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生涯教育の推進と公共図書館の果す役割
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の項目があり，これは目録整備，貸出方式の合理化等

でどう早く利用者のニーズに応えるかということです

が，目録類には限界があり，究極的には検索業務を中

心に可能な限り機械化し，情報検索機能を高めないと

いけません。更に職員の資質向上の問題もあります。

司書養成制度，職員研修等を見直し，市町村，県の職

員の相互交流も考える必要がありましょう 。

司会 ありがとうございました。ところで，昭和59年

司会 唯今から標記座談会を開催します。ご出席の皆 3月県社会教育委員会の会議から「豊かな心を育て，

さんは必ずしもテーマにとらわれず r福岡県の図書館を 活力ある地域社会をつくる社会教育の振興方策につい

語る」といった視点から自由な意見交換をお願いしま て」の建議が県教育委員会に出されましたが，その趣

す。では，話しの糸口をときほぐす意味から，窪田館 旨を踏まえ森本さんから生涯教育を推進するための図

長ご発言をどうぞ……。 書館の役割と位置づけなどについてお考えをうかがい

1 .福岡県の公共図書館の現状と課題

窪田 課題の一つに図書館の量的不足，つまり図書館

未設置地区の問題があります。図書館は貸出を本位と
やかと

し， リクエストも含めた資料提供に力を入れ，館では

なく，自動車文庫，分館，配本車等の総合的サービス

システムである，との考えを打ち出した日本図書館協

会のいわゆる「中小レポート」の提言以来，全国的に

みて量的には確かに拡大しました。県立71，市区立

1，060，町村立404の計1，535館，設置率では市区立83

%，町村立15%です。一方，福岡では市段階の設置率

は45%，町村では 3%，資料提供でも各々に較差が大

きいのが現状です。ただ，太宰府，小郡，宗像各市に

図書館設置の動きがあり，最近はいわば冬を通り越し

春の曙が見え始めたといったところです。その要因に

は，例えば科学技術の進歩，高学歴化，余暇の増大，

生涯教育が必要な日ギ代を迎えたこと， また情報量の増

大により個人の情報の効果的な選択が困難になり、そ

して図書類が高価になり，その自力購入が困難になり

つつあることがあげられます。

二点目は，図書館の質の問題です。ライブラリーミ

ニマムとしての必要最低限の資料 ・職員の確保を図り，

図書館間の相互協力をどう推進するかという点です。

つまり，公共図書館更に大学 ・専門図書館等の異種図

書館との協力も含めた協力体制の強化が必要です。勿

論生涯教育を促進する上で，図書館と他社会教育機関

との連携も重要で、あります。

三点目は，機械化の問題があります。ランガナタン

の図書館学の 5原則に r読者の時聞を節約せよ」と

たいと思います。

2 .学校・公民館・図書館の連携

森本 昭和40年ユネスコで「生涯教育の考え方」が提

起きれ，それを受けてわが国でも昭和56年中央教育審

議会が「生涯教育について」の答申を出しました。今

の社会変化に対応するには，生涯にわたる学習が必要

だということで，県でも生涯教育の観点に立った社会

教育が推進されています。従来社会教育は団体 ・グル

ープ等を対象にして来ましたが，今後は個人の学習要

求の高まりに応える活動が必要です。その点従来個人

を主対象として来た図書館は，今後とも重要な役割を

担うことになります。もちろん 個人学習の奨励には

適切な学習情報の提供が不可欠の要件となります。そ

こに図書館の位置づけと役割があるのです。図書館が

住民の身近かな学習資料や各種情報を提供する中心施

設になってほしいと思います。公民館や学校図書室，

特に公民館に学習情報センター的機能を持たせ，そこ

と図書館と連携がとれたらなおいいですね。手始めに

篠栗の社会教育総合センターと県立図書館の関係強化

を積極的に進めてみたいものです。

司会 では，各市民図書館からのご意見をあ、願いしま

す。

富原 雑誌「社会教育J (5月号)で rlO年後の社会

教育はどうなるか」との予測調査があり，社会教育 ・

成人教育という言葉は生涯教育に変り，個人学習のウ

エイトが増すとの記事がありました。生涯を通じた学

習は大切ですが，生涯教育という言葉が一人歩きして

いる感もします。従来の社会教育内容がきち っと機能
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しているのかどうかが気になります。急激な社会状勢

