
企画 教えて！定番事例

色々な場面で、定番事例は登録の必要
がないと思われているのでは？

・この事例は、他館で登録され

るだろうから、うちはいいかな･･･

・似たような事例が登録されているから、

この事例は登録しなくていいかな･･･

「もっと定番事例が登録されればな～ 」
と思うことありませんか？ 例えば･･･

この質問はよく聞かれそうだけど、

レファ協に登録されていないな～

他館と同じ事例・類似事例もどんどん登
録して下さい！参考になる事例・回答は
館種や規模によってそれぞれ違うもの！
また、事例作成日が違えばそれだけで意
味があります！

新しくレファレンス担当になったので、

まずはよく聞かれることに強くなりたい！

でもレファ協は難しい質問が多いな～。

この資料（ツール）を知って

いれば、すぐ回答できたな～

・あっ、この質問は即答だ。

・あっ、この質問はうちの図書館に案

内用ツールがあったな！

→即答した事例は記録に残されない？

すぐに回答できた事例も、レファ協に登録
を！あなたが即答した事例も、最初は時間
がかかるもの。なぜそのツールを使って調
べたのか、ぜひ教えて下さい！また、オー
ソドックスなレファレンス・ツールやイン
ターネット情報源は、他館も参考にしやす
く、使い方を知る一助ともなります！

2009.10.1
レファ協事務局

・この質問、よくきかれるな～。

図書館の規模や館種、地域によって、よく聞かれる事
例は様々！あなたの定番事例を教えて下さい！

あなたの図書館の定番事例を教えて下さい！



定番事例とは？
（1）定番ツール事例：基本的なレファレンス・ツールやインターネット情報資源を用いて即答

できる事例。
（2）定番内容事例：それぞれの図書館で頻繁に聞かれ、回答の道筋が定まっている事例。

企画にはどうやって参加するの？
定番事例を登録して頂くことで、参加となります。参加意思表示等は不要です。
備考欄に「定番事例」と入力することを推奨します。
（理由は、研修等で定番事例をまとめて検索するためと、登録状況の把握のためです。）

どんなデータが定番事例？
（1-1）定番ツール事例（レファレンス・ツール）

百科事典、国語辞典、地名事典、人名事典、人名録、理科百科、六法、市の予算書…

質問 回答（抜粋）

太陽電池について仕組みを知りたい。 『日本大百科全書』（1984.11、小学館）をご案内

二十四節気の一覧を見たい。 『広辞苑』（第6版、2008.1、岩波書店）をご案内。

「仝」は何か？（香川県立図書館）
「広辞苑第六版 付録」の「漢字・難読語一覧」ｐ.125の「同」の項に、
「仝」はよく用いられる異体字として掲載されている。

左沢という地名は何県にあるのか。 ま
た、その読みと由来を教えて欲しいの
ですが。（東京都立中央図書館）

『難読地名辞典』（東京堂出版）で「左沢」を調べると 「あてらざわ」という読みと、
場所が山形県西村山郡大江町だということがわかりました。 『角川日本地名大辞
典6 山形県』（角川書店）の「あてらざわ 左沢 ＜大江町＞」の項目を見ると、現在
もこの地名は大江町の大字としてあり、 由来として「最上川の左方をあちらと呼ん
だことによる」 （出羽国風土略記）などの諸説と、その出典が記されています。

奈義町周辺で「チカマーリ」という場合、
標準語ではどのような意味で使われる
か（奈義町立図書館）

『岡山方言事典』p.279「チカマーリ」の項目によると、近道の意味で使われる、との
記述があった。（分布地域：勝北町・奈義町・小田郡・津山） また同じく近所、近回
りの意味で使われる（分布地域：児島・玉野市）との記述があるが、奈義町の方言
に詳しい町民や文化財保護委員に尋ねたところ、町内及び近隣 の地域でも同様
の使われ方をしている、とのことであった。

鎌倉の大仏にはなぜ大仏殿がないの
か（能代市立図書館）

津波で倒壊し、露仏となった。倒壊時期は明応７年と明応４年の２とおりの記載が
あった。
①『国史大辞典５』（吉川弘文館）

大仏殿は建武２年（１３３５）の大風、応安２年（１３６９）の大風、明応７年（１４９８）
の津波で倒壊したと伝え、室町時代の末までに、大仏は露座となった。
②『日本の神仏の辞典』（大修館書店）

大仏殿は数度の倒壊・再建をくり返したが明応７年（１４９８）８月の地震による洪
水で破壊された後は再建された記録はなく露座の大仏となった。
③『日本史大事典２』平凡社

