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本を読む人シリーズ(29)

■ トピックス 古今東西の本を読む人を紹介するシリーズです。

上村松園「姉妹三人」 （『日本の名画9』中央公論社1979）

[7208/4/9]

▼ 展示コーナー

４月１８日から「２００９年－生誕１００年の人々－」をテーマに展示を行います。

作家の太宰治・松本清張・中島敦や写真家の土門拳他の著作物等を展示します。

▼ 検索講座・見学会

先日２月８日に平成２０年度利用者向け検索講座「図書館の達人」（検索入門編）

を開催しました。パソコンを利用して資料の検索の仕方を知ってもらうための講座で

す。また、２月２６日には東部図書館を良く知っていただくための、「図書館見学会」

も開催しました。普段見ることのできない書庫等を職員のガイド付きで見学していた

だきました。

４月以降も検索講座、見学会を開催する予定です。詳細は随時、掲示やチラシ等

でお知らせいたしますので、 皆様の参加をお待ちしています。

▼ 蔵書点検を実施しました

３月２日（月）から３月１１日(水）まで休館し、蔵書点検を実施しました。

蔵書点検は、当館で所蔵している資料のバーコードを１点ずつなぞり、コンピュー

タのデータと照合して、正しい位置に戻したり、不明本を探したりして所蔵状況の確

認をし、、利用者が求める本を早く、確実に提供できるようにするための点検です。

ホームページURL 携帯電話サイトURL

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/ http://www.library.pref.chiba.lg.jp/m/



走るクスリ 自転車の事典

岸本 孝／著 ２００２

文園社 [53686/6]

本書は自転車の誕生や社会事情、文

学作品との関わりなど雑学も豊富に、ま

た、サイクリングなどの指南など盛りだくさ

んの内容を分かりやすく紹介しています。

何より著者の自転車好きが良く伝わってき

て、自転車に乗りたくなること間違いなしで

す。

春は新しい節目のスタートです。初めて

社会人になる人、学生になって新学期を

迎える人、春の暖かい陽気にうずうずして

いる人。この本を読んで、心も体もリフレッ

シュできる自転車に乗って会社や学校、

サイクリングへと出かけてみてはいかがで

しょうか。

はじめての和装本

身近な道具で作れます

府川 次男／著

２００３ 文化出版局

[0228/4]

本を読むのが大好きなあなたへ！今年

は自分の本を作ってみませんか！！

本を作ると言っても文章は苦手だし、不

器用だからという方も多いはず。しかし「は

じめての和装本」をみれば、難しいことは

一切ありません。大切に取って置きたいお

子さんが描いた絵画、毎年いろんな味の

ある年賀状、自分で撮った思い出の写真

など、身近な日々を一冊の本にすることが

出来ます。準備するものも余った布や画用

紙など、簡単に集めることが出来るものば

かりです。ぜひ、あなただけの一冊を作っ

てみてください。

裁判員選ばれる前にこの１冊

清原 博／著 ２００８

自由国民社 [32767/21]

選挙権を有する国民の中から選ばれた

裁判員が刑事裁判に参加する「裁判員制

度」が、今年５月からスタートします。

本書は、日米で弁護士の資格をもち裁

判官の経験もある著者が、裁判員制度の

しくみと刑事裁判に関する基礎知識を分

かりやすく解説しています。既に裁判員の

候補者に選ばれた人は勿論、制度や裁判

に興味のある方にも読んでいただきたい

本です。また、当館では最高裁判所発行

の『裁判員制度ナビゲーション』を無料配

付していますので、ご希望の方はカウンタ

ーまでお申し出ください。

横浜タイムトリップ・

ガイド

横浜タイムトリップ・ガイド制作

委員会／編 ２００８ 講談社

[29137/44]

