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わが館におけるレファレンス業務必携

　　　　の作成について（常滑市立図書館）、

原 祐　三

1．常滑市立図書館とは’

1地図を開いて愛知県を眺めてタますと・

大名古屋市から軽く指を曲げたようなかっ

こうで，南の方へ伸びている知多半島が見

当りましょう。その半島の中ほど西海岸に，

面して常滑市があります。付近の6か町村

が合併して昭和29年に発足した新しい市で’

あります。入口は5万5千，古来やきもの

を主産業としてきました。市内には小学校

8校，中学校4校，最高学府の高校は本年

度1校新設されて，計2校となりました。1

これで当市の文化度も，ほぼご推察いただ

けましょう。

　この常滑市の中央近ぐの常滑小学校の玄』

関わきに．）木造1階建平屋の1教室に64m2

の書庫をつぎ足しkだけの，ささやかな図

書館であったのですが，昭和42年に，はか

らずも，もらい火の厄を受けて書庫の一部

が半焼しました’。そんなことがPt火となっ

て）’ ｻ代的な図書館を建設しようとの議が

起こり，昭和45年8月末現在地に建坪778m2

延面積1，446m・の，鉄筋コンフリー一　F造り

2階建の近代的図書館が建でられましたポ

　建てられた当初は，この働く人びとの町

でいくら張り込んで図書館を作づだところ

で，大してはやりはしないぜ，学生が少し

まけいにくる程度さ，といった予想め人が

多くて，私どももそんなもグ）かなあとは思

いながらも，それでも近代的図書館と「して・

は，どんなところに目標を置いて進めるべ

きか，いろ；いろ調べたり考えたりした結果

　7〈　Pt一ガ：ノ

　　市民に愛され親しまれる「市民の図書

　『館」となろう

．重点目標縦の3か条

　　（1｝貸出数を大いに伸ばそう

　　（2）子どもたちへのサービスを重んじ

　　　よう

　　偶全地球の三三今のサ」ビスにつと．

　　　めよう

　横の3か条
　　（4）、郷土の主産業画業の発展に寄与し

　　　よう

　　（5）・視聴覚方面の整備充実をはヵ・ろう

　　（6」郷土の大先輩谷川徹三先生コー・r・ナ

　　　一を完備しよう

こうした目標を掲げて，昭和45年10月に開

館，移動図書館「あおそら号」も10か月後

れで発足することができまし準。館員一同

ひたすらにが序ばりました・、．

　ところが，全く予想に反して函のように

一年一年うなぎ上りに上がってきました。、

最初に掲げた目標が，正しく実現してきま

した。こめように数字的に大ぎ’く伸びてき

ましたのは，．市当局の深い理解と厚い信頼
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の支えがあったからに外なりません。図書

費職員数等の財政的人的裏付けの表は，そ

れを雄弁に物語っていましょう。それとも

う一つ，自画自賛になるので余り声を短き

・くは申し上げにぐいのですが，内心では大

㌔・に確信をもっているこ『と，それは館員が

利用者に対して，愛想がよく親切で多くの

市民からも好かれてい6ことであります。

これも，当館の飛躍的発展の有力な一因を

一なしていると思います。これについては，

次節で詳記します。
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2．貸出しの幹にレファレンス

　の枝

・，時どき私は利用者に，℃ 槙ﾙに対する所感

を聞いてみます。サービス姿勢に？いての

所感が多いですが，その中の1つ2づ∫を一

　「私たちのように，旧館時代からこの図

書館になPんでいる者に孝っては，手続き

も簡単にな：つたし，蔵書も飛躍的に豊富に

なったし，結構づくめで心から喜んでいま

す。新館になって初めて図書館を利用する

ようになった人たちは，図書館とはこうい

うものかと簡単に受けとっているかも知れ

ないが，私たち新旧の差がはっきりわかっ

ているものは，有難さが身にしみる思い’で

す。」　　　・

　「カウンターに出ておられる館員め方は

砥んとに感じがいいですね。いくら忙しい

中でも，．上巻を読み終って返しに行くと

『下巻も入っています。よろしかったらど

うぞ』といったようにことばをかけて下さ

います。私は，銀行に勤めていますので，

お客さんにはとても気を付けています。で

すから，この図書館のサービスの行き届い

ていることが，とてもよくわかります。お

役所関係であるのに，こんなにサービスに

努力していららしゃることに感心します」

　こうした利用者の声を聞くと，私どもも

ほのぼのと明るくなります。ヌ館員たちも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’r
』「私たちは商売人と同じで，一度来館した

人を逃がさないように，何度も足を運んで

くださるようにしましよう。幽 謌鼈�ﾛが大

一事だからね⊥などと話し合っています。又

「私たち児童三三を，図書館のお兄さんお

姉さんと呼ぶようにしてい・るのは，子ども、

一一@3　一一



たちど同じ立場に立って，同p人間同志と

　して，子どもたちとしゃべったり遊んだり

する温かい楽しいふんい気の中で，本にめ

　ぐり合わせ，．本当の本好きにさ世たいから

1です。子どもたちの興味の何であるかを知

って，それにこたえられるよう，私たちも’

