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(県内図書ボランテイアについて)

平成 6年の全国のボランテイア数は約500万人 nボ

ランティア活動年報』全国社会福祉協議会編)でした。

この数字は阪神大震災を経た現在では更に増えている

と思われます。また、活動分野も福祉的なものに加え、

自然・環境、国際協力、人権等多様化して来ています。

生涯学習 ・社会教育領域でも、昭和46年の国の社会教

育審議会答申でボランティア活動が注目されて以降、

関係施設への導入・活用、施設 ・機関による活動支援

が図られて来ています。

以下、平成8年度に実施した、聞き取り調査 (対象:

27の図書館)、実態調査 (対象:59の中央公民館等図

書室)に依り、県内図書ボランテイアについて述べま

す。

1 図書館

(1) 活動……読み聞かせ等のお話し会では24館、ク

リスマス会や読書会等の集会行事への援助で、は11館、

録音図書 ・布の絵本等の製作では 8館、移動図書館配

本所での援助では l館に於いてボランテイアが活動し

ています。昭和61年の国の報告 (1社会教育施設にお

けるボランテイア活動の促進についてJ)で例示され

ている図書館で考えられる他活動 (広報紙の編集 ・発

行、託児、郷土資料収集への協力、生け花展示等の施

設環境整備、レファレンス等で、の司書への協力など)

がない事を考えると、県内の多くの図書館でボランテイ

ア活動は行われているが、その活動はまだ限られた分

野に留まっている、と言えます。しかし、書架整理 ・

本の修理にボランテイアが関わる図書館が出て来てお

り、 “図書ボランテイア"の言葉自体がここ数年の

新しいものである点も考えれば、図書館でのボランテイ

ア活動の多様化、深化は今後の事と思われます。

(2) 養成……16の館で講座等の形で養成されていま

す。内容は、製作 (布の絵本、パネルシアタ一、人形

等)に関するもの、知識 (読書一般、子どもの本等)

を深めるもの、地域文庫活動に関するものなどです。

なお、以前は点字 ・録音図書等の福祉的部分から始

め、徐々にお話し、布の絵本等へと分野を拡げるのが

多い型でした。しかし最近出来たないしは設置予定の

図書館では、建設前から養成するなどボランティア

(活動)の存在、導入を前提にした館が目立ちます。

お話し会読み聞かせ風景

2 中央)公民館等図書室

(1) 活動……読み聞かせ等のお話し会では21施設、

クリスマス会等の集会行事への援助で、は10施設で、ボラ

ンテイアが活動しています。この順位及び施設数の多

さは図書館の場合と同じです。以下貸出・返却 (3施

設)、書架整理 (2施設)、本の修理 (1施設)と続き

ます。図書館でのこの分野のボランテイア活動例は 1

件である点を考えると、公民館等図書室の特徴がここ

に出ていると言えます。しかしこれは、専任司書配置

施設が10施設であり、兼任職員の図書室不在時の貸出

方法とも言えるノート式採用が23施設であると言う現

実を併せて考えると、担当職員の不足との事情を示す

ものでもあります。つまり、ボランティアへの活動機

会や場所の提供等に多少とも政策的に取り組んでいる

図書館に対し、人員等の事情による補完的要素が入っ

ているのが公民館等図書室ボランテイアの一面と言え

るのかもしれません。

(2) 養成…… 7施設で実施されています。子どもの

本等の読書講座 (4施設)、布の絵本等の製作教室

( 7施設)も含めれば一定の広がりを持って養成され

ています。

最近ボランティアに代え、サポーターの語が用いら

れています。奉仕的内容と併せ活動を通して自己実現

を図るとの新たなボランテイア意識の顕われです。こ

うした人々を支援し、かつ自施設の活性化の為にも図

書館、公民館等図書室での養成 ・活動促進が必要です。
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(布の絵本製同

