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図書館報発刊 に あ た っ て

ここに「福岡県立図書館報」の創刊号をお届けしま

す。この館報は，年 3回又は 4回， 8頁立ての発行予

定ですので，ニュース性，速報性等には欠けますが，

編集を工夫 し，親しみのもてる柔らかさと，資料性に

富む紙面っく りを考えてまいりたいと思います。館報

が県立図書館と関係各機関，利用者等との心のかけ橋

となることを念願するものです。

先日，図書館の基本的な運営を尋ねられた時，即座

に思い出したのは，座右の銘としているイ ンドの図書

館学者ランガナタンの「図書館学の五法則」でした。

①本は利用するためのものである②本はすべての人の

ためにある③すべての本をその読者に④読者の時間を

節約せよ⑤図書館は成長する有機体である。今日的に

は本を資料又は情報に，読者を利用者に置き換え，こ

の理念を絶えず自らの姿勢に問い質したいものと思い

ます。

今後県立図書館は，県下公共図書館の期待にどう応

え，未設置市町村に対しどう援助を進め，県民が，い

つでも，どこでも，だれでも等しく 利用できる県下の

図書館サービス網をどう構築すべきか，いま正に県立

図書館のあり方が問われているものと認識します。

御理解と御協力を切にお願いいたします。

福岡県立図書館長窪田康徳



福岡県立図書館 の開館によせて 。。 福 岡 県 立 図 書 館 の 特 色 。。

{女林 司 1.これまでの経緯

県立図書館は，文化会館から分離独立して建築され，

本年 4月1日に開館しました。

この際，県立図書館の歴史を簡単に箇条書きにして

みると，次のようになります。

(1) 大正 7年 5月 1日 初めての県立図書館が，福

岡市中央区天神 2丁目に開館。木造建築 2階建て，書

広範かつ体系的に収集，保存し，県民に対 し必要な知

識や情報等を自由にしかも豊富に提供することが期待

されています。

したがって，新館においては，①資料収集保存セン

ターとして，基本図書及び重要な資料等を中心に収集，

整備するとともに，相当の収蔵量と保存のための機能

を整備する。②調査研究センターとして，県民の調査，

研究等に必要な資料を充実し，相談に

適切に対応できる体制を整備する。③

郷土資料センターとして，古文書，行

政資料等郷土に関する資料を収集整備

する。④読書普及センタ ーとして，市

町村の行う読書普及活動等を推進，援

助することの 4点を，運営方針の基本

としています。

施設の面からは，延床面積7946m'の

うち図書部門が4590m' (文化1会館で、は，

2347m' ) と拡大され，そのうち閲覧室

すが，それにつけて本館が多年県下の公共図書館の中

心とな って推進され尽力された数々の事例を想起いた

しました。

一ーまず県内公共図書館の連絡協議会をはじめ，恒

例の読書推進大会，母と子の読書推進，県下公共図書

館聞の相互貸借，逐次刊行物の分担保存，郷土資料総

合目録の刊行，図書館職員の研修会，地方史連絡協議

会，県下地方資料の探訪調査等々，と如伺にも多種多

様にわたる本館の各事業に認識を深め，改めて敬意を

表する次第であります。

なお，去る 7月に参館の時は，折よく本館の稀観書

であるシーボルトの「日 本」の特別展観を拝見する
ファウナーヤボニカ

ことが出来，本書が大正中期に本館初代館長の伊東尾

四郎先生の卓見と尽力による入手の経緯をお聴きして，

はからずもこの日，本館のもつ歴史と伝統の一端に触

れ得た感がありました。

このたび，新しく館報を創刊されるよしをお聞きし

ましたが，わが福岡県立図書館が470万県民のための

センター図書館として，今後進みゆく 情報化社会に一

層貢献されんことを祈念して，ご挨拶と致します。

(北九州市立中央図書館長)

