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シーボルト著 If'NIPPON.lI(当館所蔵)

シーボルト (PhilippFranz Balthasar von Siebold 

1796~ 1866)の，副題に「日本及びその近隣保護国に

関する資料集」の名を持つ日本研究書です。内容は，

地理 ・歴史，法律 ・産業から宗教 ・言語等多岐にわた

っています。当館所蔵のものは，初版本20分冊 (1832

~ 185 1年刊) を本文 3 冊， 附図 2 冊に合本しています。



郷土 を理解す る

郷土資料の 充 実 を 目

1.郷土資料の収集保存

郷土資料の収集保存 ・閲覧公開を一元化し，集中管

理をすべく郷土課を設置して 3か年を経ょうとしてい

ます。郷土資料室が昭和60年3月現在所蔵している資

料は別表(1~ 2)のとおりですが，図書 ・雑誌のほ

か，古文書等特殊資料の収集量は，マイクロフィルム

による採録を含めると数十万点に及びます。郷土を知

るために，また，郷土を記録するために，これら郷土

資料が多方面に活用されることを期待したいものです。

ややもすると ，郷土資料は郷土史の資料，古いことを

記述した図書と誤解され 郷土史に興味がある人だけ

の資料と思われがちですが，決して郷土史だけではな

く，現代資料(新聞 ・雑誌 ・行政資料など)も含まれ

て収蔵されています。その定義 ・範囲は以下の通りで

す。

〔郷土資料の定義〕

郷土資料とは，郷土を知り，郷土を研究する手がか

りとなるもので，郷土地域および郷土人に関する文献

資料そのf也をいう 。

〔郷土地域・郷土人の範囲〕

1 .郷土地域

郷土地域とは，現行の行政区画による福岡県の

全域とする。ただし，隣接している地域および歴

史上関係の深い地域で、特に必要と認められるもの

は，郷土地域に準ずるものとする。

(1) 上代一筑紫国 ・西海道。

一 郷土資料室 一

(2) 中世筑前 ・筑後 ・豊前各国。

(3) 近世一福岡 ・秋月 ・柳河 ・三池 ・久留米 ・小

倉 ・香春 ・豊津 ・千束各藩。

(4) 近代以降

(吋 明治 9年中津県の下毛 ・宇佐 2郡を

大分県に管轄替えするまでの本県の地

域。

(イ) 現行の行政区画による福岡県の全域。

2.郷土人

(1) 郷土出身者

(ア) 生涯の全てを郷土で過ごした人。

(イ) 他郷に出たが郷土人として業績がある人。

(2) 郷土関係者

(ア) 他郷出身ではあるが郷土に定住又は半生を

過ごし，何らかの影響を与えた人。

(イ) 父母その他が郷土出身者で郷土と切り離し

得ぬ関係にある人。

別表(1 )郷土資料所蔵状況 (昭和60年 3月現在)

