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＜連載＞ 

こんなのきました －参考調査課によせられたレファレンス－【38】 

      「わくんのしおり」はあるか。本屋で買えるか。  
  

地方都市在住のお得意さんからの質問です。 

大きなライフワークをお持ちの方で、ものの名前に関連した資料をお求めのケース

が多い方です。 

今回は、平凡社の『大辞典』に項目のある「わくんのしおり」（倭訓栞）という書

物について、当館で所蔵しているか、また、復刻版などが存在するなら、入手するた

めの情報もほしいとのご要望で、これまでにも、所蔵機関の調査や出版情報、場合に

よっては古書の流通に関わる情報の提供も行ってきました。 

さて今回の『倭訓栞』。当館の所蔵としては、1887（明治 20）年、成美堂発行

の「後編」のみ、１～18（一部欠巻あり）がありますが、貸出不可資料です。道内

の公共図書館では、数館にタイトルはありましたが、貸出可能なところはありません

でした。 

次に、入手可能性のある復刻版について、国立国会図書館の所蔵データを元に、主

なものについて調査し、複刻の元版資料についてもお知らせして一件落着となりまし

た。 

当館としては、代表的な「古辞書」類の収集にも努力してきたところであり、今回

求められた資料についても、入手可能とわかった以上、備える必要がないか検討して

はどうかと考え、成立事情や学界の評価などを調べてみることにしました。 

『倭訓栞』とは、どのようなものか。『日本古辞書を学ぶ人のために』（注 1）の

解説などを参考に略記すると以下のようになります。 

  『雅語集覧』『俚言集覧』とともに近世期の三大辞書と言われ、近代的国語辞書の性

格を有す。編纂者の谷川士清（たにかわ ことすが）【1709（宝永 6）～1776（安

永 5）年】は伊勢国津の人、家は代々医師を業とした。 

本書は前・中・後編から成り、全 93 巻 82 冊。前編の一部は士清の没後、1777

（安永 6）年に刊行開始、以後三次にわたり、後編の刊行は 1887（明治 20）年で

あった。 

本書は見出し語が五十音順に排列されているのが大きな特徴であり、収録語も和語、

漢語、外来語、雅俗と国語全般にわたり、妥当な語釈が施されている点においても、

語彙研究に有用である。 

このような調査をする際、百科事典や『国史大辞典』を思い浮かべますが、国語史

に関する事・辞典が大変有効です。新しいものでは『日本語学研究事典』（注 2）が

あります。これは『国語学研究事典』（注 3）の新版として編集されたもので、過去

三十年の学問の進歩を反映した新分野の項目を立て、誰がどんな研究を行ったかを端

的に示そうとするものです。 

特に注目するのは「資料編」で、今回の調査のように古文献、古辞書類の成立事情、

諸本等の解説が詳細です。 

 検討の結果、当館では名著刊行会発行の複刻を購入しました。ご利用ください。 

（注１）日本古辞書を学ぶ人のために 西崎亨編  世界思想社 1995.5 ＜813/NI＞   

（注２）日本語学研究事典 飛田良文ほか編 明治書院 2007.1 ＜810.3/NI＞  

（注３）国語学研究事典 佐藤喜代治編 明治書院  1977.11 ＜810.3/NI＞ 
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＜連載＞ 

 市町村のみなさんからの発信 【24】 

「案山子を作りたくなったら図書館に行ってみる」 

標茶町図書館 丹  和 也 さん 
 

 
「案山子を作りたくなったら図書館に行ってみる」 

 

