質問事項

№

資料名
・『愛知県中世城館跡調査報告1』（尾張）
愛知県教育委員会／編集

愛知県教育委員会1991年刊

・『愛知県中世城館跡調査報告２』（西三河）
1

愛知県の城が一覧で載っている資料は

愛知県教育委員会／編集

愛知県教育委員会1994年刊

・『愛知県中世城館跡調査報告３』（東三河）
愛知県教育委員会／編集

愛知県教育委員会1997年刊

・『愛知県中世城館跡調査報告４』（知多）
愛知県教育委員会／編集

愛知県教育委員会1998年刊

・『あなたにできるボランティア・ハンドブック』
田中ひろし／監修 こどもくらぶ／編集 同友館1999年刊
・『わたしたちにもできるこれからのボランティア1』
2

赤い羽根共同募金について載っている本は

新谷弘子／監修 文研出版1999年刊
・『からだが不自由ってどんなこと？６』
伊藤隆二／監修

学研1998年刊

・赤い羽根５０年の歩み
愛知県共同募金会

3

１９７４年の旭ガラスの株価終値がわかる資料は

4

あじさいの色が変わってしまうのを防ぎたい

・『中日新聞縮刷版

1997年刊
’７４－１１』

中日新聞本社／編集

中日新聞本社1974年刊

・『趣味の園芸』 2015/6 号 特集 必ず咲かせる！アジサイ
NHK出版
・『アルプスの少女ハイジとともに』
高橋健二／著 弥生書房 1984年刊
・『アルプスの少女ハイジ・夢紀行』

5

アルプスの少女ハイジ自身について知りたい

NHK取材班／ほか著 日本放送出版協会 1990年刊
・『ハイジ紀行 』
新井満／著 白泉社 1994刊
・ 『図説アルプスの少女ハイジ』
ちばかおり／著 河出書房新社 2013年刊

6

お姫様が誘拐される話で、途中にクイズがでてくる絵本が知りたい。タイトル
は長かった気がする。

・『わるものにさらわれたおひめさまをたすけだそう!』
新井洋行／作・絵

PHP研究所2015年刊

・『まほうのカメラ』
木曽秀夫／作・絵 フレーベル館 2012刊
・ 『ヨセフのだいじなコート』
7

穴の開いている絵本が見たい

シムズ・タバック／作 フレーベル館 2001年刊
・『ハエをのみこんだおばあさん』
シムズ・タバック／作 フレーベル館 2002年刊
・ 『はじめはタマゴ 』
ローラ・ヴァッカロ・シーガー／さく 評論社 2014年刊

・ 『旬の食材 [7]』
講談社／編 講談社 2004年刊
8

魚の「あんこう」について詳しく知りたい（あんこうの捕り方とか食べ方等）

・『さばきもわかる食材魚図鑑』
池田書店編集部／編 池田書店 2008年刊
・『四季のさかな話題事典』
金田禎之／著 東京堂出版 2009年刊

「安寿と厨子王」の本（一般書）が読みたい（別名「山椒大夫」が判明。中世
9

のお伽草紙がもとになっているが、そちらではない。森鴎外著の「山椒大夫」
を紹介）

・ 『現代日本文學大系 8』
筑摩書房 1971年

・『知立市史 中巻』
10

知立の名物あんまきについて知りたい

知立市史編纂委員会／編集
・ 『写真集

明治大正昭和

愛知県知立市

1977年刊

知立』

隅田三郎／編者 東京：国書刊行会 1980年刊
・『 鹿笛』
宇江敏勝／著 新宿書房 2013年刊
11

熊野川とかの筏師の名前が出てくる本は

・『稼ぐ・働く・祀る・祈る』
田村善次郎／著 八坂書房 2014年刊
・ 『東海の天職一芸 』
岡田稔／文 ゆいぽおと 2006年刊

12

「一貫張り」の手提げ袋の作り方の本

13

「一将功成りって万骨枯る」の全文が知りたい

・『柿渋クラフト』
寺田昌道／著 木魂社 2000年刊

・ 『中国歴代漢詩選』
猪口篤志／著 右文書院 2009年刊

・『知立』
知立市社会科副読本編集委員会／編集 知立市教育委員会 2009年刊
14

知立市の姉妹都市ウィンダム市について調べたい

・ 『知立市勢要覧 2015』
知立市企画部協働推進課／企画・編集 知立市 2015年刊
・『（知立市ホームページ内）姉妹都市

ウインダム市』

http://www.city.chiryu.aichi.jp/shisei/about/1451813716945.html 2020/03/20

リンク確認

・『 ウコン』
金城鉄男／著 農山漁村文化協会 2007年刊
15

自宅でウコンを栽培、収穫したが、加工法や料理での利用方法を知りたい

・ 『ふだん着の薬膳』
日本中医食養学会／著 朝日新聞出版 2009年刊
・『インド家庭料理入門 』
ロイチョウドゥーリ・ジョイ／著 農山漁村文化協会 1996年刊
・『お料理だってリサイクル』

16

野菜の皮などで作る料理が知りたい。小学生の宿題で出たもので、実際に作っ

イーフ21の会／編 リサイクル文化社大阪編集室 1998年刊

て写真を撮り学校に持っていきたい

・『ひとりでも食べっきり上手 』
坂本広子／著 農山漁村文化協会 1994年刊
・『図説エジソン大百科 』
山川正光／著 オーム社 1997年刊

エジソンと日本人について。白熱電球を発明するのにフィラメントの材料とし
17

て日本の竹が使われたと聞いたが、なぜ竹だったのか、また手助けした日本人
は誰だったのか知りたい。

・ 『大人が読みたいエジソンの話』
石川憲二／著 日刊工業新聞社 2017年刊
・『竹』
室井綽／著 東京：法政大学出版局 1973年刊
・『 燈用植物』
深津正／著 東京：法政大学出版局 1983年刊
・『21世紀暦』

18

十干十二支（六十干支）について書いてある本は

日外アソシエーツ編集部／編

日外アソシエーツ

・『陰陽五行』
淡交社

1997年刊

・『歌舞伎の事典』
藤田洋／著 新星出版社 2008年刊
19

舟橋聖一の小説で有名な「江島生島」が載っている資料は

・『昭和国民文学全集 25』
舟橋聖一／著 筑摩書房 1978年刊
・ 『歴史読本』
2013/1 KADOKAWA
・『ひるごはんシリーズ 5 』

20

エビが食卓につくまでの流通を知りたい

中川悦／指導 リブリオ出版 1988年刊
・ 調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業 7
飯島博／著 ポプラ社 1995年刊
・『結うこころ』