主?¥ご空 昭和58年度末 Ð~初59年度受人 .g. 五十

図 21主 10.659冊 2.141冊 12.800冊

ii次刊行物 1.315 113 1.428 
タイトル タイトル タイトル

行政資料 4.824 180 5∞4 
タイトル タイトル タイト Jレ

文 3 文 庫 等 62守617点 1(31383件点) 64.∞0点

マイクロフィルム 1.090リール 286リール 1.376リール

(ウ) その他上記に準ずるものとして取扱うこと

が適当と認められる人。

〔収集資料の種類及び範囲〕

(1) 収集資料の種類

(吋 図書資料(図書 ・文書 ・記録 ・行政資料・

逐次刊行物等)。

(イ) 視聴覚資料(マイクロフィルム ・映画フイ

ルム ・スライド ・写真 ・レコード等)。

(ウ) その他博物館的資料等で必要と思われるも

の。

(2) 収集資料の範囲

(ア) 郷土地域 ・郷土人について書かれたもの。

(イ) 郷土人の著作物。
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ため

ざ し て

(ゥ) 郷土の出版物。

以上の定義 ・範囲を基本において，郷土資料センタ

ーとして機能することを指標とし，系統的な資料収集

と，活用の利便に供するための二次資料の整備に心懸

けているところです。郷土資料はいわゆる全国的な出

版ルートに乗って販売される一般資料と異なり，各地

方で限定された刊行であったり，同好人士聞の配本で

あったり，自費出版であったり，一般の目には触れる

機会がないものも多くあります。図書館では細心の注

意を払って情報収集に努めていますが，たとえ一片の

小冊子であ っても， 刊行されたとき，また，見つけら

れたときご一報戴ければ幸いです。片々とした資料と

思っていても，数十年を経た時珠玉の，他に求め得な

いー編であるかも知れません。現在，古い記録を紐解

くと無意の中に亡失 した資料名を所々に散見します。

今に残っておれば判明する事柄の如何に多いことか。

2.古文書等の調査
郷土資料は前節に述べたように，郷土に関する全て

の資料を包含しています。現在残されている古文書 ・古

別表(2 )特殊資料一覧 (昭和60年 3月現在)

文書・文庫名 f商 要

日月 石 文 室回主 筑前国粕屋郡箱崎浦大庄l云文書

太 田 資 料 福岡藩関係資料，絵図，明治以降出版物

甲 斐 資 平+ 戦前の労働運動資料

員原益軒書簡 福岡港係者

1包 井 文 書 福岡i箸!需者

河 内 資 事ヰ 元福岡市長河内J)1l平氏関係資料

衣 笠 文 庫 郷土関係図J}

黒 回 文 ヨ国主 福岡港政資料. Ji:車弁甚太郎氏収集資料

竹 回 文 庫 縞岡f審儒者竹田家代々の関係資料

英彦山神社文書 神社および各防家の文3

(福岡)県史編纂資料 傾向港政資料，中世の古文書，福岡県史稿

宅 資 料郷土関係資料

品 崎 文 康 石炭資料(炭減資料)

夢聖子 久 作資料 夢n久作原稿な ど

キ長 山 文 庫 夢里子久作，杉山茂丸関係資料1也

禅寺洞文庫 俳誌「天のJIIJほか関係俳句資料

- 整理中の古文書 一

記録類もその一部をなすものです。従って，これら古

文書等を収集することも重要な業務の一端となります。

現在，県内各大学 ・博物館 ・資料館にも多少の差は

あれ，古文書類が集積されてはいます。 しかし，ーは

研究資料として，二は展示資料 ・保存資料としてのみ

収集され，一般への閲覧公開と連動した施設となって

いません。いわゆる古文書館の必要性が議論され，県

内でも柳川古文書館が開館しましたが，軌道に乗るま

でにはまだ時聞を要します。散逸しつつある古文書等

を収納保存することが急務であること， 一般に手軽く

閲覧利用できること，この両者を満足させるには当面

図書館がその機能を果たすにふさわしい施設と思料され

ます。この図書館郷土資料整備の側面と，古文書等の

収集保存という現在的課題を果すために鋭意調査を重

ねているところです。

旧文化会館図書部時代昭和45年，郷土資料の一環と

して古文書等資料を住置づけて以来，近世資料調査を

毎年実施してきており，その成果は「福岡県近世文書

目録」として 5集まで刊行しています(集録件数98件)。

その後， 60年までに目録冊子とな ったもの81件に及び

ます。この他に昭和51年度国庫補助による古文書等所

在確認調査を実施し，県下全市町村単位毎の古文書等

所蔵状況の掌握を試みました。その結果は 832件の所

在が確認され，同時に行った重点調査(糸島 ・八女郡)