県立図書館が文化会館より分離して新設と定まり，

箱崎の地 に建設工事が進められてより 2年，昨年12月

に竣工，その晴れの落成式には私もご案内をうけて参

列した一人であります。

戦後の修猷館内時代からを知る者として，この日は

じめて観る宏壮な新図書館の全容と ，完備した新鋭の

諸施設には眼をみはるものが多く ，この西日本にほこ

る一大 〈情報文化センター〉の誕生をば，会場の各位

とともに心から喜びあ ったのであります。

その後 4月に会議で訪れましたが，この時は既 に満

を持 しての活発な館活動が開始されていて，この日，

窪田新館長のご案内を得て各階各階を入念に見せてい

ただきました。

まず，その80万冊の書庫 と10万冊の開架は，如何に

も新県立図書館にふさわしいものと意を強 くし，かね

て噂の郷土資料室も果然格段に利用しやすく完備 され

ておるのも嬉しく ，新聞閲覧室がこれ又比類なく便利

なものとな っている等々，周到な準備の成果が定めし

多くの利用者に好評を博していることであろうと感じ

ました。

実はこの日は館での行事に出席のために参ったので

県立図書館全景(大正年間)

庫は煉瓦造 り3階建て。この建物は，昭和20年 6月19

日戦災により焼失 した。

(2)昭和20年 6月30日 仮事務所を修猷館中学校内

に置き，復興事務を開始した。

(3) 昭和24年 7月4日 新館が，博多区東公園内に

完成し，閲覧を開始した。木造建築本館平家建て，書

庫 2階建て。

(4) 昭和39年11月3日

文化会館として，図書館と

美術館の複合施設ができ ，

中央区天神 5丁目に開館し

た。鉄筋コンクリー卜 4階

建て，書康地下 l階，地上

7階。

(5) 昭和58年4月 1日

新館開館。鉄筋コンクリー

ト地下 1階，地上5階建て。

2. 県立図書館の特色

今岡新しく開館した図書

館の特色としては，機能の

面と施設の面からみて，次のように考えることができ

ます。

機能の面については，今日公共図書館は，地域住民

の身近 な情報センタ ーと して，また生涯教育の需要に

応える学習センターとしての機能が要請されており，

特に，県立図書館に対 しでは，こ れら公共図書館の拠

点として，一般閃書資料，郷土資料，行政資料などを

も1881m' (1008ば)となり ました。

次に，蔵書収容能力も80万冊 (30万冊)と 西日本で

は最大級のものとなり，公開図書冊数も10万冊(6万

冊)を超えてい ます。

このほか， 3階全部を郷土資料室に充て，手且織的に

も郷土係を郷土課に昇格させ，定員を増やして一層充

実を図っているところです。
6月のいつであったか r子どもと読書」研究会が

開催されたのを機会に新 しくオープンした県立図書館

にはじめて足 を運びました。

美術館との複合施設であ った文化会館から明るく広

い近代的な独立図書館に変り，図書活動にかかわるも

のとして心から喜こんでい

るところです。

思いかえせば，私と県立

図書館との関係は 5年程

前までは単なる本の中継点

でしかなかったのですが，

地域文庫をおこそうと決め

いできればと思っています。

しかも，不思議なことに住民の手による地域文庫活

動は，社会教育そのものであるにも拘らず，行政的な

市民権がなかなか得られていないことは，いったいど

うしたことでしょう ?。 こういう状況も県立図書館か

らの啓発によ って，あるい

は理解へと結びっくのでは

ないかと考えるのですが

また，子ども

図書室には，新

たにおはなしコ

ーナーや研究コ

ーナーを設ける

などの工夫もし

ています。

更に，新しく

2受けた昔日門とし

て，録音図書室，

視聴覚室，図書

館学資料室，特

別調査室，マイ

県立図書館開館によせて

また，予算，職員，施設

等すべての面に恵まれてい

ない中で，更に読書活動を

発展させるためには，つまるところ，そこにいる職員

が情熱をもって当るしか方途はないのでしょうか。

私としても，開館を機に，今後なお一層連携を深め，

住民の読書活動を保障し， 地域に根ざした活動を推進

していこうと改めて考えているところです。

最後に，県立図書館の発展が当館の喜びとなります

様共にがんばって いこうではありませんか。

(中間市中央公民館)