21

花魁（おいらん）の髪型の名称を知りたい

村田孝子／編著 ポーラ文化研究所 2000年刊
・ 『図解日本の装束』
池上良太／著 新紀元社 2008年刊
・『現代用語の基礎知識 2015』

22

ＡＯ入試の言葉の意味（何の略かも含め）を知りたい

自由国民社／編集 自由国民社 2015年刊
・『大学受験案内 2017年度用』
晶文社学校案内編集部／編集 晶文社 2016年刊

2000年刊

・『百六歳のでゃあこうぶつ』
23

おこしもん（おこしもの）の作り方を知りたい。

鈴木朝子／文 毎日新聞社 1999年刊
・『安城食の風景』
安城市歴史博物館／編集 安城市歴史博物館 1995年刊
・『お年よりと絵本でちょっといい時間』
山花郁子／著 一声社 2003年刊

24

お年寄りに、どんな本を読み聞かせしたらよいか

・『はじめよう老人ケアに紙芝居』
遠山昭雄／監修 雲母書房 2006年刊
・『心をつなぐ読みきかせ絵本100 続』
平凡社 2007

・『聞き書

愛知の食事 』

「日本の食生活全集

愛知」編集委／編

集 東京：農山漁村文化協会 1989年刊

・ 『日本の食生活全集 23 』
25

おにまんじゅうを学校で作るので調べたい

「日本の食生活全集

愛知」編集委／編

集 農山漁村文化協会 1989年刊

・『あいちのめぐみ』
安藤京子／監修 JAあいち女性協議会 2010年刊
・ 『あいちの郷土料理 レシピ50選』
あいち郷土料理検討委員会／[編] 愛知県農林水産部食育推進課 2017年刊

・『お米なんでも大百科 4』
26

かかしの作り方が知りたい

保岡孝之／監修 ポプラ社 2002年刊
・ 『田んぼが学校になった 』
佐伯剛正／著 岩波書店 2007年刊

27

『万葉集』から杜若の歌七首について

・ 『花の万葉秀歌』
熊田達夫／写真 山と渓谷社 1995年刊
・『色分け花図鑑花菖蒲』
永田敏弘／著 学研 2007年刊
・ 『趣味の園芸 2014/5 』

28

かきつばたの種をもらったが、栽培方法がわからないため、調べたい

NHK出版
・ 『かきつばた植付講習会』
小笠原左衛門尉亮軒 知立市 [2014]年刊
・『ＮＨＫテキストビュー

カキツバタを育てる４つのポイント』

http://textview.jp/post/hobby/13761 （2020.3.21確認）
・『池鯉鮒のむかし話』
29

かきつばた姫について知りたい

隅田三郎／編著 知立：知立市教育委員会 1983年刊
・ 『姫塚 』
知立市図書館・大型紙芝居製作グループ／制作 知立市図書館

・『かきつばたまつり』
知立市観光協会／編集 知立：知立市観光協会 2002年刊
・『池鯉鮒文化財マップ』
30

かきつばたまつりについて知りたい。
小学三年生の宿題で、期間・場所・由来などを知りたい

知立：知立市教育委員会 2000年刊
・ 『知立市史 中巻』
知立市史編纂委員会／編集 愛知県知立市 1977年刊
・『知立市観光協会』
http://www.chiryu-kanko.com/ （2020.3.21確認）
・『掛軸をつくる』

掛け軸の「風帯」（掛け軸上部から２本垂れ下がっている細長いきれを指す）
31

について調べているので、詳しく書かれているものはないか
また、掛け軸事態の歴史について書かれているものはないか

藪田夏秋／著 日貿出版社1998年刊
・『誰でもできる裏打・掛軸教室』
小池丑蔵／著 日貿出版社 2016年刊
・表装を楽しむ
麻殖生素子／著 日本放送出版協会 2002年刊
・ 『12ヵ月のマナー便利帳』

32

自分で門松を作りたいので、その作り方の載ってる本が読みたい

知的生活研究所／著 青春出版社 1996年刊
・ 『現代マナー事典』
講談社／編 講談社 1990年刊
・『環境問題情報事典』

33

環境サミットについて知りたい

日外アソシエーツ2001年刊
・『環境主義』
フィリップ・シャベコフ／著

どうぶつ社

・ 『漢字講座 1』
佐藤喜代治／編 明治書院 1988年刊
・『漢字小百科辞典』
34

`泙`のような新しく作られた漢字、造語のような漢字についての本はないか

原田種成／編 三省堂 1989年刊
・『漢字と日本人の暮らし』
阿辻哲次／著 大修館書店 2010年刊
・『常用漢字の歴史 』
今野真二／著 中央公論新社 2015年刊
・大漢和辞典 [巻13]