の変化の中で，民間のカルチャーセンタ一等との機能

分担も含め社会教育施設の充実に更に力を入れる必要

があります。福岡市の施設の運営も人 ・予算ともに年々

厳しさを加えておりますが，図書館の「いつでも，ど

こでも，だれでも」の標語は是非生涯教育にも生かさ

れるべきです。図書館未設置の多い福岡県では公民館

図書室の存在は現実的に重要で，その内容を高めるの

も賛成ですが，福岡市の例を申し上げると分館的施設

例は，自分の土地に不明な石碑があり，県へ来館され

た結果，碑の建立経緯等がわかった鞍手郡の方など，

図書館利用の潜在的なニーズが至るところにあること

を示唆しています。また，ある公民館では，県へのレ

ファレンスという形で図書館を利用しています。朝日

新聞の投書で，図書館など場違いと思っていたご老人

が，子どものすすめを契機に今では図書館通いが楽し

みになったとの記事を見ました。つまり魅力的な図書

館の存在が調査 ・研究，あるいは自己学習等の有力な

の各区市民センター図書室は実質中央公民館図書室で， 手がかりになることを平常業務を通じ痛感しています。

図書館サービスのレベルヘヲ|き上げるのは大変です。

図書館の代りをするには最低これだけのサービスを行

うという基準や指標がないと実際はむずかしい。

司会 続いて，久留米市民図書館からご発言ください。

小椎尾 久留米は昭和58年市長がテクノポリス，フラ

ワーポリスとともに，スタデイポリスを提唱し，図書

館長も出席する教育振興会議ができ，学校・社会も含

めた生涯教育の統合推進体制がつくられています。図

書館が生涯教育の場と資料を提供するとしても，例え

ば県立図書館との連携強化の問題ひとつをとり上げて

みでもなかなか大変です。久留米市民図書館は参考業

務では筑後一円の広域的機能を担う中で，資料不足の

ため県や大学に頼りぎみです。また，コンピュータが

稼動中なのは大川市と福岡市のみで，久留米が漸く計

画中ということでは，福岡県はこれからですね。将来

の情報化社会に対応するには自館の蔵書管理のほか，

相互協力のための情報源入力も必要です。職員体制では

専任が少なく，資質の向上も今後の課題です。市と県

の役割機能分担も，資料収集・提供 ・活用の相互協力

を総合的な図書館振興策に位置づけることで抜本的解

決につながるような気がします。

司会 次に，県立図書館で郷土資料関係業務に携わ っ

ている北村さん，お願いします。

北村 利用者の多くは，業務，研究，趣味 ・娯楽，生

活の各々の資料や情報を求め来館されますが，最近は

業務上，生活上のそれを求める人が多いようです。ま

た，集団学習の一形態として開催される民間や公共団

体の各種講座も活発ですが，県立図書館の講座も盛況

です。その受講者には受け身でなく，学習や研究課題

を探究する方が多く，資料や情報の利用領域も拡大し

ています。自己学習を保障し，学習要求に応え得る多

様性が図書館にはあります。

利用例を 2~3 申します。 退職後のある方は，県立

図書館のカード目録や索引類の利用から始まり，大学，

国会の各図書館資料の利用，関係市町村への問い合わ

せなどで先祖調査をされています。施設 ・システムの

充実がこの方の利用を促進しているようです。もうー

座談会風景

3 .公共図書館職員論

司会 では，話題を職員問題に転じてみましょう。

富原 福岡市に赴任して最初に驚いたことは，例の水

飢穫で管理職も含めて職員が水運びにかり出された経

験でした。その時に感じたのは，どんな部署に配置さ

れていても自分たちの仕事は市民生活に直結している

ということでした。図書館員の専門性を云々する以前

に，市民に密着した仕事の認識が先ず大切です。福岡

市ではいま r21世紀プラン懇談会」が聞かれ，職員も

各職場から希望者を募り，各分科会で月 1回自由に市

政を話す機会をもっています。そこで強く感じたのは

市民レベル以前に，市職員聞でもお互いの業務が十分

に理解されていないということでした。

森本 自己学習での公民館の役割りは大きいと思いま

す。今後図書室への専門職員配置も含め，公民館へ行

けば何か分かるようにし，学習情報の拠点をっくりた

いですね。図書館自体の自己アピールも，また，公民

館とその図書室の機能のタイアップも必要になります。

小椎尾 ただ，学校教育の分野で図書館に関する基礎

学習が不十分との声を大学図書館等から聞かされます。

大学では学生に資料の探し方から指導を始めるそうで

す。教師も図書館教育は学校教育とは別ものと考えて

いるみたいです。そうした学校教育の欠かんを補う意

味から，社会教育の領域で図書館利用法の学習はます

ます必要となってまいります。また，図書館未設置等

の問題も，生涯教育の一元化という観点からは，単に
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社会教育分野のみで考えるのではなく，より広い領域