布は生まれてすぐから私たちの生命を包んでくれる

生活必需品です。この布のあたたかさに包まれて、こ

どもは母親や保護者の体温を感じながら育ちます。

(録音図書年間100冊を目標両
私たちは、 “本がすき"そして“その事で役に立

ちたい"という思いをも った41名で活動しているボ

ランティアです。県立図書館を拠点として視覚障害者

布の絵本「ゆずりはの会」の私たちは、布のやさし の方々に録音図書を提供しています。

さやぬくも りをこよなく愛しています。そしてこの布 引

で絵本をつくることに喜びと楽しさを味わっています。

県内各地より 29名の会員が集まり、県立図書館内で

月 1回の例会を中心に活動しています。例会での情報

交換は私たちの活動の大切な学習であ り、エネルギー

の源です。作品製作にあたっては、手づくりと布のあ

たたかさが伝わるような絵本づく りを、クオリテイの

高い作品をめざして一冊一冊ていねいに作ること、実

際に絵本として出版されているもののリメイクにはき

ちんと著作権を申請し、原作のイメージを壊さないよ

うに、と心掛けています。完成した布の絵本、エプロ

ンシアターは県立図書館の子ども図書室に寄贈し、団

体 (文庫、育児サークル、幼稚園等)に貸出していま

す。

本を見て試行錯誤しながら製作していた布の絵本も

展示会を開催できるまでにな りました。年数回の 「布

の絵本展」も毎回好評で、特に布の絵本やエフ。ロンシ

アターを使つての“おはなし会"はこどもたちに喜

ばれています。今年 3月の福岡銀行ロビーの「布の絵

本展」は、布の絵本を全く知らない人達を強く魅了し

たようです。今後、より多くのこどもたちが布の絵本

を手にすることができるためにも、広い地域で数多く

の布の絵本展を開催し、作品も増やしていけるよう努

力していきたいと思います。

「ゆずりはの会」 高杉芙美

一冊の本を読む作業は、著者から本をテープにする

許可 (許諾)を得ることから始まります。許諾を頂け

ない事も多々ありますから、 “読める"というのは

とても有難く、それだけに原本を誤りなく音声に換え

ることが求められます。下読み、下調べと正確に読む

ための自己調査、写真や絵、グラフ等の処理、アクセ

ントやイントネーション、機器の操作等クリアしなけ

ればならないことは大変多く、毎月の勉強会で互いに

問題を出し合いながら利用者の方々に聞きやすいテー

プをお届けしたいと励ましあっています。読み終えた

テープは校正者がチェ ックし、誤読の防止が図られて

います。下調べしたつも りでも、思い違いや知識不足、

ウッカリミス等で部分的な読みなおしということもあ

ります。こうして、図書館と朗読者、校正者の三者協

力により録音図書が一冊一冊完成していきます。

また、自主活動として、生活情報誌「暮らしの手帖

録音版」を昭和53年 2月から現在まで一冊も欠けるこ

となく製作してきました。会員皆で分担して録音し、

テープ8巻に編集して、それをコピーし希望者200名

の方々に年 6回送付しています。

私たちは年間100冊製作を目指し、図書館に登録さ

れている利用者の方々に一冊でも多くお届けしたいと

思っています。そのためにも朗読ボランティアの原点

である“読む事"に一層研きをかけ、録音図書室の

充実のお役に立ちたいと願っています。

福岡県朗読奉仕者の会牧野古都美
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(元県内読書施設紹介大)

福岡県女性総合センター「あすばるjは、男女の自

立と社会への対等な参画を進める拠点施設として、平

成8年11月22日に春日市にオープンしました。

情報の収集・発信、調査研究、相談支援、研修養成、

参加交流の 5つの機能を持ち、性別にとらわれず、個

性や能力をのびのびと活かせる環境づくりをお手伝い

するため、男女の自立を目指した講座など各種セミナー

を随時開催したり、女性の様々な悩みの相談にも応じ

ています。

ヒューマン・アルカディア

(福岡県人権啓発情報センタ-)啓発資料室

ヒューマン ・アルカデイアは、 「人権尊重」をテー

マに、同和問題をは じめとするあらゆる人権問題につ

いて、県民の皆さんが自ら体験し、理解を深め、学習

していただく場として、平成 8年11月に]R春日駅前

に開館しました。常設展示室、特別展示室、視聴覚研

究室、啓発資料室などがあります。

啓発資料室では、同和問題をはじめとする人権問題

に関する図書、雑誌、ビデオテープ、市町村が作成し

た啓発冊子などを備え、閲覧や貸出を行っています。

図書は、人権一般、同和問題、在日外国人問題、人

種 -民族問題、障害者問題、高齢者問題、子ども問題、

女性問題、その他の 9つのジャンルに分類し、約5，000

冊そろえています。

ビデオテープは、最近制作された映画を中心に103

本あり、啓発アニメなども多数用意し、子どもから大

人まで自由に楽しみながら、人権問題に触れられるよ

〔レファレンスガイド )