勉強を重ねているんですが……」など，眼

を輝かしながら申します。こうした館員の

サービス態度は，もう当館の館風にな．って

V）ます。このサービス姿勢が，図書館運営

の面にも，おのずから表れてこないではい

　られません。

　　「僕の友人からrみあ，』海洋特年兵』と

いう．本に，，僕のことが少しではあるがのっ』

ていると聞き，又その本がこの図書館にあ．

るそヂなので；矢も盾もたまらず駆けつけ

てきました。・初．めてきたので，’どこにある

’．a）かさっぱりわかりませんが……」館員は

目録カードで請求番号を調べて，書架へ行

ったがあいにくありません。「残念ですが

貸出中のようですね。予約にしてお，きます

tt ｩら。返ってきたらすぐに連絡いたしま

す。しばらくお待ち願います」「どうもお

世話をかけました。どうぞよろしくお願い

いたします」

　　「返却ですが，’お願い’します」鳥好きの

、Mさん，例によって鳥の本を返されました。

館耳「最近rgl｝　OP鳥の四季』とい∫う野鳥9

写真集が入りま∫したが，ご覧になりません

’かg出したらざっそく貸出レになりました

4）で，今偉ありま重んが，予約にしておき

ます。v返bできましたち電話でtl’連絡いた

しましょう」・一こうした調子で予約も受

け付けています。昭和48年10月から記録を

開始，48年度56件，49年度2，482件，50年層

度12月までに2，15Q件に及んでvkます6．

　　「こうい5本がありますか」’……中年の

婦人が，カッパブ閉クスの民法の本をカ．ウ

　　ンターへ持ってこられて……「民法の本で

　　すね。こちらにありますからきてくださ

　　い」開架翻ミへ：・・：・・「こういつた種類の本

　　は専門的学問的な本が多いですがよろしい

　　か」「はい，結婚についての法律的なこと

　　などb？いている本が見たいんですが…

　　…」知りたV〈内容についてはプライバシー

　　に関することなので，詳しくは聞かず4，，β

　　冊の本を取り出してみてもらいました。

　　　「新美南吉の本はないでしょうか」……

　　中年の婦入が3人児童室にみえて……lr子

　　どもざんが読まれるのですか」「いいえ私

　　たちです」「じあ，これはどうでしょう」新

　　美南吉全集6冊をもってきて……’「始めて

　’読むのですが，どれから読んだらいいでし

　　よう」「全集ですので，この通り，詩もあ

　，れば，日記，小説，童話，物語などいろい

　　ろありましょ56この中で，’自分の一番面

　　白そう1なのから湿りになって・そ抑・ら

　　又；次に面白そうなのを読んでというよう

　　にお進めになると，無理がなくていいじゃ

　　ありませんか」・…1；eういうような調子で，’

