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福岡県の図書館マップ
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福岡県立図書館作成



座談会

住民に喜ばれる図書館をめざして

出席者 (順不同)

白石 昌子 (福間町教育委員会社会教育課主事)

測上 勲 (篠栗町教育委員会社会教育課長)

芹野八重子 (春日市親と子の読書会連絡協議会)

菊池美智子 (柳川市複合文化施設建設委員)

北村慶子 (福岡県立図書館普及課長)

司会 白 根一夫 (福 岡県立図書館普及課司書)

司会 ただいまから「住民に喜ばれる図書館をめざし

てjと題して座談会を開催します。福岡県では、平成

7年までに11の市町で図書館の新設が予定されていま

す。湖上 ・白石の両氏には「図書館づくり jを担当し

ての抱負ゃ苦労話や、これから図書館を作る市町村の

参考となるようなお話を、また、芹野さん菊池さんに

は利用者の立場からの御発言をお願いします。

視察・見学のすすめ

白石 福間町立図書館は平成 4年 4月にオープンしま

す。役場の敷地内に鉄筋コンクリート地下 1階 (B M

車庫と駐車場)地上 2階(lF .開架室と事務室、 2 

F・視聴覚室と研修室)、現在開館準備に忙殺されて

います。昭和63年4月に千葉県の浦安市立中央図書館

福間町立図書館準備風景

を見学した際、滋賀県の栗東町立図書館の見学をすす

められました。平成元年の i月に、町執行部と職員で

栗東町立図書館と開館準備中だった甲西町立図書館を

視察し、各々の館長さんからた っぷりと説明を受けま

した。行きと帰りでは執行部の考えが変化するほどで、

福間町立図書館建設の出発点になったと思います。

測上 平成 3年 4月に社会教育課長(中央公民館長)

に着任しましたところ、総合センターとしてホール600

席 ・研修室12室 ・図書館の複合施設の建設が決って

いました。着任後、小郡市・苅田町 ・行橋市 ・筑紫野

市 ・太宰府市と精力的に視察をし、庁内の建設プロジ、エ

クトで特に図書館建設における基本運営計画の重要性

について発言してまいりました。ヌij田町立図書館の見

学は効果的で、館長、係長の熱っぽい説明を聞いて、

町長が「図書館は単独施設にすべきだったか」と 言わ

れ、制約のある中、開架室面積を広くしました。

芹野 春日市は平成 2年 5月に「春日市図書館計画審

議会jが設置されました。学識経験者等を含む15名の

委員のうち 7名が女性で、県立図書館普及課長の北村

さんも、参画されました。建設前に審議会を設置して

「図書館の基本計画jを策定したのは、県内では春日

市が最初ではないかと思います。春日市にとって幸運

だったのは、「図書館計画施設研究所」の菅原峻氏が

コンサルタントとして参加されたことです。審議会で、

久留米市、筑紫野市と関東地区の藤沢市 ・厚木市・伊

勢原市 ・杉並区 ・日野市 ・朝霞市の八つの図書館を視

察しました。審議会は平成 3年 2月14日に答申するこ

とができました。

司会 柳川は北原白秋を生んだ土地であり、文化の香

り高い都市ですがまだ図書

館がありません。今、市を

あげて図書館建設にとり組

んでおられるところです。

菊池 柳川市では、平成元

年に「柳川市総合計画策定

にかかわる市民意識調査J
が実施されましたが、その

結果「作ってほしい文化施

設jのトップが「図書館」

でした。自治省の地域づく
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り推進事業ということで「水の文化資料館」との複合

施設で、待望の市立図書館の建設計画が昨年からスター

トしました。「柳川市複合文化施設(仮称)建設委員

会」が発足し、初会合が12月2日に開催されました。

女性の委員が 5人で全体的に世代が若返っているのが

特徴です。県立図書館からも地元在住の三池賢一郷土

課長が委員になっておられます。先日、委員会で苅田

町立図書館を見学に行き、何よりもしっかりした基本

計画を立てることが大切だという助言を受けて帰って

きました。
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北村 先進地の図書館を見学することで、関係者の考

