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紙本彩色。源守由謹画。江村人謹摸とある。図上に

種信の敬神の和歌一首を添える。

青柳種信 (1766--1835)は福岡藩士。本居門下の国

学者。その著述物「柳園古器略考j、「筑前国讃風土記

拾遺j等、高い評価を受けている。
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平成 6年度九州地区公共図書館研究協議会

平成 6年度九州地区公共図書館研究協議会は、平成 6年11月29日、30日の 2日間にわたり 、230

余名の参加の中、篠栗町の福岡県立社会教育総合センターにおいて開催されました。

開会行事 主催者あいさつ 文部省生涯学習局学習情報課課長補佐 粛藤信一郎

福岡県教育委員会教育長 光安常喜

開会行事に引き続き、文部省から公立図書館振興

方策に沿って、「公立図書館に関する国の施策につ

いてJの説明がありました。施設の整備、図書館情

報ネットワークシステムの整備、図書購入費の充実、

会議等による指導、図書館職員の養成 ・研修、図書

館関係団体への助成といった説明があり、今後の公

立図書館行政の推進に当たって一層の整備・充実に

努めるよう求められました O

基調講演は、山梨県教育委員会嘱託の小林是綱氏

を招き、「生涯学習社会における図書館の役割j に

ついて話していただきました。生涯学習社会とは集団型学習社会ではなく個人型学習社会であり

図書館は個人の自発的な学習を助ける場所であるというとらえ方や、図書館の利用時間の見直し

の問題は、まわりの自発体と連携しながら考えていったらどうかという提言等、利用者と図書館

とのかかわりについて熱っぽく語りかけられました。 .-J:E一一一一ーョa回国圏圃圃圃園開Dz~喝
第 1分科会は、「図書館運営の充実」がテーマで、

図書館サービスの基本は資料を平等に提供することに

あるとして、貸出を中心とした図書館の運営状況の発

表がありました。つづいて既設図書館におけるコンピュー

タ導入の必要性、導入の経過、導入の効果についての 『

発表があり、広域行政サービスのーっとしての自治省

支援の「図書館情報ネットワークシステム」について

の事例発表がありました。これからの図書館運営の多

様性と方向を模索した分科会になりました。

-事例発表 1 筑紫野市民図書館

一図書館運営と利用者サービスー

-事例発表 2 大牟田市立図書館

一既設図書館におけるコンピュータ導入について一

-事例発表 3 佐世保市立図書館

図書館情報ネットワークシステムについて一

-指導・助言 苅田町立図書館

館 長 高石敏幸

司書 大原俊秀

館 長 吉川 力

館長 増田浩次

第 2分科会は、「図書館づくりの事例集jをテーマとして、三つの事例発表を核に図書館づく

りの問題点について協議を深めました。発表は開館間もない市立図書館 ・町立図書館から各々 1

名、及び新館建設を目指して公民館図書室の充実に取り組んでいる事例でした。図書館づくりの

具体的な問題に触れた発表になり、質疑も活発に行われ有意義な分科会でした。
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-事例発表 1 嘉穂町公民館

