や 本 文 が見 ら れ た 。 

http://www.caa.go.jp/hinpyo/index.html 

文献 1 経済産業省「家庭用品品質表示法」：http://www.caa.go.jp/hinpyo/index.html 

文献 2 家庭用品品質表示法の解説(328:Ka85) 

文献 3 家庭用品品質表示法法令規程集(328:N77:1990) 

備考 家庭用品の品質表示について定めた法で、消費者保護を目的としたもの。 

 

◎300-5 

公開日 2008/8/1 

分類 300：社会科学 

質問 小さ子譚について 

回答 『日本民俗大辞典』（380.3:N77）の索引を使って「小さ子」「小さい子譚」の関連項目を参照する。「異常誕生譚」

「一寸法師」「舌切雀」「瓜子姫」の項などが関連していることがわかる。また『日本昔話事典』（388.1:N77）でも

同じように索引を参照し、「小さ子」「小さ子譚」のほかに「小さ子神」「小さ子話」など関連項目があることを確

認する。また、それらの参考文献欄に『桃太郎の誕生：柳田國男全集 6』(380.8:Y53:6)などにあたることが紹介

されている。 

文献 1 日本昔話事典(388.1:N77） 

文献 2 日本民俗大辞典（380.3:N77）） 



文献 3  

備考 他：『日本昔話事典』(388.1:N77)の巻末「話型対照表」には「誕生奇瑞」として類型話が一覧できる。ただし「小

さ子」以外の「誕生奇瑞」も含まれる。 

 

◎300-6 

公開日 2012/4/1 

分類 300：社会科学 

質問 女学校・師範学校（明治～戦前）の家庭科の教科書が見たい 

回答 教科書は 375.9にある。593.1には本学創始者・堀越千代子女史の著作によるものもあり。 

文献 1 家庭科教科書 1-29(375.9:Mo31:1-29) 

文献 2 裁縫科教授法(375.5:N52) 

文献 3 裁縫教材と其の指導法(375.5:N52) 

備考  

 

◎300-7 

公開日 2012/4/1 

分類 300：社会科学 

質問 分福茶釜について、モデルの寺や背景などを全般的に知りたい 

回答 『日本民俗大辞典』（380.3:N77:2）の「分福茶釜」の項より概要等は知ることができる。また、『定本柳田国男

集』26 巻「文福茶釜」，『日本の伝説と童話』志田義秀著（388.1:Sh25）の「文福茶釜の伝説童話」などが参考文

献で挙げられており、そこから『甲子夜話』にモデルの寺（群馬県館林市の茂林寺）の縁起が記載されている

ことや『眞書太閤記』（913.5:Ki46:3～4）に「ぶんぶく」の由来があることもわかる。CiNii で検索した論文などが

参考になる。 

文献 1 日本民俗大辞典（380.3:N77:2） 

文献 2 定本柳田國男集（380.8:Y53:26:ｱ） 

文献 3  

備考  

 

◎300-8 

公開日 2012/4/1 

分類 300：社会科学 

質問 古い時代のものではなく現代の一般的なフランス、ベルギーの結婚式・披露宴の当日の流れが知りたい 



回答 フランスについては『事典現代のフランス（新版）』（参考図書 235.07：J55）p.203に結婚式についての記述があ

った。ベルギーに関しては学術情報センター所蔵のものでは結婚式に言及しているものが見当たらない。商

科大学より取り寄せの「ベルギー人のまっかなホント」に、一部結婚式について記述されている箇所があった

が、式当日の流れというものではない。ベルギー観光局の HP に日本人観光客向けの結婚式プランが公開さ

れていたので参考に紹介する。 

文献 1 事典現代のフランス（新版）（参考図書 235.07：J55） 

文献 2 ベルギー観光局 HP http://www.belgium-travel.jp/recommend/wedding.html 

文献 3  

備考  

 

◎300-9 

公開日 2022/2/4 

分類 300：社会科学 

質問 現在から 4、50 年前までの着物の柄と色の変遷について、雑誌や図書でカラー写真の載っているものを見た

い。 

回答 雑誌では『家庭画報特選．きものサロン』を紹介。図書の場合は、『図説着物の歴史』(383.1:Z8)や『きもの：日

本の服飾図譜 平安から現代まで』(383.1:I89)、『美枝きもの資料館図録』(383.1:Mi15:1)の 1～3巻を紹介。 

文献 1 家庭画報特選・きものサロン（雑誌） 

文献 2 図説着物の歴史(383.1:Z8) 

文献 3 きもの：日本の服飾図譜 平安から現代まで(383.1:I89) 

文献 4 美枝きもの資料館図録(383.1:Mi15:1) 