えが変化してきたのがよくわかりました。図書館は利

用者あってのものです。職員の研修は勿論、住民の図

書館に対するイメージや認識を探めることも大事です。

講演会・研修会のとりくみ

湖上 昨年は「福岡県公民館図書部協議会jの県外視

察研修で、全国図書館大会 (徳島)に参加させていた

だきました。その時の縁で日本図書館協会の栗原均事

究会館づくつど読書推進学習会
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栗原均氏の篠栗町での講演会

務局長が九州に来られた時に、当町にお寄りいただき

課長、係長等の研修会で講演をお願いしました。職員

の図書館に対する認識を高めることが、オープン後の

スムーズな図書館運営にもつながると思われます。今

後も機会があれば実施したいと思っています。

司会 柳川市は以前「図書館を建てようjという動き

がありました。その時、栗原事務局長が柳川に来られ

図書館の必要性について訴えられたことがあります。

また、4年ほど前、北海道置戸町立図書館長の津田正

春氏(現滋賀県立図書館長)の講演会が開かれれたこ

ともあったようですが…。

菅原峻氏の柳川での講演会

菊池 津田さんの講演会に関わってくれた人たちが、

現在「柳川の図書館を考える会Jのメンバーにつながっ

ています。北海道の人口5，200人の林業の町に、移動

図書館と図書館の活動があり、住民 l人当り 11.7冊の

本を貸出していることを知って感動しました。町に図

書館があることによ って 、

人口は過疎だけれども情報

は“都会"並みである置戸

町に比べると 、柳川にはそ

れが欠けているなとつくづ

く感じたものです。昨年10

月20日に、柳川市主催で

「図書館づくりと読書推進

学習会jが開催され、菅原

峻氏が、「図書館は一生の

友達jと題して講演されま

した。柳川市ではこの講演

.‘ . 

内容を「図書館を考える講演会の記録jとして発行し、

図書館に対する市民の関心をたかめるための資料とし

て活用しています。

芹野 春日市親と子の読書会連絡協議会では、平成元

年度に浦安市立図書館長竹内紀吉氏、平成 2年度に菅

原峻氏を招き、講演会を開催する等市の図書館建設に

協力をしてきました。

準備室の設置と専門職員 (司書)の採用

白石 福間町では図書館準備室を作らず、教育委員会

社会教育課で準備しています。平成 2年 4月に採用に

なりました司書 2名と司書資格をもっている私の 3人

がソフト面を、施設なとεのハード面及び予算関係を社

会教育課職員のパックアップを得て進めてきました。

資料費は要求どおり認められ、今うれしい悲鳴をあ

げながらがんばっています。

湖上 篠栗町中央公民館図書室には、現在 2名の臨時

職員がいます。手探りの中県立図書館に相談しながら

準備に当っていますが、 4月には将来の館長となる準

備室長と司書 2名及び臨時職員の 5名で準備室を発足

させたいと頑張っています。

芹野 春日市は平成 2年度に 2名、 3年度に 2名の司

書が試験採用され、この 4名と将来の館長となる準備

室長を加えた 5名で準備室が設置される予定です。私

たちは、準備室長が司書有資格者で、情熱をもった実

務経験のある人であってほしいと願っています。

菊池 柳川市の場合は、建設現場が川下りのコースに

なるので多分素晴らしいものが建つと思いますが、職

員の問題や将来館長となられる準備室長に経験者を据

えていただけるかどうかが心配です。平成 4年度には

準備室が出来ると聞いています。

準備室職員の研修の重要性

芹野 昨年12月に市長さんと一緒に苅田町立図書館を

見学しました。見学の帰りには、市長さんから「初め

て良い図書館を見た、図書館はやっぱり人が大事だなj

という感想をいただき意を強くしています。今年は研
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修のため先進図書館に 2名の職員の派遣が予定されて