では7，973点の文書を採録し， 16，934コマのマイクロ

撮影をしています。この結果を踏まえて，翌51年度か

ら藩政史料調査 (52~56年度) ・ 筑豊産炭地域史料調

査 (58~60年度)を国庫補助を得て実施してきました。

その実績は別表(3 )の通りですが，その結果は，17 

市8郡内において583件の調査箇所を巡り，目録採録

とマイクロ撮影ができ，県内における古文書の所在実

態の体様がほぼつかみ得たし，また，多数の資料を直

接 ・間接に利用できる方策も建て得るようになってき

ました。現在，年次毎に「福岡県古文書等緊急調査報

告書」としてまとめ，また，マイクロ ・フィルム， 一

部はハードコピーによる閲覧ができるように整備して
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います。 しかし，より簡便に利用できる形態としては

内容を活字化しなければなりません。このためには経

費だけではなく，解読の人と時聞が必要です。解読に

携わる人材が多く現われることが期待されます。県内

各地で少しづつですが学習会・研究会が営まれるよう

にな ってきました。数人・十数人の小グループであっ

ても，こ れが核となって活動が拡がれば，古文書に対

する関心が定着して保存も万全が期され，利用にも意

が用いられることになりましょう 。図書館にあっても，

昭和58年度以来毎年秋期に50名程度の古文書入門講座

を聞いていますが， 80代から30代まで幅広い受講者年

齢層に驚いています。一昔前の高齢者の余暇 ・余技と

しての古文書読みではなく ，主婦層にさえも定着して

きている証左であり，取りも直さず古文書が一部研究

者の占有物ではな く， 誰でも身近に感 じるものとなっ

ていることを示しています。郷土資料の一部として重

要な部分をなし，その比重が高くなってくるでしょう。

図書館としてこれに即応できるよう，古文書等の整備

強化に努めています。併せて，古文書緊急調査でカバ

ーし得なかっ た10市 9郡についても，関係機関と連携

しながら，早急に調査を して行かねばならないと痛感

しであ、ります。

3.類縁機関・施設との連携
図書館の業務は，図書館単体だけでは十分に機能し

ません。 ましてや郷土資料部門にあ っては尚更のこ

とです。各種図書館との連携は当然のことながら，現

在県内公共図書館の協議体で，各館が新収所蔵 した郷

土資料の集約を行い，毎年 2回「福岡県郷土資料総合

目録」を刊行しています。これを如何に充実させ，展

開させるかが，今後の課題の一つです。これに加えて，

同じ く郷土に係わる施設・機関，例えば，各市町村の

歴史民俗資料館 ・公民館資料室，また，各種博物館 ・

美術館等，更には，各地の郷土会等々との連携を密に

していく必要があります。多くの郷土に係わる資料が

共用できる体制を築 くことが，また，情報交換をとり

易くすることが，利用者にと って望ましいことはいう

までもありません。各種施設における郷土資料収蔵実

