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当館所蔵雑誌 (複刻版)

いずれも日本近代文学史上にその名をとどめる文芸誌で，明治後期

から大正期にかけて，文壇 ・歌壇の主流となる。「アララギJ rホトト

ギス」は，半世紀を越える歴史に曲折もあったが，今日でも継続発行

中。



読書普及活動の現状と課題
貸出文庫の運営をめぐって-

1.読書普及活動と貸出文庫

全国の公共図書館では，従来から地域の読書活動を

推進して行くためにさまざまな普及事業を実施してま

いりました 。 戸~によっては， それがブック ・ モピルに

よる移動図書館活動であったり ，移動図書館とまでは

行かなくとも配本車をフルに活用した自動車文庫活動

であったり， また時には，広域的な読書会や研究大会

など読書の気運を盛り上げるための集会活動であった

りして，その形態はまさに千差万別といってよいくら

いです。

では，何故公共図書館ではそうした事業を実施する

のか、その目的は何か一ひとことでいえば，もちろん

地域の読書活動を推進するための活動であり ，事業で

あるという結論に尽きてしまうのですが，もう少し言

葉を補足して定義づければ 1人でも多くの人びとに，

しかも公平に読書の機会を提供するための土壌づくり，

つまり潜在読者層の発掘を進めて行く中で，地域の読

書人口の拡大を図るーそれが読書普及活動の究極の目

的であり，ねらいとする所ではないかと思われます。

そしてまたこのことは，広く地域イ主民に向って聞かれ

た公共図書館の重要な使命であり，果たすべき役割の

lつであるといえましょう。多種多様な普及事業の展

開は，こうした目的を効果的に達成するための手段に

ほかなりません。

このような認識のもとに，当館ではかねてから各種

の普及事業を実施してまいりましたが，長年にわたっ

てその中核の座を占めてきたものに貸出文庫がありま

す。この事業は，広く県民一般を対象に当館所蔵の図

書資料を提供するととで，地域における読書活動の活

配本車 「しらうめ号 」

発化を促すことを目的とした事業です。サービスエリ

アは発足当初からほぼ全県域にわたり ，主として一般

教養図書 ・児童図書を，定期的に配本車を駆使して提供

するというもので，いわば自動車文庫方式による普及

事業に当ります。今回は，特にこの貸出文庫に焦点を

当て、その運営の状況や今後の課題一持に市町村との

連携のあり方などを中心に紹介してみたいと思います。

2.貸出文庫活動の推移
当館の貸出文庫は，昭和27年から活動を開始しまし

た。主な配本先は，現在のような市町村の読書施設で

はなくて，県下16か所に設置されていた県教育庁出張

所(現在の教育事務所の前身)と一部の市立図書館が

中心で 1か所平均 500冊程度の図書を年 2回配本す

るという広域的な間接サービスが主流でした。発足当

初の貸出文庫用図書は総数で15，000冊，年間の配本総

冊数は11，600冊と実績が示す数字はまことに微々たる

ものでしたが，県立図書館の閉ざされた門戸が，漸く

貸出文庫の創設によって広く全県下に聞かれたという

ことで，当時識者の聞でかなりの評価を得たようです。

こうして出発した貸出文庫の配本活動は，同じ方法

でその後数年続きます。 しかし，この配本方式だとサ

ービスエリアがあまりに広域的であり過ぎるため，個

々の市町村に対するきめ細かなサービスに支障を来す

ということと ，たまたま公民館や図書館など読書施設

の整備充実に意を用いる公共団体からの強い要請もあ

って，昭和30年代前半から徐々に各市町村への直接配

本方式へ切り替えて行きました。その結果，当然のこ

とながら，配本箇所も配本冊数も大幅に増加し，多い

時には配本先87か所(読書グループ，学校等を含む)， 

配本冊数45，000冊に達した年次もありました。

更に，昭和45年，従来のワゴン車に代って移動図書

館にも併用できるパス規格の配本車「しらうめ号」が

登場するに及んで，配本冊数は飛躍的に増大します。

ワゴン車がわずかに 800冊程度の登積能力しかなかっ

たのに比べて，新車では 1回に 2，500冊以上の運搬が

可能になったところから，一挙に 3倍強の機動力を発

揮できるようになりました。ちなみに，昭和45年度の

配本状況を統計でみますと ，配本箇所 120か所 (配本

所，自動車文庫駐車場，学校等)，配本冊数年間90，000

冊(年 3回の巡回による延べ配本冊数)で，貸出文庫
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創設時の数字と比較するとまさに隔世の感があります。