いるそうですが、沢山吸収してきてほしいと思ってい

ます。春日は「感性発信都市」をスローガンにしてい

ますので、良い感性をもった職員を育ててほしいと願っ

てい ます。

菊池 柳川市は、春日市の「図書館基本計画jを大い

に参考にさせていただいています。平成 4年度には準

備室も出来るそうですし、職員の県外派遣研修も予定

されると聞いています。

移動図書館の必要性

菊池 昭和63年頃どうしても図書館がほしいと「図書

館づくり運動jをするようになりました。その頃福岡

の方で才津原哲弘さん (現 ・苅田町立図書館奉仕係長)

が「図書館の出前jと称して、住民からの求めに応じ、

出かけていって図書館の話をしておられ、柳川にも来

ていただきました。前川恒雄さん (元滋賀県立図書館

長)が始められた日野市立図書館の移動図書館の話を

聞き感動し、私たちは「柳川の図書館を考える会」を

発足させました。「柳川にも移動図書館を走らせてほ

しいjと2ヶ月足らずの短期間に約3，000名の署名を

集めて請願を行ないました。各教育委員に、漆原宏さ

ん写真集 「地域に育つ暮らしの中の図書館jを持って

行き、移動図書館によるサービスのことを説明しまし

小郡市立図書館の移動図書館による病院貸出

た。請願は継続審葬ということになりましたが、母親

中心のこの運動は現在も続いています。

湖上 篠栗町では移動図書館のことは考えておらず、

設計図にも車庫はありませんでした。しかし、町域は

広く山間部をかかえていますので移動図書館がどうし

ても必要と感じています。町のマイクロパス(10人乗

り)を改造して、児童館 (3ヶ所、各指導員 2人)