、 ， ~コ

千子崎山 子

てからの私にとって，配本増冊や講師派遣等の援助を

頂いたことは，今では大変心強いものとな っています。

そして，地域における読書活動を展開していくには，

私達担当者自身がより以上の研修を積まなければ，と

切実に感じている毎日であります。

そのためにも，現在，他の市町村の担当者同士の繋

がりがない状況ですので，地域ブロ ック 聞での情報交

換ができる定期的な研修の場が必要だと痛感していま

す。これの実現に向けて，是非とも県のご指導をお願

録音図書室

クロフィルム室， レクチヤ ールーム，研修室などがあ

り，開館以来そ れぞれの用途に応 じて，利用者に喜ば

れています。

新館が県民の皆さんの書斎として，自由にまた親 し

みをもって，充分に利用されることを期待するもので

あります。

(福岡県立図書館副館長 内田恒彦)

円
〆
臼 -3-



資料の充実とサービスの向上をめざして

一施 設と 機能 の強化-

図書館の予算

昭和58年度の図書館の予算計上額は，次のとおりです。

事 項 名 予算額 説 明

千円 新刊図書，未収基本図書，逐次刊行物，貸出文庫図書等の購入及び寄
図書資料の購入及び整備 64，379 

贈図書資料等の整備に要する経費

読書活動の普及 促 進 5.225 
貸出文庫の配本，録音図書の運営 r子どもと読書」研究会，福岡県

読書推進大会，図書館報の発行，教養講座の開催等に要する経費

古文書緊急調査 2，000 筑豊産炭地域史料調査に要する経費

運 λ呂旦. 費 87.105 図書館の運営に要する経費

計 158，709 

収書の現状と今後の課題

県内公共図書館の資料センターおよび参考図書館と

しての機能を果すには資料の拡充が不可欠です。奉仕

体制などの機構やシステムの問題も重要だが，まず，

質量ともにそれを可能にする資料の蓄積がなければな

りません。

当館は，昭和56年度から未収基本図書収集5か年計画

を策定し，一定の予算化をみる中で，各分野にわたる

資料の収集を実施してきました。 これは，日々高まり

つつある県立図書館への要請に対応するため，事典，

辞書等の参考図書や全集 ・叢書類などの基本図書を年

次計画により収集し，資料の飛躍的拡充をめざすもの

です。 (1か年約7，500冊の計画で5か年で4万冊の収

集予定)

この計画は一般図書だけではなく，郷土資料文書類

のマイクロ化による収集や雑誌のパックナンバーの補

充，新聞のマイクロ版，行政資料とくに統計資料の戦

前分の補充なども含まれています。 さらに新設された

図書館学資料室のための関係資料，子ども図書室の研

究資料など多岐，広範にわたる収集計画となっています。

収集にあたっては，その資料の多くが予算上の制約

等で購入洩れとなっていたもので，絶版や品切れにな

(総務課)

っているものもあり，補充困難で、あり，古書庖等の手

を士頁わせたこともありました。

昭和56年度受入実績は，寄贈図書，新刊図書も含め

13，264冊， 57年度は21，496冊を受入れており，以前に

比べると， 2 ~ 3倍の受入冊数となり着実に資料の蓄

積が進展しています。

今年度は 5か年計画の中間にあたり，現在までの収

書実績の経過をふまえ，より着実で効果的な収集につ

とめる必要があります。

今後の課題としては，収書 ・選書の計画と実施を効

率的におこなうため，蔵書構成の細部にわたる検討や

事前調査，資料全般に対する体系的把握が必要です。

このことを図書館利用層との接点のなかで， どう収書

計画に反映させていくかが問題となります。

また，未収基本図書の充実だけではなく，年間 3万

点にのぼる出版状況のなかで，新刊図書を収集するた

めの検討や出版流通と収書との関連も研究課題として

います。

そして，資料の増加にともない，現状の受入，整理，

奉仕体制のなかで，資料活用についての効果的な方法

や手段が，より以上に求められてくると思われます。

(資料課)
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郷土資料の収集と保存 を集約し r福岡県郷土資料総合目録」として年 2回