１４９５年に（明応４）の津波で大仏殿が倒壊してからは露仏となった。

過去の台風の被害について知りたい。 『理科年表』（82巻、2009、国立天文台編）の気象の項に年表あり。

日本にいる在日中国人の数（日本に
いま住んでいる中国国籍を持つ人の
数）を知りたい。（相模原市立橋本図
書館）

５６万７４１人（２００６年１２月末現在）
統計資料から探す。
→①『日本の統計 ２００８年版』総務省統計研修所／編、日本統計協会、2008

P31国籍別登録外国人数の表あり。
②『日本国勢図会 ２００８／０９年版』矢野恒太記念会／編、矢野恒太記念会、

2008 P47“外国人人口”の文中に記述あり。

下痢について調べたい。
「家庭の医学」的なものをお求め、ということをヒアリングした上で『家庭の医学』（第
6版、2008.10、保健同人社）及び類書数点をご案内。

朝日新聞の書評に載っていた本はあ
るか。多分２～３週間前。

館作成の切抜きを見せてタイトルを特定してもらう。



（1-2）定番ツール事例（インターネット情報源 ）
総合目録、Webcat、近代デジタルライブラリー、政府統計の総合窓口…

質問 回答（抜粋）

Yamagishi H, Zoo. Sci, 21(1), 15-21 を
探している。

NACSIS Webcat（http://webcat.nii.ac.jp/webcat.html）のタイトル欄に「Zoo. Sci」
と入力して検索。雑誌名『Zoological science』で、２１巻は愛知学院大学 歯学・
薬学図書館情報センター他で所蔵。複写を案内

中小企業の育児休業取得率について調
査したものはあるか。（国立女性教育会
館女性教育情報センター）

国立女性教育会館女性情報ポータル“Winet”（http://winet.nwec.jp/）女性教育

情報センター「文献情報データベース」で、図書を「企業 and 育児休業 and 調
査」で検索。
厚生労働省『女性雇用管理基本調査』に事業所規模別取得率のデータがある。
「平成17年度女性雇用管理基本調査」結果概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/08/h0809-1/index.html

『ガラスの仮面』が読みたい。
自館ＯＰＡＣでは所蔵なし。県内横断ＯＰＡＣでも所蔵なし。国立国会図書館総
合目録で検索し、コミックス版は高知県立図書館 等、文庫版は大阪市立中央
図書館で所蔵していることを確認。

「Art : das Kunstmagazin」
（ISSN:01732781）という雑誌の1992年と
2002年を見たい（東京国立近代美術館
アートライブラリ）

OPACで検索。東京国立近代美術館でも国立新美術館でも1992年と2002年は
所蔵していなかったので、ALC(美術図書館連絡会（Art Libraries' 
Consortium）)の美術図書館横断検索（http://alc.opac.jp/）で検索。東京都現
代美術館で1992年と2002年を所蔵していることが判明したので、そちらを紹介。

朝日新聞の書評に載っていた本はある
か。多分２～３週間前。

朝日新聞のサイトasahi.comの書評のページ（http://book.asahi.com/review/）を
見てタイトルを特定してもらう。

今日の月齢を調べたい。（近畿大学中
央図書館）

下記のサイトがあった。
国立天文台 天文情報センター 暦計算室 http://www.nao.ac.jp/koyomi/
月齢カレンダー(こよみのページ) http://koyomi.vis.ne.jp/moonage.htm

平成9年3月13日に最高裁で判決の出た、
「シベリア抑留」についての判決の全文
が見たい。（市川市中央図書館）

[最高裁判所のホームページ] http://www.courts.go.jp/
「最高裁判例集の検索」にて判決文が全文表示。

電気、ガス、水道、電話などの公共料金
の、この10年間（平成9年から）の推移に
ついて知りたい。（大阪市立中央図書
館）

「内閣府経済財政運営統括官付 物価担当」のサイトが参考になります。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koukyou/index.html
公共料金だけでなく、鉄道運賃や、高速道路料金などについても、最近の動向
や料金の決まり方などが、記載されています。
また、大阪市立中央図書館所蔵資料では･･･

日銀の短観を調べたい。（近畿大学中
央図書館）

日本銀行の下記サイトで公開されていた。
短観 日本銀行 http://www.boj.or.jp/type/stat/boj_stat/tk/index.htm
直近調査 http://www.boj.or.jp/type/stat/boj_stat/tk/tankan1.htm

（1-3）定番ツール事例（レファレンス・ツール＆インターネット情報源 ）

質問 回答（抜粋）

人形「百人一衆」を作った清水隆慶につ
いて調べている。

Ｃｉｎｉｉで論文２件ヒット。『国史大辞典』の索引を引くと項目「清水隆慶」「湛海
（二）」と記載あり。「清水隆慶」に参考文献にＣｉｎｉｉにななかった文献もあり。郵送
複写をご案内。

