
こんなレファレンス（口頭のみ）ありました

日付 質問事項 回答 資料名
2012/1/6 中村捨次郎（ナカムラ／ステジロウ）について書かれたもの 「苫小牧市史　上巻」(HT211.7/ﾄ/1)p1840

「大苫小牧を囲〔ジョウ〕せる人」(HT2891.1/ﾀﾞ)中村
組の項

2012/1/6 専門図書館のマスコミ関係の資料 図書館年鑑、おもしろ図書館であそぶ、などを紹介。
道立図書館にはもう少し資料があるようなので、そちらも紹
介。

「図書館年鑑２０１１」(010.5/ﾄ/2011)
「情報収集・問題解決のための図書館ナレッジガイ
ドブック２００３」(018.0/ｼ/2003)
「おもしろ図書館であそぶ」（一般書018/ｵ）

以下道立図書館所蔵雑誌
「専門図書館」
「びぶろす」

2012/1/18 樺太の地名で「ドゥーエ」という名前は、昔日本名でなんと言ったの
か？

北緯50度以北のロシア領なので、和名はありません。
アレクサンドロフスク・サハリンスキー市の南の地方の名前と
思われます。ドゥエ炭鉱という名前の炭鉱もある。

ドゥエがアレクサンドロフスク・サハリンスキー市の
地方名というのはインターネットからの情報
http://dvor.jp/subekt.sakhalin.htm
「ロシアを知る事典」（238/ﾛ）p33-34
「日本鉄道旅行地図帳　満州樺太」(H686.2/ﾆ)p30

2012/1/19 道内小中の教科書を展示している場所は？ 北海道教育委員会HPに教科書展示会場一覧が掲載されて
いる

北海道教育委員会HP
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/gky/kyoka
syo/tenjikai.pdf

2012/1/21 藤沢市のごみ有料化問題の判例について インターネット回答
訴状と経緯が見られる

参考ＵＲＬ
①http://www.geocities.jp/gigo_fujisawa/gomi.htm
②
http://fujisawagomiyuryokasaiban.web.fc2.com/top.
html

2012/2/9 過去から現在までの苫小牧の天気を日ごとに知りたい。 「北海道気象月報」と気象庁のサイトで見られます。
気象庁が確実ではありますが、２００４年１０月から苫小牧測
候所の無人化に伴い天気概況が載っていません。（「晴れ」
「曇り」など）
新聞で見ていただくほかないようです。

「北海道気象月報」(H451.9/ﾎ) H12年1月で廃刊
「気象庁」過去の気象データ検索
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
苫小牧の天気概況は2004年9月30日まで。

2012/2/16 昭和2年にアメリカから贈られた「青い目の人形（Friendship doll/友
情人形）」について。
苫小牧市内では東小、西小、沼ノ端小にそれぞれ贈られたらしい
が、その詳細やその後について知りたい。

※　昭和2年3月3日に贈られた。総数は1万2千強。現存している物
は少ない。

東小の人形の名前「フランセス・キロッチ」。寝かせると目を
閉じ、座らせると目を開ける。腹部を押すと「ママ・ママ」と音
を出す。
「北海タイムス」昭和2年5月2日付と「室蘭毎日新聞」昭和2年
4月24日付に記事があるようですが未確認です。
「苫小牧民報」昭和61年3月22日連載記事「一枚の写真」に
詳細あり。
西小、沼ノ端小については不明。

※　当時、苫小牧民報はまだ発行されていない。道新（ﾏｲｸ
ﾛ）も全道版なので、記事として掲載されている可能性は低
い。

「苫小牧東小学校開校七十周年記念誌：はばたき」
(HT376.2/ﾄ）p22-24「つたえたいこと」より
「苫小牧民報　昭和61年3月22日12面」一枚の写真
（青い目の人形）

2012/2/25 白老のガンガン部隊について知りたい。
いつごろ、どのような人がやっていたのかが知りたい

虎杖浜の海産物を売り歩いていた行商人をガンガン部隊と
いう。（ブリキ製の入れ物にいれて売り歩いていたためか）
明確な解答を示す資料は不明だったので、それに関する資
料を提供しました。