　　読書案内，読書相談も進めそいまナ。

　　　「ここの館員．め方は・ほんとに親切です

　　ね。私，’この頃江戸時代の人形をいろいろ

　　作干ているんです。その．1つに，お高祖ず

　　きんの女の入形も加えてみようとしたんで

　　すが，お高祖ずきんのおよそのことはわか

　　っていても，一部門こうにもはっき．りしな

　　いところがありました。それで図書館へ来

．　てみましたところが，どの本でどう調べた

．1らよいかよくわかりません。館員の方にお

　　尋ねしたら，さっそく座を立ってあれやこ

　　れやご親切嘲べてくださいれた・揃・

　　げで，とてもはっきりわかることができま

　　した6ほんとうにうれしかったです」』

　　ζれが当館のVファレンスのプPフィール

　　のユつ。このように館員たちはサービス精

一4



神をみなぎらぜ℃レフ・アンンズも進めて

います。

　このように，サービス精神に徹して貸出

しを推し進めてゆくと，おのずから，予約

も，読書案内・読書相談も，レフデレ’ンス

も生じてき，伸びてくるものだと思います。

植物に例えてみますと，、サービス精神の根

をしっかり張って，貸出しの幹を太らせて

ゆくと，そこからひとりでに，予約制の枝

も，読書案内・読書相談の枝も，ンファン

ンスの枝も伸びてきて，美しい花も咲きよ

い即ち生じてくるもののように思います。

読書案内・・読書相談とソファ1／ンスの境目

をはっき’り区別することはむつかしく，む

しち読書案内・読書相談はソファレン入の

申に包摂して，考えるべぎである，．tいわ

れていることは，ご存じの通りでありま

す。1となりますと，私どものような第一線

の中小図書館においては，サーニゼネ精神を』

根とする貸出し幹には，必ずンファンンス

の枝が大小遅速の差はありましょうが，知

らず知らずのうちに，伸びてき茂ってくる

ものであると，申してよいのではないかと

思っています。

3．　レファレンス業務必携の必要

　性とその基本的日記

　下表のように，私どもの館はよく利用さ，

れ館員も多忙をきわあています。

　こうした忙しさの中にかかわらず，論評

は自発的に昭和47年1月からレファレンス

の記録を開始して，46年度29件，47年度57

件，48年度173件，49年度266件，50年度

（4月～12月）164件の記録を残してくれ

昭和49年度　当館の各部における仕事め：量

員　　数

主な仕事内

容とその達

成した数値

　　　へ
備　　三

管沼

館　長
係　長

庶　　務

1

年間取扱

金・額
、17，237千円

文書事務

　2　　階
一般を対象と
する部

　4　，1（図書〉．＜逐刊）

　整　・理　・

年間受入冊数
L　　　4，372冊

受入雑誌回数
　　　　　92種

受入新聞種数
　　　　　39種

　　奉　　仕

貸出延人数
　　　35，936人

貸出総冊数
　　　80，384冊

　　展示会
年間開催回数

　　　　’36回

階下児章室
児童を対象と
「する部

2

　，整　　理

年間受入冊数
　　　2，430冊

　奉　．仕

貸出延人数
　　　31，220人

貸出総冊数
　　　94，371冊

　なかよし
　子ども会
年間開催回数
　　　　　42回

移動図書館の部

（あおそら号）．

2

整　理
年間受入冊数

　　2，　646冊，

奉　　仕

出動回数
168回

貸出総冊数
98，714冊

移動図書館は毎回他の部より1名支援し3名にて出動し各部とも相互に協

力応援し合う体制をとっている

5



　　　ました。レファレンスの実数はこれよりも

　　　ぽるかに多いわけですが，簡単なものは省

　　『略したり．，多忙のために記すことができな

　　　カ1つたり2レファレンスに該当せずとした

　　　りしながら，これだけの記録を蓄積し長き

　　　た，このレフアレン不の記録を眺めてみる

　　　と，これ程の忙しさめ中で，よく’もまあこ

　　　れ程にいい回答ができたものだと，’その努

　　、力のほどに悪心せずにはいられない記録も

　　　多々あります。中には耕やしの十分ではな

　　　いものも見受けまずけれども，この多忙さ

　　の中で，レファレンスを専門とする者では

　　　なく総合的にあれもこれもやらなぐてはな

　　　らない館員の身にとって；∫これは当然のこ

　　　とであ「って，山砂毒試乗を期待すること自

　　体が無理難題ではないか，・こ㊧記録をとつ

　　　ておいてくれただけでも尊いことではない

　puかと思います。新しい職員が次から次へと

　　加わってくる関係で，不十分な解答で終っ

　　たもめもあります。これも又，いくらサー

　　　U“ス精神が旺盛であっても館員となって半

　　年や「年で何百何千鳥万の本を知ることは

　　絶対にできません。「1さ砿　このような

、　Vファレンスがあるのだが，どうしたらい

　　いの」と，多年練磨の館員に聞いている職

　　、員風景もよく見受けます。これらを総べ

　　て，見すごしていくことはできません。せ’

　　　つかく積み重ねたとの記録を土台とし足場’

　　　として，当館のためのレファレンスの手引

　　，一業務必携を作ることができたらうどれ

！　　ほどVファレゾス業務がしゃすくなり，能

　　率的効果的となり内容的に充実し，よりい．

　　』っそう愛され親しまれ，厚い信頼も受けら

　　μるζとに㌃るであろ5，．数的発展から質

　　的に深化向上することになるのだ，とこう

　　考えできますと・ヒファレンズ業務必携は・

　　どうしてもなくCはな暁い・章館にと？

　　て必須のil，のであると思われます。では，

その必携作成の基本的条件はどんなことで

ありましょうか。

　　基本的条件

（1）・中小図書館の当館にも，もうかなりの

　参考図書，一般図書が備え付けられてぎ

　たし，なお日々充実整備に努力してい

　筍。’これ、らの参考図書・一般図書を十分

　に使いこなさなくては，せっかく深く理．

、解し信頼して出資してぐれている市当晟

　にも，又幾多の優れた参考図書を蓄積し

　ておいてくれた先輩にも申し訳がない。

②　いくら図書館には初心者の職員であっ

　ても，やる気がある以上，少しく誘導・

　手引を受ければ，百％満足とまでぽいか

　なくても，6～70％カ・ら80％までの回答

　ができるようにしたい。回そうすること

　によって，館員としての興味も深かまり

　自信もできてくるのではないか。

（3）今までのンファレンスの記録を十二分

　に活用して，．その基盤の上に，、この土地’

　の文化度にふさわしい実質活用性のある

　ものにしなくては，作っても意義が乏し

　い。見栄をはって・いたずらに高きを求’

　めてぽならない。

（4）』先人の開拓された幾多のンファレンス

　に関する業績が，さん然として光り輝い・

’tている。この先人に対して心から敬意を

　払いながら，その先人，洗輩の業績に大

　いに学び大いに採り入れさせてもらお

　う。　　　　　　　’　，『　　　　　・

（5）ヒフ・レン5の筋道ヅボ然つきり

　把握したいものである。そこにたくまし

　い応用力，力強い発展性も生じてくるで

　あろう。一・を聞いて十を知る知恵も，育

　ってくることになるではないか。

（6）最：初から高きを望むことはできない。

　いかに次元の低いもφであってもいい6

　とにかく自分たちの力でやってみて，・そ
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　れを踏み台にして次の発展・，展開をすれ

撫潔癖足醐轡と
（7）中小図書館における参考図書のコレク

　ションはいかにあるべきか，これはなか

　なか難しい問題である。しかし，われわ

　れの土地柄文化度にあったコレクショ、ン

　の構想は，あるべきはずのものである。

　これを摸索しながら築き上げてゆこう。．

（8）利用者が，図書館で調査研究をしてい

　るが，どうも難i渋1をしているのではなか

　ろうかと思われる人を往々見受ける。そ

、んな時，館員はちゅうちょするこ孝なく

　進んで近付いていき「何かお探し・でしょ

　うか」などと和やかに温かくことばをか

　けている。’ζうした時さらに「図書館で

　作ってみたんですが，ご参考にな．りまし

　たらどうぞゴと気安く配り，、利用者も又

　便利重宝するよう’な，自学自習の手引

　「図書館での調査研究の友」　（能率的効

　果的な調べ方）を作ったら，どれほど積

　極的な前進建設となることか。およそこ

　の・ような基本的条件のも’とに，当館のV

　ファレンス業務必携を作ってみよう。

　4．　レファレンス業務必携の構想

　次に，上記のような基本的条件のも・と

に，どのような構想で，どこに重点を置い

て，どのようなくふうを払って作ろうとし

ているのか，そのアウトラインを申し述べ

ましょう。

　算1章当館には多年ベテランの館員か

らきわめて初心の館員まで，いろいろな段

階の館員がいます。今後始めて館員となる

もののこども考えにおいて，・レファン：ソス

とは何であるか，どのような心がけ炉踏要

か，参考業務規程ではどうなっているか，’