幼稚園 (3ヶ所) ・保育所 (4ヶ所)を巡回し、団体

貸出から実施していきたいと考えています。

芹野 春日市は市域が狭いので移動図書館は必要ない

だろうといわれてますが、子ども、幼児を抱えた母親、

お年寄り、身体の不自由な人たちにと って街の真中に

できる図書館を日常的には利用できません。図書館を

利用するのに障害のある人も利用できる移動図書館が

必要です。「春日市図書館基本計画jにあるように、

「いつでも、どこでも、だれにでも jサービスが受け

られる図書館組織 (本館 ・分館 ・移動図書館)の実現

をめざして、「春日市親と子の読書会連絡協議会Jは

活動していきたいと思っています。

学習室の問題

司会 図書館は勉強する所というイメージが今だに強

くあります。夏休み等の宿題をしている子どもたちゃ

学習室の席を確保するために朝から並んでいる学生た

ちの写真が年中行事のように新聞に載ります。図書館

は勉強する所というイメージをも っている人が多いか

ら、新聞社も記事にしてしまうのでしょう 。図書館に

は、赤ちゃん絵本からお年寄りにも読める大活字本ま

であり、最近では CD.ビデオ ・カセットテープまで 〆

貸し出すということを、実際のサービスを通して広め

たいものです。その為には、図書館は「本を借りる所J
というイメージを与えられる“本物の図書館"を l

つでも多くオープンさせることが大事だと思いますが

この件でどなたかご発言はありませんか。

白石 福間町でも“昔のイメージ“の図書館を思い

浮べる人が多く、住民から「学習室jの要求がでてき

ました。この時は、 2、3年前に閲覧室での学習をこ

とわっているという県立図害館の回答記事を参考に説

明しました。町議会でも同様に答弁をして、現在のよ

うに学習室のない“本物の図書館"を準備できるよ

うになりました。

湖上 篠栗町の設計でも、当初は図書館の 2階部分は

学習室として考えていたようです。しかし、いくつか

新しい図書館を見て 2階を研修室に変えました。

図書館振興策について

白石 福岡県では、市町村が図書館を建てる時施設整

備補助として200万円が交付されますが、図書館政策

をもっている県の補助額は大きいようですね。

湖上 昨年の全国図書館大会の第 2分科会で事例発表

されました「栃木県の図書館振興策jは素晴らしいで

すね。昭和52年度から県が単独で図書館施設整備補助

金を新設、平成 3年までに25の市町村に図書館が新設

され、 一市町村当り平均5200万円 (ほぼ国庫補助金と

同額)が交付されています。このほか建替等への補助

もあり、現在栃木県の図書館設置率は市が92%、町村

で51%になっています。設置率をあげるためにも福岡

県でもぜひ実施してほしいと思います。

北村 今県立図書館では電算化の準備をはじめている

ところですが、県内全域に図書館サービスを展開する

上からも全市町村に図書館、あるいはこれにかわる施

設が必要です。そのためにも今後の行政施策に期待し
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ています。今全県の図書館振興策に関する資料等を集

めているところです。

県立図書館について

白石 高価で利用頻度がそれほどない本や、絶版で手

に入らない本等のリクエストを受けた時は県立図書館

にたよらざるを得ません。また、新刊書等で案外所蔵

していない資料も多いようですね。

北村 県立図書館では、市町村の図書館ではあまり購

入されないような資料集や参考図書、専門書等比較的

高価な図書を購入しています。また古い出版物につい

ても古書庖等で購入したり、寄贈をうけたりして資料

の充実に努めています。県立図書館に所蔵していない

資料につきましては他の図書館から借りたり、紹介し

たりもしますが、どうしても入手出来ない資料もあり

ます。

全出版物を購入できるといいのですが、現在では困

難です。県立図書館では目下のところ全出版物の 2分

の 1の購入を目標に努力しています。

菊池 私たちが「図書館づくり運動」をする場合や、

市町村が初めて新しい図書館を建てる場合等、県立図

書館に行けばいろんな情報があるとよいと思います。

その際、図書や雑誌だけでなく目に訴えられるビデオ、

フィルム、スライドなども入れて下さるとありがたい

です。埼玉県の朝霞市立図書館を見学した際、図書館

に関するスクラップが、それこそ住民運動から国の図

書館行政に関するものまで揃えてあり大変うらやまし

かったです。良い図書館ができるためですから、ぜひ

お願いします。

白石 全国規模や九州地区の研究集会等の案内を、図

書館の準備室にも通知して下さい。今から図書館の仲

間入りをする市町村は、研究集会等図書館に関する情

報にまだうといですから、ぜひ県立図書館にリードし

ていただきたいと思います。

北村 図書館づくりのための資料については、県立図

書館 2階にある「図書館学資料室jに、図書館関係の

図書や雑誌のほか、図書館に関する資料を集めて公開

しています。スライドやビデオ、その他の資料につい

ても今後きめ細かく収集するよう努力したいと思いま

す。

また、研究集会等図書館関係事業の情報についても

図書館だけでなく、図書館新設計画のある市町村等へ

もお知らせするようにしたいと思います。

白石 最初に申し上げましたように、福間町は 4月 1

日にオープン予定ですが、私たちの図書館のシンボル

マークが決まりましたので、ここでPRさせて下さい。

福間町に伝わる民話の主人公“又ゼー"さんをモデ

ルにデザインしました。図書館の生命である本 (とん

ち大百科)を手にした又ゼーさんがシンボルマークで

す。併せて、正式図書館名と住所 ・電話番号を紹介し

ますので、よろしくお願いします。

夢と創造の、交差点。

橿 町立国
届81ト32福岡県宗像郡福間町3413番池田0940(42) 8000 (代表)