態の掌握は適宜行うこととし，連携組織として現在図

書館が携っているものに，県内各郷土会等の連合体と

して福岡県地方史研究連絡協議会 (略称一福史連)が

あります。県下40団体程が参加している組織で，年 4

回の機関誌「地方史ふくおか」発行，年 1回の図書館

共催による地方史大会，および筑前・筑後・筑豊 3地

区別の地区研修会を開催し，各郷土会相互の情報交換

を行っています。図書館では当該組織の育成を図り ，

これと連携しながら，各地の郷土資料を収集し，また，

情報を相互に提供することによって活動を充足するよ

う努めています。これが各地域と図書館を結びつける

粋となり ，郷土のための図書館として広く認識され，

利用さ れることを念じています。

ともあれ，郷土資料は手作 りといってよい資料です。

従って，その収蔵整備は勿論のこと，参考資料，二次

資料など利用の手立てとなる資料の作製も工夫を要し

ますし，時間を要 します。不十分な面は改良を重ねな

ければなり ませんが，大方のご理解によ って有効に当

図書館を郷土資料センターとして活用戴ければ幸甚で

す。更には，郷土資料充実のためにご協力賜わるこ と

をお願いする次第です。

別表 (3)福岡県古文書等緊急調査実績

年次 調査名 対象市部名
調査 調査 目録 撮影

件数 点数 点数 点数

昭和 {干 " " 占

51年度
(重点地区調査) 糸 島 八 女 郡 66 l‘973 1.973 1.973 

52 小倉藩政史料調査 行僑市京都郡 31 515 515 515 

53 
久留米議 久留米市・

14 1. 790 467 467 
政史料調査 三瀦郡

54 
柳河二池藩

柳川市・山門郡 57 1. 325 807 807 
政史料調査

55 。 大牟田市
65 3.034 2.615 830 

三池郡

56 
筑前(黒田)落

(旧筑紫郡) 122 13町963 3町583 2町358
政史料調査

57 
筑豊産炭地域 飯塚・山田市・

90 15.992 5‘222 2.257 
史料調査 嘉穂郡

58 今 直方市鞍手郡 89 8.658 8.110 4.789 

59 イシ 田川市回川郡 86 4.767 3.887 2.561 

60 。 田川郡 29 2.007 1. 920 677 

計 11市.8郡 649 54.024 29.099 17.234 

※ 51年度は古文書等所在確認調査

福岡県立図書館協議会委員 (任期 :昭和60.9.5--62.9.4) 50音順

相羽 尭 (財団法人九州文化協会事務局長) 秀 村 選 三(九州大学経済学部教授)

川添 昭 二(九州大学文学部教授)

住 吉徳彦 (県議会文教常任委員)

高橋さやか (西南女学院短期大学教授)

藤山和夫(九州経済調査協会常務理事)

鑓水速太(福岡県社会教育委員連絡協議会長・

福岡県公民館連合会長 ・浮羽町長)

徳永 至 (県社会教育委員 ・福岡教育大学名誉 吉原 愛(福岡県父母教師会連絡協議会母親委

教授) 員会委員長)