『リカレント教育 生涯学習のための戦略』

(0 E C D編 文部省調査統計課訳 文部省 74)を是非読みたいのですが。

2階ライブラリーでは、女性問題をはじめとして、

女性の生き方や子育て、健康づくりなど様々な「女性J

をキーワードとした図書、ビデオ、雑誌、行政資料な

どを幅広く収集しています。

ゆっくりくつろいで雑誌などを読んでいただけるブ

ラウジングコーナ一、親子でも利用できるよう絵本や

読み物などを集めた児童コーナ一、ビデオを視聴する

AVコーナーなども設けています。

情報サービスも行っており、情報検索コーナーに設

置した 3台のパソコンで図書検索、施設利用案内、男

女共同参画の活動を支援する人材や団体・グループな

どの女性関連情報を自由にご覧いただけますし、 音声

による案内も行っています。職場や自宅からもパソコ

ン通信で人材情報を除く女性関連情報を見ることがで

きます。

これからも、他の女性センターや公共図書館と連携

を深めながら、利用者サービスの向上に努めていきた

いと考えておりますので、よろしくお願い致します。

質問された方は 生涯教育事典 資料・文献編 d

(ぎょうせい)で紹介されている上記質問資料に興味

を持たれたようです。リカレント教育の意味ですが

『イミダスj (集英社)から要約しますと、 一度社会

に出た者が学校に戻ることができるように組織された

教育システムで、 1970年代にOECDの教育政策論の

中心概念として普及。生涯教育が生涯にわたる学習機

会の保障を目的とするのに対し、リカレント教育は学

校教育と職業生活を往環できるようにすることを目的

にしています。最近の我が固における社会人入学制や

夜間大学院は、リカレント教育の理念に沿うものです。

当館では文部省刊の資料であれば行政資料扱いとな

ります。行政資料の多くは一次資料として情報的価値

も高いのですが、市販されているものばかりではあり

ませんし、 一般的に探しにくいものです。当館でも積

極的な収集と利用サービスを行っていますが、困難な

面も多々あります。昨年 3月にスタートした当館コン

ピュータ・システムでは、平成8年度以降受入分はデー

タ入力し検索も可能ですが、それ以前の分は今後遡及

入力していくことになっています。

一応、コンピュータ検索しましたが駄目でした。従

前の書名目録カード等を調べてみましたがあ りません。

質問で、単行本と思って調べていくと論文・記事とい

うこともよくありますので、 『生涯教育事典』を確認

しましたが、単行本としか思えません。国立国会図書

館は所蔵しているだろうから、その資料を借用して対

応しようと考え、検索が簡単にできる 3枚のCD.R

OMとなった W"]-BISCjを使いました。これは

JAPAN MARC ON DISCの略で1969年から現在

までの国立国会図書館受入資料の書誌情報が検索でき

ます。書名をリカレントキヨウイクと入力し検索キー

を押すと、 2件表示されました。なぜか 2件とも書名

は『リカレント教育』ではありません。関係ありそう

うになっています。

また、ビデオコーナーにはビデオデッキを 3台用意

し、その場でお楽しみいただけますので、お気軽に受

付にお申し付けください。

この他に啓発資料室では、誰でも気軽にパソコンに

触れることにより、人権に関するイベントや人権啓発

を行っている施設などの必要な情報を検索することが

できる人権啓発情報システムを設置しています。

どうぞお気軽にお越しください。

干816 福岡県春日市原町3丁目 1番地の 7

電話 092-584-1271. FAX 092-584-1273 

-4-

な く1.教育調査第88集文部省大臣官房 1974)

と表示された方を選択して詳細画面を見ると くFB2-

22 教育調査第88集文部省大臣官房 1974・392P 

21cm 第88集 リカレント教育生涯学習のための戦

略・ ・・・ (以下略))と出ました。 r教育調査Jなら所

蔵しているような気がしましたので書名目録カードを

検索するとありました。第36集 (S28年9月)から所

蔵と記載されていますので、現物確認に書庫へ走りま

した。現物もあり、思ったより早く提供でき喜ばれま

した。この 『教育調査』シリ ーズは昭和22年に第 1集

が刊行され、第122集 『諸外国の学校教育 欧米編』

(H 8年11月)から市販されている息の長いものです。
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念のため 『国立国会図書館 蔵書目録jを見てみま