郷土課の業務としては，郷土 (福岡県域) に関する 発行しています。

各分野の図書，逐次刊行物 (雑誌等)，行政資料，古 戦後の急激な地域開発の進展は，日常生活を豊かな

記録類(古文書 ・古記録・典籍・書跡等) などの収集・ ものにし，また，各種施設が完備されて便利になり，

保存と利用体系の整備があります。郷土に係わる事項 全国津々浦々にミニ東京ができましたが，これと反比

の全てが郷土資料室に集積されており，利用者の質問 例して郷土が失われ，地域社会が解体してきました。

に即応できるように参考手段が完備された状態を目標 現代社会の歪みの根幹を考えますと，この郷土=地域

とし，その達成に努めています。 社会が如何に重要であるかを見直す時期にきていると

また，特筆すべき機能として，資料の利用提供だけ 思われます。「郷土を知る」ための資料を整備し，研

ではなく，郷土資料の特殊性 ・稀少性などから現物保 究者，専門家のためだけではない郷土資料室を完備さ

存が重要なので，その保存方法についても鋭意努力し せようと努めています。

ていますが，なかでも日々散逸していく古記録類につ 最後になりましたが，郷土課では県内各地で郷土の

いては，その収集と保存を図っています。昭和43年以 歴史を研究し，また，郷土の文化活動に尽くされてい

来，県内各地及び専門別の郷土資料調査委員を委嘱し る郷土会などの連合体として r福岡県地方史研究連

郷土資料の情報を提供して頂いています。 絡協議会」の事務局を置いています。 この各郷土会の

昭和51年度からは国庫補助事業として，古文書緊急 活発な活動が底辺を拡げるよう，機関誌の発行，大会

調査を実施し，マイクロフィルムに収録するだけでは の開催など連合会の充実を図っています。

なく，現物の保存についても保管のアドバイス，消毒 歴史を持たない民族はいないし，郷土のない人もい

処理，現物整理，目録整備などをしています。 ない。郷土とは善きにつけ，悪しきにつけ人格形成の

一方，県内郷土資料情報のセンター的機能としては， 胎盤ともいえます。 (郷土課)

