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。情報化時代の到来)

ーメディアの変容と図書館一

今、図書館界でも電子出版、ニューメディアなど新

しい資料媒体についての対応が検討課題となっていま

す。試験的にその図書館の特徴的な資料を電子化し、

ネットワーク上で提供している図書館もあります。

従来、図書館は、歴史的にも「書写Jr印刷術」と

いう手法で「紙」を媒体とするものを基本的に収集・

蓄積 ・加工 ・提供してきました。現在でも、年間 6万

点にも及ぶ新刊書籍が出版されるなど、情報伝達にお

けるメディアの主流は印刷物ですが、一部の資料につ

いてはCD-ROMによる出版へ転換するなど、メディ

アの変容が始まっています。

電子出版とは何か。いろいろな考えがありますが、

「文献(文字で書かれたテキスト )を電子的に編集 ・

処理・加工 ・記録し、電子的に表示 -伝達 ・提供する

システム・機器 ・媒体を指す用語J-(電子メディア

と図書館 田屋裕之勤草書房 1989)ということで

総称できるでしょう D

この図書館にとっての新しい「材料」は、単に資料

そのものの変容に止まらず、情報提供のあり方やサー

ビス内容などについて、図書館の伝統的手法に変容を

迫っているようにも見受けられます。
ノ

(電子図書館プロジェクト )

国立国会図書館では1994年から情報処理振興事業協

会 (IPA)と共同して、パイロ ット電子図書館プロジェ

クトを進めています。

(1) 総合目録ネ ッ トワーク事業

全国の公共図書館の総合目録ネ ットワーク事業で、

現在、都道府県立図書館及び政令指定都市立図書館な

ど28の図書館が参加しており、これらの公共図書館の

和図書総合目録の構築提供実験が進められています。

1997年11月現在、国立国会図書館を含む18館からの和

図書目録データ約800万件が蓄積されています。

全国の大学図書館では、既に「学術情報ネットワー

ク」により学術雑誌を含めた総合目録化が実施されて

おり、昭和59年頃から文部省の「学術情報センター」

に接続すれば、全国の大学図書館の所蔵する資料がど

こにあるのか分かるようになっています。 また、

IILLJシステムなどを通して、資料の相互貸借や複

写サービスも受けられます。

公共図書館では、大学図書館など学術文献を主体と

する機関とは、サービス機能上の相違があり、また、

技術的 ・経済的な理由などからネットワーク実現は難

しかったのですが、公共図書館の参加館も28館から44

館に増える予定で、全国の公共図書館の所蔵データ

がwwwで検索できるようになります。

国立国会図書館へょう こそ!
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国立国会図書館ホームページ

1998年からは国立国会図書館が中心となって全国レ

ベルでの総合目録化事業を進めることになり、相互貸

借規程の設定などシステムをフォローする運用面の整

備が検討されています。

(2) 電子図書館実証実験

国立国会図書館が保有する約1000万ページにのぼる

様々な資料を主に画像情報として電子化し、 wwwの

ブラウザで検索閲覧できるようにするものです。

対象となる資料は、絵巻物や古地図などのヴイジア

ルな貴重書、明治期の図書 ・雑誌、憲政資料及び1950

年以前の児童書などです。そのほか、民間の商用デー
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タベースやCD-ROMなどパッケージ型の電子出版

の急増、学術情報分野での学・協会誌の電子ジャーナ

ル化など、限られた範囲ですが、着実にメディアの変

換は図られています。無論、出版物の何でも電子化す

る必要はなく、電子化に適した資料について、実験的

要素も含め、試行段階にあるようです。

Inter Library Loan (圏域内相互貸借)の略。

ネットワーク上で相互貸借を行うこと 。

“ World Wide Webの略。インターネ ット上にある世界規模

の公開情報のウェブ (網)。 ウェブ上で最初に出てくるウ ェプ

ページがホームページ。

ホームページ等の内容を 「拾い読みjする ソフトウェア。

1岡県立図書館の試み )