公民館図書館ゼロからの出発-

-事例発表 2 柳川市企画財政課

柳川市立図書館の開館に当たって一

-事例発表 3 熊本県植木町立図書館

開館一年前から、一年たって一

-指導 ・助言 山梨県教育委員会

第 3分科会は、「これからの児童奉仕」のテーマ

のもと、小さな町での職員 1名に よる図書館活動

(保育所、小学校への「おはなし宅急便J)、開館に

先立つ絵本と児童書の充実のための取り組み、児童

サービスの現状と今後の課題という内容の事例発表

が行われました。こども時代によい本にふれること

の大切さ、公共図書館の児童サービスの重要性が再

認識され、こども の活字離れや映像化の進展による

こどものニーズの多様化といった問題や複本の扱い、

王 事 武田光

課長補佐 山田政徳

官官 長 中西満雄

嘱 託 小林是綱

'f.Yl崎会・ ・ tl.-_ . A.. 更には司書養成コースにおける児童サービス ・青少

麗織グ之助教i集 l年サービスの重要性といったことが活発に討議され

ました。

-事例発表 1 鹿児島県東市来町立図書館 司 三E主ヨ主 加 藤正子

一小さな町の小さな図書館 子どもと本を結ぶ活動一

-事例発表 2 大分県武蔵町立図書館 査官 長 糸永 光

すべてのこどもの為に、利用を保障する図書館づくりをめざして一

-事例発表 3 福岡県立図書館 事務主査 河井律子

一福岡県の児童サービスの現状とサービス拡充への今後の課題

-指導・助言 元熊本県立図書館児童係長 小玉理英子

全体会では、各分科会の司会者に よって、各分科会の協議内容について報告がありました O 時

間の都合で質疑に入ることができませんでしたが、最後に文部省の結びがあり、 2日間の協議会

は成功の内に終りました。

閉会行事 次期開催県あいさつ 沖縄県立図書館長 親泊安徳

主催県あいさつ 福岡県立図書館長

福岡県公共図書館等研究協議会会長 石橋知也

なお、 29日の懇親会は127名の参加で各県の情報交換が活発に行われました O また、 30日の篠

栗町立図書館の視察は、 60名近くが熱心に見学されておりました。 (総務課 鬼塚弘喜)
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平成 6年度県内新設読書施設紹介

〈柳川市立図書館〉

平成 6年 7月20日、市民待望の柳川市立図書館がオープ
ンしました。市役所の近くで、そばの堀割を川下りの船が
行きかう、四季折々の景観の素晴らしい所に位置していま
す。

施設全体は 「柳川あめんぼセンター」 といい、柳川市立
図書館 (2，679m2

) と柳川水の資料館(176m2
) から構成さ

れ、前面 (南側)にはあめんぼ公園があり ます。

~苓，.，、

~ 

製

図書館 1階部分は一般 ・AV.児童 ・地域行政 ・ヤングの各コーナーから構成されてい ます。
くつろぎコーナー ・畳コーナー ・グループ室・研究個室があり 、ま た利用者が思い思いに利用で
きるよう 、いたる所に閲覧机 ・ソファー ・椅子を配置しており 、大変喜ばれています。
2階部分は会議室 ・和室 ・展示ギャラリ ー 'AVホール (最大200人収容)があり 、利用も活

発でコミュニケーションの輪を広げるのに役立つています。
11月末現在、蔵書冊数11万 5千冊 .AV資料5千タイトル ・雑誌 2百タイトルで、貸出は20万

冊をこえました。資料面での特色としては、全国各自治体の基本的行政資料、全国の美術館 ・博
物館関係資料、水に関する資料の豊富さです。

4月には分館が南 4kmの所にオープンする予定です。
水の資料館(無料)ともども 、柳川へおこしの際は当館へぜひお立寄り下さい。
貸出冊数等 :冊数制限なし、期間は15日間。AV資料は 3点まで、期間は 8日間。
開館時間:10時から 18時まで。金曜日は20時ま で、。
休館 日:月曜日 、祝日 、毎月最終木曜日 、年末年始、特別資料整理期間。
貸出対象:市内在住者及び市内通勤・通学者

(勝山町図書館〉

田川市と行橋市をつなぐ国道201号線沿い。人口7，500人
弱の小さな町には、ちょ っとデラ ックスな 「勝山町総合福
祉センタ-J (愛称=サン・グレートかつやま )が 1月29
日に落成式を行い、2月 1日にオープンしま した。 F~ア三
その一角を占めるのが、図書館部門です。いままで中央 l

公民館にわずかな図書しかなかったのですが、 一挙にコン れ
ピューターを取り入れた本格的な図書館が完成。それだけ
に町民の期待も大きいものがあります。
蔵書能力は 4万骨。3万冊でスタート、徐々に図書を増やしていく予定です。映像 ・音響に敏

感な若い人たちに魅力的なものにしよう~とビデオ、CD、LD等のAV資料にも力を入れ、館
内にブースターが4つ。センター内には視聴覚室もあり、映写会も開催していく予定です。

ちょっと変わっているのは、幼児用 トイレ。児童図書コーナーのすぐ隣にあり、ドアを開ける
と、ま るで「おまるJのような可愛い便器があり、笑いを誘っています。大人用トイレは図書館
部門にはなく 、センタ ーのトイレと共用という設計。未来を担う子供たちが、優遇されていると
いうわけです。
本を読む場所も 、雪見障子付きの和室あり 、ゆったりしたソファーあり、背筋を伸ばして勉強