県内各図書館の協力を得て，所蔵されている郷土資料

貸出と参考業務の充実

本館の四つの基本方針の中に「調査研究センターと

しての機能」があり，これが参考課の役割です。その

業務は，公共図書館の基礎サービスである貸出とレフ

アレンス (参考調査)に大別できます。

貸出は，図書館業務の中で重要なものの一つです。

利用者との直接的な接触はここから始まり，図書館に

対する評価が最初に問われるところです。貸出は，単

に図書を貸し出すだけではなく，利用者の図書利用援

助も行っています。場合によ っては，読書案内にも応

じております。見方を変えれば，生涯教育の窓口に通

じるものがあります。

開館してまだ半年も経過していませんが，現在 1か

月平均865人の登録があるので年間の貸出登録者数は

l万人を超えるものと思われます。また，貸出冊数は

6月30日現在， 11 ，448冊で， 5，575人の利用がありま

した。県立図書館の場合は，図書選択の面で市町村と

異なるので，貸出量よりは収書計画に基づいて選書さ

れた図書 ・雑誌などがどう利用されているかが問題で

す。

レファレンス業務も利用者との接触の点では同じで

すが，ここでは情報の提供ということが本来の業務で

す。担当の職員は，利用者の質問に対して単に解答す

るというよりは，所蔵資料に精通し，探索技術を駆使

して関連資料の提供に努めています。 さらに，内外の

第一閲覧室カウンター

資料情報を把握し，サービスの向上を図っております。

6月30日までのレファレンス件数は，電話によるもの

809件，面談282件，文書30件で，その解答率は平均

58.6%でした。職員の研修と資料の充実によってこの

率を伸ばすことが大きな課題です。

貸出およびレファレンス業務の効率化をめざす中で，

レファレンスにおける情報検索に着眼すると，コンピ

ユータの導入が必要となります。 しかし，そのまえに，

図書館サービスの原点をふまえた県民のための図書館

の確立につとめ，さらに，県内の各公共図書館との相

互協力体制をっくりあげることを目指しております。

(参考課)
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読書普及業務の推進

普及課では，県内各市町村教育委員会と連携をとり

ながら，県下全域にわたる巾広い読書活動の推進を図

るとともに，読書普及センターとしての機能の整備充

実を図るため次のような事業を実施しています。

1.貸出文庫

この事業は，広 く県民一般に図書資料利用の便宜を

与えることにより，地域における読書活動の活発化を

促すことを目的に，県下各市町村からの申請に基づい

て一定部数の本館所蔵図書を配本する事業です。配本

車「しらうめ号」を使用して，年間 3回それぞれの配

本先を巡回します。

貸出文庫の主な配本先は，申請のあった各市町村の

中央公民館図書室または図書館などで，本年度は56の

市町村から配本申請が出されており， 1回あたりおよ

そ34，000冊の図書を活用して現在巡回活動を実施中で

あります。配本する図書の種類は，大別して一般教養

図書と児童図書に分けることができますが，本年度の

配本希望を大まかに比率で割り 出してみると ，児童図

書が60%，一般教養図書が40%となっております。ま

た， 1配本所あたりの平均配本冊数は600冊です。

貸出文庫は，このよ うに市町村の読書施設を主対象

に普及活動を行っていますが，この外希望に応じて県

下の読書グループ ・サークルあるいは職域団体等へも

貸出をおこない，読書人口の拡大と読書団体の育成に

努めております。

2. 子ども図書室

子ども図書室は，児童図書を中心に子どもの読書に

関する研究資料約11，000冊を収集 ・整備して，子ども

本年 4月から 6月までの 3か月間の登録者数は延べ

1，362人， 貸出冊数は12，243冊で， 1人平均 9冊弱の

貸出しを行ったことになります。この利用率は 4月開

館以来月を追うごとに伸びる傾向にあり，夏休み期間

をピークに急上昇することは確実のようです。

また，このような貸出業務の外に，毎週水曜日の午

後 4時から30分間「お話しのじかん」を開設していま

す。この催しは，幼児や小学校低学年の児童を対象に，

子どもと本を結びつける有効な方法として，読み聞か

せ・ストーリーテリ ング ・紙芝居などを行うものです

が，大変人気があって好評を博しております。

さらに，子ども読書を推進して行く 上で必要な知識・

技術の修得を図ることを目的に，県内の公共図書館や

公民館図書室の担当者を対象にした「子どもと読書」

研究会を，本年度は 9回継続的に開催することにして

います。 (

3.録音図書室

県内の視力障害者や寝たきり老人などの身体障害者

に対して，カセットテープによる録音図書を制作し，

希望に応じて貸出す業務を担当するのが録音図書室で

す。

現在，館が委嘱した40名の朗読奉仕者の協力を得て

制作 した録音図書約800冊 (カセットテープ数4，500巻)