で検討されるべきでしょう 。

4 ，図書館資料・図書館活動

司会 次に，図書館資料・図書館活動の整備充実につ

いてご意見をうかがいたいと思います。

富原 今後図書館は更に高度化，専門化し，活字メデ

ィアから視聴覚メディアへの移行も当然となります。

今は，機械化イクオール電算化と考えがちですが，コ

ンピュータ以外の機械化で図書館機能を広げる必要性，

例えばビデオを使って各種の講座内容を録画し他の施

設で使えるようにする，つまりビデオラーニングなど

の方法があります。アメリカでは大学と図書館が提携

し，図書館で単位がとれるところもあります。

窪田 例えば利用者の育児に関する問い合わせには，

電話を使いテープ音で流すとか，今からの図書館奉仕

体制にはこうした多様性が必要になってきますね。

富原 今年発足した放送大学への期待もあります。

窪田 これからは，先取り的に図書館のイメージを変

えないといけません。

司会 郷土資料関係ではどうでしょうか。

北村 方言か民謡 ・郷土芸能などは音や映像による保

存が必要です。特に庶民の歴史を探る場合など，文字

で書かれた記録以外のものも大切な資料となります。

司会 活字以外には，いま話題になっている視聴覚資

料の整備充実が確かに緊急要件となりますが，それに

はそれ相応の財政的な措置も必要と考えられます。そ

こで，今後国の充実振興策一具体的には図書館振興の

ための補助事業の見通しなどはいかがでしょうか。

森本 文部省でも図書館を管轄する課自体が社会教育

課から学習情報課へと変わり，視聴覚教材の活用も学

習情報提供の一分野と住置づけられています。また，

コンピュータの学習等への活用は，企業レベルから官

公庁へと進展し，今後地域社会全体へと波及する可能

性が大きくなってきています。財政難とはいえ，国は

固なりの努力を積み重ねて来ているようです。

富原 昭和51年，福岡市民図書館開館当時は，せめて

バーコードだけでゼと思っていましたが， 9年後の今

では電算なしの図書館業務は考えられません。

森本 図書館職員の専門性は，その辺りの状況を的確

に押え，いかに先取りできるかにかかっていますね。

5，図書館の役割分担とネットワークの整備

司会 最後に，ネ ットワークも含めた図書館相互の役

割分担について触れてみたいと思います。

窪田 市町村の図書館ではまず地域住民との関係，ま

た県立図書館はその図書館への援助一特に当県では図

書館空白地帯への関わりの問題があります。文化遺産

としての資料の保存も重要性を増すでしょう 。

司会 市民図書館の立場からはいかがでしょうか。

小椎尾 筑後の中核図書館として他への援助もありま

すが，人 ・金・ものの限界の中で，九大，西日本文化

協会，九経調，アメリカンカルチャーセンタ一，そし

て県へ依存するケースも多々あります。利用要求は，

市立段階では実用的なものと高度なものの二面的なも

のが比較的多いので，県ではその中間にあたるもの一

つまり基本的図書資料群を確実に収集 ・保存してほし

いで、すね。

富原 県立では，どんな援助がいま一番市町村図書館