「新白老町史　上下」（H211.7/ｼ）
「子どもたちに残したい話３」(H211.7/ｺ/3）p15-16
「ふるさとアヨロ 上下」（H211.7/ﾌ）上下ともに虎杖浜
に関する項あり

2012/2/28 王子製紙の社歌を知りたい 社史に掲載あり 「王子製紙社史　戦後三十年の歩み」(HT585/ｵ)扉
部分

2012/3/7 雪上を歩く虫について知りたい
（子供でも解るものがあれば嬉しい）

色々いるようだが、北海道で代表的な虫は「ガガンボ」「ユス
リカ」など。

児童書の昆虫図鑑では、雪上の活動については記載されて
おらず、郷土資料で対応。

「北海道の昆虫」（H486/ﾎ）
「虫たちの越冬戦略」(H486.1/ﾑ）
「大雪山の自然３動物・昆虫」(402.9/ﾀ/3)一般・大型
などを紹介

2012/3/13 蟻が象を倒すということわざがあるらしい。
実際にあったことなのか？

インドの説話やスワヒリのことわざ。
また、インドネシアのジャンケンは人と蟻と象の三すくみのよ
う。また、軍隊蟻に襲われた人の話もあることから、実話が
元になったことわざかどうかはわかりませんでしたが、あり得
ない話ではなさそう

「世界ことわざ大事典」(388.8/ｾ)p864
「ありとあらゆるアリの話」(486.7/ｱ)一般書

2012/3/13 トヨタpassoのＣＭの「でんでらりゅう」の歌詞がのっている本を探し
ている

まったく同じものはなし。 「でんでら竜がでてきたよ」（E/ﾃ）
「日本伝承童謡集成５」（911.58/ﾆ/5）p280（広島：で
んでられんけん♪）
「日本伝承童謡集成６」（911.58/ﾆ/6）p267（福岡：で
んでらるうなら♪）
土地によって少し変わってくる？

2012/3/21 「日本テレビ」の読みって「にほんてれび」？「にっぽんてれび」？ 正式名称は「日本テレビ放送網株式会社（ﾆｯﾎﾟﾝ/ﾃﾚﾋﾞ/ﾎｳｿ
ｳﾓｳ/ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ）」と思われる

「新世紀ビジュアル大辞典」(031/ｼ）では「ﾆﾎﾝ」
日テレのHP「企業情報：会社概要」の英文社名では
「NIPPON TELEVISION NETWORK
CORPORATION」で「ﾆｯﾎﾟﾝ」

※法人登記事項には社名の読みが登録されていな
いため、公的な社名の読みがわかる資料はない。
今回は、公式HP企業概要の英文社名で判断。

2012/3/28 太平洋戦争中の日本と南洋諸島の関係がわかる地図が見たい 参考資料にもありましたが、一般資料の方がより詳しく大き
かったため一般資料を紹介。

「日本大百科全集 14」(031/ﾆ/14)p534
「戦争の世界史大図鑑」(203.6/ｾ)p320
「第二次世界大戦歴史地図」(209.7/ﾀ)一般書
「図説秘話でよむ太平洋戦争　〈真珠湾奇襲からミッ
ドウェー海戦へ〉篇」(210.75/ｽ)一般書

2012/3/29 苫小牧の給食について何かありますか？ 右記を紹介 「苫小牧教育史」(HT372.1/ﾄ）p589-
「苫小牧市史追補編」(HT211.7/ﾄ)
「給食センターの運営」（HT374.9/ｷ）
「学校給食概要」(HT374.9/ｶ)

2012/3/3 桜の品種の見直しについて 地方によって呼び名が違うだけで同じ品種の桜をDNA鑑定
で同定していく作業が進んでいるそうです。

北海道新聞　2012/3/3（夕刊8面）



こんなレファレンス（口頭のみ）ありました

日付 質問事項 回答 資料名
2012/4/1 2012年3月31日付朝日新聞朝刊連載「プロメテウスの罠（ロスの灯

り13）」文中に出てくる一文『北海道苫小牧市立中央図書館に、そ
の記録が残っていた。（改行）「土地譲渡所得の1500万円特別控除
対象」とする文書…』に該当するのは何？