すと、当館書名目録と同様に 『教育調査』となってお

り、 『リカレント教育』で、は載っていません。掲載も

刊行年に該当する昭和44-51年版ではなく、受入・整

理の遅れからか昭和52-60年版の掲載です。何れにし

ても活字媒体からは所蔵が確認できず、「当館にも国

立国会図書館にもないようですJと答えていたでしょ

うO この例からも検索手段としてのCD.ROMの優

位性を思い知らされ、 CD.ROM化されたレファレ

ンス ・ブックを積極的に収集 ・利用する必要性を強く

感じました。

(参考課松尾研一)
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(郷土資料紹介)

秋月城下絵図

~所蔵絵図紹介その 1 ~

貴重なコレクションである古図 ・絵図類は、その史

(資)料的価値、一枚(点)物の特殊性による保存管

理上の問題等で、閲覧にはかなりの制約があります。

しかし、今日では、資料のCD-ROM化によって、

縮小で全面の閲覧や拡大で細部の研究も可能になりま

した。当館の絵図が、複製され利用しやすくなること

を期待して所蔵資料を紹介します。

注:侍屋敷名は、出入口を頭に記載されています。

「明和五年秋月御城下之国J 県史資料655J 

〔秋月藩製図〕

彩色明和 5(1768 J原題築 一舗24折 (191X166cm)

作成(裏書による)

於作事処書之図

御譜請奉行 小原文六 -早瀬大作

御作事御帳元 小林忠蔵・内田忠左衛門

棟梁方大工書之助之丞

表示(地図表に書き込み)

一、赤色道筋 一、 藍 色 川 筋 一 、 渋 色町屋

.此印は拝領屋敷 企此印は自分屋敷

一、御家中屋敷は一間七厘之割合

一、右岡市中共小路は一間一歩之割合

(解説) 寺院は寺域を黄色で彩色し建物を絵画風に

表現、川筋には石垣の組図、道筋には主な木

立が記載され、侍屋敷は敷地面積(坪数)が

記入されている。分限帳による照合は資料不

足により不能。

「秋月御城下絵図J 県史資料656J 

〔秋月藩製図〕

彩色文政2(1819 Jー舗 24折(158X 158cm) 

作成 (裏書の判読可能な範囲で)

文政二巳卯御作事処吉田長右衛門 .00000

帳元早瀬大作・安岡助之丞

表示は、明和版と同じ

(解説) 記載内容・表現法は明和版の踏襲と読み取

れる O 侍屋敷は、「黒田三藩分限帳J収載の

『秋月文政分限帳』で照合できる。

[筑前秋月藩館下之園J (K260-291H-4) 

写本彩色写年不明原第第一舗24折(109X97cm)

作成年不明

表示は、黄色で侍屋敷、渋色で道筋・地方、藍色で

川筋をしめす。

(解説) 写本の表現は、城及び点在する寺院が鳥搬

図の手法で建物まで描かれ、周囲の山間部は

その容姿が窺える。文政3年に絵図方大蔵種

周 ・土井正就に領内田畠絵図作成を命じ、表

示法が新しくなっているが、此の絵図には新

しい手法が読み取れる O 一方、侍屋敷の記載

内容は、 『享保参戊戊年八月改秋月諸士分限』

に認められるもので、原資料の研究が待たれ

る。因みに、文化8年の政変以前の屋敷配置

が窺えることも興味ある絵図である。

(郷土課森田千恵子)
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やってみたいね、変身!へんしん!

時々、ほかの誰か、ほかの何かになってみたいって思いませんか?

まりち ゃんは、お姫さ まになることを夢みていまし

た。そんなまりちゃんの所に、おひめさま城からお迎

えが来て、まりちゃんは、お姫さまになるための修業

を始めます。素晴しい成績で修業を終えたまりちゃん

は 『のはらひめj (なかがわちひろ作、徳間書庖)に

変身。色々な国のお姫さまの服装がとてもきれいで楽

しい絵本です。

変身の名人と言えば、カメレオンですね。でも、シ

ロクマ、カメ、ゾウ ・・・・あんまり沢山の動物に変身し

たがると、 『ごちゃまぜカメレオンj (エリック ・カー

ル作、やぎたよしこ訳、ほるぷ出版)に!