原岡 鍍 二(県立修猷館高等学校長)
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各国の環境法

財団法人環境調査センタ

一編第一法規

昭和57年~59年刊全 3

冊

水俣病や四日市ぜん息など

で代表されるわが国の公害問

題は大きな社会問題とな って

います。これらの公害防止を

含む広い環境の保全は，比較

的新しい問題だけに，諸外国

におけるその対策にも学ぶべ

きものが多く， 環境調査センターでは昭和51年 9月に

諸外国の環境法を研究する目的で，比較環境法研究委

員会が設けられました。本書はこの研究委員会の研究

報告をまとめたものです。

本編と 資料編1， IIの計 3冊からな り，本編には

総論，イギリス，アメリカ，西ドイツ，フランス，

オーストラリア，ニュージーランド，スウェーテーン，

カナダの各環境法についての記述と， さらに国際河

川汚染と 国際法，原子力法と環境法についても触れ

られています。資料編には日本でもしばしば引き合

いに出されるイギリスのナショナル ・トラスト法を

はじめ，各国の環境法の条文の日本語訳が収録され

ています。

内閣文庫建築調査記録

建設省関東地方建設局営繕部編 .flJ 昭和60年

内閣文庫は，明治 6年太政官の所蔵する図書を管理

するため太政官文庫掛を赤坂離宮内に置いたことに始

まる官庁中央図書館であり，江戸幕府関係資料をはじ

め和漢古典の保存図書館で，昭和46年国立公文書館が

設立された現在はその一課とな っています。

明治44年完成の旧内閣文庫の建物は，ルネ ッサン

ス様式の事務棟と化粧煉瓦積の書庫棟から成り，明

治村へ移築し保存されることになりました。大蔵省

臨時建築部によるこの建物は，設計者が大橋賢青，

大熊喜邦のコンビで，昭和11年国会議事堂の完成ま

でつづき，官庁営繕史上の一時代を画すものといえ

ます。

次々と壊されている明治期煉瓦建築の標本として，

移築に伴う解体作業中の詳細な実測調査，及び，煉

瓦 ・タイル ・鉄材等資材の物理試験，化学分析のデー

ター記録がこの資料です。

内閣文庫の果たした役割の資料による解説と共に，

建物全体を正確に理解できるよう多 くの写真 ・図面と

解説文により構成されています。

判F• 

日本水道史

U本水道協会編flJ 昭和

42年全 5冊

日本;J<道協会が昭和37年日IJ

立満30]，'i]年記念事業として編

纂を企て， 8年の蔵円をT(や

して集大成した日本水道史で

す。総論編 (1冊)，各論編

( 3冊)，付凶編 (1冊)か

らなり，総論編は廿から今日

に至る日本のJ:水道について，

総括的にその普及の経過，経

営の状態，施設や器材の変遷， 上水道関係立法，関連

団体の動き等が歴史的に述べられています。又各編は

市町村個々の上水道について地区別に，その沿革，規

模，経営の状態が具体的に記され，付図編は時代によ

る施設の変化を示すために，水道施設の平面 ・断面図

等が種別ごとに古いものから順を追って収載されてい

ます。

各論編の中の福岡県の部を聞くと，福岡市をはじめ

34市町の水道の沿革が記さ れ，福岡市では大正12年 3

月の水道創設から昭和35年の南畑ダム取水計画までが

簡潔に記されています。人口の増加と共にますます重

要性をます日本の水道事業の今後の方向を探るために

も，過去の記録を集大成した本書は貴重な基本文献で

す。

工業所有権制度百年史

特許庁編発明協会

昭和59--60年刊上 ・下巻 ・別巻全 3冊

新規な発明や工夫は，江戸時代では封建社会秩序を

変革する危険な行為として，これを抑圧 していました。

しかし ，明治維新により変化 して行きます。明治 4

年の太政官布告 〈専売略規則〉には，<何品ニヨラス

新発明致 シ候者ハ爾来専売御差許相成候〉と冒頭で謡

い，近代的資本主義国家へ飛躍しようとする先覚者の

意欲が窺われます。明治18年 4月 〈専売特許条例〉が

公布されわが国の工業所有権制度の幕明けです。この

条例は，単に発明者の権利確保のみを目的とせず，発

明内容を公開することによる社会的技術水準の向上を

も目的としています。以来幾多の変遷を経て，昭和60

年この制度は創立百周年を迎えました。

本書は，工業所有権制度百年の歩みと共に，めざま

しい経済発展を支えてきたこの制度の重要な役割をふ

り返り，将来の運用に資することを目的と して編集さ

れています。「上巻J (制度前史~戦前)，r下巻J (戦

後~最新時点)，r別巻J (資料編)。
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EM~VJj;'蓋霊園
の見どころ「市町村広報紙(誌)J 行政資料

4.今後の課題

図書館周辺が閑散としており，道路状況もよくない

ため，市民への読書啓発や購入図書の選択，蔵書の紹

介，広報等は今後の大きな謀題です。

また，本市図書館の課題として，その拡充をめざし

ている木工関係図書の整備についても，関係図書の入

手が容易でないため，な かなか計画どおりには進まな

い現状にあり ます。

今後，これら隠路を克服し，望ましい図書館像の確

立を図るため，職員挙げて精力的に業務に取り組んで

いるところです。

r~"""'''''''''''''''円~日竹仏、仏~日引昨日仏~引円~日引明日4日~日~仇~引内~...... 局内.-.-.山知引内何日仏仏%九日、品目日目、も句、、、仏、、、3

