
書名 著〔編〕者 出版社 出版年月 請求記号

Ｎｅｗｔｏｎ　２０１５年５月 ニュートンプレス 2015.5 雑誌

日本にしかいない生き物図鑑 今泉忠明／監修 ＰＨＰ研究所 2014.11 児482/ﾆﾎ

オオサンショウウオシンポジウム報告書
兵庫県自然保護協
会／編

兵庫県自然保護協
会

1992.7 487.8/ｵ

大山椒魚 小原二郎／著 どうぶつ社 1985.4 487.8/ｵ

１　レファレンス事例と調査回答に使われた資料

（１）オオサンショウウオは、なぜ生き残ることができたのか。「生きた化石」と呼ばれる所以を
知りたい。

埼玉県立久喜図書館 資料展示リスト（2021年12月3日～2022年1月18日）

埼玉県立久喜図書館 情報・地域協力担当

久喜市下早見85－5 Tel：0480-21-2659
埼玉県立図書館ウェブサイト

ＱＲコード

埼玉県のマスコット

コバトン さいたまっち

「レファレンス」とは、図書館の主要サービスのひとつで、司書が図書館の資料やデータベース等を

使って、資料や情報を探すお手伝いをするサービスです。

今回の展示では、過去に当館で調査・回答したレファレンス事例とともに、実際に調査・回答に使われ

た資料を紹介します。また、当館で所蔵する歴史ある辞典類や、図書館や図書館の使い方に関する資料も

紹介します。

★このリストに載っている資料は、令和3年11月末現在、埼玉県立図書館で所蔵しているものです。

★「請求記号」欄の表示は、「熊：熊谷図書館所蔵 BM：熊谷図書館配本用資料 外：外部書庫所蔵 児：児童書 D：大型本 B：文庫本 R：参

考図書（館内利用）」です。特に記載のないものは、久喜図書館所蔵の一般資料です。

★県立図書館のほとんどの資料は、県内の公共図書館から取り寄せができます。お近くの図書館にご相談ください。

★刊行後2年を過ぎた雑誌は、資料保存のため館内利用となります。複写は可能です。

★資料保存のため、1955年以前に発行された資料は館内利用となります。また、コピー機による複写はできません。

★レファレンス事例の紹介にあたっては、質問者の方のプライバシーに配慮しています。
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ジャイアントパンダ 周孟棋／撮影 科学出版社東京 2015.7 D489.57/ｼﾔ