標茶町図書館に勤務し、図書館バスに乗って大草原を走り始めてから１年が経ちました。

まだ牛に絵本は読んでやっていません。 

 昨年は道立図書館のレファレンス研修、また今年は昨年参加できなかった新任研修会にも

参加させていただきました。どちらも大変内容の濃いものでしたし、その内容は繰り返し復

習して、しっかりと身に付けていきたいと考えています。研修に参加させていただいたこと

により、私の中でレファ熱・図書館熱がフツフツフツと温まり良い湯加減になっています。

まだまだ未熟な私は、これからもこの灯を絶やさずに精進させていただこうと考えている次

第でございます。 

さて、最近、こんなレファレンスを受けました。「カカシの本ってありますか？」 

お孫さん(？)を連れた年配の方でした。聞くと、ご家族みなさんでカカシを作るらしいで

す。お話しながら、ひとまず児童書の「農業」の棚にご案内しました（ひとまずは参考にカ

カシの写真が載っているもの。あわよくば作り方の載った本をということで）。頭の中では

さだまさしの曲が流れはじめていて、うっかり口ずさんでしまいそうでした。 

『棚田を歩けば』(青柳健三著 福音館書店 2007)という棚田の風景がカラーで載った本が

あり、そこに色々なカカシの写真が２ページ載っていました。例えばこんな本。 

利用者さんが農業の棚（すぐ近くに農業の一般書・専門書のコーナーもあります）を見て

いる間、少し他の棚を探したところ、そのものズバリ『みんなで出かけよう！わたしたちの

社会見学⑤ かかしづくりに挑戦しよう』（コンパスワーク編著 偕成社 2003）という本が

あったのでお渡ししました。たいそう喜んでいただき、若干興奮され、お家の場所まで教え

てくれました。今度、見に行きますと伝え、ひとまずは解決。 

気分良く、他にもないかなっと思って少しウロウロしてみました。結局特別使えそうなも

のはなかったのですが、「カカシ作り」だけで参考図書や、写真集、工芸、民俗だとか、少

し足を伸ばせば鳥類、木工なんかに当たっても良いのかも知れない･･･などと考えはじめて

きりがなくなってしまいました。絵本なんかも参考になるかも知れません。 

私の図書館は電算化していないので、所蔵の確認は書名目録に頼ることになります。書名

目録で「カカシ～」を探すと、前述の『カカシ作りに挑戦しよう』を見つけることができま

した。ひとまず目録から当たっても良かったのかも知れません。 

どんな流れで探していくか、時々によって対応は違ってくるのでしょうが、特に様々な分

野に関連しうる内容の場合、手順を違えたときには、回答まで大きく遠回りしてしまうかも

知れないなと、改めて考えさせられました。 

  

さて、このレファレンスから２週間ほど経った頃、カカシを見に行きました。 

ありました。カカシ。なんだか嬉しい。 

ちょうど本を借りられた方が作業をしていたので、「カカシ作ったんですね。」と声をかけ

て、しばらくお話しをしました。「とりあえず１つ、本を見ながらみんなで作りました。｣と

のこと。これからまだ増えるそうです。カカシ。 

頭の中では、またさだまさしの曲が、今度は響き渡っていました。 

「なにかあったら、また来て下さいね。」と、にこやかにその場を去りました。 
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こうして喜んでいただけること、役に立てているんだという実感が得られることは、何よ

りの支えになりますし、何よりの喜びでもあります。 

もっと役に立てるよう努力したい。そう思いました。 

そして、たまには実家に連絡をしようと『案山子』を口ずさみ思うのでした。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オススメ情報 国立国会図書館“リサーチ・ナビ” 

 

 我が国唯一の納本図書館として知られる国立国会図書館（NDL）ですが、近年は国立公文書館とも

ども電子図書館化の道をひたすら突き進んでいる観があります。（“電子図書館”というのも今や少々旧

くさい言い回しなのですが置いといて･･･）その国会図書館から2009 年5 月11 日に新しいウェブ

サービスのサイト「リサーチ・ナビ」が公開されました。 

リサーチ・ナビのTOP ページは非常にシンプルなもので、調べものをしている人が，求める情報に

効率よくたどりつけるよう，「どのような資料を見たらよいか」「どのように資料を探せばよいか」とい

った「調べ方のヒント」を提供するコンセプトになっています。 

堅苦しい印象はなく、新学期に何もわからずに図書館のカウンターにやってきた学生利用者に「どん

な事がらが調べたいのかな？」と訊くところからはじまり、図書館の利用方法、参考となる資料の集め

方などを一通り教える利用ガイダンスのようなごく身近なサービスをそのままサイトにしたイメージ

といったらわかりやすいでしょうか。 

 とりあえず簡単に使う方法は、TOP 

画面の一番上にある「思いついたキー 

ワードを入れてください」ボックスに 

思いついたキーワードを入れて検索ボ 

タンを押すだけで使えてしまいます。 

“ナビ”と銘打っているだけにポータ 

ル的に「調べ方」「本・サイト」「キー 

ワード」「百科事典」のそれぞれの代表 

的な検索結果のページが数件づつ表示 

されるようになっています。まずは、 

「鳥インフルエンザ」あたりで検索し 

てみてください。きっと、この「リ 

サーチ・ナビ」の性格がわかるし、こ 

のページがあなたのお気に入りになる 

ことでしょう。 

 