1て飛下「が彩「にの卜にきてと社つ私占、節念れ 司V でが
! ぃ躍の読、なき売あ事 L 、戦まそ 、会てたを目し 、伊 十
iまと読書当行量る態「後すれ固 的 よちすをて「勢一 他 はこざき ; 
; す発書推館事週とを図は 。ぞ有背いのる大 出 受神つ人
;。 展普進でが聞い区書， .....れの号で身慣切版メ宮季の言 v 切きの私 :
i の及大も繰」え切館図図の制をしの習にさ全の節噂葉いなりごた :
ト 区活会十りのまり問書書社度持子廻はしれ多選はもにわ要さとち :
; 切動 L ー ひ 真 す に の 館 館 会 と 続 三 り 、てま 宮 四七近 ゆ 素 せ の の ;
ぞ りのを月ろ只 。し 相法界のなし v に洋 、しはは季十いるとる起暮 ;
; に気契一げ中 V て互」、も 中 り て そ 無 の 新 た 没 二 で 五 音 「 な 「 り し :
f し翠機日ら、い発協「明に、組れ数東し 。後十区日昧節 つ区との :
i た主ににれ全ま展力中治定伝織がに 西 い そ六年甲 、の目て切終中 i
〉 ぃ盛 、開 て国、形 L 小以着統化歴あを飛の十ごり ー 表 L いりりに J

; と千広催い的ま成等レ降しとさ史る問躍他年とれ年現とま L をは :
考よくすまにさ途ーポ|てなれ的とわの節をとまはでいすがは

; ぇ同県るす多に上連 | 特 行つる ・ いて基目記さえ月すう 。大 つ も ;

館

館長一主 幹 (社教課長兼務)一次長一司書 (3人)

(2)図書貸出方式等

・図書閲覧形態~開架方式

・貸出対象~市内在住者及び市内通勤通学者 (登

録制)

・貸出返却処理~端末機による電算処理

(3)図書貸出状況等 (昭和60年 3月末日現在)

・蔵書38，155冊 ・登録者13.670人 ・貸出利用

者 (昭和59年度)30，542人 ・貸出冊数(昭和59

年度)74，209冊 ※ 開館日数~275 日(昭和59年

度)

一 正面外観

量主
匡ヨ図-'-

JL 市

r*と緑の産業文化都市」をイメージ ・テーマに，

「魅力ある大川市づくり」をめざして策定されたマス

タープランの中で，市立図書館の位置づけがなされ，

「市内に公共図書館を」という市民世論と相伎って，

昭和57年 3月25日に本市の図書館が竣工。同年 5月25

日開館しました。

とくに，建設に当 っては「市民に親しまれる図書館

を」ということで，外観をソフトなフォームにまとめ

るため，屋根型や壁面の彩色など全体に和風仕上け、と

なって います。以下本市の図書館について，その概要

を紹介します。

1.施設の概況

(1)建物の構造 ・規模

鉄筋コンクリート 2階建。 (1階1，353m'， 

160m'計1，513m')