野生のパンダ
ジョージ・Ｂ．シャ
ラー／〔ほか〕著

どうぶつ社 1989.3 489.5/ﾔ

パンダ Ｒ．モリス／著 中央公論社 1979.9 489.5/ﾊﾟ

精進料理と日本人 鳥居本幸代／著 春秋社 2006.4 熊383.81/ｼﾖ

日本国語大辞典　１２
日本国語大辞典第二
版編集委員会／編

小学館 2001.12 R813.1/ﾆﾎ

海の幸・山の幸大百科　３
望月賢二／〔ほ
か〕監修

ぎょうせい 1990.3 R596/ｳﾐ

日本の食風土記 市川健夫／著 白水社 1998.12 熊383.81/ﾆﾎ

英語を禁止せよ 大石五雄／著 ごま書房 2007.5 830/ｴｲ

週刊ベースボール ２００２年７月１５日
ベースボール・マ
ガジン社

2002.7 雑誌

昭和ニュース事典　７　昭和１４年－昭和１６年
昭和ニュース事典編
纂委員会／編集

毎日コミュニケー
ションズ

1994.6 R210.7/ｼ

昭和ニュース事典　８　昭和１７年－昭和２０年
昭和ニュース事典編
纂委員会／編集

毎日コミュニケー
ションズ

1994.6 R210.7/ｼ

ロシアから来たエース
ナターシャ・スタ
ルヒン／著

ＰＨＰ研究所 1986.8 783.7/St2

英語の教育 永盛一／著 大修館書店 1983.11 830.8/ｽ

英語教育 １９７９年９月 大修館書店 1979.9 雑誌

季刊銀花 １２６号（２００１年夏の号） 文化出版局 2001.6 雑誌

季刊銀花 １４０号（２００４年冬の号） 文化出版局 2004.12 雑誌

藝術新潮 ２００８年５月 新潮社 2008.5 雑誌

女子美術教育と日本の近代
女子美術大学歴史
資料室／編

女子美術大学 2010.10 377.28/ｼﾖ

母の友 ２０１８年１月 福音館書店 2018.1 雑誌

母の友 ２０１８年１１月 福音館書店 2018.11 雑誌

文藝春秋 ２０２０年３月 文芸春秋 2020.3 熊雑誌

婦人之友 ２０１２年１月 婦人之友社 2012.1 雑誌

金田一春彦著作集　１ 金田一春彦／著 玉川大学出版部 2003.11 810.8/ｷﾝ

講座正しい日本語　６
森岡健二〔ほか〕
／編

明治書院 1970 810.8/ｺ

（２）ジャイアントパンダの祖先について書いてある本を探している。

（６）「山月記」の最後の文「虎は、（中略）もとの叢に躍り入って再びその姿を見なかった。」
は、主語が「虎」なのになぜ述語が「見なかった」なのか。

（４）太平洋戦争中の敵性語について知りたい。

（５）型絵染の作家・柚木沙耶郎について、型絵染の作家を目指すきっかけ、人となり、作品制作
の原動力や作風・活動について知りたい。

（３）なぜ鹿肉の鍋を「もみじ鍋」と呼ぶのか知りたい。
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現代語法序説　続
ＭＩＫＡＭＩ　Ａ
ｋｉｒａ／著

くろしお出版 1981 815/ﾐ

講座日本語の語彙　１０ 佐藤喜代治／編 明治書院 1983.4 814/ｺ

國文學　解釈と教材の研究　１９９９年５月 學燈社 1999.5 雑誌

日本語学 １９８５年８月号 明治書院 1985.8 雑誌

図説日本鳥名由来辞典 菅原浩／編著 柏書房 1993.3 R488/ｽﾞ

鳥と人、交わりの文化誌 細川博昭／著 春秋社 2019.11 488.1/ﾄﾘ

日本国語大辞典
日本国語大辞典第二
版編集委員会／編

小学館 2001.12 R813.1/ﾆﾎ

万葉集の鳥 川口爽郎／著 北方新社 1982.5 911.1/ﾏ

身近な鳥のすごい事典 細川博昭／著 イースト・プレス 2018.1 BM488/ﾐｼ

野鳥の名前 安部直哉／解説 山と渓谷社 2008.1 R488.038/ﾔﾁ

訓読明月記 藤原定家／原著 河出書房新社 1978.8 熊210.42/ﾌ

定家明月記私抄 堀田善衛／著 新潮社 1988.3 915.4/ﾃ

定家『明月記』の天文記録 斉藤国治／著 慶友社 1999.1 915.49/ｻｲ044

明月記　３ 藤原定家／著 国書刊行会 1978.3 915.4/ﾒ

書名 著〔編〕者 出版社 出版年月 請求記号

検査値早わかりガイド 江口正信／編著 サイオ出版 2017.2 492.1/ｹﾝ

日本姓名よみふり辞典
日外アソシエーツ株
式会社／編集

日外アソシエーツ 1990.10 R288.1/ﾆ

人間と環境への低レベル放射能の脅威
ラルフ・グロイブ
／著

あけび書房 1990.10 493.195/ﾆﾝ

秩父山系の植物 卜沢美久／著
さいたま「マイ
ブック」サ－ビス

1990.10 S472.4/ﾁﾁ

植物による食中毒と皮膚のかぶれ
指田豊［ほか］／
著

少年写真新聞社 2012.1 471.9/ｼﾖ

（８）『枕草子』では「郭公」を「ほととぎす」と読んでいるが、『枕草子』が書かれた時代では
現在の「かっこう」はどのように記述されていたのか知りたい。

（９）藤原定家の『明月記』に超新星爆発の記述があるらしいが、その部分の原文または現代語訳
が読みたい。『定家明月記抄（全）』（堀田善衛著　新潮社）によると寛喜2（1230）年10月末とあ
るが、原文・現代語訳で該当する箇所を探している。