それは又なぜかなど，基本となる総論的な

ことを，幾多の先輩が開発され確立され明

示されているところに，大いに学んでまと

あてみようと思っていますげ又当館の職

員の間で守り合っているよい伝統も，付記

しておきたいと思います6

　第2章は．「業務上の参考問題」　昭和47

年以来当館において蓄積してきた問題を主

軸として，将来提出を予想される問題を全

国SLA　r図書館学演習資料」，村上清造編

著「図書館通論」，JLA仕事シリrズ「レフ．

アレンス・ワーク」，長沢雅男著「レファレ

ンス・ブック」などから拾い出す。書名や

著者名を申し出て，当館の所蔵の有無を確ゴ

めて貸出しするような簡学塗ものなどは省

略します。又余り高程度で，当館ではとて

も出そうもないものは除きます。そしてそ

れを整理して500題ほどにまとめ上げ，こ
　　　　　　ノ
れを当館のレファレンスの基本的参考問題

といたします。いずれも当地の文化度にマ

ッチしたもの，ないしはそれを少し上回る

程度のものにとどめますぴ

　第3章は，500題の基本的参考問題に対

ｵて，当館現有資料によって回答する具体

』的な原拠，すなわちどの本のどこに出てい

るかを示しておくρこれは業務必携の作成

’に当って，最も多くの時間・手間を要する

部面であります。1つ1つの問題を掘り下

げ研究をしていると，小規模な当館ではあ1

るが，この問題に対してもrこんなに豊富

な資料があったのかと驚くことがままあり’

ます。巨視的な眼を，微視的な眼に切りか

えるわけであります。将来の館員たちにと

っても利用者にとっても，いい参考になる

ように，目下最善の努力を傾倒しています

が，いくつもの見落しもありましょう。・

又，新しく次つぎに入ってくる資料にもと

ずレ・て，補充修正をしなくて嫁ならぬとこ

ろも多々ありますが，とにかく現状でベス
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・Fを尽すのみと思います。なお又，現在私

　どもが承知している，二つかみ得たレ’ファ

　ンンスの筋道，コツなどについても，とこ

ちどころに織り込んでいく心組でいます。

　第4章には，当館に盤ける現有参考図書

の一覧表を掲げます。この一覧表を作らて

みますと，参考図書の書架に配架してある

ものの外に，一般用書架中あ本でも実に適

切な参考図書となるもの，閉架書庫中の参

考図書及び参考業務に適当な本，・事務殉図’

書にしてあぐものなど，いろいろありまナ’

ので，’ ｻれを」目で把握できることは，ず

v’頒利t・こ．とだと感じます・ましてや，

初心の館員には有難い存在となるととでし

ょう。この一覧表のそれぞれの本に，的確

な解説を添えることは望ましいことではあ

りますが，私ξもの力でほ到底でぎませ．

噛を・幸いにして・JLAの「日本の参考図

書改訂版」「配本の参考図書補遺版」

や長沢雅男著「レファvyス・ブック」，

佃実夫・稲村徹元編「辞典の辞典」などの

好著がありますので，それを拝借して何ペ

ージを明記して，参照の便をはかります。

明治～大正年間に発行された本で，これら

の著書の中で解説されてはいないが，実に・

絶好の参考図書を数冊先輩は当館に残して

おいてくれましたのでpjそれについては当

館で解説を付します。こうしてすべての参

考図書について一応の解説をみることが手

操にできることは，館員特に初心の館貴に

とって，本館に現有する参考図書に対する

基礎的な知識を固あることができることに

なります。さらた；これらの解説書にのづ．

ており，当館にも現有の参考愚書には，当

「館の請求番号を記入して1『当館に現在して

いることiを一二でわか1るようにして，館員

の研究噸をはかります6以上のよう．tZこし

て現有参考図書一覧表を作ることによっ

　　　ドつ
　て，当館に不備な部分も，又おのずから明

　らかになってきて，今後の補充計画を立て

　ることもできました。

　　第5章には，当館では解決できなくて，

〆　他三又は他め機関に依存して，はじφて解

　決することのできた諸問題を第1に掲げま

　す。・このことによって，当館における解決

　の限度をたやすく認知することができるか

　らであります。次いで，当館としての類縁

　機関の一覧表を，掲げる心算であります。

　類縁機関の範囲は，常滑市内はすべて網ら

　するよう努力します。・知多地方から名古屋

　においては・，その主要なもののみにとどめ

　ます。もとより完ぺきを期することはでき

　ま毫ん。今後幾多の追加修正を必要とする

　でしょうが，今後の発展の足場とするため

　に，現時点で可能なかぎりのi回報収集を図

　るわけであります。

　　第6章には，図書館における自学自習の

　手引．r図書館で⑱調査研究の友」を，載せ

　たいと思います。これはもちろん，利用者

　のためにものするのでありますが，三時に

　館員のためも，考慮に入れているのであり

　ます。この：友は，一般成人から高校生・中

　学生が理解でき’る程度とし，1テーLマを半・

　紙1枚の中におきめ，『チラシのようなバラ

　刷りも作って，利用者に自由にもっていっ

　て読んでもらい活かしてもらいたいのであ

　り’ます。又，必携の中にも綴じ込んで，館

　　　　　　　　　　　　　　し　員研修の一助にもしたい意向でいます。今

　のところ2つか3つのテーマで試作し，利

　用者の反応を確めてみて，好評ならば，，次

　のいろいろ・なテーマで続刊いたしたいと思

　います。修正を必要とする箇所が生じた

　ら，すみやかに修正を加えて愛され信頼さ

　れる「：友」にしたいと思います。これは図

　書館利用指導への1つの試みであり敵す。・
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　5．　レファ：レンス業務必携の具体．