に必要なのかをよく把握しておいてほしい。例えば，

新聞の分担保存や資料の相互貸借の提案も，それを生

かす意識がなければ，自館の負担が増すという感じを

市町村の図書館では持つこともあるわけです。相互交

流の中からの人と人とのネットワークを形成すること

も業務を推進する上で大切だと思います。

窪田 全くその通りですね。最後に私から一言。経済

企画庁の情報化の進行状況調査の指標の 1つに，千人

当たりの蔵書数というのがあります。これは，情報化

社会の中で図書館の存在が不可欠で、あることを示して

いる証拠だともいえます。この調査によると福岡は現

在，全国の数値と比較してみた場合12~ 3佐ですが，

今後住みやすく魅力あるふるさとづくりのためには，

この数値をもっともっと伸ばして行く必要があります。

司会 どうもありがとうございました。時聞がまいり

ましたので，本日の座談会はこの辺で終了させていた

だきます。
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図書館の予算 (昭和60年度)

事 項 名 予算額 説 明

図書資料の購入整備
千円 新刊図書合，目未収基本行図書音，逐次刊作行物成，及貸び寄出贈文庫用図書の購入要，近代日本費文学合集索引，郷土

81，129 資料総 録の刊，録図書の 資料等の整備にする経

読書活動の普及促進 5，190 貸出文庫の整備，教養文化館講座発，行「子にど要もすとる読経書費」研究会，福岡県読書推進大会等の集会活動，
録音図書の整備及び図書 報の

古文書等緊急調査 2，000 筑豊産炭地域史料調査(田川郡2町1村)及び昭和57年度からの調査報告書作成に要する経費

運 ，邑孟>L. 費 110，302 図書館の運営に要する経費

計 198，621 
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日本気象総覧

東洋経済新報社編・刊

昭和58年刊

本総覧は，明治 5 (1872) 

年以来蓄積された膨大な気象

観測資料を，広く一般の利用

に供するために体系的に整理・

収録した基本統計資料集です。

内容は，大別して「統計編」

と「解説編」とから成 って

います。「統計編」は原則と

して気象庁刊行の第一次資料

に依拠して作成され，その内容は，①全気象官署の気

象要素別月別値，②各気象台の気象要素別日 ・月平年

値，③全気象官署の主な気象要素の月別にみた極値と

順位，④主な気象要素の全国順位表，⑤地域気象観測

システム(月別値)，⑥日最深積雪の年間最大値と起

日，⑦全天日射量 (月別値)，③天候ダイヤグラム，

⑨生物季節の平均値などとなっています。

また r解説編」は収録の諸資料を駆使するために

必要な予備知識を解説し，巻末には，明治35年からの

「気象災害年表」ならびに詳細な資料・文献一覧を付

しています。

日本洋畢編年史

大槻如電原著佐藤栄七増訂錦正社昭和40年

刊

本書は，大槻如電著「新撰洋撃年表」を訂正増補し

たもので戸，室町時代 ・天文 5(1536)年から明治10(1877)