平成1４年4月に制定された“金融機関等

による顧客等の本人確認等に関する法
律”の条文を知りたい。（立川市中央図

書館）

『現行日本法規 索引 五十音』（ぎょうせい）及び『現行日本法規 59-1巻 金
融・保険』（ぎょうせい）より、「金融機関等による顧客等の本人確認及び預 金口
座等の不正な利用の防止に関する法律」（平成１４年4月26日法律第32号）を提
供する。改正の確認のため、インターネット『法令データ提供システム』
（http://law.e-gov.go.jp/）を検索し確認する。官報の現物もあるが、以上でよい
とのこと。

http://www.boj.or.jp/type/stat/boj_stat/tk/index.htm
http://www.boj.or.jp/type/stat/boj_stat/tk/tankan1.htm
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koukyou/index.html
http://www.courts.go.jp/
http://koyomi.vis.ne.jp/moonage.htm
http://book.asahi.com/review/
http://book.asahi.com/review/
http://book.asahi.com/review/
http://winet.nwec.jp/
http://winet.nwec.jp/
http://winet.nwec.jp/
http://webcat.nii.ac.jp/webcat.html


（2）定番内容事例

質問 回答（抜粋）

パリの地図が見たい。
『世界大地図帳』（6訂版、2003.7、平凡社）及び『地球の歩き方 フランス.2008-
2009年版』（2007.11、ダイヤモンド社）をご案内。

文部省唱歌の月見草（作曲：長谷川良
夫／作詞：勝田香月）の歌詞を知りたい。
（西東京市中央図書館）

『日本の唱歌 中 大正・昭和篇』（講談社文庫）（金田一春彦編 安西愛子編
講談社1979 ）を提供。ｐ198に記載有り。

キューバの国花を見たい（香川県立図
書館）

世界花の旅2（4708 A2 1-2） ｐ.118-123 写真と解説（エッセイ） あり

家庭菜園でできるマンゴーの栽培方法
を知りたい（宮崎市立佐土原図書館）

宮崎県立図書館所蔵
『家庭で楽しむ果樹栽培』（日本放送出版協会 2002.1 ISBN4-14-645758-0)
『小さな庭でも実がつく家庭果樹の育て方』(成美堂出版 2003.6 ISBN4-415-
02129-8）
を紹介、相互貸借。
事後調査 『小さな庭でも実がつく家庭果樹の育て方』 ･･･

今までに受賞した流行語大賞の一覧を
見たい。（岡崎市立中央図書館）

『現代用語の基礎知識 2002』には、第1回～第17回（2000年）までの受賞分が
掲載されている。2003年版には掲載されていない。
第１回から最新のものまでを、自由国民社のＨＰで見ることができる。
その他参考資料としては、『朝日キーワード 2003』 に流行語グラフティとして、
1997～2001年までの流行語が掲載されている。

泣ける本が読みたい。
文蔵Vol.13(2006.10)/PHP研究所の特集「泣ける本」と出会う。（p.4～42）、イン
ターネット情報等を参考に、下記数冊を紹介。

＜略＞

宿題をしにきた宇宙人、もしくは、宇宙
人が宿題をしにやってきた という題名
の本を探して欲しい（福井県立図書館）

宿題をしにきた宇宙船 ルイス・スロボトキン／作 1978.7 学習研究社 ISBN: 
4-05-003343-7 県立図書館には所蔵がない。
１． 自館OPACで「宿題をしにきた宇宙人」を検索するがヒットしない。
２． 自館OPACで「宿題 宇宙人」を検索するがヒットしない。
３． 自館OPACで「宿題 宇宙」で検索すると、ヒットした。
覚え違いタイトル集 に掲載した。
http://www.library.pref.fukui.jp/reference/mosikasite.html

空の色が青く見えるのはなぜか。（鏡野
町立図書館）

木村龍治著「たのしい気象の実験室 新版たのしいお天気学６」小峰書店
1996 p.34-35.
河合薫著「お天気謎とき大冒険」講談社 2004 p.158-166.
「見て、さわって、しらべて、つくろう！④光と色」ＰＨＰ研究所 2003 p.14
「ＮＨＫ科学大好き土よう塾」ホームページより「空はなぜ青いの？」（2003年4月
26日放送内容）
http://www.nhk.or.jp/daisuki/galileo/onair20030426.html

化学物質のデータやCAS登録番号を調
べたい。（近畿大学中央図書館）

科学技術振興機構(JST)の下記検索サイトがあった。
日化辞Web：JSTの有機化合物辞書DB「日本化学物質辞書」検索サービス
http://nikkajiweb.jst.go.jp/
製品評価技術基盤機構の下記検索システムもあった。
化学物質総合検索システム(製品評価技術基盤機構: NITE)
http://www.safe.nite.go.jp/japan/sougou/Top.do