　　相．　’

磁で籍雌のねら・黒点どにつ
いて述べてき’ ﾜしたが，ざて実際ばどのよ

うな内容にするのか，「 ﾈ下述べたいと思い

ます・・ただし・第璋の齢レフ・レソ，

スとは何であるか・レ妙ンンスの三徳

参考業諮規程ならびにその旧説などぽ’す

　　　　　　　　じでに多くの先輩によって明示されておりま

、して，私どもはそれを拝借するのみであり

ますから，わがもの顔にあえてここに掲げ

てレ皆様方のご高評を仰ぐことではないと

思いますの：で，省略い擁しまして，第2章

以下の具体的なすがたを載せたいと思いま

す。

〔1）’ ﾆ務上ゐ参考蘭題（部分例）』

　常　当劇戦い留和47年来蓄積して

　　　　き準問題　　　　　　　　．

　演資　「図書館学演習資料」全国学校図

　　　　’書館協議会よりの問題

　図遭蘭書館繍地方聴鱒のため
　　　　に」’村上清造編著よりの問題

　Rw　rンフ・’・r　y・■　e　Vr　4」小甲案

　　　　正編よりの問題

巨　RB’「ソファレン’ス・ブック」長沢雅

　　　　旧著よりの問題

　探索　亡文献探索群群門」佃実夫著より

　　　可の問題噛

’4類　自然科学

　　く数学＞
　41i数のよみ方で，百千，方，億というが

　　　その上の凹きい方のよみ方　（貫通）

　412計算尺の利用法ゐ解説を見たい（常）

　413　レーダーチャートの書き方を知りた

　　　いく常）

　414中国型算盤ゐ歴史とその使用法を知

　　　　’りたし、　　（探索）

　　415旧1升ますop内のりを教えてく，tsさ

　　　　いくRW）
　　　＜物理学＞1

　　421水の体積は摂氏4度になると最小に

　　　　なるというがなぜか　（探索）

　　422波の種類にりいて鋤たい．（演資）

　　423，1原子量の干ネルギーはいくらか，

　　　　（演資）

　　　＜化学＞
　　431デキ〉〈　．Sランの化学記号を見たい

　　　　（常）

　　432鉄唖舞その三途について鋤た

　　　　い．（常ン

　　433石油1キ官グラムのカPリー一はいく・

　　　　らか　（探索）、

　　434　たん白質は何種のアミン酸からなつ

　　　　℃いるか，栄養上有用なのはどれか1

　　　　（図通）

　　　　＜天文学）；

　　441・ホーテのす曝の写真観た！’．

　　　　（常）

　　442地球と水星の間の距離を知りたい

　　　　（演資）

　　443，木星について調べたい，また木星型

　　　　，の惑星にはどんttものがあるか

　　　　（演壇）

　　444v地球儀をと6つけるとき何度傾けた

　　　　　らよいか（RW）－

　　　　＜地学＞

　　45110月1目から20肩までの間の過去数

　　　　年間の台風の発生状況は　（探索）

　、452世界各国の月平均気温を知りたい．

　　　　（演資）’

　　’453海洋と気象の関係を謁桟たい（演資）・

　　454　蝉茸での東京の大地震は何年何回何

　　　　　目で，震源地の位置はξこか（四通）

　　455左んな鉱物が宝石になるか知りだい
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　　　（演資）

456『 ﾚ本に氷河はあるか知りたい（演資）

　　＜植物学＞

　471甘草とは何か　（穿通）．

472　ブドーの葉の正確な図を見たい（常）
473　’ A化植物について知りたい　（常）

474　ゲンチオピクリンを成分としてふく

　　　んでいる植物の名前認りたい

　　　（RW）　’

　　〈動物学〉

、481・イルカの写真のできるだけくわしい’

　　　のを見妙（常）

．482かじかの飼い方について知りたい

　　　（常），

483山羊と羊の動物学的な区別を知りた
　　’い．（探索）

，484ライオン，ヒ’㏍E，虎，象が現在の東』

　　　京地方に現われたのはいつか（RW）

　・＜犀学・薬学＞

491’人体図ct）くわしいのを見たい　（常）

492　1人』1日当りの水の必要量を知りた

　　　レ・・（RW）

493脳軟化症とぽどのような病気か（常）

（2〕現有資料による回答の原拠（部分例〉

　　＜日本史＞

2115菅原道真と牛の関係について知りた

　い

　　道真については，百科事典，人名事典，’

　日本史辞典，伝記など非常に多くの本に

　のってはいる演，そのどれにも牛との関

　係についてはふれてい塗い。道真を毒つ

　らている天満宮の境内には牛の銅像があ

』り；多くの参詣者に撫でられて黒光．bし’

　七いるのを見受けることからt．天満宮の

　本で探すと，詳述されていた。

　大宰府天満宮　閉175－8205～’206p．

　　詳紐

2116江戸八百八町といわれるが，実皆野

　を知り：たい

　　まず，ことばの方面一江戸八百八町，

　八百八町一から入ってみると一

　広辞苑　参813－341802p．

　角川古語辞典　参813－47188P．

　日本国語大辞典　参813－57－3　’202p．

　　16　330p．　かなり詳…しい

　大言海、参813二30、1598p．

　　次ぎに歴史の方面から調べる。索引に

　江戸八百八町，八百八町の項目ではない

、ので，大きくと㍗えて，江戸で調べてみ

　ると一
　角川日本史辞典参210－218120p．

　世界摩史事典　参203－4－312P・

　　やや専門的な事典で調べる。索引にて

　江戸八百八町を引き，江戸の市政の項へ

　時代考証事典　参210－181－A　302～

　　303p。　　言羊糸田

　江戸時代図誌　江戸1　210・5－19－4’