年に至るまでに，散米諸国から日本に移入渡来した学

術，技芸その他あらゆる文化的事物を年月順に記載し

た歴史的記録です。

内容は，人物については経歴，著訳書名，参考文献，

子孫，門人等，書物には解題，事蹟には文献からの引

用文を掲げており，研究調査に資するばかりでなく，

読み物としても興味深い資料となっています。巻末に

は，詳細な索引を付し，人名，事項から調べられます。

ちなみに，索引より F活字印刷術の開祖」の項を引く

と r嘉永 4年辛亥， 2511 (1851) (13)長崎の和蘭通

詞本木昌造，夙くより活版の発明に苦心し，水牛の角

材等に種字を凸刻して，これを鉛に打込みて凹型を得，

鉛地金を以て流し込み，初めて活字を造る。此の活字

を以て，自著の『蘭和通辞』と題する蘭和対訳辞書を

印刷せり 。(以下略)Jと記述しています。

なお，本書をさらに発展させ，辞書体に編集した

「洋事史事典J (日蘭学会編，雄松堂出版，昭和59年

刊)も刊行されています。
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インタープレス科学技術

25万語大辞典英和・和英

編

インタープレス編刊

1983年刊全 2巻

本辞典は，月刊誌「工業英

語」創刊10周年を記念して刊

行されたものです。

元来，英語は英語なのだか

ら，特に技術英語という英語

の分野を設定することはない

という異論があります。

しかし実際には，工業英語等の技術分野の英語は，

語法，構文，語義，複合語を含めた語葉において，特

徴的な体系があり，本辞典は，このような「専門」と

いう分野の英語に焦点を合わせたものです。本辞典に

は， 200余に及ぶ科学技術領域の言葉も収録されてい

ます。これは，異領域の人たちが，各専門技術を持ち

寄り交流するとき，言葉が大きな役割を果たすことを

考慮してのことです。

また，マイクロコンピュータ一関連， 1 BM社及び

国産メーカー制定の情報処理用語など約 5万語が収録

されており，先端技術を基本から応用ま で把握できる

ようになっています。そのほか相互検索のための略語，

学術用語と J1 S用語などが網羅されており，日々発

展して止まない科学技術分野の研究者には，格好の書

であるといえます。

日本全河川ルーツ大辞典

池田末則監修・村石利夫編著竹書房昭和54年刊

日本には，約 1万 3千余の河川があり，その全河川

のルーツを探り，収録したのが本書です。最近は，地

名学ブームといわれるほど，地名研究が盛んですが，

川名のルーツを探れば，古代人の知恵がわかつて面白

く，この点について，編著者は序文で次のように述べ

ています。「古代日本人は，山すそにいて洪水から身

を守り，鳥獣を捕って暮した狩猟民族だった。従って

山麓に集落体を作ったのは当然のことであろう 。川名

は，その集落体名である。現在の川名の80パーセント

以上に，水源地名がついているのは，このためである。

また，川名には，その形状や水質を明示しているもの

が多い。例えば川底が砂礁の砂川，苔ですべる滑川，水

で渇れるj固川，川魚を採る川には柳川など。また神社，

神領地に関する川名で，神社の前を流れる前川，献納品

を集めた土地を流れる大庭川など。いずれも古代人が教

えてくれる生活の知恵であろう 。」と 。本書には項目別

索引があり，研究書として格好のものとなっています。



「福岡県漁業誌」 田中慶介編

「福岡県漁業誌」は，明治11年(1878年)田中

慶介等によって編纂された漁業図譜である。

田中慶介は嘉永 4年御井郡裏町に久留米藩士田

中嘉平の次男として生まれた。三瀦郡津福村武田

良甫の思斉館に学び長じて久留米藩尊撞派の影響 「~十寸
11，眉f7" 1

を受け，明治 4年8月1日の反政府暴動に参加し 1 ~f:!~ 1 
コ‘eI~r;;rl3ì7 ~1åiR-h 山，....， 1 

投獄された。出獄後明治 8年一緒片子区取締補助

となり，県統合により明治10年福岡県職員となっ l 寸- 1
_..:，'~~' ，: _~. -1 ... ムー l

た 。 明治11年第二課に転属され，福岡県漁業誌の l 、~ I

編纂を命ぜられた。彼はここドおいて初めて勧業 (-E示 l... I/J.....-" .... 1:tI.J7fC 与モ l 
行政にたずさわることにな った。県下の沿海漁村 1 ~ ~ I 