右記資料 「北海道特定開発計画地区第三セクターに対する現
行法制度上の特別措置」（HT333.5/ﾎ）p1-
「根拠法令集」(HT333.5/ｺ）p1-解説

2012/4/17 今現在の保険会社の変遷を含めた一覧が見たい 当館所蔵の資料では「日本の損害保険ファクトブック２０１１」
が最新情報。変遷等は掲載されていない。

変遷は日本損害保険協会のＨＰで見られる（協会加入の会
社のみ）。

「日本の損害保険ファクトブック2011」(339.5/ﾆ
/2011)
「会社年鑑　１９９６　下巻（上場会社版）」(335.0/ｶ
/96-2)

日本損害保険協会ＨＰ
（http://www.sonpo.or.jp/about/gaiyo/pdf/hensen.p
df）

2012/4/21 釧路の産業（石炭・製紙・漁業）の現状と課題がわかる資料はある
か

書籍としてはない。
右記サイトを参考として紹介

「釧路市」HP内、『釧路地域における産業クラスター
の創造に向けて』（URL略）
「釧路教育研究センター」内、『釧路郷土読本くしろ』
http://www.kushiro.ed.jp/research/modules/mydow
nloads/
『釧路炭田その歴史』
http://tanden.city.kushiro.hokkaido.jp/
「東京水産振興会内」、『構造再編下の水産加工業
の現状と課題』http://www.suisan-
shinkou.or.jp/promotion/report/index.html
「釧路総合振興局」内、『平成22年度　釧路の水産』

2012/4/24 JR東海の京都キャンペーン「そうだ京都に行こう」の掲載された雑
誌が見たい

1993年から現在まで続くシリーズの広告

当館所蔵の１冊を紹介

「太陽2000年1月号」

2012/4/28 「毛抜太刀」について 正しくは「毛抜形太刀（ケヌキガタノタチ）」 「日本刀大百科辞典２」（R756.6/ﾆ/2）p193-p194
「歴史考古学大辞典」(R210.03/ﾚ）p417
「日本考古学辞典」(R210.2/ﾆ）p167
「武器と防具　日本編」(559/ﾌﾞ)p108-p109

2012/4/28 「兵庫鎖太刀」について （ヒョウゴグサリノタチ）と読む 「日本刀大百科辞典４」（R756.6/ﾆ/4）p258
 「日本考古学辞典」（R210.2/ﾆ）p468

2012/5/4 幕末に蝦夷地をどこの藩が統治していたかわかる図が見たい 右記資料を紹介 「新北海道史２」(H211/ｼ/2) p897 蝦夷地各藩分治
地図

2012/5/8 市内の通称、俗称の路線名がわかる資料はあるか 右記資料を紹介。
ただし命名根拠には乏しい。

「とまこまい商店街いま・むかし」（HT672.1/ﾄ）

2012/5/15 市内に「テレンポナイ湖」という湖があるか。あるとすればどこか。 湖ではなく、沼あるいは沢のようです。糸井の苫小牧清掃セ
ンター前の道路が「テレンポナイ線」と呼ばれ、テレンポナイ
の沢に入る道のよう。

「地名とまこまい」(HT291.17/ﾁ）
北海道新聞　昭和57年2月17日掲載（テレンポナイ）

2012/5/26 東日本の各鉄道路線の開通した年月を知りたい ①東北線②奥羽本線③羽越線④信越線⑤北陸線
の5路線については右記の資料に開通時期が掲載されてい
た。

「鉄道手帳　東日本編」（一般書686.2/ﾃ）
「鉄道手帳　西日本編」（一般書686.2/ﾃ）

2012/5/26 山手線の新橋と上野の間が明治36年頃から大正9年頃は途切れ
ていたようだけれど、その経緯をしりたい。

上野－新橋間の直通最短区間は人家の密集地帯で、江戸
時代に埋め立てた所も多かったためしばらくは迂回運転をし
ていたようです。

「山手線」（児童書68/ﾔ）p13　「山手線の歴史」コラ
ム

2012/6/14 道議の歴代全てがわかる資料はあるか 図書ではなし。 北海道議会HP（議員名簿）
http://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/meibo/index.htm

2012/6/14 北海道の市長が全てわかる資料はあるか 「北海道212インフォメーション」に歴代の各市町村の首長が
掲載されているが、平成16年発行のため、古い。
現在の市長を知りたいのであれば、インターネットで「北海道
市長会」HPに市長・副市長名簿が載っている