35

漢詩（広義での）の詩人の事典を見たい。
例えば、「汪洙」「儲氏」「司空曙」「皮日休」の略歴について

諸橋轍次／著 大修館書店 1986年刊
・中国古典文学大系 18
平凡社 1970年刊
・『漢字源』

36

おかねの「金」へんに、ながいという字を書く漢字の読み方を知りたい

藤堂明保／編

学研

2007年刊

・『大漢和辞典 巻11 』
諸橋轍次／著

大修館書店

1985年刊

1998年刊

・『吃音のこと、わかってください』
北川敬一／著 岩崎書店 2013年刊
・『子どもがどもっていると感じたら』
37

子どもの吃音についての本を借りたい

広嶌忍／編 大月書店 2004年刊
・『吃音と上手につきあうための吃音相談室』
伊藤伸二／編著

芳賀書店 1999年刊

・『先生どないしょ』
言語指導療育センター／編

せせらぎ出版

1988年刊

・『家庭でつくるこだわり食品 5』
伊野
38

きな粉の作り方の本

アイ／等著者

農山漁村文化協会

1989年刊

・『おくむらあやおふるさとの伝承料理 3』
奥村彪生／文

農山漁村文化協会

2006年刊

・大豆まるごと図鑑
国分牧衛／監修

金の星社

2014年刊

・『日本大百科全書６ 』
小学館 1995年刊
・『世界大百科事典7』
39

君が代の歌詞は古今和歌集からだそうだが、根拠となるものはあるのか

平凡社

東京

2009年刊

・『日本国語大辞典
小学館

第4巻 第2版』

2001年刊

・『国史大辞典

4』

国史大辞典編集委員会／編

吉川弘文館

1984年刊

・ 『新シルクロードの旅 1』
40

アラブやアフリカやシルクロードなどの砂漠の中をラクダを連れたキャラバン
（隊商）で交易している写真が見たい

NHK取材班／監修 講談社 2005年刊
・『シルクロード・キャラバン』
アンヌ・フィリップ／著 晶文社 1988年刊
・『 善と悪の経済学』

41

ギルガメシュ王（古代メソポタミアの王の名）についての資料はあるか

トーマス・セドラチェク／著 東洋経済新報社 2015年刊
・『幻想物語の文法』
私市保彦／著 晶文社 1987年刊

「ヤマギワジュイチ、くるみに咲け、細川ガラシャ」というメモを出し、ラジ
42

オ深夜便の朗読で聴いたので読みたい（『胡桃に酒』だった。ヤマギワジュイ
チは関係なかった模様）

43

黒にんにくのつくり方を知りたい

・ 『司馬遼太郎全集２９』
司馬遼太郎／著

文芸春秋 1977年刊

・『現代農業 2018/8』
農山漁村文化協会

・ 『すぐわかる源氏物語の絵画』
田口榮一／監修 東京美術 2009年刊
・『保元・平治物語絵巻をよむ』
44

源氏、平氏の絵巻が見たい

石川透／編 三弥井書店 2012年刊
・『源平絵巻物語 第7巻』
赤羽末吉／絵 偕成社 1979年刊
・『繪本平家物語』
野光雅／著 講談社 2006年刊
・キーワードでわかる自治体財政
肥沼位昌／編著 学陽書房 2007年刊
・ 地方財政小辞典

45

知立市は経常収支比率が高いと新聞に載っていたが、どういうことなのかを知
りたい

横田光雄／[ほか]編集 ぎょうせい 1998年刊
・予算・決算すぐわかる自治体財政
兼村高文／著 イマジン出版 2008年刊
・ 図解よくわかる自治体財政のしくみ
肥沼位昌／著 学陽書房 2015年刊

46

競馬法が載っている本がみたい

・ 知っておきたい競馬と法
大蔵省印刷局／編集・発行

大蔵省印刷局 1993年刊

・ころわんとこいのぼり
間所ひさこ／作 ひさかたチャイルド 1994年刊
・『こいのぼりさんありがとう』
47

こいのぼりが出てくる低年齢向きの紙しばいを探してほしい

桜井信夫／作 教育画劇 1995年刊
・『くーすけのこいのぼり』
やすいすえこ／作 教育画劇 2003年刊
・『ちいさなこいのぼりのぼうけん』
岩崎京子／作 教育画劇 1993年刊

48

夏の高校野球（第９１回）の全試合の結果と出場選手が知りたい

・『中日新聞縮刷版 2009-8 』
中日新聞社 2009年刊
・『よくわかる更生保護』

49

更生保護に関する資料を探している。具体的な事例の載っているものが見たい

藤本哲也／編著 ミネルヴァ書房 2016年刊
・『司法福祉論』
川村匡由／編著 ミネルヴァ書房 2011年刊

50

51

高度計（太陽やビルなどの高さを測るもので）の作り方を知りたい

「国恩記」というものが『無私の日本人』磯田道史の本にでてくるが、そうい
う本はあるか

・ 『科学の工作と実験 』
斎藤賢之輔／著 誠文堂新光社 1997年刊

・ 『仙台叢書

第１１巻』

・ 『人づくり風土記

４』

（「国恩記」は本ではなく記録 でした）

52

知立市の古地図が見たい

・『古地図にみる知立』
知立市歴史民俗資料館／編集 知立市教育委員会 2003年刊

・『子どもが喜ぶおやつレシピ』
53

五平餅のつくりかた

藤野嘉子／著]

グラフ社

1999年刊

・『おばあちゃんのおやつ』
朝日新聞学芸部／編

1986年刊

・『ゴーヤーブック』
楽園 1998年刊
・ 『ゴーヤー、オクラ、とうもろこし、枝豆のおかず』
54

ゴーヤー（にがうり）の調理方法を知りたい

小川聖子／料理 グラフ社 2004年刊
・『「にがい」がうまい』
中山美鈴／著 農山漁村文化協会 2003年刊
・『沖縄料理の新しい魅力』
石川幸千代／編 旭屋出版 2006年刊

・『判例マニュアル 民法 2』
川井健／編著 三省堂 1990年刊
55

最高裁の判例が見たい

・『最新重要判例250刑法』
前田雅英／著 弘文堂 2013年刊
・判例時報

・『狭心症・心筋梗塞の最新治療と発作を防ぐ安心読本』
相澤忠範／著 主婦と生活社 2008年刊
・『不整脈が気になるときに読む本』
56

心電図の結果で表示されていた「左脚ブロック」について知りたい

加藤貴雄／監修 小学館 2009年刊
・ 『徹底図解不整脈と心臓病 』
伊東春樹／監修 法研 2004年刊
・ 『心臓病』
三田村秀雄／監修 PHP研究所 2011年刊
・『パパ、お月さまとって！』
エリック=カール／さく

偕成社

1990年刊

・『ねこざかなのすいか』
57

しかけ絵本（特に飛び出すしかけ絵本）はあるか

わたなべゆういち／作・絵

フレーベル館

2012年刊

・『ねこざかなのたんじょうび』
わたなべゆういち／作・絵

フレーベル館

2016年刊

・『西日本サイクリングGUIDE』
山と渓谷社 2001年刊
58

滋賀県のｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽを知りたい

・『 ニッポン快走サイクリングコースBEST20』
山と溪谷社／編 山と溪谷社 2012年刊
・ ぐるっとびわ湖自転車の旅
輪の国びわ湖推進協議会／編 京都新聞出版センター 2011年刊

59

自転車の手信号が知りたい

60

児童の肥満に関する統計・データの載った資料がみたい

・『子どものマナー図鑑 3 』
峯村良子／作・絵 偕成社 2000年刊

・学校保健統計調査報告書
・文科省ＨＰ学校保健統計調査
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm（2020.3.21確認）

・『かんたん家事の知恵袋』
講談社／編 講談社 2010年刊
61

衣類に墨汁がついたため、シミ抜きの方法が知りたい

・『とりたいシミがスッキリ落ちる!驚きのシミ抜き事典130』
クリーニング技術研究会／監修 永岡書店 2010年刊
・『見てすぐできる!「手入れ・手直し」の早引き便利帳 』
ホームライフ取材班／編 青春出版社 2012年刊
・ 『写真でわかるぼくらのイネつくり 4』
農文協／編 農山漁村文化協会 2002年刊

62

しめ縄の作り方を知りたい

・『12ヵ月のマナー便利帳』
知的生活研究所／著

青春出版社

1996年刊

・『田舎暮らしの民俗学』
遠藤ケイ／絵と文

かや書房

1987年刊

・『英語で紹介する日本の年中行事』
63

日本の正月について英語で紹介できる本はないか

倉智雅子／共著 ナツメ社 1998年刊
・『 心にひびく日本のしきたり』
酒井信彦／監修 講談社 2011年刊
・『食品着色料検出実験』
少年写真新聞社 1990年刊