当館の貸出文庫は，このような経過と実績を積み重

ねながら，より充実した活動を推進するために，必要

に応じてその運営にも改善を加えてまいりました。そ

の 1つに配本図書の多角的な整備計画がありま

す。従来配本していた図書の内容は，小説等を

主とした教養図書と児童図書が大半を占めてい

ましたが， この他に利用者の生活課題を解決す

るために必要な図書群一例えば，家庭教育や

家庭生活全般にわたる図書を揃えた家庭文庫，

青少年の精神的な向上と進路指針のための青少

年文庫，あるいは豊かな老後の生活設計を助け

る高齢者文庫等々各層 ・各世代のニーズに叶っ

た図書を整備するなど，利用者の利便を考慮に

入れた蔵書構成を図りました。また，これ以外

にも，公民館などで開設される各種の学級 ・講

座の参考資料として十分活用できるテーマ図書

も編成しています。いずれも配本を開始してか

ら， 4， 5年経ちますが，引き続き利用者の間

で好評を博しているようです。

なお，昭和53年度からは貸出文庫の実施要項

を一部改め， 運営の円滑化と県市町村聞のネ

ットワークの強化を図ることにしました。実施

面で大きく変わった所は，貸出対象を県内各市町

村教育委員会としたこと，貸出冊数を原則とし

て 1市町村 (1配本所) 1，000冊以内としたこ

となどです。

3.配本および利用状況

(昭和58年-59年)

昭和58年度の配本及び利用状況は，別表(2)

のとおりですが，県下56の市町村から配本要請

があり回あたりおよそ34，000冊の図書を

年 3回配本した結果，年間配本総冊数(家庭文

庫ほかテーマ図書等を含む)は 101，910冊に達

地区

福

岡

北

九

外|

~t 

内工ザ凡ヤ

後

しました。利用状況の面からみた場合は，児童図書の

利用率が教養図書の約 3倍強に達しているのが特徴的

です。しかし県の教育事務所単位に区分した地区別の

数字に，配本冊数 ・利用冊数ともにかなりのばらつき

がみられるのが少し気になります。その他別表(2)には

集計しておりませんが，昭和58年度の年間総利用人数

は 179，274人 1配本所 1回あたりの平均配本冊数は

600冊となっています。

次に，本年度の活動状況について触れてみますと，

大筋においては前年度と変わりがなく，基本的にこれ

までの運営方針を踏襲しながら更に密度の高い奉仕活

動を展開するよう心がけてきました。本年度は昨年よ

り配本所が1か所，年間配本冊数は 3，500冊程度増え

ましたので，これまで以上の利用増が望まれるものと

期待しています。配本先及び個々の年間配本冊数は，

別表(1)をご参照ください。

別表(1) 昭和59年度貸出文庫配本先及び配本冊数

市町村名 配本冊数 地区 市町村名 配本冊数

筑紫野市 3，000 柳川市 2，550 

春日市 4.500 八女市 3.690 

大野城市 6.000 筑後市 3，000 

那珂川町 3，000 南 大川市 4.500 

字美町 600 
均工六凡ー

大木町 900 

志免町 1.200 黒木町 90 

須恵町 1.240 後 上陽町 390 

新宮町 1，800 広 川 町 1.200 

古賀町 2.400 矢部村 750 

久山町 1，500 山川町 600 

福間町 3.476 田川市 1.600 

津屋崎町 1.500 山田市 3.000 

大島村 1.950 碓井町 1，200 

剛 原 町 2，400 
内工六凡ー

筑 穂 町 1，500 

一 丈町 1.080 香 春 町 1.500 

中 間 市 3，900 i桑田岡T 3，000 

水巻町 1.050 金 田 町 1.500 

同士亘 IBJ 2，400 豊
)11崎 IBJ 1.500 

遠賀町 2.100 方城町 2.100 

宮田町 900 大任町 750 

若宮町 600 赤 ホナ 450 

甘木市 4.500 行橋市 2.400 

杷木町 2，100 
尽

豊前市 900 

二輪町 2，400 犀川町 900 

夜須町 2，100 豊 津 町 1.500 

小石原村 780 椎 田 町 1.200 

宝珠山村 600 
築

築城町 1，500 

浮羽町 1.290 新吉富村 450 

大牟田市 450 計 57 105.436 
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4.今後の課題と役割
過去，現在における当館貸出文庫の事業概要は上記