芹野 昨年、「福岡県女性研修の翼jに参加してヨー

ロッパ 4ヶ国を見てきました。デンマークの“老人の

街"に行きましたら、そこには銀行から病院 ・ショッ

ピングセンターまで、そして勿論「図書館jもありま

した。赤ちゃんからお年寄りまでの人が「いつで、も、

どこでも 、だれでもj利用できる図書館があって、司

書の人がいつもにこやかに迎えてくれ、いろんな資料

を借りられて生活が豊かに、楽しくなる、そんな図書

館が lつでも多くできたらいいですね。

北村 本日は大変良いお話を聞かせていただき勉強に

なりました。これからの県立図書館サービスの中に生

かしてゆきたいと思います。住民に喜ばれる図書館が

つぎつぎに誕生することを願っています。

司会 本日は御多忙な中、長時間にわたり御協力いた

だきありカfとうございました。

〔案内 〕 平成 4年度主な大会等の期日と開催地

O全国公共図書館研究集会

奉仕部門

平成 4 年 9 月 17 日 ~18 日 茨城県

整理部門

平成 4 年 9 月 10 日 ~ll 日 富山県

参考事務分科会

平成 4 年10月 1 日 ~2 日 福岡県

児童図書館分科会

平成 4 年10月 8 日 ~9 日 青森県

0全国図書館大会

平成 4 年11月 17 日 ~ 19 日 愛知県
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ことでトリとこじつけ、宗教的な圧迫からのがれたと

考えることができょう」と説明しています。

うさぎが、わが国で獣肉食が忌避された時代にも食

されていたことについて、 『飲食辞典.1 (山本萩舟著

平凡社 S 33) には、味が淡白で鶏肉に似ていること

とともに、徳川家の嘉例として正月元旦にうさぎの吸

い物を食べる慣習があったからではないかとあります。

近世の料理書を集めた 『江戸時代料理本集成 翻刻』

(全10巻別巻 1 吉井始子編 臨川書庖 S 53~56) 

に収録された「料理物語J(寛永20)、「古今料理集j

(干IJ年不記)に も、うさぎの料理法が紹介されていま

す。肉食が常態となっている今日では、食肉としての

ウサギは逆にめずらしくなっていますが、 『食卓を変

えた肉食J (宮崎昭著 日本経済評論社 S位 〈食〉

の昭和史的 のなかには、日清 ・日露戦争以後うさぎ

に対する毛皮の軍需が強まると、さかんに飼育され、

その副産物として兎肉の生産量も増加し、軍隊の炊事

用、学校の給食用に供されていたことも書かれていま

す。

ところで、この「羽jや「匹Jr個Jr枚」といった

語は、国語学では「助数詞jとい って、接尾語のひと

つで、数をあらわす語に添えて、どのような事物の数

量であるか示す語です。『国語学研究事典.1(佐藤喜代

治編 明治書院 S 52)には、助数詞にあたるものは

英語などには非常に少なく、東洋の諸語に多いため、

日本語の助数詞に早く注目したのは、ロドリゲスを初

め外国の学者に多かったとあります。(ロドリゲス1日1-

1634はポルトガルのイエズス会の宣教師で、通訳とし

て活躍。著書「日本大文典」等)また、近来の話しこ

とばでは、複雑な助数詞の体系がやや簡素化していく

様相をみせる一方で、「四車線Jr百二十レーン (ボー

リング台)Jのような新しい事象に伴う新しい助数調

も生じていると解説しています。

うさぎの数え方は「羽」か「匹」かという質問に、

rN H K放送研究と調査J 1989年11月号では、うさぎ

は昔は「羽jで数えたし、今もそうする人がいるから

「羽jは正しいが、「匹」は間違いというわけではなく、

おそらく今では「匹jを使う人のほうがずっと多いの

ではないかと答えています。さらに、今日では、けも

のの中でうさぎでけを鳥と同じ扱いにする理由はなく、

複雑な助数詞をなるべく簡素化しようという意図もあ

り 、 NHK では、 「うさぎを数えるのに PJ~ J という

慣習があるが、放送では ro匹jというほうがよいj

としているそうです。新聞も同様で、 『記者ハンドブッ

ク第5版J (共同通信社編干Ij S 60) の助数詞適用の

基準では、動物は「匹jで数えるのを原則と し、鳥類

は「羽Jで数え、大型の獣類は「頭jで数えることも

あるとただし書きがありました。

(参考課

ll郷土資料紹介 11
レファレンスガイド 〉

『日本国語大辞典J (全20巻 小学館 S 47~51 ) 