「リサーチ・ナビ」では，これまで国会図書館が蓄えてきた資料や情報を“使い尽くす”ためのホー

ムページです。従来の蔵書の検索よりも遥かに先を見ている新しい姿なのかもしれません。 

 

http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/ 

（参考資料：カレントアウェアネス-E No.149 2009.05.13 http://current.ndl.go.jp/e924）
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＜連 載＞ 

こんなのあります －いちおしレファレンス・ブック－ 

類語辞典を比較する 

日常業務の中で類語辞典を用いることはそう多くはありません。序文を読むと、原稿作

りの手助けとしての 1 冊を念頭において作られているものが多いことに気づきます。スピ

ーチや文章を書く参考資料を求めて図書館へ足を運ぶ利用者へ例文集とあわせて類語辞典

をご案内してはいかがでしょうか。当館蔵書の中から特徴のある類語辞典をご紹介します。 

「類は友を呼ぶ」 2 冊をご紹介します。 

① 早引き類語連想辞典 米谷春彦／編集 

時として適切な語句が出てこなくて言葉に詰まったり、書き物の筆が止まってしまっ

たりすることがあります。この辞典は使いたいが思い出せない語、意味の似たしっく

りくる語を探したい時、頭に浮かんだ語の見出しを引き、そのカテゴリーに適切な語

がなければそこにある別の語から別の語群を引くことができる構成になっています。

多くの類語辞典は、一つの語を引いて開いたページになければそこで終わりですが、

これなら使いたい言葉が見つかりそうですね。 

（ぎょうせい刊 2001.6 983p 19cm 813.5/HA） 

② 日本語大シソーラス 類語検索大辞典 山口 翼／編   

序の冒頭にあるとおり言葉捜しと類語検索に徹した辞典です。他の類語辞典と比較す

ると構成がシンプルで使いやすいことを感じます。見出し語 3 万 2 千語、語数 20 万

語。いろいろな語群に繰り返し出る語句もあり、延べ 32 万語がこの１冊にひしめい

ていることを考えると探している語がみつかるのは必至です。この辞典も前出同様“友

達の友達”語を、付されている語群番号から探すことができます。 

（大修館書店 2003.9 1549p 22cm   813.5/NI） 

これも類語辞典？個性派の 2 冊です。 

③ ちがいがわかる類語使い分け辞典 松井栄一／編 

言葉の微妙な違いを他人に説明するのは案外難しいものです。例えば「あがる」と「の

ぼる」。基本の意味は共に「低いところから高いところへ移る」ですが、（プールか

ら）「あがる」とは言っても、「のぼる」とは使わない。（山に）「あがる」「のぼ

る」はどちらも使いますが、意味の重点の置き方によって、どちらを使うかが変りま

す。ハンディな辞典で、扱っている語彙は見出し語５０１語、全２４００語と少ない

ものの知りたい語が載っていれば意味、使い方を十分理解できる、まさに「ちがいが

わかる」１冊です。日本語学習者に提供したい 1 冊です。 

（小学館 2008.4 525p 19cm  813.5/C） 

④ 日本語表現大辞典 比喩と類語三万三八〇〇 小内 一／著 

近現代の作家 264 人、作品 868 から表現例を約 3 万 3800 収録。キーワードから

連想されるさまざまな表現を知ることができるように構成されています。例えば「初

夏」。川端康成は『掌の小説』の中で「六月の林の揺れる梢こずえが湯槽ゆぶねに写り

込む昼過ぎの静かさ」と表現しています。風情あふれる文章を書きたい方にご紹介し

たい辞典です。本の帯には永六輔氏の感嘆の言葉が。「あの時、この言葉遣いを知って

いたら、うまくいったのに」 

（講談社 2005.3 869p 22cm 道立図書館請求記号 816.2/NI） 
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＜連 載＞ 
                               

Librarian’s Box（ししょばこ） 【22】 

        地球と宇宙の間に ～天文情報を調べる～ 

 

 今年 7 月 22 日は日食が起こり、日本全国で部分日食、奄美大島北部・

トカラ列島・屋久島などでは日本で 46 年ぶりの皆既日食を観測できます。 

「日食」とは、月が太陽の前を横切るために、太陽の一部（または全部）

が隠される現象ですが、その「月」にアポロ 11 号が人類史上初めて有人

月面着陸（1969 年 7 月 20 日）してから今年は 40 周年になります。 

 また、2009 年は「世界天文年」でもあります。「世界天文年」とは、イタリ

アの科学者ガリレオ・ガリレイが初めて望遠鏡を使い宇宙を観測した 1609 年から

400 年になることを記念して、ユネスコと国際天文学連合が定めたものです。 

世界天文年のスローガンは「THE UNIVERSE：YOURS TO DISCOVER（宇宙 … 

解き明かすのはあなた）」となっています。 

今回は、その話題になっている「天文」に関しての調べ物に役立つツールをご紹介

します。今年の夏は宇宙に思いを馳せてみるのも良いのではないでしょうか。 

 