64

食品（主に果物や野菜）の色素に関する本を探してほしい

・『 食品成分表 2015資料編』
香川芳子／監修 女子栄養大学出版部 2015年刊
・『色素の化学と応用』
松岡賢／著 大日本図書 1994年刊
・『全国中学生人権作文コンテスト入賞作文集 第35回』
法務省人権擁護局 2016年刊

65

人権作文を書くのに参考になる本はありますか

・『子どもの権利』
日本評論社 1995年刊
・『 子どもの権利条約ハンドブック』
木附千晶／文 自由国民社 2016年刊

・『人口の動向日本と世界 1995』
厚生省人口問題研究所／編集 厚生統計協会 1995年刊
・『全国都道府県市区町村別人口（要計表による人口） 』
66

江戸時代以前の人口が知りたい

総務庁統計局／著者 総務庁統計局 1995年刊
・『人口の動向日本と世界 1987』
厚生省人口問題研究所／編 厚生統計協会 1988年刊
・ 『人口の動向日本と世界 1986』
厚生省人口問題研究所／編 厚生統計協会 1987年刊
・『NHK幻解!超常ファイル』

67

心霊写真が見たい

NHK「幻解!超常ファイル」制作班／編著 NHK出版 2014年刊
・『写真のボーダーランド 』
浜野志保／著 青弓社 2015年刊

68

69

70

スピッツベルゲン島に旅行予定である。関連本を探している。
たとえば植村直巳等が書いた紀行文のようなものがあれば良い

スーパーボールが弾むしくみについて、子ども向けにわかりやすく書いてある
本はあるか

NHKﾗｼﾞｵ深夜便で聴いた戦艦大和について書かれた本をさがしている
（作者は男性、妻が芥川賞受賞者）

・『私の愛する憩いの地』
兼高かおる／著

新潮社

1992年刊

・『科学っておもしろい!なぜ?なに?なんで?わくわくサイエンス』
米村でんじろう／総監修 日東書院本社 2016年刊

・『戦艦武蔵』
吉村昭／著 新潮社 2009年刊

・『川魚飼育のすべて』
71

タイワンドジョウを描きたいので、載っているものが見たい

秋山信彦／共著 エムピージェー 2011年刊
・『原色魚類検索図鑑 2 』
阿部宗明／共著 北隆館 1989年刊
・ 『日本古典文学大系 40』

72

結婚式で歌われる謡（うたい）の歌詞が知りたい
（ご本人の歌い出しの記憶から「高砂」の歌詞だと分かる）

岩波書店 1978年刊
・ 『観世流

祝言小謡集 』

観世元正／能師 日本コロンビア 1995年

ＣＤ

・『使ってあそぶ』
徳村彰／文
73

竹馬をつくりたい。子どもでもわかる説明がいい

草土文化

1982年刊

・『小学生の図工はかせ』
井上博司／著 学灯社

1986年刊

・『工作百科』
クロックワーク／作

文化祭で脱出ゲーム(部屋に閉じ込められた状態から問題を見つけだし、解いて
74

いくと部屋を脱出できるという体感ゲーム)の実施を考えているが、参考になる
本はあるか

ナツメ社

1990年刊

・『かなり役立つ日本語クロスワード』
北原保雄／監修 大修館書店 2007年刊
・『リアル脱出ゲームpresents究極の謎本』
SCRAP／著

SCRAP出版

2016年刊

・ 『建設機械のすべて Vol.2』
75

玉掛け、ユニックの問題集を借りたい

三栄書房 2016年刊
・『建設車両の仕組みと構造 』
GP企画センター／編 グランプリ出版 2001年刊

76

炭坑節の歌詞が知りたい

・『ふるさとの民謡 3』
日名子紀代／編曲 汐文社 2007

ＣＤ

・『愛知県統計年鑑 平成27年度刊』
愛知県県民生活部統計課／編集 愛知県県民生活部統計課 2016年刊
77

知多地域（知多市、大府市、東海市など）の人口について年代ごとの年齢別人
口推移を知りたい

・『 住民基本台帳人口要覧

平成27年版2』

国土地理協会 2015年刊
・『日本国勢図会 2015/16』
矢野恒太記念会／編集 矢野恒太記念会 2015年刊
・『知立市史 上巻』

78

朝鮮使節が知立を通った時の事について書いてある資料があるか

知立市史編纂委員会／編集
知立市史編纂委員会／編者

79

なぜ知立市の花がかきつばたなのか知りたい

・『知立市ホームページ

市の花かきつばた』

第１９号』

刈谷市郷土文化研究会／編
辻七郎左衛門（辻左右）の妻子、家族を調べたい

1971年刊

https://www.city.chiryu.aichi.jp/shisei/about/1451813721728.html（Ｒ2.3.24確認）

・ 『かりや

80

1976年刊

・『知立市誌資料３』

集 刈谷：刈谷市郷土文化研究会 1998年刊

・ 『郷土ゆかりの人々』
飯澤文夫／監修 日外アソシエーツ 2016年刊
・『高梁歴史人物辞典』
http://takahashi.jyoukamachi.com/（Ｒ2.3.24確認）
・『裂織りと裂編み』
松永治子／著 文化出版局 2009年刊

81

ティーシャツヤーンの本はありますか

・『糸あそび布あそび』
田村寿美恵／文 福音館書店 2003年刊
・『じぶんでつくろうこどものしゅげい』
大月ヒロ子／作 福音館書店 2013年刊
・『東海圏の鉄道のすべて 』
PHP研究所／編 PHP研究所 2015年刊
・『鉄道用語事典』

82

大井川鐵道などで見る列車を方向転換させる回転台の名称を知りたい。
多分、転車台だと思うが、それで良いか確認したい

久保田博／著 グランプリ出版 1996年刊
・『車両基地で広がる鉄の世界』
井上孝司／著 秀和システム 2012年刊
・『空から見た絶景鉄道』
吉永陽一／撮影・文 洋泉社 2014年刊

東海道五十三次の書の本が見たい。絵ではなく、仮名文字でページいっぱいに
83

つらつらと書が続いていくような本。冒頭に「逢坂の関、瀬田の長橋」が出て
くる

・『日本名跡叢刊 3』
小松茂美／監修 二玄社 1977年刊

・『色・大きさ・開花順で引ける季節の野草・山草図鑑』
高村忠彦／監修 日本文芸社 2005年刊
・『散歩で見かける野の花・野草』
葉っぱの写真を持参し、その植物がどんなものなのか知りたい。
84

詳しく尋ねたところ、買ったミックス野菜に入っていて、食べたら吐いたので
毒があるかもしれないので調べたい

金田一／著 日本文芸社 2013年刊
・『うまい雑草、ヤバイ野草』
森昭彦／著 ソフトバンククリエイティブ 2011年刊
・『薬草・毒草を見分ける図鑑』
磯田進／監修 誠文堂新光社 2016年刊
・『図解猛毒植物マニュアル』
和田宏／著 同文書院 1998年刊
・『日本の内閣総理大臣事典』