など、おおかたの国語辞典では、「羽jを鳥類ゃうさ

ぎを教えるのに用いると定義しています。

さらに、古今東西のさまざまな単位と単位に関する

用語を解説した 『単位の辞典 改訂 4版.1 (ラティス

S56)をみますと、ホラ (法螺)を数えるときにも「羽j

を使うようです。この巻末には、付録として、ものの

数え方の一覧があり、日常生活に使われている 447種

のものについて数え方を示しています。また、 『図解

単位の歴史辞典.1(小泉袈裟勝編著 柏書房 H 1 ) 

にも 、歴史や古典にでてくるもの277種について数え

方がのっており、うさぎの教え方として他に「耳」も

あります。

なぜ「羽Jと数えるかは、 『日本を知る辞典.1 (大島

健彦ほか編、社会思想社 S 46)にありました。この

辞典は、日本の伝統的な生活、慣習、もののみかた、

考え方などを12章にわけ、項目を立て、体系的な「読

む辞典」の形をとった日本に関する民俗辞典です。生

活の知恵の章で、数と単位をとりあげ、そのなかでう

さぎの数え方についてふれ、「牛や豚をたべぬ日本人

にとって、山野で容易に入手できるウサギやイノシシ

は貴重な蛋白源であり、イノシシはヤマクジラという

ことで食する理由をつけ、ウサギは一羽二羽と数える

久
保
猪
之
吉
先
生
と
文
学

「工ニク、マ」と追悼誌「久保猪之吉先生と文学」
(野田宇太郎文学資料館所蔵)

の死を看取った医局員の中に曽田共助が居りました。

曽田共助は「公孫樹」の号を持ち「エニグマJには

俳句、歌、詩、小説を載せ多才なところを見せていま

す。後には小倉で、医院を営むかたわら、小倉郷土会を

創設し機関紙「豊前Jや「記録jを発行しています。

又その知識は広く文学、芸術、民俗学などにわたり、

北九州の文化界の中心的存在であったということです。

久保より江も本誌には歌及び文章を書いていますが、

後には俳句へ移り、高浜虚子に師事して「より江句文

集Jr嫁ぬすみjなどの著書があります。長塚節は療

養中このより江に暖かい慰めを受け、 80余通もの手紙

を残しています。節の代表的な歌「白埴の瓶こそよけ

れ霧ながら朝はつめたき水くみにけり jはより江に贈

られたものです。

大正初期、福岡の文学活動の源流となった「エニグ

マJは僅か 2年程で消滅しますが、その後を引継ぐよ

うに大正 5年「みなとjという歌誌が国藤武によって発

行され、福岡の文学活動は次第に盛んになっていきます。

(郷土課司書入江真知子)
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マ J岳・・ ニ .%. 