　　151僧170p一専門的に詳述

　単行本の中で探してみると一．

　日本歴史故事物語　210－194120p．

　　詳細

』2117　明治時代の警察について知りたい

　　まず歴史事典の索引で，警察制度の見

　出しで探してみると一

　目測歴史大辞典　参210T52一4　195～

　　196p．　歴史的に概観’

　世界歴史事典参203T4－6120ん121P・

　　同上

　　次ぎに，大百科の索引から，警察につ1

　いて調べてみると7．

　大目本百科ジヤポニ卑　参b31－1－6

　　475－y476p．

　世界大百科参031－22－7．168～171p．

　　なおつづいて明治史での警察について

　調べてみると一

図解団本庶民隼活史，閉210－144－7
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　’200t一一201p．

　写真図説近代白話幽閉210－136－1～12

　　全巻に散見
新聞集成明治編年史　2106∠16L1～i5・

　　第15巻の索引によれば資料多数

　　単行本の中で探してみると一

　警察今昔物語　御用提灯から機動隊まで

　　317－39

　明野時代警察官の生活　380－12T28’

2118忍者の装束を知りたい，な貯刀を背

　に負っているときの姿を知りたい
　　まず，小百科から大百科にょっ七恵術

　についての知識を整理すると一

‘新世紀大辞典　参031－5　1491p・

小百科事典参031－411056P・
　世界大百科　参031－22－17’432p二

講本百轡・膨力・参・3・一・一・4

　　192～斗94P・詳細

　　やや専門的に進めて一
社会科学大事典　参303－5二14341P．

　　忍者の項あり

　時代考証事典　参210－181－A　385～

　　394P．・忍者・忍者考の項

　　単行本にて探すと’一丁一一

1忍者の生活　380一ユ2「2

　江戸時代武士の生活380－12－1235（」

　　．248p．忍者と隠密

現談義6白土r平臥726＋5

　柳生武芸帳　閉913－726－1105p．

　カムイ伝726－32－1ん21各所に散見

　　く地名〉

難読地名一何県に昂るかも不明の場合

日本地図帳地名索引　小川啄治著、成象

　堂大12閉291－3頭字画引難読
　地名彙

難訓辞典中山泰昌編東京堂昭48

　参813－64第2部（三民・地名）433～

500p：

大辞典　宰凡二三9参813亭銑一1～26

　26巻索引　付録1’頭字難訓索引　1嬉

　106p．

コンサイス地名辞典　日本編　三省堂・「

　昭50　参291－321付録　難i読地名．

　総：画引き漢字索引　1～43p．

聯名一霧鐘にあ勘か？丁いる

市町村大字読方名彙『 ｬ川心心著『
ｬ象

　堂大12閉291－4
日本地名事典　渡辺光廟倉書店　昭30

　参291－25－1～3

新日本分県地図．国際地理協会昭48

　参29L3－21

大門鷺野瀬昭47一
日本交通公社　全国旅行案内’291－249

日本交通公社　最新旅行案内（シリs・一一ズ）

　291－292－1”一19　’

．山と渓谷社ア凶ンガイF’・（シ・T

，ズ）派一手一1～40など

、291．0木曾福島の町の歴史について知りた

　い
　　まず，・いろいろな百科事典で調べてみ

　ると一
1世界大百科参031－22L19217P・渾

　　跡について述べてある

　大日本百科　参031－1－5425p．・同上

　ブリタニカ．参031－39－2244P．同上

　　’次ぎに，地名事典にて調べてみると一

　日本地名大事典　参291－16－4153p．

　　簡単な歴史

　日本地名事典　参291－25－2：308p，

　教材国土現勢誌　参291二17－2　中部地

　　方　537P．・

　　」般書にて調べてみると一
長野県ゐ歴史2・・一28－2・木麟仲

　　70一一75p．
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　，H本史探訪第5集　210－49－5木曾i義　　　　　　一平凡社

　　仲・49・〉・72P；　　　　　・　　『’　　，’　　　目本民俗学についてその成立展開

　日本武将列伝1源平鎌倉編281－4S一　’　　　　　からはpめて，あらゆる分野に及ん

　　ユ木曾義仲　ユ27～140P；・　　　　　　・　　　で最も体系的にのべられた好資料で

　H本の武将6　木曾義仲閉281－45－6　　　　　・ある。
　　詳細、　　　　　　’　．　・　　　　　　　　参380－15沖縄文化史辞，野饗選政府

図齋驚烈、凝11191「tt瀧讐昭47”’∵’一一’：●’●●’●”DD53

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事典参380－8，風俗辞典　森末・日野西編
．〔3〕現有参考図書一覧表（部分例），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図録参382－4－1～5絵巻物による日本常
　’・IR23「H本の参考図書補遺版ゴにおけ’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民生活絵三一角川書店………1N’53
　　　　る固有記号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参210－38有職故実図鑑i河鰭実英編
　RB95「v．フ・レンズヅ・ク」帳沢雅
　　　　男著）に紺る所載ぺ田ジ　　　鯨堂昭46．”1’●’…∵…（N89）

1社会科馴　　　　　　　　モデルに正確にふ磁させて・その
　　く民俗学〉　　　　　　者をそのま蠣現して撮影Lt…4
鉱油38。L3．民俗学瀬柳田闘雛　　枚のヵ躬顎と’500枚のモ〃Tt・
　　　東京堂　昭26＿＿＿．＿＿＿．．＿N62　　　　　　写真に・解説をほどこしてある。改

