
ちょっとしたコツを知っているだけで、

目的の図書を探すのがずっと楽になりま

す。西部図書館では、図書館を使いこなし

ていただくために図書館活用講座を開催し

ています。講座では、県立図書館をはじめ、

様々なホームページを利用した本の探し方

を紹介します。実際に職員も使っている検

索方法ですから、すぐに使えて役に立つ内

容が盛りだくさん♪

申込みはカウンターで受け

付けております。

【日程】

入門編 ９月２１日（日）10:00～12:00

・県立図書館ホームページを使った本の探し方

応用編 １０月 １日（水）14:00～16:00

・インターネットを使った情報の探し方

【定員】各回１０名（先着順）

◎特別整理期間[蔵書点検]
期間中は休館です
10/14(火)～10/23(木)

◎展示 「応用言語学関連資料」
9/20(土)～11/20(木)

行事予定

参加者募集中！！ 入口にある

展示ケースは？

図書館入口にある展示ケースでは、

２ヶ月ごとにテーマを替え、書庫の図

書を中心に資料を展示しています。興

味を引かれた本がございましたら、利

用できますので、お

気軽に職員に声をか

けてください。

インターネット席、電子機器席

の利用について

コピーコーナーの隣にあるインター

ネット席では、備え付けのパソコンで

ホームページの閲覧ができます。節電

のため、申込みを受けてから電源を入

れています。また、持ち込みパソコン

や電卓をお使いの際は、電子機器席を

ご利用ください。席の利用には、いず

れもカウンターでの申込みが必要です。

夏休みの自由研究展示

[9/18（木）まで]

＊9/20からのテーマ
は、応用言語学です。

図書館活用講座(入門・応用編)

千葉県立西部図書館だより
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【図書館システム活用術 2】

インターネットから本を予約しよう！

ちょっと気になる新刊図書
教えて！レファレンス

コラム えんじゅ通り



請求記号 4514/9

２.インターネットから本を予約しよう！

青森県の風合瀬、山口県下関の南風泊等、 郎もメリーポピンズもやってこないだろう
か そ せ はえどまり

｢風｣のつく地名はいくつかあるが、千葉県 し、堀辰雄やマーガレット･ミッチェルも

鴨川市に｢北風原｣という所があるのをご存 困り果て、風神･雷神も…。と、冗談はこ

じだろうか。｢ならいはら｣と読む。房総半 のくらいにして、おそらく人間をはじめ、

島南部の丘陵地帯の中ではやや広々とした 生物は生きてゆけない。だがその心配はな

平坦面があって、冬の季節風が吹く時には い。地球が空気で包まれ、太陽からエネル

風が強いので、この名がついたと考えられ ギーをもらい、そして自転している限り、

ている。地名の由来を考えると、その地形 風は吹く。鯉のぼりは中空を高く泳ぎ、ス
なかぞら

やそこに風が及ぼす影響を知ることができ ルメや切り干し大根や生ハムや干しブドウ

る。風と民俗との接点を知る一例でもある。 はそれぞれの土地の風で乾燥され名産品と

しかし、も なるのだ。

しこの世界に 誰にでも身近な風を気象学、気候学さら

風が吹かなか には地理学、歴史学まで多様な視点から読

ったら一体ど み解き、その地域に暮らす人々と風との関

うなるのだろ わりを述べた連続エッセイ『風を歩く』を

う。風の又三 再編集、加筆・訂正した一冊。カバー写真：青森県田舎館村の
田んぼアートの風神と雷神

パスワードを登録すると…

いつでもインターネットから

県立図書館にある本の予約や取り寄せができます。

① 県立図書館のホームページを立ち上げ、

トップページ左側の

▲

図書･雑誌･視聴覚資料の検索 をクリックします。

検索する条件を入力し 検索 をクリック！

② 表示された 資料一覧 から利用したい資料を選び、タイトル名 をクリック！

③ 資料詳細 が表示されたら左上の 予約 をクリック！

④ 最後に 資料の予約 画面で

貸出券番号、パスワードなど必要事項を入力。

予約 をクリックして｢予約を申し込みました｣という

メッセージが出たら

手続きは完了です。

個人貸出ができない資料の場合

予約 ボタンは出ません。

予約をかけた時点で利用可能状態であっても貸出さ

れてしまう場合がありますので、ご了承ください。



教えて！レファレンス
レファレンスとは皆様の｢調べもの・探しもの｣のご質問に、私ども図書館職員が図書

館の資料や情報を使って調査し、回答するものです。カウンターはもちろん、図書館ホ
ームページからでも受け付けています。ぜひ、ご相談ください。
＊ご質問の内容によっては、お答えできないことがあります（学習課題、懸賞問題等の解答、身上

相談、医療相談、法律相談など）。詳しくはお問い合わせください。

『千葉県統計年鑑』
☆千葉県の基本的な統計につ
いて調べるときにお薦め。
人口・事業所・社会保障など
を22分野項目で整理。

『統計情報の広場(千葉県 HP）』
千葉県の様々な統計情報を入
手できる。
http://www.pref.chiba.jp/outline
/statistics/index-j.html