機関リポジトリを検索したい（近畿大学
中央図書館）

国立情報学研究所の学術機関リポジトリポータルJAIROで検索することができる。
JuNii+ の後継サービス。JAIRO（呼称：ジャイロ）は、Japanese Institutional 
Repositories Online の略称。2009年4月1日 正式公開された。
JAIRO (国立情報学研究所) http://jairo.nii.ac.jp/ (2009/06/08確認)
CiNii でも機関リポジトリとリンクしているものが検索できる。(「CiNiiに本文あり、ま
たは連携サービスへのリンクあり」で検索) http://ci.nii.ac.jp/



（2）定番内容事例（つづき）

質問 回答（抜粋）

讃岐という国名の由来について知りたい
（香川県立図書館）

次の資料を紹介
・香川県通史 古代・中世・近世編 福家惣衛／著 上田書店 １９６５．９

※ｐ.116－「国名考」あり。
・府中村史 栗林三郎／編 府中村史領布会 １９６３．９

※ｐ.19-「讃岐国名」あり。
（補足）
（1）香川県立ミュージアムＨＰ「質問コーナー」（09/6/25確認）
http://www.pref.kagawa.jp/kmuseum/shitsumon/kaito/kaitou.html
に次の記事あり。
「讃岐」の地名の由来は？
いくつかの説があります。矛竿(さおつき)を貢物にしていたため竿調国(さおつき
のくに)と呼ばれ、それが｢さぬき｣となった説、東西が長く南北が短いので｢狭貫（
さぬき)｣と書いたとする説などです。
（2）香川県大百科事典（Ｋ0310 Ｓ1）

※ｐ.398「讃岐 さぬき」の項に、上記（1）と同様な説明あり。

「田無」という地名の由来・語源につい
て知りたい。（西東京市中央図書館）

「田無」の語源について諸説有り。「田の無い」「棚瀬」「田を成す」「種無し」等。
以下の提供資料「『田無市史第三巻通史編』（田無市編 1995） 『田無市教育
百年史』（田無市教育委員会 1974） 『多摩の歴史 １』（松岡六郎編集 吉田
格編集 武蔵野郷土史刊行会 1976）

浅草寺近くにある仲見世通りが、いつで
きたのか、 またどうして今の場所にでき

たのか知りたいのですが。（東京都立中
央図書館）

『図説浅草寺』（金龍山浅草寺刊）によると、 「発祥は貞享2年（1685）の頃、 付
近の住民に境内の清掃を賦役として課す代わりに浅草寺の南谷 （今の表参道）
の支院が軒先に床店（小屋掛けの店） を出す許可を与えたのに始まる」とありま
す。 他にも諸説あるようですが、もともと寺に従属していた住民に、 労役の代償
として出店を許したのが始まりのようです。

雑誌のバックナンバーで1つの記事しか

ないものは丸ごとコピーできるか？（香
川県立図書館）

・「大学図書館における著作権問題Q&A」（第7版）[pdf]
http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/copyrightQA_v7.pdf
のＱ１３のＡ１の解釈で、可能と回答。
Ｑ１３：図書館における文献複写では、雑誌全部を丸ごとコピーすることはでき

ないと理解していますが、１冊１論文となっている雑誌も論文全部をコピーできな
いのでしょうか。

Ａ１：法３１条により、発行後相当期間を経過した定期刊行物であれば、１冊に
１論文しか掲載されていない場合でも、その論文の全部分の複写が可能と考え
られます。

Ａ２：物理的に「著作物の全体」になりますので、全文コピーはできないものと
考えられます。このような場合は、実質的に「図書」同然とみなすべきでしょう。

（関連事項）
雑誌のバックナンバーに、複数の論文が収録されている場合、全部の記事を

全文コピーすることはできるかどうかについて、次の（1）-（3）が参考になると思わ
れる。

（1）次のＱ１５では、半分以上でもコピーは可能と書かれている。 ＜略＞
（2）国立国会図書館ＨＰ 複写サービス 著作権にかかわる注意事項 複写

サービスと著作権について
http://www.ndl.go.jp/jp/service/copy/copyright.html#law5

に次の記述がある。 ＜略＞
（3）次の資料も参考になると思われる。
・著作権法逐条講義 加戸守行／著 著作権情報センター ２００６．３ ＜略＞

http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/copyrightQA_v7.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/service/copy/copyright.html#law5
http://www.pref.kagawa.jp/kmuseum/shitsumon/kaito/kaitou.html