アf<;: >.d>l!:I，lu-tt; '!p: ，-"9J{ 1 ~ゴ lをまわり，古老等への聞取調且，資料収集等に努 l方斗l
め，わずか10か月程で本書の編纂をなしとげた。 1 ・‘l 
その功績が認められたのか明治16年12月農商務省

へ迎えられ，前田正名のもとで「殖産興業グルー

プ」の一員として r興業意見J r農商調査」の編

纂に従事した，このことが，郡町村是編纂という

げた原動力となった。明治25年生里

竹野郡長となり全国に先がけた町村郡是の編纂を

行った。その後八女郡長，遠賀郡長等を努め，在

任中にそれぞれ八女郡是，遠賀郡是を編纂した。

大正 6年官界を去り福岡市薬院で余生を過ごし，

大正11年 4月72歳の生涯を閉じた。彼の漁業誌に

はじまり郡町村是に及ぶ業績

は，勧業行政における先駆的

功績として評価される。

獲スル魚類貝族ヲ蒐集シテ本書ノ附録トス云々」

とある。即ち本書は漁具，魚貝類についての詳細

な解説書といえる。挿入画は実物模写で非常に精

巧に描かれている。但し彩色はなされていない。

当時の漁場，漁業の様子が克明に描かれており，

勧業行政の一環としての先駆的調査のみにとどま

らず，近世最後の漁業の姿を明らかにしたものと

しても貴重である。慶介はその緒言で「…略…明

治十一年管下沿海漁村父老ノ慣法ニ資シ，漁業誌

編成ニ着手シ，各業百鈴種ヲ蒐集シ之レニ付属セ

シムル魚類貝族ノ葉集ヲ以テス，同年十二月稿ヲ

竣ル，然リト難モ具レ改良ノ資トスルニ足ラズ，

之レカ改良ヲ求ムルハ全国漁業慣行編成ノ期ニ致

リ漸ク以テ漁法ノ精ヲ究メ漁具ノ整ヲ謀リ而シテ

魚族ノ蕃殖文収穫ノ移盛ヲ得ルニ至ルヘキナリ，

此ニ於テカ始テ彼ノ陸産卜併立興起シテ国段富強

盛ノ域ニ達スヘキナリ …略… 明治十一年編者

識」田中慶介識としてその編纂の要旨を述べて

いる。

ここで当時の漁業界の状況に若干ふれてみる。

明治 8年政府は突如海面の固有化を宣言した。そ

して旧来の漁業に対する権利や慣行を否定し，新

たな申請に基づいた借地徴収を主体とした新漁業

制度の実施を強行した。その

結果全国各地の漁業関係者の

聞に反発と混乱をひきおこし

た。政府は事態を収拾するた

め，翌年これを廃止し，従来

の権利を再び認めた。このよ

うな状況下で本書は編纂され

た。漁業誌が本格的に編纂さ

れだしたのは，明治35年施行

されたいわゆる「明治漁業法」

前後のことであり，その点で

本書の体裁は縦24cm横16cm

の和装の稿本で，加筆訂正等

がなされている。第一，二編

筑前国，第三編豊前国，第四

編筑後国，附録の壬 5冊から

なっている。第二編から附録

までの表紙裏に福岡県勧業課

編述，福岡県漁業誌，明治11

年編成とある。第一編の題辞

「海裏高象」の 4字は県令岸良俊介の書である。緒

言，凡例部分は，本文とは異なり福岡県と印刷され

た罫紙がつかわれている 。凡例によると rl.福岡

県河海島奥漁法ノ梗概ヲ編述ス， 2.明治十一年筑前，

筑後，豊前三国著名ノ漁村ヲ巡歴シ惣テ釣翁漁父ノ

口辞ニ貸リテ編成スルモノトス， 3.本書中挿入スル

所ノ略図ハ総テ実際漁魚ノ景況，現具ノ模写ニ係ル，