1859年（安政6年）江戸幕府は横浜を開

港し、世界への扉を開けました。今年2009

年は、長い鎖国時代を経て日本が新しい

時代へスタートしてから150周年にあたりま

す。この間横浜は、海外の文化を吸収し、

また自ら文化を創り出し、常に時代の先端

を疾走していたと言えるでしょう。

この本では開港から現在に至る間に創

建された歴史的施設等が、現在の横浜の

地図に記入されています。解説やコラムと

併せて地図を見ると、街のあちこちに、新

しい時代を創り出そうとした人々のパワー

を感じることができます。

※[ ]内は資料の請求記号です。

スタート!!の本
図書館ぶらり散歩（２７）



レファレンスあれこれ （2８）
資料に関する調査・相談にお応えしています。過去に寄せられたご相談の事例をご紹介します。

湯川秀樹「核力の理論による中間子の存在の予言」という資料を読みたい。

【調査経過】

① 質問者の調査経過によると「核力の理論による中間子の存在の予言」は、湯川秀樹

（ユカワヒデキ1907-1981年）が1949年にノーベル物理学賞を受賞したときの受賞内容で

ある。

② 千葉県立図書館横断検索、国立国会図書館、Google等を使って、タイトル等で検索し

たが、掲載資料の記述はないということであった。

③ ノーベル賞受賞内容ということなので、 『ノーベル賞10人の日本人』（読売新聞編集

局）を調査したところ、Ｐ12に「核力と呼ばれるこの力の源は未知の粒子『中間子』と

考えればいいと提唱した」とある。「核力の理論による中間子の存在の予言」は、論文の

タイトルではなく、ノーベル賞受賞の業績のことだと考えられる。

④ また、『湯川秀樹 白紙の講義録』（黙出版）Ｐ131には、「このような核力を媒介する

仮想の粒子について、湯川先生は11月の初めに英文原稿を書き始め、月末の30日には、

日本数学物理学会の英文の機関紙に投稿した。これが後に、ノーベル物理学賞受賞の対

象となった論文である。論文のタイトルは『素粒子の相互作用について（第Ⅰ報）』（On

the Interaction of Elementary Particles Ⅰ）であった。」とある。

⑤ 英文で書かれた上記論文は『湯川秀樹著作集10 欧文学術論文』（岩波書店）に掲載さ

れている。

【提供図書】［ ］内は請求記号です。

『湯川秀樹著作集10欧文学術論文』(岩波書店 1990年)［0816/18/10］

●担当者のコメント●

利用者の探しているものが必ずしも正しい論文名とは限りません。いろいろなキーワ

ードで検索してみることが大切です。

名 作 映 画 鑑 賞 会 の ご 案 内

毎月第３土曜日に、名作映画鑑賞会を開催しています。（入場無料）

開場：午後０時５０分～ ビデオ上映：午後１時～ 映画上映：午後１時３０分～

４月から 開場：午後１時１５分 映画上映：午後１時３０分～

場所：東部図書館３階研修室 ※来館又は電話でお申し込みください。

★ ３月２１日（土） 『伊豆の踊り子』 監督：五所平之助／主演：田中絹代

（１９３３年 日本 モノクロ ９４分 サイレント）

★ ４月１８日（土） 『チャップリンの失恋』 監督：主演 チャールズ・チャップリン

（１９１４年 アメリカ モノクロ １１６分）

★ ５月１６日（土） 『裁判員 選ばれ、そして見えてきたもの』

監督：梶間俊一／主演：村上弘明

（２００６年 日本 カラー ６９分）



＜調べ方案内３＞（郷土に関連することを調べる）

自分が住んでいる地域を調べたいという相談はとても多いのですが、資料があまりない場合

もあります。今回は旭市にある「新川」を例に調べ方をご紹介します。

１．千葉県立図書館ホームページを使う
◆「図書・雑誌・視聴覚資料の検索」

・「新川」について書かれた資料を探す ⇒ タイトルに「新川」で検索 ⇒ 56件該当するが、旭市の

「新川」についての該当なし。

・千葉県の河川についての資料を探す ⇒ 対象資料を千葉県資料に限定し、

一般件名に「河川」で検索 ⇒ 100件該当。

タイトルに「千葉県」×「河川」で検索 ⇒ 32件該当。

・関係ありそうな資料を実際に確認。

『千葉県の河川 県土の保全と整備』 千葉県県土整備部 2005 ［東部C517/8］

『資料の広場 No.19 千葉県の河川』 千葉県立中央図書館 1988 ［東部C2903/2/19］

『房総の河川、古城、湖沼、渓谷、滝と温泉を探る』 府馬清/著 ［西部C2902/4］

２ 辞典などから探す
◆地名辞典で調べる

『角川日本地名大辞典 12 千葉県』 角川書店 1984 ［東部29103/2/12］

３ 地理や歴史に関する分野を探す
◆地域史を調べる

『千葉県郷土資料総合目録 1 』 千葉県公共図書館協会 千葉県立中央図書館1973 ［東部C029/2/1］

『千葉県郷土資料総合目録 2 』 千葉県公共図書館協会 千葉県立中央図書館1984 ［東部C029/2/2］

・旭市を含む東総地域の歴史に関する本を中心に確認する。

『旭市史 １』 旭市 1980 ［東部C235/K01-1/1］

『旭市史 3』 旭市 1975 ［東部C235/K01-1/3］

『干潟町史』 干潟町 1975 ［東部C234/J09-1］

『千葉県海上郡誌』 復刻版 名著出版 1972 ［東部C235/K00-3］

『千葉縣誌 巻上』 復刻版 千秋社 1984 ［東部C201/16/1］

『旭の風土と文化』 旭市文書館 旭市民会館 ［東部C2935/K01‐1/ホ］

４ その他
※当館では毎年、東総地域に関連のある内容で「文学・歴史講座」を開催しています。平成18年度

「椿の海」をテーマに開催した講演会で、猪野映里子氏（大原幽学記念館学芸員）が「干潟八万石物

語・椿海干拓後の水とのたたかい」の中で、新川について触れられていました。

「知識は旅をする 第21号」 千葉県立東部図書館 2006 ［東部図書館］

※ 本文中［ ］は資料の所蔵館と資料の請求記号です。

■ 県立図書館の資料は、市町立図書館などを通じて利用することもできます。

お近くの図書館、あるいは公民館図書室等の読書施設に御相談ください。

■ 県立図書館では、千葉県に関する資料を収集しています。

グループ・職場などで資料を発行されたときには、情報をお寄せください。

編集長の独り言 ・・・ 編集・発行：千葉県立東部図書館

〒２８９－２５２１ 千葉県旭市ハの３４９

県立図書館３館で現在約１３０万冊の資 TEL ０４７９－６２－７０７０

料を所蔵しています。書棚にお探しの本 FAX ０４７９－６２－７４６６

がないときには、お気軽に職員におたず

ねください。 URL：http://www.library.pref.chiba.lg.jp/
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