『天文年鑑 2009 年版』 天文年鑑編集委員会／編 誠文堂新光社 2008.11 
（請求記号：440.5/TE/H21 資料番号：1109277440 参考図書）  
毎月の星空の案内、各地の日の出・日の入のデータ、太陽、月、各惑星とその衛星

のデータ、新星、超新星、彗星、小惑星などのデータを細かに掲載。  
2009 年版では、日本で見られる皆既日食について特にページを設けて解説。  

 
『理科年表 第 82 冊（平成 21 年）』 国立天文台／編 丸善 2008.11 

（請求記号：403.2/TO/H21 資料番号：1109277465 参考図書）  
国立天文台が編纂する、科学の全分野を網羅するデータブック。暦部、天文部、気

象部、物理・化学部、地学部、生物部、環境部、附録からなる。理科・科学データの

原点として幅広く活用できる。平成 21 年版では、日本で 46 年ぶりに見られる皆既

日食や、「世界天文年」に関連するトピックス記事などを掲載。  
 
◆国立天文台（http://www.nao.ac.jp/）  

日本の天文学研究ための国立の共同利用センター。ホームページでは天文情報、関

連施設、イベント情報等を紹介している。「天文情報センター暦計算室」には、各地

の暦やその計算方法、暦要綱、暦象年表や用語解説がある。  
「2009 年 7 月 22 日皆既日食の情報」のページも今回特別に開設されていて、こ

の情報によると、北海道・札幌の「食の始め」は 10 時 4 分 30 秒、「食の最大」が 11
時 10 分 18 秒で、「食の終り」が 12 時 16 分 3 秒であることが分かる。  
 
◆理科年表オフィシャルサイト（http://www.rikanenpyo.jp/）  

国立天文台が編纂する「理科年表」の公式ホームページ。  
「理科年表徹底解説」では、理科年表に収録された各表の背景となる基礎知識、用

語や数字の意味、データの活用方法、関連情報について、各部門の専門家が解説。  
「理科年表 FAQ」では、理科年表のデータおよび関連するテーマに関する様々な

疑問を、よくある質問への回答という形式で紹介・解説する等のページがある。  
 
◆世界天文年 2009 ホームページ（http://www.astronomy2009.jp/）  

ガリレオの望遠鏡観測から 400 年を記念した「世界天文年」のサイトで、天体観

測や展覧会、講演会ほかのイベント情報、天文現象カレンダーや観測ガイドがある。 
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＜連 載＞ 

 課員のつぶやき －日々の業務からの短信－ 【22】 

～レファレンス、いつでもお受けします！～ 
 
 ふと思い直すとここ１５年、インターネット環境は本当に変わったと思います。私

が学生だった頃は、今みたいな気軽さはなく各データベースにいちいちダイアルアッ

プで入って検索という授業を受けていました。図書館に入った頃、インターネットで

蔵書検索ができる図書館もまだ数える程度。他の図書館へ FAX で所蔵調査をお願い

していました（今でもお願いすることはありますが）。全国で蔵書検索ができる図書

館を見つけると「お気に入り」の図書館フォルダにどんどん入れていた日々。それが

今では横断検索であっという間に複数の図書館の蔵書を検索することができるよう

になっています。学生時代に『できるといいな』と思っていたことができるようにな

るとは。 

 

 話は変わりますが、みなさんはお気づきになっていたでしょうか。 

当館ホームページの左側にある『メールレファレンス』という文字。これは、今年

４月より開始した個人利用者向けメールによるレファレンスの入り口です。 

 メールによるレファレンスの受付は、全国的に始めている図

書館が増えているサービスの１つです。当館でも、数年前より

道内の公共図書館、公民館図書室等からのメールによるレファ

レンスの受付を始めていました（ご存知でない方は当館 HP

『図書館向け』を見てください）。しかしながら、利用者に対

しては原則電話・FAX・文書での受付けとしていました。た

だ、メールによるレファレンスの申込みを希望される方も多く、

当館でも対応できないか検討を重ね正式稼動の運びとなりま

した。 

 メールレファレンスの利点は、利用者にとっては調査申込み

の気軽さでしょうか。基本、24 時間 365 日いつでも調査申

込みができます。今までも FAX や文書（郵便）を使えば申込

みはできましたが、インターネット上で申込めることにより印

刷や郵送準備などの手間が省けます。また、受ける図書館側と

してもメールで受けることにより聞き間違いや語句の間違い

などを無くすことができます。 

 ただ、最初のアプローチでインタビューができない点で不安

というのもあります。回答の手ごたえというのも電話や対面に比べるとやや感じづら

く、この回答で大丈夫だったのか心配になります。 

 