役立ちアイテム紹介

昭和53年度の柏市小学生の
平均身長・体重は？

回答プロセス

１ まずは・・・
『千葉県統計年鑑』昭和53年をみる
と、県全体の平均値しか載って
おらず、柏市の情報はなし。

２ 出典に当たる
出典が『学校保健統計調査報

告書』となっていたのでこちら
も調べてみたが、同様の結果。

３ 柏市資料を調べる
『柏市統計書』昭和54年版を調べる

が、数値の掲載なし。新しい年
のものを探してみると平成2年
版に昭和46年と54年のデータ発
見。この数値について、出典は
あげられていなかったが、柏市
でデータをもっていることが分
かったのは収穫。

４ 分野を絞る
柏市の統計資料の内、学校教育関
係の資料に出ていないか確認してみ
ると・・・
『柏市の教育』昭和56年度版に昭
和53年の数値が掲載されていた!!

AnswerAnswer 昭和53年度

男 女

年齢 身長 体重 年齢 身長 体重
6 115.9 20.9 6 115.1 20.6
7 121.5 23.1 7 120.5 22.7
8 127.0 25.7 8 126.5 25.2
9 131.1 28.7 9 131.9 28.4
10 137.4 32.0 10 138.0 32.1
11 142.3 35.6 11 144.4 36.8

(身長:cm 体重:kg）

参考までに平成18年度は・・・

男 女

年齢 身長 体重 年齢 身長 体重
6 116.9 21.6 6 115.8 21.0
7 122.6 24.1 7 121.8 23.4
8 128.3 27.2 8 127.5 26.5
9 133.8 30.8 9 133.4 29.9
10 138.8 34.1 10 140.2 33.8
11 145.1 38.5 11 146.7 38.8

平成18年度柏市教育年報より

平成18年度と比較してみました。年齢が高く

なるにつれて、昭和53年度の数値との差が拡が

っています。皆さんは、何を読み取りましたか。



えんじゅ通り
槐（エンジュ） ようやく暑さもやわらぎ、大気が澄んできました。

木陰を渡る風の音にも秋を感じます。

常盤平には、素敵な街路樹がたくさんあります。世界最古の街路樹は、約３０００年

前ヒマラヤ山麓の、カルカッタとアフガニスタンを結ぶグランド・トランクという幹線

街路に植えられたとされます。日本には、奈良時代に遣唐使によって中国の諸制度とと

もに街路樹が伝えられ、平安京にはヤナギとエンジュが約１７メートル間隔に植えられ

たそうです。そのエンジュが常盤平にもあるのです！！

「えんじゅ通り」をご存じですか？新京成線常盤平駅南口から

南へ続くケヤキ通りと「常盤平支所交差点」で交わる道の五香側

1．2キロメートルが「えんじゅ通り」です。エンジュは、中国

原産の豆科の落葉高木。淡黄白色の蝶形花はまさしく豆の花で、

散った後は通りが真っ白になり、秋には豆形の実がぶら下がりま

す。古来から漢方薬に用いられ、つぼみを干して動脈硬化症や高

血圧に効くルチンを抽出したり、実を止血剤に用いたりしてきた

そうです。樹皮も含めて染料になるとのこと。一度「えんじゅ通

り」でじっくりご観察ください。

西部図書館所蔵資料のご紹介です

『植物和名の語源』470３/２９ 『図解植物観察事典』4703/1５

『薬草図鑑』 4９９８７/４ 『原色牧野植物大図鑑』4703/８/２

今年は源氏物語千年紀。紫式部日記の寛弘 5 年
(1008 年)11 月 1日の項に、源氏物語を書写する
様子や、藤原道長が物語の元本を無断で持ち出

した記事があることから、記録上最も古く源氏

物語が現れた日とされています。この千年紀に、

東京と大阪で、室町時代に作られたとみられる

写本が新たに発見され、話題になっています。

1000 年もの間、物語が書き継がれ、読み継がれ
てきたことは大変な驚きですが、次の 1000 年を
担ってゆくのは図書館の番なのでしょう。

行事

◆特別整理期間[蔵書点検]のお知らせ
10月14日(火)から23日(木)まで蔵書点検

のため休館となります。これに伴い、返却

日が変わりますのでご注意ください。詳し

くは職員にお尋ねください。

蔵書点検とは、日常のサービスを

スムーズに行えるよう、図書館にあ

る全ての本(約24万冊）を１冊１冊
確認する作業です。

長い間の休館で皆様にはご迷惑を

おかけしますが、ご理解とご協力を
お願いいたします。

◆本や雑誌の寄贈をお願いします！

参考図書・専門書などを集めています。

詳しくは西部図書館資料課収集係まで。

TEL：０４７－３８５－４１３３

West Library 千葉県立西部図書館だより

発行日:平成２０年９月２日

編 集:千葉県立西部図書館

〒270-2252

千葉県松戸市千駄堀６５７－７

TEL 047-385-4133

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

I S S N：0918-7383

エンジュの花↑