参熱黙撫勲齢　譜課εる遊人尽名継

歯襟脚驚騰、イ鍛ヒ騎狩野吉麹聯
地図参380＿9＿1～4　目本民俗地図　同解　　　　　　皇図」（川越●喜病院蔵？　24図であっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て職人，庶民生活が精妙にえがかれ
　　　説書　文化庁編　国土地理協会tt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てい一る。
　　　1年中行事から信仰社会細断r交
　　　易，運搬等に至るまでを90図り地図　　，〔4〕他め機関に依存して解決した問題と

　　　匠類別収鉦し，それを4冊の解説書　　　　類縁機関く部分例）

　　　で詳細癬肥している・、なお…．ぺll噸ρ・①仏撚おけ三下餌度
　　　一三にわたる図録に600余枚の写真　　　’tt古代仏教史地図　③西域考古図譜（上・・

　　　をのせてわかワやすくしている。　　’一　下）を見たい。

・資料参？，io－io＝　i・一y20　日本庶民生活史料　　　一’　愛知図書館に問い合せたところ，①②

　　　集成三T一’書房昭43～48……1N50　　’　はないが③は同二三書中にあるので，来

　　　参380－2二1～19　日本犀俗学大系　1　　回すれぽ閲覧することができるとの解答

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一12一



を受ける。

　愛知学院大学に問い合せたとζろ，①

②とも同大学にはないが，①は同朋大学

の蔵書中にあるとの回答を受ける6同朋

六二に問い合せたとこ6．，いつ来館して

　もよいというわけにはいかないとの由。

　②は県内のどの図書館にもない。

5類の3　野バラの根っ子でパイプを作り

たいが，参考資料はないか。

　　当館には関係の本はない

　愛知図書館に問い回せたところ「パイ

　プの話」の本で調べたが，作り方はのっ

　ていないとの回答：

　　本館の雑誌で探したところ；文芸春秋

　の広告欄にパイプ会社がのってV）ること

　がわかり，本人から同社に直接問い合せ

　てもらうことにする。

6類の2　一一般家屋0屋外，唱セメント壁面

　セと「つた」をはわせたいが，適した「つ

　た」はどんなものか。

　　当館には適当な資料がないopで，愛卸’

　図書館に問い合せたが，同館にも適当な

　も卿まないとの甲答のたあ，名三三市の

　東山公園植物園の所在地及び電話番号を

　知らせそ，本人から直接たずねてもら

　うb

7類の3　動物一マンガ，できれぽアメリカ

　　「チャーり一プラウ：ソ」がみたい。

　　．・当館には全くないので）’名古屋市のア

　］’リカ，ソ、∴センターの所在地と電話番号

　を知らせで，本人から直接同センターに

　問い合せてもらう。

7類04クリスマスヅリrやプレぜン
　トなどにかざるステッキ（赤と白）のい

　われを知りたい。’

　　当館の資料では見当らなかったので，

　半田のルrテル教会に問い合せたところ

　下記のような詳細な回答をいただ・く。

　聖書：には，つえがいくっも出てくる6

　出町ジプ「ト記培一ぜが神様からもら

う奇跡が行なえるbえ。

　予言者エリアがもつつえ，水ききんの

とき岩をたたくと水がわき出る。

　ヨセフはつえをもち，マリアを守っ’〈

いる。1

　イスラエルゐ民は遊牧民，羊飼いはつ

えで羊を守る，羊はイスラエルの民を表

す。

　要するに，つえは神が民を守るために

与えたもの。

8類の1　「鰻」はなんと読むのか。

　　当館の大漢和辞典その他の漢和辞典に

　もないので，愛知図書館に問い合せる。

　　「日本魚名集覧」（角川書店）にあり，

はや，はえ，ふぐ，ふぐべの4つの読み

方があるとの回答を受く。

類縁機関については，まだ調査不十分

で，ここに掲げる！まどに至っていないので

省略する。

〔5〕図書館利用指導r自学自習の手引

　　　一書館での調査研究の友

　　　Sさんと百科事典

　図書館の常連の1人妻『乳Sさんというす

ばらしい方がいます。そのSさんは長年百

科事典と親しんでいズ，『毎日1回以上，百

科事典を引いてみ㌃いと虫が治まらない，、

という方です。’そのSさんに，百科事典の

使い方について聞いてみました。

　「私たちは，自分では何でもよくわかっ

ているように思っ．ていますが，いざとなる

と存外わかっていない。わかっていても，tt

生かじり半わかりのことが多いものです。

私は中学生のこちから，百科事典を親友に

してきまして，1日に少くとも’1題できれ

ま2題3題4題の問題を，，この親友の百科

．事典を相手に調べてきました。今年で12年

一一　13　一：一



　目になります。

　　どんなふうにやっているかですか……そ

れは，職場や友だちや家族と話し合ってい

　る、と『きなどにフッとr一とはなにか』と

いったような問題が湧いてくるでしょう。

・ヌ電車や零スに乗っていて，ふと目に触れ

たものからrなぜ一』・といったような問

‘題が湧いても来ましよう。本を読んだりテ

γビを見ているときにも∫いろいろ問題が

：湧いてきますね。それをいつも持っている

手帳にちょめと書きとめておいて，書斎の

百科事典に向かいます。百科事典を開く前

に・ぞ醐題につい”zr，硯在自分hlどこま

でわかっているか，心の中で整理して．み

て，、それから百科事典をわくわくしながら

開いて見るのです。’なる程なる程と胸にし

み込む思いです6

　私は簡単なこと℃も，bつも2種類の百

tt科事典で弓1’くことにしています9発行所の

違う2種類㊧事典を引いてみますと．，記事

をそのままうのみにせず，よく考えよくこ

なし，自然に自分のものになってきます。

叉，そ：れそれの事典の長所が，私ゐ心の中

で生きセくるように思います。

　それから，私は鋤一ドにまとめ上げてい

ます。この段階で，この問題が確か｝C自分

のものになってきたなあという実感が湧き

ます。そのカードも1もうこんなに一両手’