を活用して，意欲的な奉仕活動を展開しています。利

用の方法は，個人貸出しと団体貸出しです。本年 6月

までの登録者数は個人で277人，団体(公共図書館 ・

社会福祉協議会等を含む)21，ちなみに昨年度の利用

状況を申し上げると，延べ利用者数3，435人，貸出巻

数20，911巻の多きに達しております。

や一般成人の利用に供してい ます。利用方法は，館内 高齢化社会の到来に伴い，地域社会における様ざま

閲覧と館外貸出しの 2通りに分けることができます。 な福祉活動が重視される今日，録音図書による身体障

館内閲覧は 1人で何冊でも自由に図書を利用すること 害者へのこの種の奉仕活動は，これからの公共図書館

ができますが，館外貸出しを希，望する場合は，所定の に求められる新たな役割の一つであるという認識に立

登録手続きを経て， 1人 l回 3冊以内の図書を15日間 って，本館としても今後更に録音図書の整備充実に努

借り受けることができます。

貸出文庫配本車「しらうめ号」

力してまいりたいと思います。

4.視聴覚室

ヘッドホーンによるレコード音楽鑑賞室です。全自

動のプレイヤー 3台， リスニング用椅子12脚と同数の

ヘッドホーン，それにクラシ ック，ポヒ ュラー，邦

楽などのレコード1，200枚を所蔵しています。この視

聴覚室は，旧図書館には設置されていなかった新しい

施設で，最新の機器をフルに活用した今後の運営計画

に大いに期待が寄せられているところです。

現在はヘッドホーンによる個人利用が中心ですが，

将来は定期的にレコードコンサートを開催するなどし

て，視聴覚室本来の機能を十分に発揮できるよう工夫

して行きたいと考えています。 (普及課)
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移転作業を振り返って

新館の建設工事が始ま って 4か月過ぎた頃から移転 と打ち合わせていたつもりが実践面で不備な点があり

計画に取りかかりました。図書館の移転は以前に一度 迷惑をかけたことなどもありました。なお，将来のこ

経験したことがあるので安心感はあ ったが，事態は大 とを考え，書庫内図書の総点検を計画したが，計画変

分違っていま した。図書資料数は当時の 3倍以上に膨

らんでいるし，第一これだけの量の作業に耐えうる若

さのこともあり，さでどの位の期間をかけてよいやら

予想がつきませんでした。幸いにして， 54年末に鹿児

島県立図書館が移転作業をしていたので参考になりま

した。一応の作業日程案を作成し図書部長に提出。結

局57年11月1日から 58年 3月31日までの 5か月間とな

りました。

10月末ま でには業者も決まり ，いよいよ作業開始。

職員31名， アルバイト 5名のメンバーでスタートしま

した。

今回の作業の特色は，途中で落成式を館内で行うた

めに， 一気に済ませることができなく，二分化せざる

を得なかったこと，また総ての資料を段ボール箱に詰

めることでした (箱数は 1万500箱)。計画では到着確

認のためトラ ックの幌に封印ラベルを付けるとか，下

ろすH寺点でカウ ン卜 するなど考えていたが，実際はそ

んな余裕はなく，信頼関係に頼る外はありませんでし

た。理論と実践のくい違いは他にもあり，例えば，梱

包する時間や業者が新館へ搬出する日数は予想以上に

早く終ったが，特に雑誌や行政資料の配架に相当の時

間を要 しました。雑誌等の配架についてはゴム輪を掛

けるなどの配慮に欠けていました。また，作業責任者

安司昏岳告岳喧岳喧岳喧喧喧~占有岳司占司司崎哲司司司這~司~

行事案内

く〉福岡県公共図書館協議会司書研修会

9月13日(火)10時30分~

師 会場 :研修室

更等のため断念せざるをえませんでした。

かくして 5か月間の長い移転作業を終え無事に開

館の運びとなりました。

計画担当者として心配したことは，長期にわたる労

働の連続に耐えうるだろうかということや途中で計画

自{本にタルミカf出ないだろうかということなどでした

が，終始一貫 して作業がスムーズに進行したのは天候

も一因 したが，職員のファイトと協力の賜であ ったと

思っています。

なお， 5か月間の主な作業は次のとおりでした。

57年11月 一般閲覧室の開架図書，郷土資料等約10万

冊， 2，500箱を梱包。

12月 書庫内図書約30万冊， 7，000箱を業者と共

同で梱包。27日に竣工。

58年 1月 7日に移転開始。午後から全員新館へ移動。

第一次搬入開始 (事務机，図書館用品，各

室の図書，書庫内図書等)。 各室図書配架，

書庫内図書配架。

2月 書庫内図書配架。25日落成式挙行。

3月 第二次搬入開始 (開架図書)。 開架図書配

架，開架図書総点検。

(参考課長相戸勲夫)