のとおりですが，もちろんこの事業を本来の目的に叶

った方法で効果的に推し進めて行くためには，図書の

提供者である県立図書館と受け手の市町村との緊密な

連絡調整が必要であることは当然のことといわなけれ

ばなりません。多くの人びとが抱えている生活課題 ・

地域課題を解決するための最大の武器ともいえる豊富

な図書資料を，どう効果的に， しかも的確に提供して

行くか，これが今後の貸出文庫活動を通じて，県と市

町村が一致協力 して当らなければならない重要な課題

であり，留意すべき第一のポイントではないかという

サービスの担当者であることを自覚し，県から提供さ

れた図書資料を有効適切に活用することで，地域の読

書活動の推進に弾力を持たせて行くことが大きな役割

ではないかと思います。

同時に，市町村のあるべき姿として指摘されること

は，いつまでも県の援助に依存することなく，地域住

民のニーズにいつでも応えられるような施設・設備の

整備に努力し，近い将来において独立してサービスで

きる体制づくりこそ切に望まれるところです。国をは

じめ，地方公共団体の財政硬直化の折から，新たな読

書活動推進のための環境づくりは困難であるかも知れ

ませんが，地域の教育文化の充実振興を真剣に模索し

気がします。 て行く時，やはりこの問題を避けて通ることはできな

そのためには，まず相互の役割分担を明確にしてお いようです。

くことが必要でしょう。基本的な役割として考えられ そのような観点からいえば，当館貸出文庫のもう 1

ることは，県は，市町村が困難としている図書資料を つの目的は，読書人口の拡大と併せて市町村の自主的

要望に応じて可能な限り提供するとともに，条件が整 でかつ主体的な独立の気運を醸成して行くことにある

っていない市町村への援助を重点的に強化して行くこ のではないでしょうか。

と，一方受け手の市町村では，地域住民に対する直接

別表(2)昭和58年度貸出文庫配本及び利用状況

配本冊数 利用冊数

地 区 名 配本所数

教養 児童 計 教養 児童 計

福 岡 15 10.845 26.535 37.380 22，322 88.196 110.518 

北 九州 6 5，400 4.800 10.200 9.641 19.129 28.770 

北 筑後 7 6.810 7.170 13.980 5.718 14.376 20.094 

南筑後 11 6.450 10.050 16.500 3.239 34.242 37.481 

h工六凡・ 豊 10 9.750 6.150 15，900 9，681 6.399 16，080 

尽 築 7 4.200 3.750 7.950 5.057 9.611 14.668 

計 56 43.455 58.455 101.910 55.658 171. 953 227.611 

5かゆ申申申申申ゆ申ゆゆ申申申申申 貸出文庫 利 用 案 内 申ゆゆゆ申ゆ申申ゆ ゆ ゆゆゆ申ゆ勺

; 令貸出対象 書館長あて提出してください。また配本所として ;

? 県内各市町村教育委員会。 読書施設 (図書館又は公民館図書室等) 1か所を ? 
を 令貸出冊数及び期間 定めてください ~

; 原則として川0冊以内， 4か月間。 令貸出方法 ; 

t ~。貸出手続 年 3回，指定配本所へ「しらうめ号」により配本 を
6 j 貸し出しを受けようとする市町村教育委員会は， します。 。

; 毎年 3月10日までに貸出文庫配本申請書を県立図 ※詳しく(j:，県立図書館普及課へお問い合わせください。;

し申申ゆゆゆゆゆ申申申申申申申ゆ申ゆゆゆ申申申申申峰。申暗唱申申ゆ時咽ゆ略。ゆ申申申ゆ申ゆゆゆ申 喝 。 申 ゆ申申申
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経営相談事典

山城章等 ぎょうせい昭和46~51年刊全14冊

経営実践のあらゆる場面において，問題の解決がで

きるように，その指針の提供を目ざした事典です。

経営問題の各事項と，その他の関連諸学とを関連づ

けつつ総合的に体系化し，編集されています。最高経

営編(2冊)総合管理編 (2冊)人事・労務編 (2冊)

財務 ・経理編(2冊)生産編 (3冊)営業 ・販売編(3 

冊)の 6編からなり，各編は体系的に分類し，章・節

毎に概説を加えた後に，小項目毎に経営，法律，税務 ・

会計の 3つの領域各々について，着眼点，実務の要点，

相談事例の順で具体例をあげて解説し，それぞれの専

門研究者が説明しています。各巻末には，主要な事項 ・

人名を五十音順に配列した索引があります。

研究の専門化傾向の中で，総合と相関性を重視し，経

営における巨視的，総合的判断に重点があ、かれています。

全国商業通覧 (上巻 ・東日本，下巻 ・西日本)