も貴重な資料といえる。また，

本書は明治16年 3月1日から 6月8日まで開催された

水産博覧会において 4等賞を受賞し，田中慶介個人に

賞状と銅牌，勧業課に賞状がおくられた。

4.漁具製造法ハ総テ挿図ニ付キ細説ス， 5.本書中j魚

本書は過去に数回出版の機会があったにもかかわら

ず実現しなかった。上記稿本と同ーか否かは不明であ

るが，昭和48年福岡県農業試験場より当館に寄贈され

た本書 5冊は，昭和57年 3月「福岡県史，近代史料編」

として刊行された。
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置彊E彊藍.・ 子どもと読書研究会

教養文化講座

土曜日:13時~16時会場:県立図書館

申し込み締切り 7月18日(木)

※詳細は普及課へお問い合わせ下さい。

1， 7月20日九州万葉集考 前回調

(福岡女学院短大教授)

2. 8月10日天神信仰の起源と伝承森弘子

(太宰府天満宮文化研究所)

3. 8月24日 九州南朝の興隆と衰退川添昭二

(九州大学事対受)

4. 9月14日 戦国動乱期の武将たち 吉永正春

(郷土史家)

5 . 10月5日近世儒学の大成者 井上忠

(福岡大学教授)

6 . 10月12日 女流歌人の系譜 一丸章

(詩人)

7 ， 10月26日 部落解放運動の先覚者たち 中村正夫

(九州大学教授)

8 . 11月9日近代日本画の偉才 裏辻憲道

(福岡県文化財専門委員)

広域県民大学講座

水曜日:13時~ 16時 (10月 30 日の現地学習は博多駅

午前9時20分，または北九州歴史博物館午前11時)

会場 :県立図書館 申し込み締切り :8月15日(村

※詳細は郷土課へお問い合わせ下さい。

1. 9月4日古文書概説 川添昭二

(九州大学教授)

2. 9月11日近世文書の概説 丸山薙成

(九州大学助教授)

3. 9月18日近世文書の解説 広渡正利

(福史連会長)

4， 9月25日近世文書の解読 柴多一雄

5. 10月2日

6. 10月9日

7 . 10月16日

8. 10月23日

イ〉

イシ

イシ

。

(九州大学講師)

。
。
。
イシ

9. 10月30日古文書現地学習 永尾正剛

(北九州市立歴史博物館学芸員)

10. 11月6日近代文書の解説 米津三郎

(福史連副会長)
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木曜日 10時~12時会場 : 県立図書館

※詳細は子ども図書室へお問い合わせ下さい。

(前期)

1. 5月9日 絵本の選択と子どもの発達田中敏明

(福岡教育大学助教授)

2. 6月13日 子どもの本の選び方子ども図書室担

当者

3. 7月11日 読みきかせ，スト ーリーテリングの実

際子ども図書室担当者

4. 9月12日 ブック・トークの実際子ども図書室

担当者/読みきかせ，ストーリ ーテリング実習

5. 10月17日 ドイツ .メルヘンの世界水野恒生

(九州芸術工科大学教授)

(後期)

1 . 11月14日 美しいことば (NHK福岡放送局)