（２）名前「和平」の読みで１番多い読み方を知りたい。

（３）「ペトカウ効果」とはどのような現象か知りたい。

２　クイック・レファレンス事例と調査回答に使われた資料

（１）病院で血液検査をした結果について調べたい。

（４）三峯モミについて知りたい。

（５）漆以外に、触るとかぶれる植物について知りたい。

（７）鎌倉時代の日常生活における挨拶はどのようなものだったか知りたい。

3



５０の名車とアイテムで知る図説自転車の歴史
トム・アンブロー
ズ／著

原書房 2014.9 536.86/ｺﾝ

ウェルズ
モーリス・ベッシ
イ／著

三一書房 1976.9 778.2/ｹﾞ

涙のアディオス 東出誓一／著 彩流社 1981.11 916/ﾅ

コーヒーの医学 野田光彦／編著 日本評論社 2010.4 498.87/ｺﾋ

日本の味　６ 読売新聞社／編 読売新聞社 1973.5 596.1/ﾆ

温泉の百科事典
阿岸祐幸／〔ほ
か〕編

丸善出版 2012.12 R453.9/ｵﾝ

道路土工―のり面工・斜面安定工指針 日本道路協会／編 日本道路協会 1999.3 514.2/ﾄｳ

書名 著〔編〕者 出版社 出版年月 請求記号

生きるための図書館 竹内悊／著 岩波書店 2019.6 010/ｲｷ

お父さんが教える図書館の使いかた 赤木かん子／著 自由国民社 2014.6 児015/ｵﾄ

情報リテラシーのための図書館 根本彰／著 みすず書房 2017.12 015.021/ｼﾖ

シリーズわくわく図書館　２ アリス館 2010.9 児010/ｼﾘ

シリーズわくわく図書館　３ アリス館 2010.9 児010/ｼﾘ

シリーズわくわく図書館　５ アリス館 2010.12 児010/ｼﾘ

人物図書館 坂口　雅樹／編著 郵研社 2019.2 010/ｼﾝ

世界の不思議な図書館
アレックス・ジョ
ンソン／著

創元社 2016.4 010.2/ｾｶ

世界の夢の図書館 エクスナレッジ 2014.1 010.2/ｾｶ

図書館へいこう！　1 赤木かん子／文 ポプラ社 2007.7 児010/ﾄｼ

図書館へいこう！　2 赤木かん子／文 ポプラ社 2007.8 児010/ﾄｼ

図書館へいこう！　3 赤木かん子／文 ポプラ社 2007.8 児010/ﾄｼ

図書館を使い倒す！ 千野信浩／著 新潮社 2005.10 010/ﾄｼ

図書館長の本棚 若園義彦／著 郵研社 2016.11 016/ﾄｼ

図書館と江戸時代の人びと 新藤透／著 柏書房 2017.8 010.21/ﾄｼ

３　図書館を知る　図書館の使い方を知る

（６）自転車のタイヤの空気入れの歴史が知りたい。

（７）映画「市民ケーン」について知りたい。

（８）ペルーに渡った日系移民に関する本を探している。

（９）コーヒーの成分について書かれている本を探している。

（１０）ブルーパパイヤの調理法が書かれた本を探している。

（１１）全国の温泉の場所や温度の一覧を見たい。

（１２）盛土方面安定計算について載っているを探している。
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図書館に通う 宮田昇／著 みすず書房 2013.5 010.4/ﾄｼ