福岡県立図書館では、全国の図書館のコンピュータ

化の流れに対応し、遅まきながら所蔵資料のデータベー

ス化とオンライン ・ネットワーク (FLネット)を平

成 8年度からスタートしました。図書や雑誌の所在を

調べる目録カードを電子化し、コンピュータ処理する

ことも電子図書館の一つの形態といえます。

現在、県内の公共図書館等32ケ所と接続し、資料の

検索と相互貸借をシステム化しています。この中で派

生している課題や問題点も多く、システムと運用の面

から整備を進めていく必要があ ります。

大きくいって課題は三つあるでしょう O

(1) 公共図書館の場合、「資料の提供」が主流とはい

え、単に総合目録をシステム化したのみでは有効な

方法とはなりません。要は「何のためのネ ットワー

クか」ということであり、最終的には「資料の提供」

を迅速にする県内の物流システムに連動することが

肝要です。

(2) 県立図書館のみの所蔵情報からいかに総合目録化

へつなげ、構築するかということです。現在のシス

テムは、県立図書館の蔵書の提供のみで、県内図書

館個々のやりとりは、補完システムである「ウォン

テッド機能」によって支えられてお り、「何がJrど
こにあるのか」が瞬時にわかるシステムが究極の形

として要望されています。また、システム構築後の

メンテナンスとして、資料の廃棄に伴う移管システ

ムも重要なポイントとなります。

(3) 現在、図書館間の情報伝達に終わっているものを、

個人まで含め、広範に提供できるシステムや、 「何

がJrどこにあるか」からある種の資料 (貴重資料、

郷土固有の資料、コレクション (特殊集書)など電

子化に有効な資料)を電子化し、オンライン ・ネッ

トワーク上で提供できるシステムなどの開発があげ

られます。このことは、「紙の劣化Jr文化資源の保

全」という観点からもっと重要視すべきです。また、

マルチメディアを効率的に使った障害者にやさしい

環境設定やサービスも考えられます。

生 部省委嘱事業 )