「工ニク‘マ」
文学雑誌。1913. 2 ~ 1915. 1 (大正 2~ 4)。九大

耳鼻咽喉科教授久保猪之吉を中心に医学部学生の文学

グループによって発刊されました。諸岡存、小野健治

らが中心となり 、学外からも加藤介春(九州、旧報編集

長)、川路柳虹、前田夕暮、若山牧水など多彩な顔ぶ

れが揃い、女性も久保より江 (猪之吉夫人)、伊藤倖

子 (柳原日蓮)などが寄稿しています。大正初期の福

岡の文学雑誌の晴矢として貴重な資料ですが、県立図

書館にはこのグループの l人であった曽田共助宅に残

された11冊の複製があるのみで、欠号があり全貌を知

り得ないのは残念です。第 I巻第 1号には久保猪之吉

の「詩人サールスJ(文)、加藤介春「菓子を食ひ乍らJ
(詩)、若山牧水「船と島原と博多とJ(歌)、久保よ り

江「鶏鵡姫J(歌)などが並んでいます。

久保猪之吉は1874年 (明治7)福島県に生まれ、

1900年 (明治33)東京帝国大学医科大学卒業。1903年

~1907年ドイツ留学。 帰国後福岡医科大学 (九州大学

医学部の前身)初代耳鼻咽喉科教授となります。耳鼻

咽喉科学の権威であると共に、学生時代から落合直文

に師事して歌を作り、 1888年門下生の尾上柴舟らと

「いかづち会」を結成して歌文の革新運動を興してい

ます。後には歌から俳句へ転じ、句集「春潮集Jがあり

ます。1912年歌人長塚節が夏目激石の紹介によってこ

の久保猪之吉を頼り、西下して咽頭結核の治療を受け

遂に九大で、死去したことはよく知られていますが、そ

れはほぼ「エニグマJ刊行の時期と重なります。又そ

うさぎの数え方

うさぎを r1羽、 2

羽…」とも教えますが、

なぜでしょうか。また、

「羽」と「匹J のどち

らを使うのが一般的で

しょうか。

社のしなが回目 いで 解 そ デ 基 国はド秘イ ブックトーク
さ)王 ま事、まぐ人 芝 費す岩 ここイ 地 の、ン密ツまの-
て支 国 すに「るらの日間信 。波 A-_  うでア」キ康作のの戸ヘ

及 。疑卵か い 持!!でそ書 .;~1t~ と天は三ャ子 計 ァ ベ l人
あ見 ヤ ジ問 の 知 保 つ すれ庖鴎細 川 し使弟輪ン先佑画ンルルだ
なし のヨをひ っ存秘 。は) 鐙溜酒-己i まのを裕プ生学をゲリにけ
たまなン持 み てで密 ( 、 勝務¥¥J471 す像さ子場の社実リン包の
のし そ・ つ 三 いきで 長 決か 路fi\~rLL 。にそ著へ結)行 lにま楽
また」ス好 まるは を しく 醸!ゴい (出い の 婚 秘 し カ 壁 れ し
わ 。(チ奇 ( すかな さ てさ 障室謹話弓も ヲ会メ講家の密まはがたい
り 京 l心主か知い ま年れ 議続雪監通帳 口 い ト 談 出 ニ の す 、 あ 秘 秘

年プは笠?っひ ょ をた 峨醐鼠持羽子 いロ社のユ計 。ピっ苦密
/tン、ずい ち と秘 鴻 J 絞 f 安 保ポ )計 l函(ント:

字みがT51-ztH磁総切jJ与;2FE主F2唱。;

ii715Fi廿憐郡高出?;ii;??
芸し F 好くらみな 。 ナ死ぃ 円、:iJF精子作 秘へなすを佳 手 きの

五月持詩集 12Zjj::j¥J4.z 路上下町Z長~ 15容でU5 1RdL彊週Jh zTKHJ22J t 
河山 ンつ密すてを中 パいタ 蕊?司書ヂiI パ、すご 山達 千ウ知ス
井セ 24てを 。く 加で ピ I "J 亀山マe lそ J. の の恵 ス り と 秘

「ひれえ卵 ァ恐ク グの彼 1ひ住の ・合
子 {皆秘き色るるは 卜 ろ 一 作謎女ロ み む三コ西

成 密出 々のと何作し家 をは iつ 雪 人ル、下謎
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*本司書

江戸時代の「獣肉庖」

山くじらとは獣肉を忌

んでいいかえた異称。

( r江戸名所百景」より)
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EE霊冨置 田川市立図書館新装改築オープン