図書館のすべてがわかる本　1 こどもくらぶ／編 岩崎書店 2012.12 児010/ﾄｼ

図書館のすべてがわかる本　2 こどもくらぶ／編 岩崎書店 2012.12 児010/ﾄｼ

図書館のすべてがわかる本　3 こどもくらぶ／編 岩崎書店 2013.3 児010/ﾄｼ

図書館のすべてがわかる本　4 こどもくらぶ／編 岩崎書店 2013.3 児010/ﾄｼ

図書館のトリセツ 福本友美子／著 講談社 2013.10 児010/ﾄｼ

図書館の日本史 新藤透／著 勉誠出版 2019.1 010.21/ﾄｼ

図書館のひみつ 高田高史／監修 ＰＨＰ研究所 2016.4 児010/ﾄｼ

図書館力をつけよう 近江哲史／著 日外アソシエーツ 2005.10 010/ﾄｼ

図書館はまちのたからもの 内野安彦／著 日外アソシエーツ 2016.5 010/ﾄｼ

東日本大震災あの時の図書館員たち

日本図書館協会「東日
本大震災あの時の図書
館員たち」編集委員会
／編

日本図書館協会 2020.3 010.212/ﾋｶ

本と図書館の歴史
モーリーン・サワ
／文

西村書店 2010.12 児010/ﾎﾝ

本のさがし方がわかる事典
造事務所／編集・
構成

ＰＨＰ研究所 2007.11 児015/ﾎﾝ

見たい！知りたい！図書館はうら側もすごい！ 小田光宏／監修 ＷＡＶＥ出版 2020.12 児010/ﾐﾀ

書名 著〔編〕者 出版社 出版年月 請求記号

理科年表　第１冊（大正１４年） 東京天文台／編 丸善 1925 R405/R41

囲棋年鑑　昭和１０年版 平凡社 1934 R795/I24

辞苑 新村出／編 博文館 1936 R813/Sh64

牧野日本植物圖鑑 牧野富太郎／著 北隆館 1940.10 R470.38/ﾏｷ

広辞苑 新村出／編 岩波書店 1955.5 R813/Sh64

４　歴史ある辞典類

５　自分で調べる時のヒント

（１）調査・相談(レファレンス)に役立つリンク集

　県立図書館では、調べものをする際の参考資料として、様々なツールを作成、発行しています。ここで
は、各種ツールとその特徴についてご紹介します。

○埼玉の図書館類縁機関案内
専門分野の情報を得たいときに便利な、県内の図書館類縁機関のリンク集です。

主題別、機関名順の2種類のリンク集があります。

URL:https://www.lib.pref.saitama.jp/reference/hint/cat/post-5.html
埼玉の図書館

類縁機関案内
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（３）レファレンス協同データベース（国立国会図書館）