85

歴代の大臣が知りたい

塩田潮／監修 辰巳出版 2011年刊
・『歴代内閣・首相事典』
鳥海靖／編 吉川弘文館 2009年刊

86

知立市の戦時（戦争）中の米の供出について、知りたい

・『知立市史 中巻』
知立市史編纂委員会／編集 愛知県知立市 1977年刊

・『古地図にみる知立』
知立市歴史民俗資料館／編集 知立市教育委員会 2003年刊
・『ゼンリン住宅地図愛知県知立市』
ゼンリン 2014年刊
87

明治時代の知立の地図が見たい（長篠のあたりに池があったかどうか知りた
い）

（1987年以降所蔵あり）

・『 ブルーマップ』
民事法情報センター 1999年刊
・『土地宝典』
1964年刊 特別資料室
・『東海道分間延絵図

第十四巻』

江戸幕府道中奉行／著

88

生クリームから手作りバターを作ったら、初めの生クリームの重さより、出来
上がったものの重さ(総重量)が減ってしまったのはなぜか知りたい

東京美術 1972年刊

・『「食」で総合学習みんなで調べて作って食べよう! 2』
金の星社 2001年刊

・『動物の寿命』
増井光子／監修 素朴社 2006年刊
89

子ども向けで、動物の寿命が一覧になっているものはあるか。

・『どうぶつなんでも世界一 』
アネット・ティゾン／著 評論社 1985年刊
・『オルビス学習科学図鑑 動物』
今泉忠明／ほか執筆 学研 1983年刊

90

・『世界大百科事典１』

動物の耳が何ヘルツまで聞こえるのか知りたい

平凡社 1988年刊

・『日本社寺大観

寺院編』

藤本弘三郎／編
91

名著刊行会 1989年刊

・『愛知の古寺』

愛知県内の寺の名前と住所を知りたい

神谷素光／著 愛知県郷土資料刊行会 1980年刊
・『愛知県宗教法人名簿』
愛知県総務部私学振興室／編集 愛知県総務部私学振興室 1980年刊
・『知立市史 上巻』
知立市史編纂委員会／編集 知立市 1976年刊