2. 12月12日 ミニおはなしのじかん/比較よみ 1

3. 1月9日ク/ク 2

4. 2月13日 ク / '" 3 

※2・3・4は子ども図書室担当者

5. 3月13日交流会

EEヨ歪霊霊童彊

4~5 月 江戸時代の交通~参勤交代~

6~7 月 伝習館文庫

柳川藩国・ 漢学関係資料

8~9 月 江戸時代の災害

各藩における地震・水害等記録

10~11 月 明治 ・大正期の文芸誌

12~ 1月 筑前琵琶資料

筑前琵琶の系譜，内容等を知る資料

2~3 月 著名人の書簡

貝原益軒，安東省庵，川上音二郎等

一一一一 3階郷土資料室前

4~5 月 「国際青年年J r国際森林年」関係資料

6~7 月原爆資料

写真及び文献等の原爆資料

8~9 月 汽車に関する資料

国鉄・私鉄及び旧外地の汽車の写真等

10~11 月 ハレー慧星に関する資料

12~ 1月 「虎」に関する資料

一 寅年にちなんで-

2~3 月 「国際平和年」に関する資料

2階第2閲覧室



ロ福岡県郷土資料総合目録編集会議

4月12日働 会場 :県立図書館

テーマ :郷土資料総合目録の編集及び郷土資

料分類表の検討について

ロ福岡県公共図書館協議会総会

6月6日(木) 10時~ 会場 :県立図書館

ロ福岡県公民館図書部協議会総会

6月18日伏) 10時30分~ 会場 :八女市立図

書館

ロ福岡県古文書等緊急調査

調査期間 7 月 15 日 (月)~ 7月17日(水)

調査対象 石炭関係資料及び神社，仏家，旧

家等に所蔵する主として中，近世，

近代 (明治期)の史料

調査地域 田川郡 (添田町，川崎町，赤村)

ロ福岡県公共図書館協議会第 1回司書研究会

7月下旬

「国立試験研究機関出版物」の収集・寄贈

当県立図書館では，その基本的収集課題の 1

っとして，従来から科学技術 ・産業資料の収集

に力を入れてまいりました。その中で，今年度

は遂次刊行物収集計画の重点目標の一環として，

国立試験研究機関に積極的にはたらきかけ，そ

の出版物を寄贈していただくようお願いしてい

ます。この間の欠号分の補充も含め，新タイト

ルの獲得を目指し鋭意収集につとめております。

現在例えば気象研究所からは昭和41年度から58

年度にいたる「気象研究所年度報告書」を始め，

「気象研究所研究報告J r気象研究所ニュース」

「気象研究所技術報告」等々をご‘寄贈いただき，

文地磁気観測所からは，古くは1924年から始ま

り1983年までの柿岡，女満別，鹿屋などでの観

測データ年報や同観測所要報等々をご寄贈いた

だきました。その他，国立公害研究所，人口問

題研究所，国立科学博物館などからも貴重な出

版物のご寄贈を受けております。今後更に資料

センターとしての役割を十分果し得るよう資料

収集につとめてまいりたいと思っております。

関係諸機関のご協力を感謝し，併せて県民の皆

様のご利用をお願いします。

テーマ:新聞の分担保存について

ロ第四回福岡県地方史研究協議大会

9月28日仕) 14時~ 会場 :県立図書館

ロ第17回福岡県読書推進大会

11月1日幽 10時30分~ 会場:福岡市西市

民センター

ロ九州各県及び指定都市立図書館長会議

5 月 24 日幽~5 月 25 日 仕) 会場 :北九州市

ロ九州地区県立及び指定都市立郷土資料部門研究

集会

2 月 20 日 (木)~ 2月21日幽会場 :県立図書館

ロ全国公共図書館協議会総会

6月25日伏) 10時~ 会場 :都立中央図書館

ロ全国整理部門研究集会

10月 17 日(木)~10月 18 日也会場:宮崎市

ロ全国移動図書館研究集会

11 月 21 日 (木)~11 月 22日也会場 : 広島市

開館時間 閲覧室 l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 i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，日曜閉室)

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

砂今回は，福岡の公共図書館関係者(県立 3名，市立

2名，県社会教育課 1名)による座談会を特集しま

した。現状理解と今後の方向をさぐる一助になれば

幸いです。

昭和60年7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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