通商産業大臣官房調査統計部編 通商産業調査会

昭和57年刊

全国工場通覧

通商産業大臣官房調査統計部編 日刊工業新聞社

隔年刊

全国商業通覧は，通産省の「商業統計調査」の対象

とな った事業所のうち，従業員 5人以上の卸売庖，小

売庖について，商屈名，住所，主要取り扱い商品名，

資本金，従業員の規模を整理，編集したものです。配

列は，都道府県別，産業分類別 (日本標準産業分類 3

桁コード)，市区郡町村別にな っています。

全国工場通覧は，通産省の「工業統計調査」結果に

基づいて編集した名簿です。従業員10人以上 (窯業 ・

土石製品製造業，繊維工業，衣服 ・その他の繊維製品

製造業，家具 ・装備品製造業，木材 ・木製品製造業，

出版 ・印刷 ・同関連産業，食料品製造業，パルプ ・紙 ・

紙加工品製造業は20人以上)の製造業事業所を対象と

し，所在地，製品，資本金，従業員規模等のデータを

記載しであります。配列は，日本標準産業分類の製造

業中，分類別ー都道府県順に事業所名の五十音順となっ

ています。昭和25年版までは年刊で，大正 9~昭和10

年版までは Ii工場通覧』と いっていました。

商業統計表

通商産業大臣官房調査統計部編 大蔵省印刷局

隔年刊但し，昭和54年以降 3年毎の刊行

工業統計表

通商産業大臣官房調査統計部編 大蔵省印刷局

社会科学大事典 通商産業調査会年刊

同編集委員会編鹿島研究所出版会 商業統計表は，昭和27年以降隔年に行なわれている

昭和43~46年刊 全20冊 (但し，昭和51年まで。昭和54年以降 3年毎)わが国

広義の社会科学の総合的な事典です。単に社会科学 商業についての最も基本的な調査である「商業統計調

の分野にとどまらず，関連ある事項については，哲学，

歴史，地理，政治，法律，経済， 社会学，民俗学など

にわたり，ことば(アプリオリ等)，地名(アフリカ等)， 

人名 (愛親覚羅等)，物 (油等)，時代 (飛鳥時代等)

など，種々の項目を並列した，包括的な五十音順の事

典です。特に日本 ・アジアの歴史と現状に関する項目

に重点がおかれています。各分野の専門家が分担執筆

し，用語の説明だけでなく 関係事項とのつながりに

ついても言及されています。

第19巻の補遣には1970年までの記述があります。第

20巻は索引で，和文事項，駄文事項，和文人名，駄文

人名の索引に分かれています。各項目に，参考文献は

殆どあがっており ませんが執筆者名は明示されてお

り，比較的文字も大きく，文章も平明です。

査」の結果を収録したものです。刊行年によって編集

の違いがありますが，産業編と品目編と流通経路別統

計編 (卸売部門)から成っています。なお「商業統計

調査」の速報版として Eわが国の商業』があります。

工業統計表は，わが国製造業の実態を明らかにする

ため通産省が毎年12月末に実施する「工業統計調査」

(指定統計第10号)の集計結果を公表した資料です。

この統計表は，大蔵省印制局発行の「産業編J ，-品目編」

「企業編J ，-用地用水編」と通商産業調査会発行の「分

布相関編J ，-市町村編」の各編があります。年度によっ

ては「鋼材編」ないし「原材料 ・燃料編」を大蔵省印

刷局より刊行しています。明治42年から昭和13年まで

は 『工場統計表』というタ イトルで刊行されていまし

た。速報版として 『工業統計速報』が刊行されています。
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「農業全書」 宮崎安貞著

「農業全書」は，元禄10年 (1697)筑前国糸島

郡女原村 (現福岡市西区周船寺町女原)の宮崎安

貞が著わしたわが国最初の本格的な農業技術書で

ある。

安貞は r近世農功伝J (亜細亜書房，昭和19干IJ)

によれば，安芸国広島藩士宮崎儀右衛門の二男と

して広島で生まれ，通称を文太夫とい った。25歳

の時，筑前国に至り黒田忠之に仕え，禄二百石を

給せられた。後，故あって暇を乞い，貞享年中再

び仕えている。この間，農耕に従事しながら，中

国の農書を研究すると共に，各地を視察して老農

より実際に教えを受け 自分の土地で試験を重ね

ていたのである。元禄10年 7月23日， 75歳でこの

世を去った。

;郷;
;土;
)資;