92

江戸時代の知立の政治体制を知りたい。また農業についてなどの詳細も

・『知立市史 中巻』
知立市史編纂委員会／編集 愛知県知立市 1977年刊
・『知立市誌市資料３』
知立市史編纂委員会／編者 知立：知立市 1971年刊

93

94

95

96

カボチャだと思って栽培していたが、ツルがなく

葉も大きい（ズッキーニ

だった）

動物愛護週間について知りたい

池澤夏樹の『上と下に腕を伸ばして鉛直に連なった猿たち』が入っている本は
あるか

第一回ドラフト会議で指名された野球選手の詳細が知りたい

・『はじめての野菜づくり』
福田俊／監修 朝日新聞出版 2017年刊

・『記念日の事典』
加藤迪男／編

東京堂出版

1999年刊

・雑誌『新潮』 2014年1月号
新潮社

2014年刊

・『ドラフト会議で指名された甲子園の星達 』
http://pospelove.com/index.htm

（R2.3.28確認）

・『 愛知に輝く人々

４』

愛知県小中学校長会／編
・『まんが愛知の歴史

愛知県教育振興会 1983年刊

６』

郷土出版社 1993年刊
・『日本の歴史 13』
山本博文／監修 KADOKAWA 2015年刊
・『 日本の歴史 15』
集英社 1998年刊
97

内藤魯一の業績について調べている、小学4年生でも分かる本はあるか

・『自由民権の闘士内藤魯一』
知立市歴史民俗資料館／編

知立市歴史民俗資料館

1988年刊

・『内藤魯一』
知立市歴史民俗資料館／編集 知立市歴史民俗資料館 2011年刊
・『 変わりゆく知立』
知立市教育委員会／編

知立市教育委員会 2003年刊

・『内藤魯一 』
内藤魯一没後１００年記念事業実行委員会／制作
・『わがまちの偉人

内藤魯一

魯一会 2013年刊
・『 愛知県議会史 第一巻

平成２５年度

（明治篇

知立市図書館 2015年刊

学芸会』

上）』

愛知県議会史編纂委員会／編訳 名古屋：愛知県議会事務局 1953年刊
98

内藤魯一が明治１２年の県議に立候補しなかった理由

・『町田市史史料集

第七集』

町田市史編纂委員会 1972年刊
・『値段史年表 』
週刊朝日／編 朝日新聞社 1988年刊

99

名古屋の市章を知りたい

100

名古屋市のゆるキャラを知りたい

・『図典日本の市町村章 』
小学館辞典編集部／編 小学館 2007年刊

・『 東海ウォーカー 2015年

1月増刊号』

角川マガジンズ
・『 全国キャラクターデザイン集』
アルファブックス/アルファ企画

101

名古屋友禅

102

ナップサック（リュックサック）の作り方が載っている本はあるか

美術出版社（発売）

・『東海の伝統工芸』
伊藤喜栄／編著

中日新聞本社

1985年刊

・『50cmで作れる流行のボディバッグと斜めがけBAG』
東京 ブティック社

1999年刊

2015年刊

・『図解漬け物お国めぐり 秋冬編』
農山漁村文化協会／編
103

奈良漬けの漬け方が知りたい

農山漁村文化協会 2002年刊

・『よくわかる農産物加工ガイド 』
真部孝明／著

家の光協会 2007年刊

・『日本の食生活全集

１８』

「日本の食生活全集

福井」編集委／編

農山漁村文化協会

1987年刊

・『ニュースがわかる中東・北アフリカの紛争地図』
世界情勢を読む会／編著

日本文芸社

2011年刊

・『アルジェリアを知るための62章』
104

北アフリカからくる難民について知りたい。『チュニジアを知るための60章』
はないが、ジャスミン革命が載っているものが見たい

私市正年／編著

明石書店

2009年刊

・『ジャスミンの残り香』
田原牧／著

集英社

・『地球の歩き方 E08

2014年刊
チュニジア』

地球の歩き方編集室／編

105

日本語教育の歴史の本を探している。世界各国の日本語教育の歴史について、
近代以前から書いてある本。

連合赤軍とＪＡＬについて書かれた本を探している

2014年刊

・『日本語教育事典』
日本語教育学会・水谷修[ほか]編

・『ザ・ハイジャック
106

ダイヤモンド・ビッグ社

佐々淳行／著

大修館書店

2005年刊

日本赤軍とのわが「七年戦争」 』

文藝春秋

2010年刊

・『「よど号」事件122時間の真実』
久能靖／著

河出書房新社

2002年刊

・『「人間ドック」健康百科』
107

おすすめの人間ドックの病院が知りたい

日野原重明／監修

日本総合健診医学会／編

・『愛知県 人間ドックの予約ランキング

東京 日本放送出版協会

http://dock.cocokarada.jp/dock/ranking/dock_rank_t01_23.html

・『池鯉鮒文化財マップ』
108

根上りの松の場所を知りたい。

知立市教育委員会

知立市

2000年刊

・『新編知立市史 別巻』
109

吉田忠左衛門の墓がなぜ知立にあるのか、その理由を知りたい。

知立市史編さん委員会／編集

知立市 2016年刊

・『こどもむけ知立の歴史を知ろう！っぴ 』
知立市図書館／編

知立市図書館

2017年刊

・『子どもと親と教師のためのサイバーリテラシー』
110

ネット社会と青少年に関するような本はどこにあるか？

矢野直明／著

合同出版

2007年刊

・『液晶画面に吸いこまれる子どもたち』
下田博次／共著

2007年刊

人間ドックのここカラダ』

女子パウロ会 2013年刊

（R2.3.28確認）

・『ネーミング辞典 』
学研辞典編集部／編
111

建物の名前が載っている事典のような本はあるか。

学研教育出版

2013年刊

・『世界の建物事典 』
フィリップ・ウィルキンソン／著

あすなろ書房

2005年刊

・『たのしくわかる建築のしくみ』
高橋俊介／監修

ナツメ社

2007年刊

・『 殺処分ゼロ 』
藤崎童士／著
112

猫を預かってくれる愛護団体を知りたい。

三五館

日本愛玩動物協会
ファミーユ

2011年刊

http://www.jpc.or.jp/ (R2/04/02確認）

http://www.npo-famille.org/ (R2/04/02確認）

おおぶ地域ねこの会

http://obuneko.sakura.ne.jp/ (R2/04/02確認）

cat paw club http://catpawclub.web.fc2.com/index.html (R2/04/02確認）
・『隣り近所の法律知識 』[2015]第4版
113

念書の書き方を知りたい。

自由国民社

2015年刊

・『身近なトラブル対処法』
中村人知／著

税務経理協会

2006年刊

・『 和裁 』
講談社／編

講談社

1969 年刊

・『 新和裁全書』
上田美枝／著
114

綿入りねんねこはんてんの作り方を知りたい。

マコー社

1981年刊

・『和裁独習書』
主婦と生活社

1963年刊

・『新しい和裁全書』
滝沢ヒロ子/著
・『和裁精義

永岡書店

1977年刊

中巻』

西村文子/著

創英社

2000年刊

・『 図説大百科世界の地理 6 』
朝倉書店

1997年刊

・『 目で見る世界の国々 39 』
115

ノルウェーフィヨルド地帯の地理・地層と生息する生物について知りたい。

グレッチェン・ブラットヴォルド／著

国土社

1996年刊

・『さがし絵で発見!世界の国ぐに 15』
こどもくらぶ／編

あすなろ書房 2014年刊

駐日ノルウェー王国大使館 http://www.norway.or.jp/norwayandjapan/norge/norge/nature/（ R2/04/02確認）
・『日本の歳時記 』
宇多喜代子／編著
116