 ４月から運用して３ヶ月が経過しますが、思っていたほどの混乱もなく順調といえ

ば順調なのでしょうか。現在受けている質問で多いのは、雑誌の所蔵調査と収録作品

の調査。当館が所蔵している雑誌の一部は全国的に見ても所蔵館が少ないものも多数

あるため、日ごろから道外を中心に調査依頼が多かったのですが、メールレファレン

スでも同じ状況です。 

 

 冒頭の話の「できるといいな」の中にパソコンから調査依頼できたらいいかなとい

うのもありました。実際自分が運用するとは思っていませんでしたが。ただ、インタ

ーネット上に情報は溢れており、図書館に来なくても引き出せる情報は数多くありま

す。その中で始めた「メールレファレンス」。ただ漠然とやっていますではなく、ど

う利用してもらうのか考える日々がこれからも続いていきそうです。 
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レファレンス・サービスに関する雑誌記事紹介 
（２００９年２月～２００９年５月分） 

※ 論題（記事名）、著者、雑誌名、出版者／編者 巻号、発行年月、掲載ぺージ の順に記載 

           （参考：国立国会図書館NDL OPAC 雑誌記事索引） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
１ 高田高史のレファレンスひろば(その 9) 隠し味についてわかりやすく小学 5 年生の子

どもに説明したい ほか / 高田 高史  『あうる』 図書館の学校 / 図書館の学校 編  

(87) [2009.2・3]   

 

２ わが国の公立図書館が直面する問題・課題と今後の方向性 / 薬袋秀樹  『社会教

育』752 全日本社会教育連合会 [2009.2] p.8～p.12 

 

３ 公立図書館司書に求められる資質能力を考える-本が好きだけで司書はつとまるか- / 

川本憲之  『社会教育』752 全日本社会教育連合会 [2009.2] p.14～p.18 

 

４ 事例研究:『再チャレンジ」を支援する図書館 / 小山市立中央図書館  『社会教育』

752 全日本社会教育連合会 [2009.2] p.20～p.23 

 

５ 事例研究：愛媛県立図書館のビジネス情報支援サービス / 天野奈緒也  『社会教

育』752 全日本社会教育連合会 [2009.2] p.28～p.30 

 

６ インターネットにより図書館サービスを全域に提供--上海図書館のネットレファレン

スサービスをモデルに (特集・第 6 回国際図書館学セミナー 全域サービス--第一線の

図書館サービスをめざして)  / 鮑 延明  『図書館界』日本図書館研究会 60(6) (通

号 345)  [2009.3] p.426～431  

 

７ れふぁれんす三題噺(その 155)富山市立古沢小学校図書館の巻 寄り添い,導き,手渡す

レファレンス--124 の瞳との出会い / 佐藤 千雅子  『図書館雑誌』 103(2) (通号

1023)  [2009.2] p.94～95 

 

８ 図書館に期待すること! (小特集 図書館へのメッセージ) / 稲田 善樹  『現代の図書

館』日本図書館協会  47(1) (通号 189) [2009.3] p.14～18 

 

９ 大学生・大学院生の望む図書館像 / 藤原達生  『現代の図書館』 日本図書館協会 

47(1) (通号 189) [2009.3] p.24～28 

 

１０ 国立国会図書館が発信するビジネス情報源--「産業情報ガイド」の紹介 / 長崎 理絵 , 

藤田 実花  『現代の図書館』  47(1) (通号 189)  [20090.3] p.45～53  

 

１１ レファレンス事例に対するキーワードの自動付与 (情報学基礎・デジタルドキュメン

ト) / 樋澤 光紀 , 原田 隆史 , 江藤 正己  『情報処理学会研究報告』情報処理学

会 １２2009(35) [2009.3] p.69～76  
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１２ 利用者による楽譜検索での検索戦術 / 伊藤真理  『日本図書館情報学会誌』 日

本図書１３館情報学会編/日本図書館情報学会 55(1)（通巻 177）[2009.3] p.1

～22 

 