成立過程について，自序ならびに凡例を見ると 3

つの重要な要素があるといっている。 1は自ら農耕

に従事した体験と観察， 2は中国の農書の知識に学

んでわが国に適用するものの研究， 3は諸国を巡遊

して老農よりの先進技術の調査と導入である。中国

農書の研究に関しては，当時福岡藩儒者として名高

い良原益軒の貢献が多大であ った。益軒は，寛永

7年 (1630)生まれであるから安貞より 7歳年若

である。益軒は「中華の載籍，固に多くして伝て

本邦に在り 。以て農家の教とするに足れり。然れど

も，凡民之を読みで其の説を解すること能はずレ-

本書を著述するに至った理由 ・動機については，

自序に「我村里に住する事すでに四十年，みづか

ら心力を尽し，手足を労して，農事をいとなみ，

試み知る事多し。こ温を以て常に農民の稼稽の方

にうとき事を歎き，我愚蒙を忘れて，種植の書を

あらわして，民と共に是によ

らん事をおもひ，唐の農書を

考へ，本邦の土宜にしたがひ，

農功の助となるへき事を撰び，

或畿内諸国に遊観し，広く老

圃老農に拘謀，草稿を集めて

十巻とし，農業全書と名付侍

へる・…一」と述べている。

県立図書館所蔵の「農業全

書」を見ると，まず冒頭に元

禄10年10月21日付の貝原損軒

(益軒)に宛てた佐々宗淳の

書状があり，つづいて著者の自序，貝原篤信 (益軒)

の叙，凡例，総目録，その後に農事図 (田植準備・百

とり ・田植え及び除草 ・収穫 ・籾すり及び蔵納め)が

収録されている。そして，第 1巻から第10巻までは，

農事総論，五穀，菜，山野菜， 三草，四木，菓木，諸

木，生類養法，薬種の各項からなり，約150種にわた

る作物と動物の栽培 ・飼育法を詳述して本論を終って

いる。第11巻として附録 (貝原楽車干著)が加えられ，

貝原好古 (楽軒の二男)の後序があ って，奥付に元禄

10丁丑年元板，天明 7丁未年再板，文化12乙亥年とあ

り，末尾に大坂書林勝馬喜六郎蔵板，上田嘉兵衛，小

川多左衛門，皇都書林上田半三郎，山中善兵衛という

人々の名が刻まれている。

余，嘗て国字を以て之を輯録せんと 欲す。然れど

も，庸劣の資，経を治めて力常に足らず。是を以

て既に稿を廃つ。……当に此れを以て本邦農書の

権輿と為すべし……」と叙を贈っている。安貞の

「農業全書」を見て，わが意を得た心境だ ったに

違いない。益軒の兄楽軒は，稿全体にわた って補

訂の労をとり ，第11巻附録を自ら執筆している。

安貞の業績の上から，貝原兄弟の協力援助は見逃

すことができない。

こうしてでき上がった「農

業全書」は，まず元禄 9年 2

月 1日益軒の叙を得て，次に

同年 8月に楽軒の子で益軒の

信頼厚かった好古の後序が添

えられ，著者の自序が同年11

月にでき上がった。このよう

な経緯を経て，京都書林柳枝

軒の手で元禄10年に初版本が

発行されたのである。

安貞の子孫伝来の初版本坑

周船寺公民館に所蔵されており，昭和40年に福岡県有

形文化財に指定された。

享保 6年には，陶山鈍翁によ って抜粋書「農業全書

約言」が出され，明治14年には宮崎貢氏によ って「改

定農業全書」が，明治44年には「益軒全集第 8巻」に

採録され，更に昭和11年に岩波文庫で出版され，昭

和53年には農山漁村文化協会から周船寺本を底本に

翻刻し，現代語訳を付した「農業全書」が出版され

ている。
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E-霊冨置置

八女市立図書館

1.図書館の現状 (昭和60年 1月現在)