「北海道212インフォメーション」（H291.1/ﾎ）
北海道市長会HP
http://www.hk-mayors.gr.jp/meibo.html

2012/6/20 「通化事件」について 1946年2月3日に中国通化省通化市で起こった暴動

詳細の載った資料があまりなく、当館からは右記の3冊を紹
介

「20世紀世界紛争事典」（209.7/ﾆ）p166
「電灯が三回点滅した…」（一般書R/ﾏ）
「少年は見た」（一般書R/ｻ）

2012/6/22 「逐次刊行物」と「定期刊行物」の違い 【逐次刊行物】終期が予定されず、同一の標題のもとに、表
示された巻号や年月に分冊刊行される出版物。新聞・雑誌・
年報など
【定期刊行物】逐刊の区分けの一つ。刊行の時間的間隔に
基準を置き、それがほぼ一定している逐刊のこと

「最新図書館用語大辞典」(010.3/ｻ)p316,p343

2012/6/28 ハマナスって食べられるの？ 食べられる

（和名由来）果実は甘酸っぱく、生食されることからナシ（梨）
にたとえたもの
（利用）花は薬局方でバラ油の原料となり、果実はビタミンＣ
が多くそのまま食用になる。

「図説花と樹の大事典」(470.3/ｽ）p365

2012/7/6 国鉄時代の北海道の時刻表が見たい
大正、昭和初期を希望

右記2点は時刻表そのものではなく、資料として時刻表を解
説・紹介したもの。

日本交通公社刊の「時刻表復刻版」は道立で所蔵。

「北海道　化石としての時刻表」（H686.2/ﾎ）
「全国鉄道と時刻表　1北海道」(H686.2/ｾ/1）p200-

2012/7/12 栗山町の戦死者名簿を探している（太平洋戦争時） 右記資料に掲載 「栗山町史」211.5/ｸ　p541-

2012/7/20 国の予算が見たい 国勢図会、官報などで見ることができる。 「日本国勢図会」（351/ﾆ）
官報インターネットサービス

2012/7/27 苫小牧・支笏湖周辺が舞台のアイヌの民話・神話を探している 伝説集の中に色々
支笏湖はあるが、苫小牧は少ない

「アイヌ伝説集」更科源蔵編著（H388.1/ｱ)p159-
「アイヌの傳説」(H388.1/ｱ)p12
「語り継がれる苫小牧地方の民話［複写資料］」
(HT388.1/ｶ)

2012/8/15 八雲町の戦死者名簿を探している。 右記資料に掲載 「八雲町史下巻」(H211.8/ﾔ/2）p647～



こんなレファレンス（口頭のみ）ありました

日付 質問事項 回答 資料名
2012/8/18 昭和38年頃港のあたりで見た、オレンジと緑の建造物を探してい

る。石炭関係の建物だったと思う。
西港開港時からあった、石炭岸壁（バース）でした。昭和38年
4月に西港区供用開始の第一船が入港した時の写真（白黒）
と、昭和51年の西港の様子の写真（カラー）が「砂浜と…」に
掲載されていた。

「砂浜と原野にいどんで」（HT517.8/ｽ）
「写真で綴る苫小牧港建設の歩み」（HT517.8/ｽ）

2012/8/18 青函連絡船の青森桟橋はいつできたのか 右記①の資料に「連絡船をさん橋着けできるようになったの
は、函館側が明治43年12月15日から、青森側はおくれて大
正12年12月15日からである。」と記載あり。

正式には「青森築港岸壁」というようで、「青森桟橋」という名
称は青函連絡船関連の資料には出てこない。一部竣工した
のが、大正12(1923)年12月15日、青森岸壁待合所が竣工使
用開始したのが翌13(1924)年11月8日。

「函館桟橋」という名称はあるので、これと対比して一般名称
「青森桟橋」と呼ばれるようになったのか？

①「航跡」(H683.2/ｺ）p11
②「青函連絡船史」（H683.2/ｾ）p293,巻末年表p4
③「さようなら青函連絡船写真集」(H683.2/ｻ）p141
ほかいろいろ