１３ 音楽分野のオンライン検索研究 / 伊藤真理  『日本図書館情報学会誌』 日本図

書館情報学会編/日本図書館情報学会 55(1)（通巻 177）[2009.3] p.23～38 

 

１４ ソーシャルブックマーク（ＳＢＭ）の機能を応用したパスファインダーの作成-web

での展開に適したパスファインダー作成の試み- / 和知 剛  『短期大学図書館

研究』28 私立短期大学図書館協議会 [2009.3] p.1～5 

 

１５ 情報リテラシー教育における図書館職員の役割-ＮＩＩ研修プログラムの背景にある

もの- / 野末俊比古  『短期大学図書館研究』28 私立短期大学図書館協議会 

[2009.3] p.23～32 

 

１６ レファレンスサービスをパワーアップするレファレンスナビの開発-図書館情報資源

とｗｅｂ情報資源の統合的利用- / 清田陽司  『短期大学図書館』 私立短期大

学図書館協議会 [2009.3] p.51～56 

 

１７ れふぁれんす三題噺(その 156)香川県立図書館の巻 浸透するレファレンスサービス

--館内外の情報を駆使して回答 / 藤沢 幸応  『図書館雑誌』 日本図書館協会  

103(3)(通号 1024) [2009.3] p.166～167 

 

１８ 高田高史のレファレンスひろば(その 10) 船の上で行われる赤道祭について、いろ

いろ知りたい。できれば写真も見たい。ほか / 高田 高史   『あうる』 図書館の

学校 / 図書館の学校 編(88) [2009.4・5]   

 

１９ れふぁれんす三題噺(その 157)大阪国際児童文学館の巻 子どもの本の総合的資料セ

ンターでの子どもの本に関わる情報提供 / 川内 五十子, 土居安子  『図書館雑

誌』日本図書館協会  103(4) (通号 1025)  [2009.4] p.240～241 

 

２０ 情報の「探し手」から「使い手」へ～公共図書館で感じるインフォプロ～/ 稲田聡

子 『情報の科学と技術』情報科学技術協会 59(5) [2009.5] p.222～225 

 

２１ れふぁれんす三題噺(その 158)福井県立図書館の巻 もっと気軽に使ってみよう--レ

ファレンス協同データベース活用のススメ / 宮川 陽子  『図書館雑誌』日本図

書館協会  103(5) (通号 1026)  [2009.5] p.302～303 
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１ 国立国会図書館の書誌データがダウンロード可能に（2/24） 

国立国会図書館では、ホームページ上の NDL-OPAC で検索した書誌データについてダウ

ンロードできるサービスを始めました。ダウンロードしたデータは、利用に制限が設けられ

ていないなど、幅広く利用することができます。詳しくはホームページをご覧ください。 

http://www.ndl.go.jp/jp/data/opac_syoshiqa_teikyo.html#a5 

 

２ 道立図書館、有料データベース 5 種類に（3/1） 

北海道立図書館では、今年の 4 月からは新たな有料データベースを追加導入して 5 種類

のデータベースによる運用の拡大を図っています。内訳は、道新（本社・地方版）と主要新

聞の検索に利用する「日経テレコン 21」、学協会系に威力を発揮する国立情報学研究所の

「CINII」、週刊誌など流通系の雑誌記事検索に強い日外アソシエーツ社の「magazine 

PLUS」、(社)農山漁村文化協会の「ルーラル電子図書館」、そして官報情報サービスの５種

類です。いずれも事務用ですが、参考調査課の他、北方資料部、閲覧カウンターにおいても

レファレンスや相談業務に活用を図ります。 

 

３ 国会図書館ＨＰでプランゲ文庫の検索が可能に（4/1） 

GHQ 占領下の雑誌文化を語る上で欠かせない米国メリーランド大学の「プランゲ文庫」

ですが、このコレクションのマイクロフィルム版を検索できる国会図書館のデータベースが

公開されています。道立図書館では道内発行分のマイクロフィルムを所蔵していますが、組

合わせて利用することができるようになりました。同日、国立国会図書館の憲政記念館が所

蔵する「日本占領関係資料」も公開されています。 

 

４ 千歳市立図書館、バリアフリー移動図書館車導入（4/1） 

千歳市立図書館では、運行開始から 15 年が経過し老朽化した移動図書館車｢ブッくん｣を

更新しました。4 月から運行を始めた新型は、以前に比べて蔵書スペースが広くなり､また

専用リフトを搭載して車いすでも利用できるなどバリアフリー化が図られています。 

 