する学習室あり 。様々な読書風景が見られます。
運営の中心となっているのは若い女性司書 2人。備品購入、雑誌発注、機械操作習得、カード

発行と息つく暇もないほどの忙 しさです。
図書館には、 BM車庫まで整っています。将来、田園地帯を BMが走っていくことを目標に

「勝山町図書館」は走り始めたばかりです。
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レファレンスガイド

池部良氏(俳優)の著作「久慈見習士宮Jを探している。書庖で尋ね

たところ、その書名の本は無いと言われた。何か賞を貰ったと聞いてい

る。図書館にはないのだろうか。

まず、センターカタログで書名と著者名で探した結果、当館には無。「日

本書籍総目録J(日本書籍出版協会)にも見当たりません。雑誌に掲載され

たものかも知れませんので、“受賞している"ことを手がかりに「最新文学 池部 良氏

賞事典J(日外アソシエーツ編 ・刊 '89)の受賞者名索引から池部氏が「そ (キネマ旬報No.897より)

の人久慈見習士官」で第 5回日本文芸大賞 (s . 60)を受賞したことは判ったものの、出版社名 ・

掲載誌名はありませんでした。「日本文芸年鑑1986J(日本文芸家協会編新潮社)I朝日年鑑1986J

(朝日新聞社)にも、この時期、日本文芸大賞の記載がありません。そこで主催者 (日本文芸振

興会)に問合せたところ、雑誌掲載としかわからず、池部氏の電話番号を教えて貰いました。

電話することも考えましたが、池部氏の職業柄、受賞についてはマスコミで話題になったに違

いないと考え、「大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録 1985-1987人名編」にあたり ました。この

総目録は、週刊誌・大衆誌の記事をも採録しており、独特の分類による件名編と 、記事の対象と

なった人物を見出しとした人名編から成っています。各項目毎に関連記事の見出し、誌名、発行

年月日 、掲載頁が一覧でき、役に立ち ます。今回も期待どおり 、 “タレント作家大研究「夜間離

陸その人久慈見習士官」デビュー前は文学青年。1/5の経験をもとに日本文芸特別賞受賞"と

いう記事が、週刊平凡 1985.9 ，13 (39頁~) に掲載されていることがわかりました 。 この記事

の内容を確認したいと思ったのですが、週刊平凡に関しては当館では部分的にしか所蔵せず、こ

の号は未所蔵でした。そこで、他館の逐次刊行物目録に目を通し、東京都立多摩図書館へ記事内

容の確認を依頼したところ、快くひき受けてくださり、「その人久慈見習士宮」が、別冊婦人公

論1984年秋号に掲載されたものであり、別冊婦人公論は都立多摩図書館で所蔵していることを教

えていただき ました。

別冊婦人公論についても、当館では所蔵せず、県内の公共図書館にもなかったため、結局、相

談者には、都立多摩図書館を紹介して終りとしました。後日、相談者から、都内の知人経由でコ

ピーを入手したとの連絡が入りました。

レファレンスの件数も増え、その内容も多様化してきたことから、最近では、この事例のよう

に自館資料では足りず、他館の協力を得て解決するケースが増えてきたように思われます。

県立図書館として資料の充実に努めることは勿論、今後は、県内だけでなく全国レベルでの、

館種を越えた“協力体制"づくりへの取り組みも必要となりそうです。(参考課 白根恵子)

大宅批一文庫

財大宅壮一文庫 Oya Soich Library 
~156 東京都世田谷区八幡山 3-10-20 

宮 03-3303-2000 FAX 03-3306-1001 

医⑧ 利用資格 無条件 利用料金 有料 利用できる

サービス 閲覧、レファレンス、レファレンス(電

話)、複写 利用日時 9 : 00~ 17: 00土曜 9:00~ 1 7:

00 休館日 第 1・3土、目、祝 最寄り駅 京王

線八幡山歩 8分
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郷土資料紹介

恒三む
詩誌。 1947年 4 月 ~1956年 1 月(通刊24号) 。 久留米の丸山豊を編集発行人として創刊 。 戦後

の九州詩界に大きな影響を及ぼした同人誌。

第 1期「母音J1947~1949 

福岡県詩人会編復刻版「母音J資料編よ り

丸山豊は1915年八女郡広川町に生れ、 1927年中学

明善校に入学、その頃から詩作を始め、野田宇太郎

との出会いによって詩誌「日時計J1ぽえむ」など

を発行、早稲田大学第 1高等学院仏文科を中退後九

州医学専門学校に入学、その間1936年には矢野朗ら

と文芸雑誌「文学会議Jを創刊、この第 4冊に火野

葦平が発表した「糞尿謹Jは第 6回芥川賞を受賞し

て、当時の九州文壇に大きな刺激を与えました。学

校卒業後医院に勤務、 1939年召集、 1942年から中国、

ピルマ方面へ出征、 1946年復員後久留米に医院を開

設し、「新秩序への持情的予言」という宣言を掲げ

て野田宇太郎、安西均、一丸章、俣野衛などと「母

音」を創刊します。後に伊藤桂一、谷川雁、谷川健一、小島直記らが参加し、その主知的行情性

の傾向によって“久留米持情派"と呼ばれました。1949年2月、 8号で第 1期終了。

1950年3月から発行された第 2期には森崎和江、松永伍一、川崎洋、高木護、有国忠郎などの

新人が参加し多彩になって行きます。特に第 9号に谷川雁の発表した「商人」は世の注目を集め、

後に詩集「大地の商人Jとして出版されました。

1954年から 3期へ移行、詩に評論も加わり、谷川雁のエッセー「原点が存在するJは彼の詩と

共に「母音」を広く世に印象づけ、また谷川雁の名を広めました。

1956年 1月の通刊24号 (25冊)をもって「母音」は終刊となりますが、その後谷川雁と森崎和

江は「九州サークル研究会」を結成、上野英信、木村日出夫などの同志の人々と機関誌「サーク

ル村Jを発行します。その他「母音」によって育まれた人々はそれぞれに自らの文学活動に向っ

て巣立つて行きました。

それら若者達を暖かく見守り続けた丸山豊は「母音」終刊後、渡辺修三、滝口武士らと詩誌

「火J(1961年~1964年)を発行、 ま た 1970年には戦時中の軍医としての体験を ま とめた随筆「月

白の道」を発行、淡々とした記述の中に戦争の苛酷と悲惨を伝え高い評価を受けています。最後

の詩集「微安心」を発行後、 1989年8月8日、渡欧の途中アンカレッジで急死。 74歳でした O 詩

や文章をまとめたものに「定本丸山豊全詩集J1定本丸

山豊散文集」などがあります。

「母音Jは1993年に福岡県詩人会によって創言社より

復刻され、資料編として「母音Jの思い出、「母音」関

係資料集、総目次、執筆者索引が付されています。

すぐれた詩人を数多く輩出したこの「母音」は九州の

みならず、わが国の詩壇に大きな影響を与えたといえる

でしょう 。

当館では丸山豊氏より寄贈された原本及び復刻版を所 左・菅川雁、右・丸山豊

蔵しています。 (郷土課 入江真知子) 福岡県詩人会編復刻版「母音j資料編よ り
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ブックトーク

(こびと達と知り合いになろう (こびとの本 PartII))

ノーム、エルフ、コロボックル、コーボルト ……こびと達は、色々な名前

で呼ばれています。身近にいながらなかなか知り合えないこびと達。いつ

たいどこに行けばこびとに会えるのでしょう?

森の奥で、 7人のこびと達に出合ったのは、白雪姫です。(白雪

姫と七人の小人たち グリム再話 N.E.バーカート画 富山房)