（２）資料案内・調べ方案内

都道府県図書館

リンク集

調査・研究に

役立つリンク集

○埼玉県暮らしに役立つリンク集
埼玉県に関する情報源となるサイトのリンク集です。

161のサイトを、「総合・ポータル」「図書館」「歴史と文化」「法律と行政」

「経済と産業」「教育と福祉」「自然と環境」「交通」「レジャーとスポーツ」の

9つのジャンルに分けて整理しています。

URL:https://www.lib.pref.saitama.jp/reference/hint/cat/s-site.html

埼玉県

暮らしに役立つ

リンク集

○調査・研究に役立つリンク集
国内外の各種機関が作成している、調べものや情報収集に役立つサイトのリンク

集です。

441のサイトを、用途別・分野別に分けて整理しています。

○都道府県図書館リンク集
全国の都道府県立図書館及び各都道府県内図書館の総合目録・横断検索のリンク

集です。

各都道府県に関する情報の入口として活用できます。

○調べ方案内 Milestone(久喜図書館)
自然科学・芸術・文学関係の情報の入手方法を、テーマ別に紹介しています。

URL:https://www.lib.pref.saitama.jp/reference/hint/cat/post-129.html
調べ方案内

（久喜図書館）

○調べものに役立つ資料案内 (熊谷図書館)
人文・社会科学・産業及び埼玉資料関係の調べものをする際に参考となる資料を

テーマ別にご案内しています。
調べものに役立つ

資料案内

○テーマ別資料リスト
資料展示などの際に配布している資料リストです。

テーマ別

資料リスト

国立国会図書館が全国の図書館等と協同で構築している、調べ物のためのデータ

ベースです。

全国各地の図書館から提供されるレファレンス事例によって構築されており、埼

玉県立図書館も事例を提供しています。

埼玉県立図書館は、提供事例の被参照件数が昨年まで13年連続1位となっており、

日本一レファレンス事例が参照されている図書館です。

国立国会図書館

レファレンス

上記以外のツールは、埼玉県立図書館ウェブサイト「自分で調べるときのヒン

ト」のページに載っています。

自分で調べる

ときのヒント
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　　ア　登録者でパスワードをお持ちの方
　　（ア）回答をメールでお送りしておりますので、お申込みの前に、利用者情報にメールアドレスの登録
　　　　があるか、マイライブラリーでご確認ください。
　　（イ）「質問内容入力」画面の「利用券番号」 「パスワード」 「質問内容」「質問の出典や情報源・
　　　　調査済み資料」を入力、「質問者区分」を選択し、登録ボタンを押してください。

（２）「ウェブサイトからの申し込みについて」のページに記載されている注意事項をご確認の上、ページ
　　下部にある「レファレンスお申込みウェブサイト」をクリックする。

（３）「質問内容入力」のフォームが出ます。利用者登録及びパスワードの有無、また県内在住かどうかに
　　よって申込手順が異なります。下記ア、イをご覧ください。

　なお、県立図書館は2館あり、それぞれが下記のとおり分野を分担して資料を所蔵していますので、ご来館
の際にはご注意ください。
　熊谷図書館：哲学・宗教・歴史・社会科学・産業・郷土資料・海外資料・特定分野に属さないもの
　久喜図書館：自然科学・技術・芸術・言語・文学・児童用資料及び児童書研究資料

ウェブサイトからのレファレンスの申し込みについて

（１）埼玉県立図書館ウェブサイト「ウェブサイトからのレファレンスの申し込みに
ついて」にアクセスする。
URL:https://www.lib.pref.saitama.jp/reference/service/post.html

ご来館による直接申込みのほか、ウェブサイト・電話・郵便（手紙やはがき）・ファクシミリでも
お申込みいただけます。
　ただし、電子メールによる直接の申し込みはできません。

６　レファレンス・サービスについて

ウェブサイトからの

レファレンス申込
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※質問内容等の確認のため、図書館から連絡を差し上げることがあります。

　　（イ）次に表示される「利用者情報入力」画面の必須事項を入力し、内容を確認の上登録ボタンを押し
　　　　てください。

　　（ウ）内容確認画面が表示されますので、画面の内容を確認し、登録ボタンを押してください。

（４）内容確認画面が表示されますので、画面の内容を確認し、登録ボタンを押してください。

　　　※県内に在住、在勤、在学以外の方は、埼玉県に関するご質問のみお受けします。

※質問内容や出典・情報源・調査済み資料は、できる限り詳細に入力してください。

　　イ　登録者でパスワードをお持ちでない方、未登録者の方、県内に在住、在勤、在学以外の方

　　（ア）p7「質問内容入力」画面の「利用券の番号」 「パスワード」は入力せず、「質問内容」「質問
　　　　の出典や情報源・調査済み資料」のみ入力し、「質問者区分」を選択し、登録ボタンを押してく
　　　　ださい。

○○○＠○mail.com
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