備考  

 

  



レファレンス事例集（自然科学） 
 

◎400-1 

公開日 2008/8/1 

分類 400：自然科学  

質問 乳幼児栄養調査の結果が知りたい 

回答 WebcatPlusで「乳幼児 労働 調査」で検索するも、図書は自館所蔵なし。Web検索で厚生労働省ホームペー

ジを探し、「平成１７年度乳幼児栄養調査結果の概要」http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/06/h0629-1.html 

あり。 

文献 1 厚生労働省：平成１７年度乳幼児栄養調査結果の概要：http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/06/h0629-

1.html 

文献 2 乳幼児栄養調査報告．平成 17 年度版，厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課，2006.6(和洋女子大

学には所蔵なし） 

文献 3  

備考  

 

◎400-2 

公開日 2008/8/1 

分類 400：自然科学 

質問 成人女性(20才)の身長、体重の平均値を知りたい 

回答 『厚生統計要覧』（498.05:Ka88:2007）に身長・体重の平均値, 性・年次×年齢別の表がある。また文部省の統

計でも年齢別体格測定の結果を見ることができる。 

文献 1 厚生統計要覧（498.05:Ka88:2007） 

文献 2 厚生労働省 HP：http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/indexyk_2_1.html 第二編第一章保健に「身長・体重の

平均値, 性・年次×年齢別」表あり 

文献 3 文部科学省：http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/index22.htm 体力・運動能力調査「年齢別体格測定

の結果」 

備考  

 

◎400-3 

公開日 2008/8/1 

分類 400：自然科学 

質問 ①地球型惑星と木星型惑星の差異②金星と火星に比べて地球の大気組成はどのような特徴をもっている



か。簡潔に知りたい 

回答 『天文学大事典』（440.3:Te36）及び『オックスフォード天文学辞典』（440.3:R37）の「地球型惑星」「木星型惑星」

「惑星大気」の項を見よ。大雑把には①小さくて高密度な惑星と低密度で大きな直径の惑星で組成も違う。②

金星・火星の大気はほぼ二酸化炭素からなるが地球は窒素が多い。 

文献 1 天文学大事典（440.3:Te36） 

文献 2 オックスフォード天文学辞典（440.3:R37） 

文献 3  

備考  

 

◎400-4 

公開日 2008/8/1 

分類 400：自然科学 

質問 フラマリオンの経歴。明治頃の人で通俗的な天文学書を書いた人である。 

回答 『岩波西洋人名事典』(280.3:I95)や『西洋人物レファレンス事典』(280.3:Se19:2-2)を使用し，フランスの天文学

者であることや生没年を確認する。また『西洋人物レファレンス事典』に示された『科学史技術史事典』

（402:Ka16）など科学系事典と『天文学辞典』(440.3:Su96)などに「フラマリオン」の項目がある。比較的詳しく解

説されているものが『世界科学者事典』(402:Se22:3)である。 

文献 1 世界科学者事典(402:Se22:3) 

文献 2 天文学辞典：改訂増補(440.3:Su96) 

文献 3 岩波西洋人名辞典：増補版(280.3:I95) 

備考  

 

◎400-5 

公開日 2008/8/1 

分類 400：自然科学 

質問 にんにく、玉ねぎのもつ酵素とその殺菌作用について 

回答 『総合栄養学事典』(498.53:So28)のにんにく、たまねぎの項目から。酵素はアリイナーゼ（allinase）で、殺菌作

用のあるアリシン（＝硫化アリルともいう）を生ずる。ただしアリシンの作用については疑問も残ることが『ニン

ニクの科学』(499.8:N76）で言及されている。 

文献 1 ニンニクの科学(499.8:N76) 

文献 2 野菜の効用事典(498.55:Y24) 

文献 3 総合食品事典(498.55:Sa47) 

備考 キーワード：にんにく「Allium sativum」，たまねぎ「Allium cepa」 



 

◎400-6 

公開日 2022/2/4 

分類 400：自然科学  

質問 母乳と粉ミルクでの育児比較、母乳育児の国内外比較のグラフがほしい。本文を見ることができる論文か、図

書で必要。 

回答 OPAC で検索し、図書では『母子健康・栄養ハンドブック』(498.53:B66)と『母乳の栄養学』(493.9:Ki91)を提供。

論文は、CiNiiで本文またはリンクがあるものを選択して検索すると「母乳 比較」や「母乳 粉ミルク」でヒットあ

り。 

文献 1 母子健康・栄養ハンドブック(498.53:B66) 

文献 2 母乳の栄養学(493.9:Ki91) 

文献 3  

備考  

 

  



レファレンス事例集（工学・技術） 

 