2012/8/22 アンダーラインは二本線の場合、二重下線と呼ぶらしいが、一本線
の場合は何という呼び方をするのか

二重下線という呼び名が正式にある訳ではなく、いずれも下
線と呼ぶようです。

「句読点、記号・符号活用辞典。」（801.9/ｸ）

2012/8/29 子供盆おどりの踊り方図解を探している 「子供盆おどり唄」というもので、北海道限定の踊りらしい。ま
た、正規の振付者もおり（睦哲也）、正しい振付というものも
あるが、当館資料では掲載されているものはなかった。
インターネットで、その歴史や踊り方を解説しているＨＰが
あったので、利用者にはそちらを紹介。また、道立図書館で
は、カセットテープと関係資料をまとめたものを持っているよ
うだったので、併せて紹介。

北海観光節（北海道の盆踊り）より
http://www.onitoge.org/bonodori/index.htm

（道立）「子供盆おどり唄［録音資料］」
（道立）「子供盆おどり唄関係資料」

2012/9/5 会社の「SHARP]の社名の由来はシャープペンシルって本当？ 創業者の早川徳次が1915（大正4）に金属繰り出し鉛筆を発
明。「エバー・レディー・シャープペンシル」の名で発売し大
ヒット。
この「シャープペンシル」の「シャープ」を1929（昭和4）年より
ブランド名として使用。現社名の「シャープ」となったのは
1970（昭和45）年。

シャープHP（http://www.sharp.co.jp/）社史
「シャープ先進技術頭脳集団」（一般書540.6/ｼ）P51
「思わず話したくなる社名＆商品名の謎」（一般書
335.2/ｵ）ｐ286

2012/9/11 昭和初期、柏木町の周辺に水田があり、現在のこもれびの道はそ
の水田のための防潮林だと思うのだが、それに関する資料はあ
る？

昭和初期の地形図を確認すると、確かに水田があった。
「糸井の歴史」によると昭和3(1928)年に丸拓会社による造田
事業が始まったらしいが、防潮林についての記述は探せな
かった。

「苫小牧市史（上）」（HT211.7/ﾄ）
「糸井の歴史｝（ＨＴ211.7/ｲ）
五万分の一地形図（苫小牧：昭和12年）

2012/9/21 明治4年に出された開拓使令に「家を焼くことを禁じる」とあったの
だが、なぜ家を焼いていたのか？

右記資料に記載あり。
死者があの世に行く際に、家を持たせるためか

「北海道の家族と人の一生」(H384.4/ﾎ）p77-

2012/9/21 ３０年くらい前に駅前にあった三星の写真が見たい かなり古いモノクロ写真しか載っていなかったが、右記資料
をご紹介

「手書きの新聞広告」（HT674.9/ﾃ）

2012/9/26 S20年5月5日頃に東京駅に、7月に日立の工場が空襲にあった。
確実な日付が知りたい

２階の資料では大きい空襲しかのってませんでした。「図説
茨城県の歴史」(213.1/ｽﾞ)「図説アメリカ軍の日本焦土作戦」
(210.75/ｽ)を提供。日立は7/19。5月5日は東京湾の記録し
か見つけられず。

「図説茨城県の歴史」(一般書213.1/ｽﾞ)
「図説アメリカ軍の日本焦土作戦」(一般書210.75/ｽ)

2012/10/13 瀬棚のフトロの古い地図が見たい 「アイヌ語地名資料集成」（H291.1/ｱ）図版3

2012/11/13 図書館法第７条第2～4項の施行日と法案として国会に提出された
正確な日付

施行日は平成20年6月11日
国会提出は平成20年2月29日

施行日は官報データベースで確認。国会提出については、
文科省のHPに「政策について」＞「国会提出法律」で見るこ
とができる（ただし第155回国会：平成14年10月から）

官報データベース
文科省HP（第169回国会における文部科学省成立
法律）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/0804
0703.htm

2012/12/13 全国の姉妹都市の一覧を見たい 右記資料紹介 「全国市町村要覧」（318.0/ｾ）

※このレファレンス事例は回答当時のものとなっております。 
 新しい情報等により、回答内容や使った資料が必ずしも 
 適切でなくなることもありますのでご留意ください※ 