図書館の増改築については、「田川市第 3次総合計

画」にも予定されていたのですが、何しろ全額単費と

いうこともあって先送りとなっていました。それが、

美術館建設という考えてもいなかった話がもちあがっ

てきたため、一転、現実のものとなって、担当職員と

してはうれしい限りでした。

しかも、この一帯を文化エリアとするため美術館を

担当した設計業者が図書館の設計も兼ねるということ

で二重の朗報でした。しかし、工事完成まで全面休館

とするわけにはいかず、この期間の“かわす"作業と

仮営業の日程が大変でした。結果的には、平成 3年 8

月から10月までの 3ヶ月間の休館で、どうやら切り抜

けることができました。とはいうものの、職員一同の

窮乏生活は“筆呑に尽くし難い"ものがありました。

増改築といっても、部屋割りなど全面的にや りかえ

たので、内部だけを見る限り新築とかわりません。増

改築部分は児童室、ブラウジングコーナ一、畳コーナ一、

作業室など500rrfで、延面積が2，000nfとなり広々とし

た印象を与えるようなりました。

設計に要望しましたことは、お年寄りのためのコー

ナーを設けること、ブラウジングコーナーは陽当りを

よくすること、郷土室ロビーを明るくすること、子ども

室の低書架は木製に統一することなどでした。何しろ

図書館司書専門講座に参加して

文部省主催の「図書館司書専門講座」は、毎年11月

末から12月中旬までの23日間、東京 ・上野の国立社会

教育研修所で開催されます。毎年九州からの参加は少

なく、 92名の参加者のうち福岡県 ・熊本県からの 6名

のみでした。福岡県では、過去の参加状況をみま しで

も、県立と二つの政令都市立以外では、残念ながら小

郡市立図書館のみです。この研修は、往復の交通費は

全額国が負担しまノすし、上野から]Rで20分の松戸市

全国の図書館職員と知り会えるチャンス 1

3億4，000万円の投資ですから、生半可な増改築とい

うわけにはいきません。また、旧施設になかったお話し

コーナー、対面朗読室、録音室なども新たに設けました。

般書架の開架冊数は以前と変わりありませんので、

余分のスペースがゆとりの空間になったというわけです。

ゆったりと読書を

予算要求のとき、これだけはゆずれないと主張した

のが、ブラウジングコーナーの椅子です。1923年にア

メリカミシガン州の小さな町で誕生し、世界的な椅子

メーカーになったハーマン ・ミラー社製の椅子で、私

の自慢の備品です。又、 10年程すれば、銅版葺の屋根

が緑青をふいて少しは趣のある建物になると思います。

皆さま、 一度、機会をみてご来館ください。

(田川市立図書館赤碕照義)

にある寮は安価で利用出来ますので、市や町からも参

加しやすいのではないかと思います。 研修内容につ

いては、講師陣に前)11恒雄、栗原均、竹内紀吉、津田

正春、竹内75、長津雅男の各氏、その他日本でも代表

的な図書館人で占められ、カリキュラムも楽しみなが

ら研修できる よう に工夫されてい ます。

この研修の隠れた利点と して、全国の図書館人と知

り会えること 、研修後もその人的ネ ットワ ークが活用

できる点があります。このことは地方の図書館人にとっ

て大きな戦力になることでしょう 。

開館して 5年目を迎える小郡市立図書館ですが、ま

だまだ半人前です。研修に参加して先輩や先進的な図

書館に学ぶことが沢山あります。2年続けて参加した

当館は、この研修で色んなことを学びました。ぜひ他

市からも参加してほしいと思います。県立図書館から

も、費用等の条件面を含めて講座開講のお知らせや、

参加申込みを勧めていただくと、もっと参加が増える

のではないでしょうか。

なお、来年度は 11月 26 日 ~12月 18 日に開催されます。

(小郡市立図書館高倉秀雄)

平成 4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 fi (092) 641-1123 
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