◎500-1 

公開日 2008/8/1 

分類 500：工学・技術 

質問 同潤会アパートについての記事が欲しい 

回答 新聞記事は日経テレコン 21 で、雑誌記事は MAGAZINEPLUS や CiNii、日経 BP 記事検索サービスなどで検

索できる。図書は OPACで『消えゆく同潤会アパートメント』(527:Ki14)などがヒットする。 

文献 1 日経テレコン 21 で全国紙 1 年分を検索すると 24 件('08.6.26 現在)。「原宿・千駄ヶ谷、写真展で街回顧」朝日

新聞朝刊．2007.7.9，p.31など 

文献 2 CiNii では「同潤会で青山アパートが安藤忠雄設計のランドマークに生まれ変わる 表参道 2006」東京人，

19(11)，2004.2，pp.132-137 など 

文献 3 日経 BP 記事検索サービスでは「高密度住棟の弱点を雁行配置でクリア」日経アーキテクチュア，2005.8.22

号，pp.22-27 など 

備考  

 

◎500-2 

公開日 2008/8/1 

分類 500：工学・技術 

質問 ミニルック（60年代）をはじめたといわれる、クレージュについて知りたい。 

回答 『ファッション・キーワード』（593.3:F71）の項目「ミニ・スカート」にアンドレ・クレージュ（Andre Courreges）が 1965

年のコレクションでミニ・スカートを発表したと記載あり。また、『新・田中千代服飾事典』（593:Ta84）の「クレー

ジュ・ルック」の項目や『現代外国人名録』(280.3:G34)に特徴（パステルカラーの、スポーティで明快な服）・プロ

フィル（1923 年にフランスのポーで生まれ、1949 年にバレンシアガのメゾンに入り、1961 年に自分のメゾンを

開く）等あり。ミニ・スカートの創始者がマリー・クワントである点に注意 

文献 1 新田中千代服飾事典(593:Ta84) 

文献 2 現代外国人名録（280.3:G34） 

文献 3 公式サイト：http://www.courreges.fr/ 

備考  

 

◎500-3 

公開日 2008/8/1 

分類 500：工学・技術 



質問 外反母趾（外反母指）について 

回答 『からだの百科事典』（490.3:Ka62）に詳しい。足の第一趾が外に向かう状態を指す。靴関連の図書に記載が

ある。 

文献 1 からだの百科事典（490.3:Ka62） 

文献 2 新しい靴と足の医学（498.3:I84） 

文献 3 医中誌 WEB で雑誌「靴の医学」収載論文を検索できる。ほか、CiNii などで外反母趾にご用心！，『婦人公

論』,93(10),2008.5等多数。 

備考 キーワード：外反母趾＝hallux valgus 

 

◎500-4 

公開日 2008/8/1 

分類 500：工学・技術 

質問 タバコの害について 

回答 『タバコ：10 代のフィジカルヘルス』（498.3:Ka22）には、人体に有害な物質が 200 種類以上も含まれた「毒のか

んづめ」であり代表的な毒は一酸化炭素・ニコチン・タールとあり、それぞれ頭の働きと身体の成長を阻害し、

血液の老化を早め、発ガン物質を多く含むという。また厚生労働省のWebサイトを利用して最新情報を入手す

ることができる。 

文献 1 喫煙と健康 : 喫煙と健康問題に関する報告書（498.3:Ko83） 

文献 2 厚生労働省の最新タバコ情報：http://www.health-net.or.jp/tobacco/front.html 

文献 3 特集「緊急指令！今すぐ、ケムリの国から帰還せよ!!」,『食生活』,101(2),2007.2 

備考 他：『たばこの健康学』(498.3:Ke45:8)には疾患別に項目がある。 

 

◎500-5 

公開日 2012/4/1 

分類 500：工学・技術 

質問 江戸時代後期～幕末にかけての和裁（反物の裁ち方の製図）の本が見たい 

回答 OPAC にて詳細検索「裁縫」、出版年を「－1867 年まで（江戸最終年）」で検索する。たちぬい糸針傳（和装本

593.1：Ta15）、裁縫早手引（和装本 593.1：U36）の 2点がヒットした。 

文献 1 たちぬい糸針傳（和装本 593.1：Ta15） 

文献 2 裁縫早手引（和装本 593.1：U36） 

文献 3  

備考  

  