を広げて一たまってきました6分離して箱

g）中に入れておき，必要なときに開いてみ

るのです。たまってきますと楽しくて楽し

くて又続けずにはいられません。自分が作

って，きた首科カードはかわいいですよ。

　’私どもの通常のくらしのEでは，さほど

深いものは必要でぽありませんので，自分

の消化力に相応した，小百科から中百科ま

でを多く使っでいますが，ときには大百科

’た進むこともあります。小百科や中百科な

どは」ほんのちょこちょこつとした，こ・ま

切れの知識で大したものではないように思

っている人もい，ますが，どうしてどうし

て，そうした事典の筆者の幾十人幾百人の

学者や専門家たちが，それぞれの知恵をし

ぼって・エキスのエキ’ス・基本の基本も

とのもと，とレて書き上げているのですふ

ら，たとえ短かくても尊いものだと私は思

いますね。」

　と，眼を輝かせながら話してくれまし

た。’・Sさんのようには；とてもやれません

が参考になることがいくつもあります。

当館2階にある百回事典のいろいち

二
曲
ハ

事
典
的

広辞苑　全1巻岩波書店　参813－19（20万項目収録）
日本国語大辞典　全20巻　小学館　参813－57（50方語収録）

大辞典　全26巻・平凡社　参813－9、（60万項目収録）

　この3冊はことばの辞典ではありますが；人名r地名・書名・事件など百科事典的なこ
とまで幅広く収録してあって，問題を考える第1歩をここか6進めると滑り出しがよいで．

しょう。

小
百
科

学研新世紀大辞典　全1巻　学習研究社　参031－5（10万7千項目）

小百科事典全1巻平凡社』参031－41（5万7千項目）’
標準百科事典．全1巻　保育社参031－4（1万8千項目）

　解説は簡潔で要を得ていて・、上の事典的辞典とともに問題解決の99一一の手がかりをつか

むのに好適な事典です。なお後の2冊は図版も豊富です。
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中
百
科

アポ官百科事、典・全3巻平凡社参031－3（5万7千項目）

国民百科事典全7巻平凡社参031－28（1万7千，大中小項目あり）
世界原色百科事典　全8巻小学館一～全031T35（5万5千項目）

　これらは一般大衆向きの中型百科であって，，簡潔な解説と詳しい重点とを織りまぜられ

ており，問題解決のために第2のよい手がかり足がかりとなりましょう。

部
門
別

現代教養百科事典’全13巻　暁教育図書　参031－34（索引項目約4万）

玉川百科大事典　全31巻　誠文堂新光社　参031－36（索引項目約18万）

家庭百科大事典　全10巻　暁教育図書　参031－33

　部門別で体系的系統的でありますので，問題の関係の事項や周辺や背景になることまで

知ることができることで便利な事典であります。

大
百
科

世界大百科事典　全24巻別巻2　平凡社　参031－22

大目本百科事、典全19巻別巻2　小学館参031－1．
ブリタニカ国際大百科事典　全20巻　（大項目）全6巻　（小項目）参031－38

日本百科大事典　全20巻　小学館　参031－30

　日本の文化のほどを表わず大百科であって大・中・小の項月を織りまぜて，専門的な要
，求にもこたえ得るようなくわしい解説もなされて軽罪す。各百科にはそれぞれの長所一e

特徴がありますので，あわせて引いてみてください。

、6．結　　び

　このように当館のレファ，レンス業務必携

rスタッフ・マニュアルの作成を進めで

耀います。この必要を感じてひとつ作ってみ

ようかと思耳立っためが昭和48年の暮であ

りまして，以来ぼつぼつ研究にとpかかっ

ていました。ところが，昭和50年9月17～

’ユ8日鳥取県で行われました全国公共図書館

参考事務研究集会に，たま準ま出席ぜざる

を得ない事情と紛り，第1分科会の研究協

議Q中で，現在進行中のこの仕事について

語り，全囲から参集された各館の中で，又は

ご存じより⑱館の中で，中小図書館におけ

・るレファレンスの研究を進めておられる館

があったらぜび提携協力したい。暗中模索

の現在，同志同行の館を求めていることを

申し述べましたところ，たまたま国会図書

館の「参考書誌研究」編集部から中小図書

館のヒファレソス業務の実際として常滑図

書館の例をあげてみるよう勧められました

、ので，今ここに盲蛇におじず筆を執った次

第であります。

　作成の作業もまた半ばでありまして，具

体相と申しましても完成物の抜粋ではなく

サンプルでありまして，まだまだ多くの時

間と努力を要することでありましょう。し

かし，この稿を機縁としまして今後はピッ

チを上げ，本年12月末までには完成したい

意向であります。完成の暁はおよそ400字

詰め原稿用紙4～500枚の分量になるであ

りましょう。でき上りましたら関係各方面

のご高覧を仰ぎたいと思っています。

　地方小都市の小図書館における未熟にし

て泥くさい拙稿を御高覧くださいまして，

何か御教示御指導御高評を賜ることができ

まし準ら幸いこれに過ぎるものはありませ

ん。

　（はら・ゆうぞう　常滑市立図書館長）
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