５ 道立図書館、個人向けメールレファレンスを開始（4/1） 

道立図書館では、インターネット利用者向けのメール・レファレンスを 4 月から本格実施

しました。申込み方法も道立図書館のホームページからフォーム画面を呼び出して、必要事

項を画面の記入ボックスに書き込むだけという簡易な方法を採用しています。利用状況は月

十数件程度に留まっていますが、道外から、あるいは開館時間外の質問も寄せられるなど、

新たな利用層の開拓につながるものと期待しています。 

http://www.library.pref.hokkaido.jp/reference/main.html 
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６ 恵庭市立図書館、子ども用ホームページを公開（4/15） 

恵庭市では、小中学生の総合学習などで恵庭市のことを調べる際に役立つ子ども用のホー

ムページを開設しました。調べ方の「パスファインダー」や他校資料の相互貸借の仕組みま

で、市立図書館と学校図書館の活用法がわかりやすく理解できる内容になっています。 

（「恵庭市のホームページ」→「まなぶ」→「図書館」→「子ども用ホームページ」） 

http://opac.city.eniwa.hokkaido.jp/kids/ 

 

７ 様似町図書館の新聞記事リスト 5 周年（4 月） 

町立様似図書館のホームページで公開している、町内の新聞記事情報「様似の動き」が 5

周年を迎えました。北海道新聞地方版と日高報知新聞の２紙に掲載された、様似町に関係す

る記事情報を毎月提供しています。ホームページは、表組みで「日付」「記事内容」「紙名」

の 3 点というシンプルな構成ですが、累計で 1,840 件（５月末現在）に達しています。最

新の見出しは「アポイ岳ジオパーク推進 道の地域再生チャレンジ交付金」 

http://pc5.samanilibrary-unet.ocn.ne.jp/ 

 

８ 子ども書庫ツアーを開催（5/5） 

道立図書館では読書週間中の子どもの日に合わせた書庫ツアーを「子ども向け図書館ツア

ー」と題して開催しました。当日は 14 名の親子連れの方が参加し、普段は立ち入ることが

できない館長室、事務室をはじめ、児童書庫や閉架書庫の中を、途中クイズ仕立てで本を探

すゲームなども楽しみながら、図書館の本の並び方のルールや図書館の役割について熱心に

見学していました。道立図書館では、今回を含めて年間 4 回の書庫ツアーを予定しています。 

 

９ 国立国会図書館しらべものの総合サイト「リサーチナビ」公開（5/11） 

国立国会図書館では、近年、その圧倒的な蔵書量とデータベースをはじめとする各種の蓄

積情報を活かした“調べ方”＝ノウハウに関する情報サービスをインターネットを利用して

積極的に展開しています。5 月には、これまでに公開してきた調べ方に関係する情報ページ

を使いやすくするポータル・サイトの「リサーチ・ナビ」サービスを開始しました。 

また、同日、新たに公開された「目次データベース」「近代日本軍事関係文献目録」「日本

人名情報索引(人文分野)データベース」「科学技術論文誌・会議録データベース」などのデー

タベースにも注目です。http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/ （関連記事 p.3 の「オススメ情

報」もご覧ください） 

  ・目次データベース  http://rnavi.ndl.go.jp/mokuji/ 
  ・近代日本軍事関係文献目録  http://rnavi.ndl.go.jp/gunji/ 
  ・日本人名情報索引（人文分野）データベース  http://rnavi.ndl.go.jp/jinmei/ 
  ・科学技術論文誌・会議録データベース（旧名：日本科学技術関係逐次刊行物総覧） http://rnavi.ndl.go.jp/kaigi/ 

 

10 道民カレッジ連携講座 初級編・応用編を連続開催（5/21・6/25） 

道立図書館では、図書館の利用講座「暮らしに役立つ図書館活用術」（道民カレッジ連携

講座）を開催しました。今回は、従来春と秋の 2 回に分けて行っていた基礎編、応用編を連

続開催し、受講者のスムーズな習得を目指す試みを行っています。受講者は両日の講座で図

書館の基本的な仕組みから雑誌・新聞記事情報の活用方法まで、楽しく学習することができ

ました。 
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11 北広島市図書館「Ｗｅｂレファレンス」はじまる（6/2） 