昆虫の中には、葉っぱや花や木の枝とそっくりに変

身しているものもいます。 r森の小さなアーテイスト』

(今森光彦文 ・写真福音館書庖)は、敵から身を

守るための見虫たちの変身(擬態)を写真で紹介して

います。

きつねとたぬきも昔から、 “化ける"つまり、変

身の名人です。つばき山に住むこぎつねのコンと、谷

川を隔てて、すぎの木山に住むこだぬきのポンは、歌

がきっかけで仲よしになりますが、きつねとたぬきは

敵同士、親たちから一緒に遊ぶことを禁じられます。

嵐の後、谷川に木が倒れて橋となり、初めて、直に出

会った二人は、コンがポンに、ポンがコンに化けて、

各々の家へ・・ ・・さて、どうなるでしょう 。 rこぎつね

コンとこだぬきポンj (松野正子文 二俣英五郎絵

童心杜)) r白狐魔記源平の風j (斉藤洋作倍成

社)でも、変身するのはきつねです。人間に興味を持っ

て、里へ紛れ込んだきつねは、「白駒山の仙人のもと

で修行をつんだきつねだけが人間を化かすことができ

る」という話を聞き、白駒山を目ざします。首尾よく、

仙人に弟子入りして、厳しい修行を終え、尾を消せな

いことを除いては、人間にも変身できるようになった

きつねが出会ったのは、兄頼朝に追われる身となった

源義経でした。この狐、旨菰章丸は、不老不死となり、

続刊でも日本史上の大事件に立ち会うことになるそう

です。どんな出来事が旨狐長丸老待っているのか楽し

みですね。

でも、変身するつもりじゃなかったのに、変身した

ら、困りますよね。六年生の男の子、斉藤一夫は、ひょ

んなことで、転入生の女の子斉藤一美と、心が入れか

わり、一夫の体に一美の心が、一美の体に一夫の心が

宿ってしまいます。今まで、使っていた体(? )と勝手

は違うし、男の子と女の子では、あれこれ違うことが

多すぎて、悪戦苦闘する二人をとってもユーモラスに

描いているのは 『おれがあいつであいつがおれで』

(山中恒作長谷川集平絵旺文社)

ところで、あなたは、何に変身したい?

(普及課子ども図書室白根恵子)
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*配本車紹介*

永い間の懸案事項だ、った配本車の買い換えができ

ました。

前配本車「しらうめ号」は、 15年以上にわたり配

本業務をはじめ、寄贈資料の収集等に活躍してきま

したが、近年故障も多くなり、何とか新車の購入が

できないものかと、歴代担

当者の努力が積み重ねられ

てきました。

その結果、平成 8年度予

算で「日本宝くじ協会」の

助成をうけるかたちで、新

配本車の購入が実現し、平

成 9年度当初から供用を開

くなっており、スマートな感じがします。

また、車体カラーもラベンダーブルーを採用し、

「新しくなったJを強調しました。

県内公共図書館の新設が続く中で、新配本車が配

本業務や連絡業務等に果たす役割は、今後一段と大

きくなるものと考えられ

ます。

このような状況の中で、

新配本車の運行を通して、

県内公共図書館等と手を

携えながら、県民奉仕の

一翼を担うことができる

よう、努力を続けていき

始しています。 たいと考えています。

新配本車は、前配本車より若干幅が狭く車高が高

(女資料展示 *J
"紙 しばいがは じまるよ !" 

紙しばいを前に童心に返ってみませんか。

素敵な，思い出が更生ると思います。
総 吟ーら可τ"鰍健吉 ....... 

ザイj留P~袴

r;t.J ~ヨク~~114(又

(紙しばしEより)

期 日 展示内容(予定)

6 月~ 9月
紙しばい展 (6 /24~ 9/7 ) 

教科書展(8 /26~ 9/ 5 )同時開催

10 月~ 12月 アカデミー賞 50年

1 月~ 3月 郷土の詩人 ・歌人

総務課白浜泰

(cgお 知 ら せ cgJ
平成 9年4月 1日より、複写手数料と複写利用時間

が変更になりました。

手数料

電子複写式複写

マイクロフィルムヲ|伸ばし

利用時間

l枚 20円

1枚 60円

平 日(土曜日含む)午前 9時~午後 6時30分

日曜日 午前 9時~午後4時30分

(編 集 後 記)

A版になって初めての館報いかがだ、ったでしょうか。

“図書館は人が主役“という思いで、利用者の表情

を表紙にしてみました。

特集では、ボランティアを取り上げています。

図書館を支えるボランテイア。あなたも身近なボラ

ンテイアみつけてみませんか。みなさんの手がかりに

なれば幸いです。

平成9年 7月1日 編集 ・発行福岡県立図書館 812 福岡市東区箱崎 1-41-12 
TEL (092) 641-1123 ({tl 

FAX (092) 641-1127 
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