福岡県教育委員会では、今年度から社会教育施設情

報化・活性化推進事業のモデル指定を受け、前述の課

題解決を含め、 3ヶ年計画で取り組むことになりました。

県としての事業主体や事務局は社会教育総合センター

にあり、より広範囲で多様な生涯学習関連情報の一環

として図書館情報を提供することになります。技術的

にはインターネ ット対応であり、県内の主要図書館と

の相互検索 (仮想総合目録化)などが検討課題です。

図書館の場合、システム開発以前に、参加館の経済

的・技術的負担や物流システム、データの著作権の問

題等解決すべき問題が山積しています。

福岡県としての望ましい情報提供のかたちを構築し、

地域住民や図書館が享受できる豊富で魅力あるデータ

内容とシステムの利便性を目指し、関係者の協力を得

ながら完成させたいと思っています。

現在、全国公共図書館協議会は「電子出版物」に関

して全国調査を行っています。対象は都道府県立図書

館及び政令指定都市立図書館となっており、 1998年 4

月には詳細な報告書が出される予定です。

実態的に把握されていない図書館の実情報告書が発

行されることによって、電子出版物の活用等今後のあ

り方や課題を検討し、何よりも図書館としての対応に

ついて考察できる資料として、一日も早い発刊が待た

れます。

(資料課稲光勇雄)
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(大県内読書施設紹介刈

(犀川町図書館〕

平成 6年度、総合福祉センター「長寿の里J検討

委員会が発足し、審議を重ねる内に、幼児から高齢者

までが、心身ともに憩えるコミュニティ施設へと発展

し図書館が加味されました。

敷地面積3.9haに建設された総合コミュニテイセン

ター「いこいの里犀川」は、犀川盆地を見下ろす高台

に、福祉施設と図書館の複合施設として、平成 9年 4

月竣工、図書館は 5月15日オープンしました。

更に、本年度は木工館 ・陶芸館 -文芸館 ・遊び場な

どの諸施設を整え、完成します。

犀川町図書館は、床面積676m2で、図書室、児童室、

事務室、書庫からなっています。図書室は各コーナー

(雑誌新聞 ・郷土資料 ・読書 ・ティーンズ ・サロン ・

図書資料については、開館当初5，200万円、本年度

1，200万円と充実をはかっています。

10月末日現在、一般図書 22，774冊

児童図書 10，110冊

AV.その他 4，080点

計36，964冊。

うりんこ .AV視聴)に合わせて、図書資料を配架し、 新しい情報源としての雑誌136誌、新聞12紙を揃え

机椅子を配備しています。 閲覧に供しています。

児童室には、幼児図書 ・紙芝居などを配架し、毎週 今後は、地域に僻地はあっても、町民全体が知的情

水曜日には「幼児と母の読書会」を開催しています。 報を共有するよう BMの配備を考えています。

(川崎町立図書館〕 開架部分の書架では、収蔵能力が約 3万冊であり、

当館は、 JR豊前川崎駅の南に、単独の町立図書 閉架書庫には、調湿、除菌装置付き集密移動型のもの

館 (パピルスホール)として平成9年 3月末に竣工し、

同年の 7月 1日からオープンしています。

建物は鉄骨平屋構造で、開架部分を円形にしており

中央部のブラウジングから書架の分類表示板を一望す

ることが可能です。そして、中央の天井から自然光を

採り入れて、周辺部分に水銀灯を配置しているので、

開架部分は大変明るくなっています。

4 

で、約 3万冊の収蔵能力の書架を設置しており、現在

の蔵書数は、約23，500冊となっています。

次に、児童コーナーには、カーペットを敷き、紙芝

居台、読書机、書架等を配置しています。

AVコーナーには、 CD、VHSを各 3台ずつ設置

して、各ブース毎に操作できるようにしております。

また、座席数が40で調整室付きの視聴覚室には、

VHS 、LD、DVD、ハイビジョン、書画カメラ等

の映像を切り替えてプロゼクターで投影する装置を設

置して、小規模の研修や講習等に活用しています。

その他に読書コーナ一、座席数20の学習コーナ一、

作品展示コーナ一、世界の主要都市時刻表示コーナー

及びレファレンス室、事務室等が主な施設です。

開館して約半年、図書館業務もようやく軌道に乗っ

たところですが、今後とも町民文化の向上と生涯学習

の情報サポートに努力したいと思っています。

(レファレンスガイド )

黄身ガ、外に自身ガ中になるような

たまご料理はあるのでしょうか。

質問者は、この料理をラジオで知ったそうです。そ

の時は興味もなく聞き流していたのですが、後になっ

て、このような料理一- "~みがえし"というような

料理名一ーが実際にできるのか疑問に思い、知りたく

なって問合せをされたようです。

自身と黄身が入れかわったゆで卵を想像し、一般的

な料理ではないと考え、簡単に探せないのではないか

と思いました。とりあえず、料理名が“きみがえし"

とわかっていますので、料理関係の事典類で調べてみ

ますと、 『料理食材大事典~ (主婦の友社 1996)に

「黄身返し ①黄身を周囲に白身を中心にする手法で、

見せ物的な要素が強い。②文銭卵 (作り方がありまし

たので参考までに質問者へ紹介)もこの手法の一種」

とありました。

“きみがえし"という卵料理があることは判りまし

たが、作り方がありません。それで卵料理について調

べてみることにしました。卵料理の本を見てみました

が、手がかりを得ることはできませんでした。次に、

よく参考文献を記載している 『日本大百科全書j(小

学館)を見てみました。卵料理の項に「江戸時代には

百種余りの料理法を載せた卵料理の専門書 『王子百珍J

が刊行されるほど卵の食用が進んだjとありました。

これによ り、江戸時代の料理に着目し、 『図説江戸

料理事典~ (松下幸子著柏書房 1996)を見ました。

本書は、江戸時代の料理・料理用語を、当時の料理書

の原文を引用しながら解説したもので、出典解題等も

収録されています。本書では、卵料理の専門書として

『万宝料理秘密箱jr万宝料理献立集』 があげられてい

ます。出典解題よ り、前者の別名が 『玉子百珍』、翻

刻は 『翻刻江戸料理本集成j5巻、 『日本料理秘伝集』

10巻、 『料理大鑑j13巻があることがわかりました。

当館では、 『翻刻江戸料理本集成全10巻、別巻j(臨

川書庖)、『日本料理秘伝集 全19巻j(同朋舎出版)

を所蔵しています。見てみると“黄身返し卵"があり

ました。後者の現代語訳では「新鮮な地卵を針で頭の

方へーす (三cm)ばかり穴をあけ、糖味噌へ三日ほど

漬けておいてから取り出し、水でよく洗う 。これをゆ

で卵にすると卵の黄身と白身が入れかわり …略…。こ

れを黄身返しというJとありましたが、「これはかつ

て話題を呼んだ、料理で実際にはできない。昔の料理記

事は独断的で身勝手なところがある」という注解があ

ります。

また、古い料理法を解説したものに、徳川時代から

明治初年に至る日本料理の古式や作り方を網羅した

『 日本料理法大全~ (清水圭一訳補 1965)、続編とし

て昭和十年までの日本料理約一万種を網羅した 『現代

日本料理総覧上・下~ (清水圭一著第一出版 1967-

68)があります。両書でも“きみがえしたまご"があ

りますが、前に紹介したものと「糖味噌へ五日ほど」

の部分が異っています。

以上のような調査の結果、 “きみがえじ'という黄

身が周囲に白身が中心になるような卵料理はあるよう

ですが、実際にできるかどうかは判断できません。文

献名と記載内容を紹介し、判断は質問者に委ねること

で終りにしました。

(参考課松尾律子)
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(郷土資料紹介)