盆のお墓を題材にした俳句を探している。

小学館 2012年刊

・『俳句の暮らしと行事 下巻』
辻桃子／監修

創元社 2005年刊

・『合本現代俳句歳時記 』
角川春樹／編

角川春樹事務所

1998年刊

117

「バイスティック」あるいは「ケースワーク」についての本はあるか。

・『プロケースワーカー100の心得 』
柴田純一／著

現代書館

2015年刊

・『原色茶花大事典』
淡交社
「ばいも」が載っている植物の本を見たい。
118

漢字で書くと【貝母】と書くもので、茶花である。
また、漢字で【梅藻】と書く「ばいも」について載っている本も見たい。

1988年刊

・『広辞苑［2］』
新村出／著

岩波書店

2008年刊

・『日本の水草』
角野康郎／著

文一総合出版

2014年刊

・フリー百科事典『ウィキペディア』
バイカモ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%A2

・『 日本大百科全書
小学館
119

橋寿とは何ですか？

17 』

1995年刊

・『目からうろこ!本当の意味いわれがわかる冠婚葬祭のことば』
ことば舎／編著

評論社

2017年刊

・『三越伊勢丹の最新儀式110番 』
三越伊勢丹ホールディングス／著

誠文堂新光社

・『今がわかる時代がわかる世界地図 2014年版』
120

タックスヘイブンについての新聞記事にあるバージン諸島（イギリス領）はど
こにあるか？

成美堂出版編集部／編

成美堂出版

2014年刊

・『ワイドアトラス世界地図帳 』
平凡社／編

平凡社

2012年刊

・『「織物」用具と使い方 』
水町真砂子／著

美術出版社

1996年刊

・『織機をつくる 』
121

はた織り機の使い方を知りたい。

宮津濃／著

大月書店

1985年刊

・『春日井の機織り』
春日井：春日井市教育委員会

1998年刊

・『知立市史 上巻 』
知立市史編纂委員会／編集
122

知立市

1976年刊

江戸時代の池鯉鮒で、‘はたご’は何軒あったのか。またその宿泊料はいくらだっ ・『 宿場と街道 』
たのか。

児玉幸多／著

東京美術

1986年刊

・『調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑 4』
ポプラ社

123

小学校一年生の授業で、メキシコでは抜けた乳歯をエルラトンが持って行くと
聞いた。エルラトンは何か？

1994年刊

・『はがぬけたらどうするの? 』
セルビー・ビーラー／文

フレーベル館

1999年刊

2016 年刊

（R2/4/19確認）

・『APG原色牧野植物大図鑑 1』
牧野富太郎／著

北隆館

2012年刊

・『APG原色牧野植物大図鑑 2］
124

花の写真をお持ちになって、名前を知りたいとのこと。

牧野富太郎／著

北隆館

2013年刊

・『花色図鑑 』
講談社

2003年刊

・『花の名前』
浜田豊／著

125

静岡にある楽器博物館についての本はないか？

126

以前どこかでみた『和名抄』という本はあるか？

127

安城にいた大岡一族について知りたい。

日東書院

2003年刊

・『世界の「楽器」絵事典』
PHP研究所／編

PHP研究所

・『和名類聚抄郷名考證
池邊彌／著

2007年刊

増訂版』

吉川弘文館

1970 年刊

・『 三百藩藩主人名事典 1 』
藩主人名事典編纂委員会／編

新人物往来社

1986年刊

・『盲導犬クイールの一生』
128

教科書（小３）に載っていたＰＲ犬について知りたい。

石黒謙吾／文

文芸春秋

高橋うらら／著

129

130

農業用ビニールハウスを解体する方法を知りたい。

くもん出版

農文協／編

農山漁村文化協会

「平野国臣（ひらのくにおみ）」の伝記が読みたい。以前、安城の図書館で１

・『幕末動乱の男たち 上』

冊読んだが、難しかった。タイトルは忘れた。違う本が読みたい。

海音寺潮五郎／著

福島市史資料叢書

第24編、第29編の資料を探しています。

新潮社

・『福島市史資料叢書

知立市重原藩文書を探しています。

・『知立市史

2016年刊

1981年刊

第 24編』

福島市史編纂委員会／編集

福島

福島市教育委員会

1971年刊

福島市教育委員会

1976年刊

知立：知立市教育委員会

1976 年刊

第29編 』

福島市史編纂委員会／編集

132

2009年刊

・『農家が教えるハウス・温室無敵のメンテ術 』

・『福島市史資料叢書
131

2001年刊

・『ありがとうチョビ』

福島

上巻』

知立市史編纂委員会／編集

・『 仏壇物語』
大野一英／編著

探究社

2006年刊

・『あいちの伝統的工芸品 [2016]』
133

小学５年生の宿題で、三河の仏壇作りを調べている。仏壇の作り方が載ってい

愛知県産業労働部地域産業課／編集

る本を探している。

・『あいちの伝統的工芸品
愛知県産業労働部／編者

愛知県産業労働部地域産業課

2016年刊

改訂６版』
名古屋：愛知県産業労働部

2003年刊

・『あいちの地場産業 』
おかしん総研／企画・編集

134

仏壇について知りたい。

岡崎信用金庫

・『調べよう・日本の伝統工業 1
北俊夫／監修

国土社

135

小学生向け。ブラジルの料理が載っている本。出来れば写真、作り方の載って
いる本が見たい。

伝統工業を調べよう』

1996年刊

・『世界の国ぐに 民話と風土 15
学研

2012年刊

中央アメリカ・南アメリカ』

1990年刊

・『ブラジルのごはん』
銀城康子／文

萩原亜紀子／絵

・『世界の料理絵本

農山漁村文化協会

親子でつくろう! 各

キャロライン・ヤング／文

集文社

2008年刊

国の家庭料理を通して世界を知ろう 』

1993年刊

・『OLIVEいのちを守るハンドブック』
136

中学生の自由研究で災害の時にあると便利な物を作りたい。

NOSIGNER／編
日本ヴォーグ社

137

棒しばりの長唄の歌詞とセリフが知りたい。

メディアファクトリー
2012年刊

・『 日本舞踊曲集覧 』
森治 市朗／編

創思社

1965年刊（愛知県図書館所蔵／閲覧可・貸出禁止）

・『はじめての通園通学BOOK 』
138

ポケットティッシュカバー（ふた付き）の作り方が載っている手芸の本はある
か？

2011年刊

・『通園通学手づくりバッグ 』

日本ヴォーグ社

2010年刊

・『すぐ作れる通園通学BOOK 』
日本ヴォーグ社

2013年刊

・『ライジング父サン 』
くすのきしげのり／作

フレーベル館

2012年刊

・『くじけないで』
柴田トヨ／著

飛鳥新社

2010年刊

・『西の魔女が死んだ』
梨木香歩／著

小学館

1996年刊

・『カラフル』
森絵都／作
小学校六年生の女子児童が読書感想文を書く際、お薦めの本を教えてほしい。
139

「命」「生きること」がテーマの本で、戦争もの、動物ものは除く。生と死を
通じて、後悔しないような生き方を考えられる本が良い。

理論社

1998年刊

・『願いがかなうふしぎな日記 』
本田有明／著

PHP研究所

2012年刊

・『夏の庭-The friends』
湯本香樹実／作

福武書店

1992年刊

・『もちおもり』
篠原勝之／著

講談社

2010年刊

・『小さな命とあっちとこっち』
楠章子／作

毎日新聞社

2012年刊

・『ここからどこかへ 』
谷川俊太郎／文

角川学芸出版

2010年刊

・『私のおとぎ話 』
宇野千代／著

文芸社

2011年刊

・『家庭でできるリハビリとマッサージ 』
下正宗／監修

成美堂出版

2008年刊

・『100歳まで元気でいるための歩き方&杖の使い方 』
140

骨折したときの松葉杖の使い方が詳しく載った本はあるか？

西野英行／著

翔泳社

2017年刊

・『写真でわかる移乗・移動ケア』
田中義行／監修

ナツメ社

2018年刊

・『新イラストによる安全な動作介助のてびき』
木村哲彦／編

医歯薬出版

2004年刊

・『茶席の禅語大辞典 』
141

「無一物」の読み方・意味・出典などを知りたい。

有馬頼底／監修

淡交社

2002年刊

・『世界の名著 18 』
中央公論社

1978年刊

・『原色世界植物大圖鑑 』
東京：北隆館
142

マウントクックリリーという花の写真が見たい。

・『フローラ