会場 :北九州市小倉南セ ンタ ー

講師寺村輝夫氏

展示案内

く>r子どもと読書」研究会 。原爆資料展

9月14日 (水) 9 時30分~12時30分 8 月 1 日 ~ 9 月 30日第一閲覧室 帥

「民話の心」 く〉郷土の人物展 ~貝原益軒~

講師 民話研究家加釆宣幸氏 8 月 1 日 ~ 9 月 30 日 3階エレベータ ーホ

10月12日 (水) 9 時30分~ 12時30分 ール

「山下夕美子の世界J 0映画資料展 ~往年の名作と最近の話題 作 ~

講師童話作家 山下夕美子氏 10月 1 日 ~11 月 30 日 3階エレベーターホ

会場 :研修室 ール

く〉昭和58年度福岡県・北九州市読書推進大会 く〉芥川賞受賞作品展 ~福岡県出身作家~

10月28日 (金) 9 時40分~15時30分 10月 1 日 ~ 11 月 30 日 第二閲覧室

宮司包岳宮司宮司信号~宮司宮司宮司信号信号~岳信号~宮司告~宮司告岳告~喧岳司岳哩岳喧~喧喧~司岳司岳司~司司司司~司~岳喧占居
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利用のご案内

開館・休館

開館時間 閲覧室 i

郷土資料室 } 午前 9時~午後 7時

自習室 J

視聴覚室 l
- f午後 1時~午後 5時

子ども図書室 l 

録音図書室 午前 9時~午後 5時

土曜日は録音図書室は正午まで

休館日 日曜日図書整理日 (月末)

国民の祝日 ばく書期 (春期)

創立記念日 (4月1日)

年末年始 (12月28日-1月4日)

資料の館内利用

図書，新聞，雑誌などを言問に閲覧できます。

資料の館外貸出

登録 手続きをする場合は，身分証明書，運転免

許証，保険証など住所 ・氏名が確認できるも

のを御持参ください。

貸出 貸出冊数 3冊以内

貸出期間 15日間 (貸出日を含む)

※ 郷土資料室の資料は，原則として館外貸出

をいたしません。

』一一ー

福岡県立図書館断面図 一
5F 

トー

三E聖3 

資料の複写

当館所蔵の資料にかぎりコピーできます。

受付時間:午前 9時~午後 4時30分

県立図書館へ行《には

西鉄福岡駅(天神)から

「九大前」行きパスで「箱崎」下車徒歩 3分

至熊本 至門司

国鉄博多駅から

「九大前」行きパスで「箱崎」下車徒歩 3分

国鉄箱崎駅から

徒歩 7分

香椎方面から

「天神」行きパスで「箱崎浜」下車徒歩10分

庫
編集後記

4F 
館長室高IJ館長室応接室 砂館報創刊号をおとどけします。

砂館報の題字は，福岡県立修猷館

高等学校の肥塚善和氏に御揮牽

いただきました。

， ノ

FJ9ZtFZ，t者ry}廷r-を，・屋上庭園

特別調査室

マイヲロ7'凡ム室

喫茶コナー

第二閲覧室 図書館学資料室

エントランスホール 第一閲覧室
ロッカ一室

視聴覚室録音図書室研修室
bクチヤールーム 印制製本室

3F 

2F 

1F 

81 

会議室総務課書庫

郷土資料室郷土課書庫

情報処理室資料課参考課
書庫

子ども図書室普及課書庫

自習室食堂電気室
機械室

砂県立図書館の開館によせて，お

二人の方から御寄稿をいただき

感謝いたします。

砂巻頭で館長がごあいさつしまし

たように，皆さんに親しまれる館

報づくりに努めてまいりますの

で，よろしく御支援ください。

昭和58年 9月1日 編集 ・発行福岡県立図書館⑦812福岡市東区箱崎 1-41-12 r且 (092)641-1123 
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