
※レファレンス事例検索「                             」で下記の　　　　　　　　　　　　　　を検索すると対象の事例検索ができます

◆郷土に関する事例

★キーワード

1
牛頸の古墳で、馬具が出土した古墳について記されている文献がみたい
また、その古墳に他にどのような副葬品があったのか知りたい

牛頸

2 大野城市の木・花は何か。また、その選定理由を知りたい 大野城 

3 地名「月の浦」の由来を知りたい 月の浦

4 「博多」の地名の由来が知りたい 博多

5 鶏ぼっかけについて歴史や成り立ちを知りたい 鶏ぼっかけ 

6 「宰府へのみち」「宰府参り」に関する本はあるか？ 宰府参り

7 新川について調べたい 新川 

8 父子嶋（ててこじま）の出典、場所が知りたい 父子嶋

9 警固断層の名前をよく聞くが、大野城市付近の位置はどうなっているか知りたい 警固断層

10 昭和２０年から昭和３０年代の大野城市の地図が見たい 地図

11 区画整理される前の大野城市の古い地図が見たい 地図

12 「しおじやま」という山の歴史が知りたい。663年から現代まで幅広く 四王寺山

13 地名「大利」の由来、語源、意味を知りたい 大利

14 水城跡の成り立ちや保存、開発について知りたい 水城跡 

15 櫛田神社のルーツが知りたい 櫛田神社

16 博多ラーメンと久留米ラーメンの違いについて知りたい 博多ラーメン

17 「筑肥線」について知りたい。また、「筑肥線」の昔の写真が見たい 筑肥線

18 昭和21年頃、錦町にあった劇場について知りたい 錦町

19 昭和初期の大野城の地名「イチノセ」について知りたい。現在の下大利付近の地名 イチノセ

20 昭和初期に下大利にあった思水園に関する資料はないか 思水園

21 「染原家」について知りたい 染原家

22 過去10年分の福岡県内瑞宝小綬章及び瑞宝双光章受賞者を知りたい 勲章

23 「龍（竜？）花寺」という地名について知りたい 立花寺

24
(1)乙金地区で以前あった土砂崩れについて
(2)乙金あたりの高速道路で土砂崩れがあった時の被害状況を知りたい

乙金

質問概要

大野城まどかぴあ図書館　レファレンス事例一覧

★キーワードフリーワード検索

https://ilisod003.apsel.jp/lib-onojyo-fukuoka/search-reference


※レファレンス事例検索「                             」で下記の　　　　　　　　　　　　　　を検索すると対象の事例検索ができます

◆歴史に関する事例

★キーワード

1 「乙丑の獄（いっちゅうのごく）」について書かれた資料が見たい 乙丑の獄

2
「安元の大火事」「治承の大竜巻」「福原遷都」「養和の大飢饉」について状況がわかる資料が
ないか

飢饉

3 まつりのいわれや成り立ちについて詳しく書いてある資料を知りたい まつり

4 年度始まりが4月になったのはいつか？その理由も知りたい 年度

5 「しゃちほこ」「シーサー」の起源等が知りたい しゃちほこ

6 ジョン・F・ケネディの大統領就任演説を原文と日本語訳で見たい ジョン・F・ケネディ

7 最上川の舟運について知りたい 最上川

8 長崎県佐世保市で5･6月頃に行われている「早岐茶市」が始まった年代を知りたい 早岐茶市

New 9 「ウィルソン大統領の十四カ条」の内容が知りたい ウィルソン大統領

質問概要

大野城まどかぴあ図書館　レファレンス事例一覧

★キーワードフリーワード検索

https://ilisod003.apsel.jp/lib-onojyo-fukuoka/search-reference


※レファレンス事例検索「                             」で下記の　　　　　　　　　　　　　　を検索すると対象の事例検索ができます

◆人物に関する事例

★キーワード

1 富士山に初めて登った人を知りたい 富士山

2
オリンピックフィギュアスケート歴代メダリストが載っている資料
金銀銅メダリストの名前と詳細

オリンピック

3 菊竹六皷(きくたけ ろっこ)について知りたい 菊竹六皷

New 4 別府・大分にゆかりの人物、油屋熊八に関する資料はないか 油屋熊八

質問概要

大野城まどかぴあ図書館　レファレンス事例一覧

★キーワードフリーワード検索

https://ilisod003.apsel.jp/lib-onojyo-fukuoka/search-reference


※レファレンス事例検索「                             」で下記の　　　　　　　　　　　　　　を検索すると対象の事例検索ができます

◆地名に関する事例

★キーワード

1