レファレンス事例集（産業） 
 

◎600-1 

公開日 2008/8/1 

分類 600：産業 

質問 現代の情報化時代についての、TV視聴率のしくみについて。資料、参考図書等を知りたい 

回答 OPAC「視聴率」で検索を行い、視聴率はビデオリサーチ社が全国 27 地区約 6600 世帯のデータをもとに調査

し、毎分視聴率など数種類を出していることがわかるので、Web検索でビデオリサーチ社の HPを参照する。 

文献 1 ビデオリサーチ社：http://www.videor.co.jp/index.htm 

文献 2 やさしい統計入門 : 視聴率調査から多変量解析まで（B : ﾔ） 

文献 3 視聴率競争 : その表と裏（IL : ｼ） 

備考  

 

◎600-2 

公開日 2008/8/1 

分類 600：産業 

質問 川端康成が生きていた頃（関東大震災の頃）の米価が知りたい 

回答 OPAC で「米価」をキーワードとして検索。『米価と災異年表』(611:Ma79）より、関東大震災のあった大正

12(1923)年の東京正米市場平均価格（石）が分かる。 

文献 1 米価と災異年表(611:Ma79) 

文献 2 値段史年表(377:N61)大正 11年の価格あり 

文献 3 値段の明治・大正・昭和風俗史(382.1:N61:1-4)大正 11年の価格あり 

備考  

 

◎600-3 

公開日 2009/1/25 

分類 600：産業 

質問 茶の製造、成分、入れ方について 

回答 『新版食品工業総合事典』（588.03:Sh96）や『簡明食辞林』（588.03:Ka56）の「茶」を見よ。また、成分は『五訂増

補食品成分表』2007（498.551:Sh96:2007）「し好飲料類」に玉露からウーロン茶、紅茶等の成分あり。分類

619.8には製造関連の図書が，596.7には淹れ方に関する図書が多い。MAGAZINEPLUSで雑誌「茶」や「緑茶

通信」の記事を検索できる。 

文献 1 新版食品工業総合事典（588.03:Sh96） 



文献 2 日本茶・中国茶・紅茶の事典（619.8:N71） 

文献 3 お茶に強くなる（596.7:O15） 

備考  

 

◎600-4 

公開日 2009/1/25 

分類 600：産業 

質問 きな粉について、タンパク質・脂質・炭水化物・水分などの成分が知りたい 

回答 食品の成分については『日本食品標準成分表』(498.551:N77)を参考にする。またこのデータベース版が文部

科学省の「食品成分データベース」：http://fooddb.jp/ にてインターネットで閲覧できる。きな粉の原材料であ

る大豆関連図書にも記載あり。 

文献 1 日本食品標準成分表(498.551:N77) 

文献 2 大豆の科学(619.6:D28) 

文献 3 大豆食品(619.6:W46) 

備考 他：『調理と大豆』(596:A53)、『大豆とその加工』(619.6:W46:1) 

 

◎600-5 

公開日 2009/1/25 

分類 600：産業 

質問 東京市電の昭和 8年の路線図が見たい。お茶の水～土橋の間は外濠線という 

回答 東京市編『東京案内』(213.6:To46:1)p207-212 に明治 39 年現在の全駅名が載っている表あり。『東京市十五

区全図』（213.6:To46:3）に明治 40 年の図もあるがかすれて読み取れない。また、サイト「ぽこぺん都電館」：

http://homepage2.nifty.com/toden/toden_index.htmlには昭和 8年の情報も詳しいが真偽は要確認。『角川日

本地名大辞典』(291.03:Ka14:13)には昭和 33年度の都電（市電）路線図あり。ただし個々の線名や駅名は分か

らない。 

文献 1 東京案内(213.6:To46:1)と付図東京市十五区全図（213.6:To46:3） 

文献 2 ぽこぺん都電館：http://homepage2.nifty.com/toden/toden_index.html 

文献 3 角川日本地名大辞典（291.03:Ka14:13）東京都 

備考 他：『東京市電名所図絵』(686:H48）に大正 9年と昭和 15年の電車運転系統図あり。また大正 13年頃の停留

場一覧図あり。 

 

 



◎600-6 

公開日 2022/2/4 

分類 600：産業 

質問 食料自給率について知りたい。書いてある本はあるか 

回答 OPAC で「食料自給率」「食料 自給」で検索。ヒットした『食料自給率の「なぜ?」』(611.3:Su17)、『食料とエネル

ギー地域からの自給戦略』(611:Sh96:2008)の 2冊を提供。 

文献 1 食料自給率の「なぜ?」(611.3:Su17) 

文献 2 食料とエネルギー地域からの自給戦略(611:Sh96:2008) 