八女市は人口40，349人，面積39.20平方粁の田園都

市であり，伝統を重んじ，教養を高め，香り高い文化

のまちづくりをめざしています。市立図書館は日常生

活に直結した教育及び文化的需要に応え，豊富な資料

と近代的な施設機能を完備した市民本位の図書館づく

りを基本とし，建設を進めてまいりました。

事業費 2億730万円， 10月31日完成，昭和60年 1月

5日開館。面積は1，277.35平方メートル，鉄筋コンク

リー卜造り 2階建で階は図書館として一般，児童

それぞれの閲覧室，さらに新聞，雑誌などを置いたブ

ラウジングコーナー，郷土資料コーナーなどがあり，

2階は市名誉市民であった坂本繁二郎画伯の業績を紹

介する資料室，郷土出身画家等の作品展示室，映写会

をはじめ多様な視聴覚活動のできる視聴覚室などです。

現在蔵書数は47，500冊です。今後も良書を購入し，

将来73，000冊を収蔵する予定です。一般閲覧室48席，

郷土資料コーナー 6席 児童閲覧室30席があります。

職員数は常勤 4人で，開館時間は火曜から金曜日まで

午前 9時から午後 5時20分まで，土曜日は午後 4時ま

で， 日曜日は正午まで，休館日は・月曜日，祝日，第 3

日曜日 (ただし第 3日曜日の翌日は除く 。)毎月 25日

です。

貸出期間は 2週間で，冊数は 1人 3冊にしています。

利用状況は 1日平均貸出利用者数62人，貸出冊数

175冊です。

2.図書購入予算

(1)予算300万円，外寄贈25万円(昨年度102万 3千円)

の寄贈がありました。

(2)今年度の購入計画

O一般用図書 240万円(1，600冊)

O児童用図書 60万円 (600冊)

3.運営の重点と今後の課題

(1)重点 私たちの生活課題も，余暇時間の増大，高

齢化社会の到来によって加速しながら増大し，多様化

してきています。その反面，豊かな人間性の回復や生

きがいに満ちた生活へ期待が高まってきています。こ

のような市民意識の動向に比例して図書館機能に対す

る要望が次第に高まり，図書館サービスの需要は日々

に増大していることから，新図書館にふさわしい資料

収集及び読書意欲の啓発と利用の拡大を図ります。

(2)課題 図書館を全市民のものへ

従来，図書館のサービスは閲覧が主であり，受験生

への席貸しが中心でした。 しかし，公共図書館本来の

使命と役割を考えると，こうした局地的なサービスで

は望ましい発展を期待することはできませんので，今

後は広く市民全般へ門戸を開放して読書意欲の喚起を

図らなければならないと思います。

東 面 観

「つ工亡百万五五JzrJ717JJ一一寸
メ化るが年を等うた術 。み書 lでい波館るタで ・ カ lす はこざき l 
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昭和59年度九州地区県立・政令指定

都市立図書館奉仕部門担当者会議

さる 2月7日・8日の両日，九州各県の県

立及び政令指定都市立図書館の奉仕部門担

当者会議が福岡市において開催されました。

この会議は，例年各県持ち回りで継続的に

実施されているものですが，本年度は特に奉

仕部門の中で参考業務に焦点をしぼり，当面

する諸問題を明らかにしながら，今後の奉仕

活動の充実発展のための解決策をさぐること

を目的に協議が行われま した。

参加者はおよそ30名，主な議題としては，

①参考係職員の資質の向上を図るための研修

機会の拡充とそのあり方 ②参考業務のサー

ビスの程度とその範囲 ①レファレンス ・ツ

ールの作成とその効果的な活用 ④コンピュ

ータ導入によるレファレンス業務の推進方策

など，日常の参考業務の中で生じた具体的な

問題点を中心に，各館から提出された協議題 ・

照会事項の質疑応答を混えでかなり突っ込ん

だ意見交換が行われ，終始熱心な討議が重ね

られた結果，実り多い成果を収めて閉会 しま

した。

開館時間 閲覧室 i午前 9時~午後 7時

自習室 J (日曜は午後 5時まで)

郷土資料室 午前 9時~午後 7時

(土・日曜は午後5時まで)

視 聴覚 室! 午後 1時~午後 5時

子ども図書室 J(但し，視聴覚室は日曜閉室)

録音図書室 午前 9時~午後 5時

(土曜は正午まで，日躍閉室)

休館日 火曜日 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 )

編集後記

砂梅の香りがふくいくと漂う季節になりました。寒か

った今年の冬も，漸く終りを告げようとしています。

砂今回は，特集記事として，県下市町村への図書提供

を行う普及事業一貸出文庫を とり上げました。地域

の配本所を通 じてご活用ください。

昭和60年 3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 ft (092) 641-1123 
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