鐘崎(宗像市)という地名の由来について、目の前の海に鐘が沈んでいるという伝説がある。
そのことが書いてある資料がないか

宗像

2 福岡市東区の「多々良」という地名の「鉄」に関係する資料を見たい 多々良

3 筑紫国のことを「白日別」というのはなぜか 筑紫国

4 琵琶湖のことを「におのうみ」と呼ぶことは正しいのか。その漢字も知りたい 琵琶湖

5 昔、「筑紫」という地名は九州全体を指していたか知りたい 筑紫

大野城まどかぴあ図書館　レファレンス事例一覧

質問概要

★キーワードフリーワード検索

https://ilisod003.apsel.jp/lib-onojyo-fukuoka/search-reference


※レファレンス事例検索「                             」で下記の　　　　　　　　　　　　　　を検索すると対象の事例検索ができます

◆植物に関する事例

★キーワード

1 野菜作りの際の農薬を使わない害虫対策について知りたい 害虫

2 コウモリランの育て方を知りたい コウモリラン

3 ニワトコとエルダーベリーについて ニワトコ

4 ホーリーバジルについて知りたい ホーリーバジル

5 「紫草」について知りたい 紫草

6 マンドラゴラの根の写真が見たい マンドラゴラ

質問概要

大野城まどかぴあ図書館　レファレンス事例一覧

★キーワードフリーワード検索

https://ilisod003.apsel.jp/lib-onojyo-fukuoka/search-reference


※レファレンス事例検索「                             」で下記の　　　　　　　　　　　　　　を検索すると対象の事例検索ができます

◆医学に関する事例

★キーワード

1
DHAの含まれる魚の種類とその含有量、マリーゴールド（植物）の成分、DHAとルテインの効能
を知りたい

DHA

2
アルコールを飲んでからどれくらいでアルコールが抜けるのかを、できればアルコールの種類
ごとに知りたい

アルコール

大野城まどかぴあ図書館　レファレンス事例一覧

質問概要

★キーワードフリーワード検索

https://ilisod003.apsel.jp/lib-onojyo-fukuoka/search-reference


※レファレンス事例検索「                             」で下記の　　　　　　　　　　　　　　を検索すると対象の事例検索ができます

◆料理に関する事例

★キーワード

1 青ジソ・赤ジソを使った調味料や飲み物の作り方が知りたい 青ジソ

2 甘納豆の作り方が知りたい 甘納豆

3 きんかんの甘露煮の作り方が知りたい きんかん

4 奈良漬の漬け方が知りたい 奈良漬

5 藁納豆の作り方が知りたい 納豆

6 いきなり団子のつくり方が知りたい いきなり団子

7 あられの作り方が知りたい あられ

8 びわの葉、ぎんなんの葉で焼酎漬けを作りたい 薬酒

質問概要

大野城まどかぴあ図書館　レファレンス事例一覧

★キーワードフリーワード検索

https://ilisod003.apsel.jp/lib-onojyo-fukuoka/search-reference


※レファレンス事例検索「                             」で下記の　　　　　　　　　　　　　　を検索すると対象の事例検索ができます

◆手芸・工芸に関する事例

★キーワード

1 かかしのつくりかたが知りたい かかし

2 肌襦袢の作り方が載っている本はあるか 肌襦袢

3 ビニールコーティング生地のバッグの作り方が知りたい バッグ

4 人形の髪型や髪の毛の作り方 人形

5 竹を使ったおもちゃの作り方が載っている本を探している おもちゃ

6 袴の作り方が載っている本 袴

7 モン族（ミャオ族・苗族）の民族衣装がみたい 民族衣装

8 まつぼっくりを使った工作の本が見たい まつぼっくり

質問概要

大野城まどかぴあ図書館　レファレンス事例一覧

★キーワードフリーワード検索

https://ilisod003.apsel.jp/lib-onojyo-fukuoka/search-reference


※レファレンス事例検索「                             」で下記の　　　　　　　　　　　　　　を検索すると対象の事例検索ができます

◆芸術に関する事例

★キーワード

1 楽焼を受け継いできた樂家の系譜と、歴代の印譜を見たい 楽焼

2 ベートーヴェンの第九の日本語歌詞（訳詞）を調べている
ベートーヴェン
（ベートーベン）

3 「追憶」という唱歌の楽譜が見たい 楽譜

4 童謡「きらきらぼし」と「とんぼのめがね」の歌詞を探している 童謡

質問概要