文献 3  

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

レファレンス事例集（芸術） 
 

◎700-1 

公開日 2008/8/1 

分類 700：芸術、200：歴史 

質問 南天模様についての説明を探している。（図としてみられなくてもよい） 

回答 ”南天文[なんてんもん]常緑灌木で、南天竹・南天燭ともいう。南天は毒を消すものとし吉祥の木とされて、祝

の赤飯に添えて出す風習がある。この文様は多く陶器や漆器の実用品に用いられる。紋章ともされ「三つ葉

南天・抱き南天・枝南天・三つ割南天・南天枝丸」などがある。”『文様の事典』(727:O45)p.220 より。また上記

の三つ葉南天などの図版が『家紋大図鑑』(288:N89)p.465に全て載っている。 

文献 1 文様の事典(727:O45) 南天文 p.226 

文献 2 日本の紋章(288:N77)p.134 図版あり 

文献 3  

備考  

 

◎700-2 

公開日 2008/8/1 

分類 700：芸術 

質問 レイトンの「イカロスとダイダロス」という作品の解説が見たい。 

回答 Frederic Leighton, Barnon(1830-1896)。「Daedalus and Icarus」(1869)。『西洋美術作品レファレンス辞典』

(723:Se19)には画家名として Leighton, Frederic の項あり。ただし該当の作品名はなし。Google にて所蔵美術

館を探すと、BUSCOT PARKの The Faringdon Collectionが所蔵とわかる。Artistで検索すると「Daedalus and 

Icarus」があり、Backgroundに解説あり。ただし英文。 

文献 1 BUSCOT PARK HP：http://www.buscot-park.com/frameset5.html 

文献 2 西洋美術作品レファレンス事典(723:Se19) 

文献 3  

備考 他：Leighton House Museum では Leighton's drawingsから作品名で検索が可能。「Daedalus and Icarus」の素

描などを見ることもできる。Daedalus and Icarusから Descriptionの閲覧が可能。 

 

◎700-3 

公開日 2009/1/25 

分類 700：芸術 



質問 上腕二頭筋の筋電図の活動（運動時の波形）が知りたい。 

回答 CiNiiにて「筋電図 上腕二頭筋」で検索。図の入っているものを紹介する。また OPACにて筋電に関する図書

を検索するが、上腕二頭筋に限った波形図はない。そのためキーワードを「筋肉」に替えて検索する。筋と筋

力の科学（491.3:N23）p.137に上腕二頭筋の筋電スペクトル図がある。 

文献 1 筋力トレーニングのプル系 5 種目における上腕二頭筋, 広背筋および僧帽筋の筋電図学的研究：半田 徹ほ

か著(体力科学.Vol54,No.2)pp. 159-168l 

文献 2 筋と筋力の科学（491.3:N23）p.137 

文献 3  

備考 他：該当の筋電図はないが、OPACにて「筋電」で検索すると筋電図の読み方などの図書が検索される。 

 

◎700-4 

公開日 2009/1/25 

分類 700：芸術 

質問 正倉院御物について 

回答 OPACで「正倉院 宝」、「正倉院」を検索する他、Googleにて「正倉院」を検索すると宮内庁の正倉院ホームペ

ージがヒ ッ トする 。 こ こ で宝物検索などを行 う こ とができる 。宮内庁 ：正倉院ホームペー

ジ:http://shosoin.kunaicho.go.jp/ 

文献 1 正倉院寳物(709:Sh96:1-10) 

文献 2 正倉院の宝物 : 宮内庁蔵版（709:Sh96） 

文献 3 正倉院の宝物（709:Se36） 

備考 他：『正倉院物語』（702.1:N32）、『日本の美術  正倉院の歴史』 (708:N77:140)、『正倉院楽器の研究』

(768:H48)、『正倉院伎楽面の研究』(711:I72)など 

 

◎700-5 

公開日 2009/1/25 

分類 700：芸術 

質問 ハムレット、オフィーリアの衣装（絵画）が見たい 

回答 西洋美術作品レファレンス事典(723:Se19)で「オフィーリア」を探すと、①Arthur Hughes,②Eugene Delacroix,③

John Everett Millais が描いていることが分かる。また「ハムレット」についても同様に④Eugene Delacroix,⑤

Edouard Manet が描いている。なお『アルフォンス・ミュシャ作品集』(727:Mu13）にも公演時のポスターとしてハ

ムレットが描かれている。 

文献 1 ②アングル・ドラクロア:現代世界美術全集 24(708:G34:24) 

文献 2 ③レアリスム:世界美術大全集 21（708:Se22:21） 



文献 3 ⑤マネ:現代世界美術全集 1（708:G34:1） 

備考 Atlanta,Emory University HPより以下の URLを紹介： 

オフィーリア：http://www.english.emory.edu/classes/Shakespeare_Illustrated/Ophelia.html  

ハムレット：http://www.english.emory.edu/classes/Shakespeare_Illustrated/HamletPaintings.html 

 