白雪姫は、思わぬ所で出会ったこびと達に命を助けられますが、

プーム ックルは、思わぬ出来事のために、エーダ親方の元から

離れられなくなってしまいます。(小人のプームックル エリ

ス・カウト作 評論社)コーボルトこびとには、人の使ってい

たものにくっついたり、はさまれたりしたら、その持主には姿

が見えるようになり、姿を見られたら、その人の元にとどまらな

ければならないというきまりがあるのです。コーボルトこびとのプー

ムックルは、ある日、家具師のエーダ親方の、にかわつぼにくっつい

てしまったのです。そんな訳で 2人は一緒に暮らしているのです。プームックルのように、人間

とのかかわりを持って暮らしているこびとは他にもいます。せいたかさんと友達になり、力を合

わせて、自分達の土地を守り抜いたコロボックル (だれも知らない小さな国 佐藤さとる作 講

談社)や、人間の住む家の床下に住み、人間の物をこっそりと借りてきて生活しているこびと達

(床下の小人たち M.ノートン作 岩波書庖)などです。

かかわりを持つといっても、人間の力や物を借りて暮らすこびと達ばかりではありません。人

間のために骨惜しみせず、せっせと働いてくれる者達もいるのです。郵便配達の良夫さんが、配

達先のおばあさんにふるまってもらった菊酒もそんなこびとの一家が作ったものでした。ひょん

な事から、良夫さんは、おばあさんから、菊酒作りのこびとが入っているつぼを預かることにな

ります。おばあさんは、つぼは好きに使っていいが、決して菊酒作りを人ιみせたり、お金もう

けに使ったりしてはいけない、もしその約束を破れば大変な事がおきると良夫に言います O 約束

とおり、こっそりと菊酒を作っていた良夫でしたが、ある日とうとう ー

奥さんのえみ子さんに菊酒作りを見られてしまいます。それからは

どんどん約束は破られていきました。そしてとうとうおばあさん

が言ったとおり大変な事がおきてしまったのです。(ハンカ チ

の上の花畑 安房直子作 あかね書房)さて、良夫さんや、え

み子さんのように、誰でもこびとを見る事ができる訳ではあり

ません。隣のサラケート家の裏庭にあるエルフの村を見たヒラ

リーのように、ひと目でいいからこびとに会いたいと願い、毎日

毎日エルフの村を見に行く女の子だ、っているのです。(工ルフた

ちの午後 J.T.ライル作 評論社)

こびとと出会うためには、まずこびとの事をよく知らなければ

なりません。こびとの暮らしぶりや生き方を詳しく教えてくれる

「ノームJ. 1秘密のノームJ(W.ヒュイゲン作 サンリオ)を読めば、

ほら、そこであなたを見ているこびとの姿が見えてくるかもしれませんよ。

(普及課子ども図書室河井律子)
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収集資料紹介

( 昭和初期の映画資料の寄贈 ) 

このたび、粕屋郡篠栗町尾仲、歯科医

七熊治夫氏よ り昭和初期の映画資料を頂

きました。

これは、七熊氏の母親 (故人)が朝倉

郡杷木町で経営していた映画館「七福館」

(昭和42年に閉館)にあ ったものが自宅

の蔵よ り発見されたもので、昭和 7年12

月から昭和14年にかけての邦画資料千数

百点です。番組表 (2綴)、チラシ (7 

綴)から成ってお り、チラシには、「田

中絹代J1阪東妻三郎J1岡田嘉子」など

往年の大スターの名前が連な り、題名も

「早脚半兵衛J1富士川の血煙J1軍国の

妻」など時代をほうふつさせるものがあ

ります。

七熊氏および故人の御厚意に感謝し、

特殊コレクションの一つ (1七熊資料J)

として整理 ・保存し、県民の利用に供し

ていく考えでいます。

(資料課今村真一)

(県立図書館「別館jオープンについて)

県立図書館に隣接して設置されていた、旧福岡県議員会館を改造し「別館Jとして整備を進め

ています。開館は、平成 7年 4月を予定しています。

施設の概要は次のとおりです。

1 敷地面積 1，653m2 

2 延床面積 3，113m2 

3 構 造 RC5階建

4 施設内容

子ども図書室、AVルーム、研修室、

カフェテリア 、談話コーナ一、学習室、

企画展示コーナー、特別展示室、録音図書室、

編集作業室、ボランティアルーム等
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5 本館との接続

本館との一体的利用を行うため、 2階及

び3階を渡廊下で接続します。

平成 7年3月 1日 編集 ・発行
福岡県立図書館
干812
福岡市東区箱崎 1丁目41番12号
T E L 092-641-1123 (代表)
FAX 092-641-1127 