以前から Web 版パスファインダーや SDI サービスなど先駆的なインターネットサービス

に取り組んできた北広島市図書館では、この 6 月からインターネット経由によるレファレン

スサービス「ＷＥＢレファレンス」を開始しました。利用するには事前に市内の図書館・各

地区図書室で登録することが必要となっています。また、特定のテーマ（図書館で用意した

30 個）に合致した出版情報や雑誌記事タイトルの情報を定期的に入手できるサービスも実

施しています。こちらは図書館・図書室での事前登録は不要ということで、全国どこからで

も利用することができます。配信の頻度は、月に１度。月末にデータを抽出し、月初め（10 

日前後）に配信するということです。 

http://www.educ.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/lib/toshow/hp1/0100.html 

 

12 全道図書館新任職員研修でレファレンス演習（6/3～6/5） 

平成 21 年度全道図書館新任職員研修会が 6 月 3 日(水)～5 日(金)に開催され、全道から

44 名の図書館職員が参加しました。当課では、日程 3 日目のレファレンス講義・演習を担

当し、グループ討議も含めた実践的な演習となりました。 

 

13 市立釧路図書館、釧路高専図書館連携協力から半年 

昨年 12 月 2 日に釧路高専との間で連携協力の協定を結んだ市立釧路図書館では、月に 2

回、市立図書館の図書館バスが高専に立ち寄り、図書を相互に配本する相互協力を始めまし

た。これにより釧路市民、高専の学生や教官は互いの図書を気軽に利用することができるよ

うになりました。現場担当者に半年間の実績を尋ねたところ、「まだまだこれから」とのこ

とでしたが、以前は着払いで借りていた資料が借りやすくなった点など、今後の資料提供に

ぜひ活用していきたいとのことです。 

http://www.kushiro-ct.ac.jp/modules/news/article.php?storyid=254 
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編集後記 
 

◇ ５年ぶりに参考調査課に戻ってきました。仕事の流れが前とは違うところもあり、

「慎重に」「正確に」で進めています。また、久しぶりに書く Do-Re の原稿に

も悪戦苦闘。読みやすい文章って本当に難しいです。（on） 

 

◆ 新しく入った児童書のある事典では「薄型テレビ」や「カーナビゲーションシス

テム」などがありました。テレビはブラウン管ではなく、体温計は水銀ではなく．

etc ゲーム機は「Will」と「PLAYSTATION３」の説明でした。副題が「身近

なモノのしくみと歴史」なので、これが今時の子供の環境なのかとしみじみ思い

ました。時代と共にレファレンスツールに収録される言葉も移り変わっていくの

ですね。（や）。 

 
◇ 「ししょばこ」にも書きましたが、今年は何かと宇宙や天文学が話題になりそう

な年です。これを機会に、図書館でも宇宙に関する本の展示等をしてみたらどう
でしょうか。 

話は変わりますが、道立図書館の庭ではたまにエゾリスを見かけたり、赤れん

がサイロは近代化産業遺産に登録されたりと、最近は散歩するのが楽しみにな

りました。 （T） 

 

◆ 北方資料部で所蔵している古地図などのデジタル化作業がはじまりました。その

現場をたまたま目撃。細かい文字も、拡大してはっきり読めるようになるそうで

す。ウェブで公開される日が楽しみです。(た) 

 

◇ 先日、長く北海道武蔵女子短期大学で教鞭を取られ、北広島市図書館の初代館長、

道内図書館の先駆・函館図書館の岡田健蔵氏の研究でも著作を残されるなど活躍

された坂本龍三先生が亡くなられました。また、その 10 日後には、中小図書館

の可能性を理論と実践の両面で追及し続けた元周東町立図書館長で山口県図書

館協会会長の山本哲生さんも亡くなられました。お二方とも大先輩で、熱く、ま

た図書館現場の図書館員という職業をこよなく愛されておられていたのが印象

に残っています。心よりご冥福をお祈りします。（へ） 

 

◆ 今年度、最初のDo-Re をお届けします。新任研も終わり、やっと夏の陽気となりました。標茶

町の丹さんからいただいた素的なお便りに感激。感謝々々。 

   さて、平成21 年度の参考調査課の船出にあたり、次のとおり異動がありましたのでお知らせ

します。今年もよろしくお願いいたします。 ＜Ｓ＞ 

 

＜館内異動＞   

工藤尚子  北方資料部 収集保存課へ 

大塚寿信  奉仕部 奉仕課から 
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 Ｄｏ－Ｒｅ（どうれ） の由縁 
 
“どうりつとしょかんレファレンス”の 

略から名付けました。 

 しかしながら 

“どれどれレファレンス”からとの説もあります。 