1986 年刊

２ 』

トニー・ロード／著者

東京：産調出版

2005年刊

・『 図説大百科世界の地理 23 』
朝倉書店

1997年刊

・『東海の万葉歌 』
143

万葉集で愛知県星崎あたりから、鳴海にかけてのアユチガタがうたわれている
もの。簡単なものがよい。

市瀬雅之／[ほか]編

おうふう

2000年刊

・『東海北陸の万葉鑑賞 』
片山武／共著

和泉書院

1987年刊

・『全国霊場巡拝事典 』
144

三河新四国八十八か所についての本はあるか？

大法輪閣編集部／編
永田友市／著

水について、物理学に関する本はないか？例えば、コップの水が表面張力か何
145

かでこぼれない理由や、水の力、サイフォンの原理などが出ている本があれば
見たい。（サイフォンの原理が知りたい訳ではない。）

146

水原秋桜子の「わがいのち菊にむかひてしづかなる」という句の正確な句が知
りたい。

大法輪閣

2005年刊

・『三河三弘法と巡礼 』
2006年刊

・『流体力学』
石綿良三／著

ナツメ社

2007年刊

・『水原秋桜子全集 第1巻』
水原秋桜子／著

講談社

1978年刊

現代俳句データベースhttp://www.haiku-data.jp/ （R2/4/22確認）

・『日本の公害 2』
桑原史成
147

小学生の宿題で水俣病について調べたい。

東京 日本図書センター

・『おはなし歴史風土記 43
歴史教育者協議会／編

1996年刊

熊本県 』

岩崎書店

1982年刊

・『水俣の赤い海』
原田正純／著

フレーベル館

1986年刊

・『日本難字異体字大字典 文字編』
井上辰雄／監修
148

戸籍の中の読めない漢字が旧字体かもしれないので、調べる本が欲しい。

遊子館

2012年刊

・『変体がな解読字典』
竹田悦堂／編

雄山閣出版

手書き漢字認識

1998年刊

http://kanji.sljfaq.org/drawj.html （R2/4/24確認）

・『茶席の禅語大辞典 』
149

「無一物」の読み方、意味、出典などを知りたい。

有馬頼底／監修

淡交社

2002年刊

・『世界の名著 18 』
中央公論社

1978年刊

・『エパミナンダス』他
東京子ども図書館／編
150

内容が変わっていない昔ながらの昔話の絵本が見たい。

東京子ども図書館

・『日本の昔話 1 ～５』
おざわとしお／再話

福音館書店

1995年刊

・『講談社のおはなし絵本館 』
講談社

1988年刊～

・『評解名句辞典』
151

森川許六の俳句「清水の上から出たり春の月」の「上」の振り仮名が「うえ」
か「うへ」かを知りたい。

麻生磯次／著

創拓社

1990年刊

・『名歌名句大事典 』
久保田淳／編

明治書院

2012年刊

1997年刊～

「愛蔵版おはなしのろうそく」シリーズ

152

小学３年生男児よりモンシロチョウとモンキチョウの違いについての質問

・『昆虫好きの生態観察図鑑 1』
鈴木欣司／著

緑書房

2012年刊

・『塗装実務のトラブル対策 』
塗料、シンナーなどによる身体への影響を調べたい。「ＦＲＰ」についても知
りたい。具体的に話を聞いてみると、アパートの屋根の補修で使用された塗料
153

の中毒で倒れた、とのこと。屋根にはＦＲＰを使っていた。消防署によると、
ガス漏れではなく、カーテンなどに溶剤の臭いが強く残っているとのことなの
で、それが何か知りたい。

坂井秀也／著

日刊工業新聞社

2005年刊

・『建築家のための塗料の知識 』
伊丹慶輔／[ほか]著

鹿島出版会

1987年刊

・『シックハウス対策マニュアル』
日本建築学会／編

技報堂出版

2010年刊

・『有機溶剤中毒予防の知識と実践 』
中央労働災害防止協会／編

中央労働災害防止協会

2007年刊

・ 『世界の名著 79』
154

東野圭吾の小説「ラプラスの魔女」のラプラスは、実在人物か。また、その人
についての本はあるか？

湯川

秀樹

井上健責任編集／著者

中央公論社

桜井進／著

PHPエディターズ・グループ

2014年刊

・『家庭の医学 』
主婦の友社

2010年刊

・『日本大百科全書
155

肋間神経痛は何科を受診すればよいか ？

東京：小学館

２４』
1995 年刊

・『家庭の医学 』
保健同人社

2005年刊

・『最新家庭の医学 』
小林太刀夫／監修

時事通信社

2001年刊

・『新編日本古典文学全集 7 』
小学館
156

新元号「令和」について、引用元の万葉集が知りたい。

1995年刊

・『万葉集注釈 巻第5』
沢瀉久孝／著

中央公論社

1977 年刊

・『外来語語源辞典 』
堀井令以知／編

東京堂出版

1994年刊

・『まんが外来語なんでも事典』
157

外来語「レストラン」の語源について知りたい。

1979年刊

・『面白くて眠れなくなる数学者たち 』

江川清／監修・文
・『日本大百科全書
東京：小学館

金の星社

1998年刊

２４ 』

1995 年刊

ｺﾄﾊﾞﾝｸ https://kotobank.jp/ （R2/4/30確認）

（豊田市中央図書館所蔵）

・『歌は季につれ 』
三田完／著
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和歌、詩吟の朗詠方法が知りたい 。

幻戯書房

・『詩吟独習

基礎編

渡辺吟神／著

2013年刊

改訂版

音譜・アクセント付 』

ひかりのくに

1993年刊

愛知県内他館所蔵

・ 『声に出して詠もう和漢朗詠集』
石原

慎太郎／著

東京：牧野出版

2010年刊

愛知県内他館所蔵

図書館に関連資料はない。
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知立市の小学生があつまる陸上大会のタイムが知りたい。

学校には知立市陸上競技会の一覧資料があるとの情報をもらったので、学校教育課へ電話で問合せることを紹介した。
新聞の西三河版にも名前しか載らない模様。
・『布草履・藁草履を作ろう』
杉澤周子／著

風媒社

2006年刊

・『日本のくらしの知恵事典 』
神野善治／監修

岩崎書店

2008年刊

・『写真でわかるぼくらのイネつくり 4』
160

こどもといっしょにわらじを作る。作り方がついている本が見たい。

農文協／編

農山漁村文化協会

2002年刊

・『かこさとし あそびの本 4 』
かこさとし／文・絵

童心社

1982年刊

・『衣食住に見る日本の歴史 6』
宮内正勝／監修

161

後期高齢者（70歳以上）のための運転免許更新手続きに関する書籍はあるか?
（特に今日は何年何月何日かのような問題とか…）

明治時代の八橋町の土地利用が知りたい。話を聞くと、明治用水西井筋が引か
162

れる前の八橋町の土地利用が知りたい。小学４年の郷土の学習で利用したいと
のこと。

あすなろ書房

1989年刊

・ 『知っておきたい75歳からの運転免許
社会保険研究所

2017年刊

社会保険研究所

認知機能検査と診断のしくみ』

名古屋市図書館所蔵

http://www.shaho.co.jp/shaho/shop/detail.php?Bc=16650 （R2/4/30確認）

・『古地図にみる知立 』
知立市歴史民俗資料館／編集

知立市教育委員会

2003年刊

・『 家庭でできるリハビリとマッサージ 』
下正宗／監修

成美堂出版

2008年刊

・『100歳まで元気でいるための歩き方&杖の使い方』
163

骨折したときの松葉杖の使い方が詳しく載った本

西野英行／著

翔泳社

2017年刊

・『写真でわかる移乗・移動ケア』
田中義行／監修

ナツメ社

2018年刊

・『新イラストによる安全な動作介助のてびき』
木村哲彦／編

164

邵雍（しょうよう）という人が書いた漢詩「感時」の現代語訳が知りたい。

医歯薬出版

・『宋詩鑑賞辞典 』
前野 直彬／編

2004年刊

観盛化吟二首その１（「感時」というタイトルは記載なし）

東京堂出版

1977年刊

愛知県図書館所蔵
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知立市で夕方、防災無線放送で流れる愛のチャイムの曲(夕やけ小焼けより前の ・CD『ニニ・ロッソ 』
曲)「夜空のトランペット」を借りたい。

ニニ･ロッソ／演奏

ビクタ－エンタテインメント

1995

