千葉県立東部図書館だより
2012年3月

第４１号
８．人はその創造の船に乗り世界を旅する
本館1階閲覧室の壁面を飾る、此木三紅大（このきみく
お）さん制作のレリーフ「知識は旅をする」、10点の作品を
順番に紹介しています。
作：此木三紅大氏 松山庭園美術館（匝瑳市）館主

「 チーバくん」

■トピックス
▼展示コーナー

▼名作映画鑑賞会

芥川賞・直木賞の作品Ｐart１
展示期間H24.1.21～H24.4.19

(３階研修室会場・入場無料）

３月１７日（土）開場：午後1時１５分～
上映：午後1時30分～
『ゆきゆきて、神軍』
原 一男 監督 ： 奥崎 謙三 主演

▼図書館の達人

初級編（毎月第２日曜日）・中級編（毎月第３日曜日）

「”書庫”ってよく聞くけど、どんなところなのかな？」
「新聞や雑誌は、どうやって探すの？」
県立図書館の職員が皆様の疑問に答えながら、分かりやすく解説します。
普段見られない書庫等の図書館見学会やパソコンを利用し資料検索を行いま
す。内容により初級編と中級編に分けています。
電話またはカウンターにてお申し込みください。
携帯電話サイトURL
ホ ー ム ペ ー ジURL
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/m/
携帯 電話機のＱ Ｒコード リーダーで アクセス できます →

参考図書カフェ (１０)
『韓国歴史用語辞典』
イ ウンソク／著
ファン
明石書店
２０１１
請求記号[２２１／２５（参考）]

ビョンソク／著

東部図書館には、多くの参考図書があります。
参考図書は、何か特定の知識・情報について調べるための資料です。辞書や百
科事典、便覧、統計書などで、小説のように通読するものではなく、言葉が五十音順
に並べられていたり、索引が用意されていたりと、必要な部分を簡単に探し出せるよ
うに編集されています。そのため、短時間で簡潔な知識を得るのに便利です。
今回紹介するのは『韓国歴史用語辞典』です。
近くて遠い国という印象が強かった韓国ですが、ここ数年の韓流ブームで、すっか
り身近な国になりました。
しかし、韓流歴史ドラマを見ているとき、韓国文学を読んでいるとき、「あれ？」と思
うことがありませんか？知っているようで知らないことがあると気づく瞬間。そんなと
き、役に立つのがこの一冊― 韓国の中学生、高校生が学ぶ国史（韓国史）に登場
する人名、地名、事件、官職、概念など、韓国の歴史理解に役立つ８７６語を集めた
辞典― です。
今までと違った視点からドラマや文学が楽しめるかもしれません。
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『韓国の歴史』
水野 俊平／著
李 景珉／監修
河出書房新社 ２００７
請求記号[２２１０１／２９]
韓国に暮らし、その文化や社会に親しんだ著者による韓国通史です。
平易な文章と充実した写真や図版で、古代から現代までの韓国の歴史
が紹介されています。
『図説韓国の国宝』
水野 さや／著
河出書房新社
２０１１
請求記号[７０９２１／５]
歴史・文化・芸術の粋を極めた韓国の国宝の解説書です。博物館・
美術館一覧、韓国国宝一覧等も掲載されています。

レファレンスあれこれ （３６）
資料に関する調査・相談にお答えしています。過去に寄せられたご相談の事例を紹介します。

「だったん人の踊り」の背景が知りたい。
【質問内容】
コーラスをやっていて「だったん人の踊り」を歌うこととなったので、その背
景が知りたい。
【調査経過・結果】
１

音楽辞典で「だったん人の踊り」を調べます。
『標準音楽辞典 ア－テ 』（音楽之友社 新訂第２版 2008）の1059ページに、
「ボロディンのオペラ《イーゴリ公》の第２章で演奏され、合唱をともなう。
単独で演奏されることも多い。なお、〈ダッタン人〉は〈ポロベッツ人〉とする
ほうがより正確である。」との記載あり。

２ オペラということがわかったので、さらにオペラ関係の辞典で「イーゴリ公」を
調べます。
（１）『新グローヴオペラ事典』（スタンリー・セイディ／編 白水社 2006）の7681ページに「ポーロヴェッツ人の踊り」について記載あり。
（２）『オペラ鑑賞辞典』（中河 原理／編 東京堂出版 1990）では、296-298ペー
ジに「イーゴリ公」の概説、成立と、初演、鑑賞の記載あり。
３