大野城まどかぴあ図書館　レファレンス事例一覧

★キーワードフリーワード検索

https://ilisod003.apsel.jp/lib-onojyo-fukuoka/search-reference


※レファレンス事例検索「                             」で下記の　　　　　　　　　　　　　　を検索すると対象の事例検索ができます

◆言葉に関する事例

★キーワード

1 喜寿や傘寿など長寿を祝う名称が知りたい 長寿

2 「水掛け論」の語源が知りたい 水掛け論

3 アクセントの数字が載った国語辞書を探している 国語辞書

4 留学生、AETに「ひな祭り」を説明したい。できれば英語、図版のわかりやすいものを ひな祭り

5
「人間50年、下天(化天)の内をくらぶれば、夢幻の如くなり」というが、「下天(化天)」
の意味を知りたい

下天

New 6 能楽などの修行に関する用語「守・破・離」の出典、詳しい説明が知りたい 守破離

質問概要

大野城まどかぴあ図書館　レファレンス事例一覧

★キーワードフリーワード検索

https://ilisod003.apsel.jp/lib-onojyo-fukuoka/search-reference


※レファレンス事例検索「                             」で下記の　　　　　　　　　　　　　　を検索すると対象の事例検索ができます

◆文学に関する事例

★キーワード

1 「オオカミ少年」の絵本が見たい オオカミ少年

2 「百人一首」の遊び方が知りたい 百人一首

3 元号「令和」の由来となった万葉集の一節が載っている資料がみたい 万葉集

4 郭沫若（かくまつじゃく）の『髑髏（どくろ）』という作品が載っている本を探している 郭沫若

5 島崎藤村の童話に「ヨタカ」がでてくる話を探している 島崎藤村

6
種田山頭火の「分け入っても分け入っても青い山」はどの本に収められているのか？また、句
の意味も知りたい

種田山頭火

7 万葉集にでてくる「タチバナノミチヨ」の歌が知りたい 万葉集

8 川端康成の『千羽鶴』『波千鳥』の続編は書かれているか。その所蔵はあるか 川端康成

New 9
４月５日頃を二十四節気で「清明」といい、沖縄では墓前に親族が集合しお供えする(シー
ミー)。これは杜牧の「清明」の基になったと新聞に書いてあった。その詩を見たい

清明

質問概要

大野城まどかぴあ図書館　レファレンス事例一覧

★キーワードフリーワード検索

https://ilisod003.apsel.jp/lib-onojyo-fukuoka/search-reference


※レファレンス事例検索「                             」で下記の　　　　　　　　　　　　　　を検索すると対象の事例検索ができます

◆新聞・雑誌記事に関する事例

★キーワード

1 明治30年代後半以降の新聞・雑誌の発行部数が知りたい 発行部数

大野城まどかぴあ図書館　レファレンス事例一覧

質問概要

★キーワードフリーワード検索

https://ilisod003.apsel.jp/lib-onojyo-fukuoka/search-reference


※レファレンス事例検索「                             」で下記の　　　　　　　　　　　　　　を検索すると対象の事例検索ができます

◆その他の事例

★キーワード

1 国民の祝日について知りたい 祝日

2 自分でできる風力発電の方法 風力発電

3 国際連合の組織図が見たい 国際連合

4 全国の地形等が１冊にまとめられている本を見たい 地形

5 インコの年齢が人間の何歳にあたるのか知りたい インコ

6 玄界島にある小鷹神社について、説明・写真が載っているものが見たい 神社

7 「やすきぶし」という民謡の由来を知りたい 民謡

8 月の公転・自転について、分かりやすく書かれている本を探している 月

9 1278年頃(弘安元年～弘安2年）の月の状態を知りたい 月

10 中央省庁の役職名などについて知りたい 中央省庁

11 アカテガニが自分で爪を外してしまった。これはストレスのせいか。何か対処法はあるか 蟹

12 燻製の材料や種類、漬け込み用のたれ、固形燃料について知りたい 燻製

13 十干十二支がわかる資料が見たい 十干十二支

14 中国のお正月についてわかる資料はないか 春節

New 15 「バイオ燃料」、「バイオディーゼルフューエル（BDF）」についての資料を探している バイオ燃料

質問概要

大野城まどかぴあ図書館　レファレンス事例一覧

★キーワードフリーワード検索

https://ilisod003.apsel.jp/lib-onojyo-fukuoka/search-reference