◎700-6 

公開日 2012/4/1 

分類 700：芸術 

質問 「生命の樹」と言われている模様について、歴史を知りたい。又、図を見たい。 

回答 世界宗教大事典（160.3:Se22）を生命の樹で探すと pp.1091-1092に歴史について記述あり。また図も掲載され

ているが小さい。OPAC で「生命の樹」を検索すると生命の樹 : 中心のシンボリズム(140.8:I46:15)が検索され

る。図も大きく掲載されている。 

文献 1 生命の樹 : 中心のシンボリズム(140.8:I46:15) 

文献 2 植物とデザイン（757：Y86） 

文献 3 西洋装飾文様の歴史（757:W22） 

備考 その他、唐草、更紗文様についての資料を参照のこと。 

 

◎700-7 

公開日 2012/4/1 

分類 700：芸術 

質問 孫過庭著「書譜」について 

回答 OPAC にて「孫過庭 書譜」で検索。また Japanknowlegde（日本大百科全書）にて「孫過庭」で検索すると「書

譜」は孫過庭の現在伝わる唯一の著作であることが分かる。書譜についての研究・論考は CiNii にて「孫過庭 

書譜」で検索すること。 

文献 1 中国書論大系第 2巻(728:C62:2) 

文献 2 孫過庭書譜（728.3:R45:7） 

文献 3 中国書道史(728:A29) 

備考 他：王義之を中心とする法帖の研究(728:N43)、図説書道新講(728:I89)、書の心理(728:Ku72)pp.288-302、孫

過庭書譜：名碑法帖通解(728:Me24)、書道技法講座 13(728:Sh95:13)、跡見学園女子大学紀要 5.1972「西林

昭一:孫過庭の思考のかたち」pp.37-56 

 



◎700-8 

公開日 2022/2/4 

分類 700：芸術 

質問 長持唄について知りたい 

回答 長持唄とは祝い唄の一種で宮城県の民謡のことであった。これを踏まえて、以下の文献を提示。 

文献 1 日本国語大辞典（813.1:N77:10） 

文献 2 日本民謡大大事典（388.9:A87） 

文献 3 民謡新辞典（388.9:H41） 

文献 4 民謡：その発生と変遷（388.9:Ta67） 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

レファレンス事例集（語学） 
 

◎800-1 

公開日 2008/8/1 

分類 800：語学 

質問 月の異名とその由来について（例：1月→睦月） 

回答 『現代こよみ読み解き事典』（449:O38)に和風月名の由来および月名異称あり。その他辞典類で「月」の項を探

すと一覧が載っている。 

文献 1 日本類語大辞典(813.5:Sh25)「月」の項 

文献 2 読史総覧(210.03:To43)「四季月名干支異称一覧」の項 

文献 3 日本国語大辞典(813.1:N77)各月毎に載っている 

備考 他：『同意語二十萬辞典』(813.5:Ts74)「月」の項 

 

◎800-2 

公開日 2008/8/1 

分類 800：語学 

質問 色葉字集の原文を見たい 

回答 JapanKnowledge の全文検索で「色葉字集」を検索すると、ディジタル大辞泉の「落葉集」が検索される。ここか

ら落葉集の中に「色葉字集」、「小玉篇」が含まれることがわかる。OPAC で落葉集を検索すると、『落葉集二

種』（080:Te37:1-76)がヒットする。天理図書館蔵の落葉集は落葉集本編＋色葉字集の前篇 90 紙と、小玉篇

の後編 19紙で全 109紙。 

文献 1 落葉集二種(080:Te37:1-76) 天理図書館蔵 

文献 2 キリシタン版落葉集(813.1:R12:ｱ)p.129 大英図書館蔵のキリシタン版落葉集の影印 

文献 3  

備考  

 

◎800-3 

公開日 2009/1/25 

分類 800：語学 

質問 「学級崩壊」という言葉の英訳が知りたい 

回答 教育学系の辞典を見るが、英訳については記載されていない。そこで『研究社新和英大辞典第 5 版』

(833:Ke45)を見る と 、 <classroom disintegration,[disruption, collapse]> とある 。また 『 Imidas2000 年 』



(039:I47:2000-1)p.638 には<disordered class>。CiNii で「学級崩壊」として検索すると、 <breakdown of 

classroom>等の訳がされていることが分かる。 

『Imidas2000 年』(039:I47:2000-1)は現在所蔵なし。JapanKnowledge Lib の『Imidas2015』で検索したところ、

<classroom malfunctioning>と英訳されていた。（2016.3.17追記） 

文献 1 研究社新和英大辞典第 5版(833:Ke45) 

文献 2 Imidas2000年(039:I47:2000-1) 