「《イーゴリ公》の第２章」ということが判明したので、関連資料を検索します。
（県立図書館ホームページ「図書･雑誌･視聴覚資料」で[イーゴリ公]検索）
『吹奏楽大全集 Ｖｏｌ．10』（日本クラウン 1998)のＣＤに収録されている
ことが判明し、この解説書に「だったん人の踊り」についての記載あり。

４

作者である「ボロディン」の資料を検索します。
（県立図書館ホームページ「図書・雑誌・視聴覚資料」で[ボロディン]検索）
『ボロディン その作品と生涯』（ゾーリナ／著 新読書社 1994)【中央所蔵】
『ボロディン｜リムスキー＝コルサコフ』（井上和男／著 音楽之友社 1968）
【中央所蔵】に関連事項の記載あり。

【提供資料】
『新グローヴオペラ事典』（スタンリー・セイディ／編 白水社 2006）
『オペラ鑑賞辞典』（中河 原理／編 東京堂出版 1990）
『ボロディン その作品と生涯』（ ゾーリナ／著 新読書社 1994)
『ボロディン｜リムスキー＝コルサコフ』（井上 和男／著 音楽之友社

1968）

●担当者のコメント●
・資料を見つける手がかりを得るために、まず調査事項の内容に関する辞典（こ
こでは音楽関係）を活用し、より詳細な事柄（キーワード）を見つけて資料の
検索にあたることが大切です。

<調べ方案内８> （CD-ROM データベースを使う①『明治・大正・昭和の讀賣新聞』）
県立図書館では、調べ物をするときに便利なデータベースが利用できます。今回ご紹
介するのは、明治・大正・昭和の讀賣新聞の紙面をご覧いただけるデータベースです。
●収録期間：明 治 明治 7 年（1874）11 月 2 日創刊号～明治 45 年（1912）
大 正 大正元年（1912）～大正 15 年（1926）
戦前Ⅰ 大正 15 年（1926）12 月 1 日～昭和 11 年（1936）
戦前Ⅱ 昭和 12 年（1937）～昭和 20 年（1945）
戦後Ⅰ 昭和 21 年（1946）～昭和 35 年（1960）
戦後Ⅱ 昭和 36 年（1961）～昭和 45 年（1970）
戦後Ⅲ 昭和 46 年（1971）～昭和 55 年（1980）
●収録内容：記事タイトル、広告タイトル、紙面画像データ
●検索項目：キーワード、掲載日、分類コード（政治・経済･社会・生活･スポーツ等）等
検索例：明治の新聞記事を探します。
キーワード：津波 千葉
掲載日付：明治 ７年 11 月 2 日～
明治 45 年 7 月 30 日
上記条件で検索すると、10 件ヒット
しました(右画面）。
その中の３つ目に「千葉県海上郡に大津
波が襲来、漁師の家が数件と貯蔵の米穀
などが流失」（1882 年(明治 15)10 月 12
日朝刊）の記事があります。記事タイト
ルをクリックするとこの記事が載った紙
面を見ることができます。新聞には、
「下
総国海上郡永井村飯岡村横根村等の海辺
へ去る二日の午前八時ごろ突然津波を打ち上げ海岸に在る漁師の家などは流れ失せた向
数軒あり･･･」とあります。
☆調査･相談カウンターの端末で、ご利用いただけます。印刷もできます。
☆過去の新聞(紙面）は、マイクロフィルム、縮刷版でもご覧いただけます。
マイクロフィルム：『千葉日報』昭和 32 年～ 『毎日新聞』明治 5 年 2 月～
『毎日新聞(千葉版）』 『朝日新聞(千葉版）』
『讀賣新聞(千葉版）』平成元年～ 『産経新聞(千葉版）』
縮刷版：『千葉日報』昭和 57 年～ 『朝日新聞』昭和 61 年～ 『毎日新聞』平成 9 年～
『讀賣新聞』昭和 43 年 8 月～ 『日本経済新聞』平成 10 年～
■
■

県立図書館の資料は、市町村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ご相談ください。
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
県立図書館では、皆さんの役に立つ図書館を
目指し、課題解決支援サービスの充実に努め
ています。あなたの「知りたい！」を、どう
ぞ、お気軽にお尋ねください。

編集・発行：千葉県立東部図書館
〒289-2521

千葉県旭市ハの３４９
℡0479-62-7070
URL：http://www.library.pref.chiba.lg.jp/