(2)施設の構成

1階~ホール，一般閲覧室，木工関係図書閲覧コ

ーナー，児童図書室，お話しコーナー，資料展示

室，閉架書庫，館長室ほか管理関係諸室

2階~視聴覚室，資料室

2.経営方針

図書の貸出業務のみに終始することなく r読書」

を通じて広がる活動機能一例えば幼児期から本に親し

む習慣づくりの手だてとして，月 1回主婦ボランティ

アによる「読み聞かせ」活動。あるいは読書力を育く

むための読書指導 ・相談業務等を行っています。

また，全国一を誇る木工集団産地 という地域の特性

を踏まえ，木工関係の図書コーナーを特設して，本市の

地場産業と図書館との関りを重視していきたいと考え

ています。

3.経営の現況

(1)職員機構

2階

i
 

l
 

--a
，e 

大
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理解を深めることを目的としたもので，市町村それぞ

れに特色のある記事内容が盛り込まれています。「あ

あ，こんなところにも，こんな故事 ・来歴があるとは

知らなかった。そのうち一度行ってみよう。」という

気を住民に起させるための記事といってよいでしょう。

いうなれば rふるさとを顧みる」きっかけづくりに

役立てることをねらった シリ ーズです。

市町村広報紙(誌)は，本来市町村の行政を中心に管

内の主だった行事を伝達する情報手段であり，ありの

ままの事実を報道しておけば一応の目的を達したこと

に変わりはありませんが しかしそれを手にして読む

住民の立場からすれば，それだけでは物足りなさを感

じる場合が時としてあるかも知れません。綴じて，い

つまでも保存 して置きたいと意欲を起させるー そんな

紙面づくりに気を配る姿勢と

情熱が今後市町村の編集担当

者には必要とな ってくるでし

ょフ。

そうした観点からいえば，

このような「ふるさとシリー

ズ」などは，まさ に保存に価

する目玉記事となりましょう

し，長 く保存することにより，

市町村のあゆみを一目で理解

できる恰好の資料となるに違

いありません。今日のように

人口の動静が激しい時代にあっては， 地域住民が相互

にふるさとについて語り合うことも稀になり，ただ仕

事の関係で同一地域に住んでいるといった隔絶された

近隣関係が一般的な傾向となってきつつありますが，

こういう時こそ同じふるさとを持つ地域の人びとの触

れ合いを大切 にし， 連帯の紳を強くする市町村広報の

役割と使命はますます重要にな ってくるものと 思われ

ます。

郷土に関する記事の中で，具体的にどういうテーマ

が取り上げられているか，いくつかその事例を紹介し

てみますと rふるさとの伝説j，rあまぎ、今昔j，rふる

さと歴史散歩j，rふるさと忘備録j，r史跡めぐり一文

化財を訪ねてj，r市町村指定文化財j，r市町村の伝説

民話j，rふるさと探訪記j，r岡垣小史j，r春日風土記j，

「市町村の考古学j，rふるさとの石碑めぐり j，r人物

伝j，rふるさとの文学散歩」など多くの市町村がふる

さとの歴史と文化に関する記事を連載して，地域と住

民の結びつきを図っているようです。県立図書館では，

県内各地から寄せられたこれらの市町村広報紙(誌)を

整理して「ふるさとシリーズ」 を目録化 し，現在第 3

号まで発行していますのでご活用ください。
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1.広報紙(誌)の収集経過

当館が行政資料の本格的な収集を開始したのは，昭

和43年 1月からです。その頃は，年末の大掃除の際に職

員数人で、県庁各課を廻って関係資料を収集したものでし

た。これが今日の行政資料の基となりますが，当時は県

関係が主で，市町村の発行資料は皆無といった状態が

数年続きます。そこで当館では，昭和53年公共図書館

協議会と公民館図書部協議会の共催による資料収集の

ための合同研修会の成果を踏まえ，地域の資料及び行

政資料の収集に積極的に取り組むようになりました。

まず手始めに，収集が比較的容易なものからという

ことで，市町村が発行している「市町村だより」や「広

報」などの寄贈をお願いしたわけです。これらの資料

は，市町村行政の方針や成果を住民に周知 させるいわ

ばPRのための資料で，どこ

の市町村も定期的に発行して

いますし，また発行している

ところが明 らかなことから，

収集する側にと っては集めや

すい種類の資料に属します。

しかし，ただ漫然と待ってい

ても期待どおりに集まるもので

はありません。あらゆる機会

を捉えて寄贈依頼を行うとか，

あるいは関係機関の協力を仰

ぎながら収集に努力した結果，

最近になって漸く 100%近くの収集率を確保すること

ができました。

2.工夫された広報紙(誌)