文献 3 JapanKnowledge Lib『Imidas2015』http://japanknowledge.com/lib/display/?lid=50010F-116-0005 

（2016.3.17参照） 

備考 他：「現代用語を英語にする－「経済再生内閣」から「学級崩壊」まで」石山宏一著（駒沢女子短期大学研究紀

要 32号、1999.3）によると<class violence>と訳されている。 

 

◎800-4 

公開日 2009/1/25 

分類 800：語学 

質問 江戸時代の”蔵人”のヨミ 

回答 JapanKnowledge によると”蔵人：くろうど[くらうど]”。平安初期に設定された蔵人所[くろうどどころ]の職員のこ

とだが、”江戸時代、賀茂、稲荷などの社家より召しだされて、宮中の雑役に奉仕したものも蔵人とよぶが、性

質を異にする”とある。また『国史大辞典』4(210.03:Ko53:4)の「蔵人所」の項に”その名は明治維新にまで及ん

だ”とある。 

文献 1 JapanKnowledge 

文献 2 国史大辞典 4(210.03:Ko53:4) 

文献 3 日本史用語大辞典(210.03:N77:1) 

備考 参考：『江戸時代用語考証事典』(210.5:I32)には「くらびと」として酒造りの職人が掲載されている。 

 

◎800-5 

公開日 2009/1/25 

分類 800：語学 

質問 コーパスと文学について、コーパスとは何か、どう関係しているのか知りたい 

回答 JapanKnowledge によると、”[corpus]言語研究のために集積された一群の資料。言語資料体。” コーパスの

意味、種類などについては『応用言語学事典』(803.6:O95)に詳しい。また研究書については OPAC にて「コー

パス」で検索。文学との関係については CiNii で「コーパス 文学」などとして検索すると、『英語コーパス研

究』,14,2007に「シンポジウム文学テキスト分析におけるコーパスの利用」などがある。 

文献 1 応用言語学事典(803.6:O95) 



文献 2 英語コーパス言語学基礎と実践 改訂新版(830.7:E37) 

文献 3 コンピュータ・コーパス利用による現代英米語法研究(835:C86:ｱ) 

備考 他：『ロングマンコーパス英語用法辞典』(835:Tu8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

レファレンス事例集（文学） 
 

◎900-1 

公開日 2008/8/1 

分類 900：文学 

質問 日本文学における”月”について（宗教的なものも含めて、どの時代でもよい）、どう表現されてきたのか原典を

集めたい。 

回答 原典を一覧できるものがない。日本文学の引用が載っている図書を紹介する。 

文献 1 日本歌語事典(911.103:Sa75)索引で「月」の項 

文献 2 歌語例歌事典(911.107:To67)索引で「月」「名月」の項 

文献 3 定本柳田國男集索引(380.8:Y53:S5:ｱ)月の項 

備考 他：『月と不死』(380.4:N67)、『日本民俗文化大系 2太陽と月』(380.8:N77:2)、『日待・月待・庚申待』(387:I26)。参

考として他館所蔵、「月と文学：日本文学風土学会論集」、「日本文学から「自然」を読む」、を WebcatPlus で検

索。 

 

◎900-2 

公開日 2008/8/1 

分類 900：文学 

質問 ①Kenneth Grahame"The wind in the willows"、②A.A.Milne"Toad of Toad Hall"の和訳が読みたい 

回答 OPAC で原題を入力すると①『たのしい川べ』(908:I95:4)がヒット。②については『A.A.ミルン』(930.2:G34:4)の参

考文献 p.126 に「ヒキガエル屋敷のヒキガエル(北星堂書店.1990)として載っているが、「ヒキガエル屋敷のヒキ

ガエル」では検索されない。「ヒキガエル」「北星堂書店」で NDL-OPAC をひくと、「ヒキガエル館のヒキガエル」

（北星堂書店.1993）がヒット。 

文献 1 ①たのしい川べ(908:I95:4) 

文献 2 ②ヒキガエル館のヒキガエル（自館所蔵なし。市川市立図書館、千葉大学図書館などに所蔵あり） 

文献 3 A.A.ミルン(930.2:G34:4) 

備考  

 

◎900-3 

公開日 2009/1/25 

分類 900：文学 

質問 Edith Nesbit（イディス・ネズビット)の著作について、作品の概略などが知りたい 



回答 Japanknowledge の最新英語情報辞典より、英国の児童文学作家であることがわかる(1858-1924)。著作につ

いては、『世界児童・青少年文学情報大事典』(909:Se22:16)に一覧がある。作品概略については『児童文学辞

典』(909:J48)、『オックスフォード世界児童文学百科』(909：C21)にそれぞれ一作品掲載されている。 

文献 1 児童文学事典(909:J48) pp.577-578 「砂の妖精」についての作品概略あり 

文献 2 オックスフォード世界児童文学百科(909：C21) pp.424-425 「宝さがしの子どもたち」についての作品概略あり 

文献 3 世界児童・青少年文学情報大事典(909:Se22:16) 

備考  

 

◎900-4 

公開日 2009/1/25 

分類 900：文学 

質問 長恨歌伝について 

回答 JapanKnowledge にて「長恨歌伝」で全文検索を行うと、陳鴻（日本大百科全書）が検索される。白楽天(白居

易）が歌を作り、陳鴻が伝（解説）を作った。長恨伝ともいう。所蔵資料は OPACにて「長恨伝」もしくは「長恨歌

伝」で検索。また論文等は CiNiiにて検索を行う。 

文献 1 唐代伝奇：新書漢文大系（928:Sh69:10） 解釈あり 

文献 2 唐代伝奇集(923:To17:1） 

文献 3 中国古典文学全集 6(928:C62:6) 

備考 他：愛知県立女子大学紀要 4 輯（昭和 29.3）「近藤春雄：長恨歌について」、国文学解釈と鑑賞 31-13（昭和

41.11）「前野直彬：長恨歌と長恨歌伝」 

 

◎900-5 

公開日 2009/1/25 

分類 900：文学 

質問 東都名物錦絵始（オエドメイブツニシキエノハジメ）がどんな分野の作品か。この作品を作った人には、他にど

んな作品があるか知りたい 

回答 NDL-OPACにて「東都名物錦絵始」で検索すると歌舞伎脚本であることが分かる。また著者は奈河篤助（ナガ

ワトクスケ）。他著については著者名で検索すると検索される。和古書・漢籍にもあり。また『日本人名大辞典』

(281.03:Ko19)などの人名辞典を見ると奈河篤助の他にも、同人物が奈河一泉、奈河一洗などの名前を使用し

ていたことが分かる。二代目奈河篤助（金沢芝助）と混同しないように注意すること。なおタイトルで検索すると

並木五瓶脚本もヒットし、こちらは近代デジタルライブラリーにて本文が閲覧できる。 

文献 1 NDL-OPAC：https://ndlopac.ndl.go.jp/ 

文献 2 日本古典文学大辞典第 4巻（910.3:N77:4）pp.528-529 奈河篤助の項に[作品]として他著書あり 



文献 3 講談社日本人名大辞典(281.03:Ko19) 

備考 他：作者については『歌舞伎人名事典』(774.2:N93)に詳しい。 

 

◎900-6 

公開日 2012/4/1 

分類 900：文学 

質問 伊勢について（歌人） 

回答 Japanknowledge(日本大百科全書）より、生没年不詳の平安前期の女流歌人で、三十六歌仙の一人ということ

がわかる。それをもとに、911.108など、平安期の歌人に関する本をあたる。 

文献 1 王朝の女人像(910.23:Y26) 

文献 2 日本女歌伝(911.102:B12) 

文献 3 中古の歌人(911.108:N77:2) 

備考 他：王朝の歌人(911.108:W17:6)、平安の和歌と歌学(911.3:O97)、平安歌人研究(911.132:U95) 

 

◎900-7 

公開日 2012/4/1 

分類 900：文学 

質問 干武陵の「勧酒」という詩が、（活字ではない手書きで）書かれているものが見たい 

回答 漢詩大觀（921:Ka59:*)に活字あり。唐詩選（921:Ka59:6,7）等にも活字が載っている。唐詩選の五言絶句に掲

載があるので、国立国会図書館近代デジタルライブラリーにて「唐詩選」で検索。様々出てくるが和装本「唐詩

選/李攀竜撰，服部南郭点，東京：嵩山房，明１２．１０」の第 3冊を紹介。 

文献 1 漢詩大觀（921:Ka59:*) 

文献 2 唐詩選（921:Ka59:6,7） 

文献 3  

備考 他：国会図書館では唐詩選画本というマイクロ資料も検索される。画本唐詩選五言絶句/葛飾北斎には干武

陵が収録されていない 

 

◎900-8 

公開日 2022/2/4 

分類 900：文学 

質問 絵本のタイトルに動物が載っているものを探したい。また、どんな動物がいるか図鑑を見たい 

回答 ブックガイドを 019 と 909 の書架で紹介。また、ＯＰＡＣで「動物 図鑑」と検索。『動物』今泉忠明監修・執筆



（376.1:N99）は写真もあり、巻末には諺や昔話に出てくる動物の紹介ページあり。 

文献 1 動物（376.1:N99） 

文献 2  

文献 3  

備考  

 

 