各市町村から寄贈いただいたこれら広報紙(誌)には，

それぞれに市町村独自の持 ち昧と編集上の工夫がこら

されています。ただ，表紙について難点を申 し上げる

と，ご く限られた市町村ではありますが，通巻番号が

判明しないものが数種あります。この通巻番号は，そ

の広報の歴史を物語るものでありますから，はっきり

と明示しておくことが大切です。

また，表紙には大部分の市町村がスナ ップ写真を大

きく取り上げて紙面構成を図っておりますが，その月

の月聞か旬聞に管内で行われた催 しものに題材 をとっ

たものが多く，例えば 8月は花火大会 ・盆踊り ， 9月

は敬老の日の行事，10月は運動会といったきまりきっ

たパターンの繰り返しをよく見かけますので，このあ

たりで手庁しいアイディアを生かした工夫が必要でしょう。

3.ふるさとを顧みる

いくつかの市町村では「ふるさと再考」といった視

点から ，郷土に伝わる故事 ・来歴をシリーズで紹介し

ているところがあります。これは，郷土への愛着心と



ロ読書週間 10月27日(日ト11月9日仕)

テーマ : “キラリ知性 秋の一冊"

。第24回福岡県母と子の読書のつどい

8月7日(水) 10時30分~17時

会場 :福岡郵便貯金ホール

ロ福岡県立図書館録音図書朗読奉仕者第 5期養成

研修会

9 月 1 8 日 (水}~9 月 21 日W 9 時30分~16時

会場 :県立図書館

講師 :NHK福岡放送局宮川俊二

県立図書館録音図書朗読奉仕者児島博

ロ福岡県郷土資料総合目録第 2回編集会議

10月8日伏) 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

ロ福岡県学校図書館協議会小中学校司書研修会

10月23日(水) 9 時~ 1 6時会場 : 県立図書館

ロ第12回読書活動研究集会

11月27日(材 会 場 :県立図書館

広瀬資料(私立福岡図書館関係資料)の寄贈

現在の福岡

県立図書館は

大正 7年に創

設され，幾多

の変選を経て

現在に至って

いますが，館

の前身ともい

うべき私立福

JJ?? 
岡図書館(初代館長広瀬玄張氏明治35年創設)

二関連する資料が，ご遺族の広瀬功氏(横浜市在

住)より寄贈されています。

内容は r書農林J (ふみのはやしと読む)等，

開館式当日の祝詞を編集した 4巻よりなる巻物を

含み，いずれも，館史に関係する貴重資料といえ

ます。その他， 図書館があった福岡市荒戸町の土

地， 建物の登記申請書， 九州大学に寄託ののち，

売却されることとなった資料の購買契約書，広瀬

文庫書名目録なども一括寄贈となっています。ご

遺族や関係者のご厚情に謝意を表し，福岡県立図

書館が創設されるまでの先駆としての役割を裏付

ける資料として，今後の活用が望まれます。

テーマ :地域における読書活動推進のための

読書ボランティアの育成について

ロ福岡県公民館図書部担当者研修会

1月中句 会場 :県立図書館

テーマ :公民館図書室実態調査から

(問題提起)

ロ九州各県及び指定都市立図書館長会議

8 月 30 日 (封~8 月 31 日w 会場:熊本市

ロ全国図書館大会

10月 30 日 (水)~11 月 1 日 (封会場 : 仙台市

テーマ :生涯学習の時代に応える図書館づく

りをすすめよう

ロ全国公共図書館奉仕部門研究集会

11 月 7 日 (村~11 月 8 日幽会場 : 松山市

テーマ :地域社会の発展に応える図書館奉仕

を考える

ロ福岡県公共図書館協議会第 2回司書研修会

11月中句 会場 :県立図書館

開館時間 閲 覧室 午前 9時~午後 7時

自習室 (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 (但し，視聴覚室は日躍閉室)

録音図書室 午前 9時~午後 5時

(土曜は正午まで，日曜閉室)I 

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

砂今回は郷土課業務紹介の特集です。高度成長期以降

の急激な故郷喪失状況の中で，私たちは「懐かしさ」の

帰り行く 場所を精神的にも持 ちにくくなっています。

砂この記事が，郷土再発見のー契機になれば幸甚です。

昭和60年11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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