“お前よ美しくあれと声ガする"

「こをろJ、この不思議な響きをもっ総合文化誌は、

詩人矢山哲治が主宰し、昭和14年10月福岡市で創刊、

昭和19年4月まで通巻14号を刊行しました。

創刊当時の同人は、島尾敏雄、真鍋呉夫、阿川弘之、

那珂太郎、一丸章等32名。大半が大学生、高専学生か

ら成り 、平均年齢20歳という若さでした。

会員にはガリ版刷りの「こをろ通信」を27号まで配

布し、本誌発表の作品に対する忌憧のない批評や同人

の率直な心情 ・意見を収載しています。

「こをろjという誌名は、「古事記」上巻の国生み

神話、伊邪那岐 ・伊邪那美両命が天ノ沼矛で「塩こを

ろこをろに撹きなして引き上げたまふ時に…」から採

用し、混沌たる無からの創造の響きを込めたものです。

創刊号には、立原道造「詩人の手紙J、矢山哲治

「小さい嵐」、阿川弘之 「大和路」、吉岡修一郎 「芸術

の普遍性J等を収載しています。理科系の学生の参加

も多く 、デモクラテックな集団による総合的な文化雑誌

を目指しました。こうして志高く創刊した同誌も、次第

に同人間で文学 ・集団理念に対する相違を生じ第 5号

で終刊、第 6号より新たな同人20数名で再刊します。

この時点で矢山は、同人を「友達」と改めました。

趣旨に共鳴した真鍋呉夫は、既成のものからの脱却と

「死」と背中合わせの自律的な「生」を前提として、

「友達」ひとりひとりが「今」と「此処」に力一杯生

きる ことの必要性を問う内省的な文章を「こをろ通信J

6号に寄せています。

雑誌 「こをろ」

しかし、戦況深ま渇中で次々と友達は兵役に服し、

わずか4名を残して昭和19年終駕を遂げました。

閉塞した状況の下で時代の要請に正面から向かい、

積極的に「生」の意味を問い続けた青年達の真撃な精

神の軌跡「こをろ」。文学誌としての未熟さは否めま

せんが、戦時下の青年の思考を検証する上で、 また戦

後多くの作家 ・詩人を輩出した「原点」として、現代

に向けて鋭い聞いを投げかけています。

主宰者矢山哲治は大正 7年福岡市に生まれ、旧制福

岡高等学校を卒業、九大農学部に入学まもなく「こを

ろ」を創刊しました。すでに日本浪漫派的詩情を湛え

た「くんしゃう 」を上梓し、壇一雄、火野葦平などか

ら将来を嘱望される一方で、話落さとナイーヴさとを

併せ持つ強烈な個性が多くの友人を魅了し 「こをろ」

へと結集させました。しかし、昭和17年久留米西部五

一部隊に入隊後肺を病み除隊、精神の不安定な状態が

続く中、昭和18年西鉄大牟田線で原因不明の牒死を遂

げます。24歳でした。

わたしは鳥
もう 一羽の鳥に呼びかける

日が暮れるまで
羽がくたびれるまで飛んでゐょうよ

わたしは鳥
もう -羽の鳥がよびかける

夜が明けるまで
羽が休まるまで朔けてゐませう

(1鳥J矢山哲治)

当館では、同誌の復刻版 (言叢社 1981刊)の他、

関係資料 「こをろの時代」 田中州太郎著 (葦書房 19 

89刊)i矢山哲治全集J(未来社 1989刊)iお前よ美

し〈あれと声がする」 松原一枝著 (集英社 1990刊)

「矢山哲治」 近藤洋太著 (小沢書庖 1989刊)等を所

蔵しています。

(郷土課杉谷倫子)
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(ブy クトーク )

ふしぎなすてきなおいしいもの

気温が低くなると動かなくなる動物がいます。気温

が低くならなくても 、動きたがらない人がいます。そ

ういう人を怠け者といいます。

むかし、ごさくという怠け者がいました。毎日ぐう

たら暮らしています。ある冬の夜、名前を呼ばれて床

の下をのぞきました。

「ごさく、はらがへったぞ。なんかおおせJ

何か食べさせろと言ったのは、だいふくもちでした。

このもちはふしぎなもちで、あずきを食べて、おいし

いだいふくもちを生むのです。ごさくは喜んで商売を

始めますが、 世の中はそう甘くはないようです。 ( ~だ

いふ〈もち』田島征三作福音館書庖)

イ可もしないでおいしいものが出てきたら、どんなに

楽でしょう 。魔法使いなら簡単にできそうですね。で

も、「人間を動物にかえることも 、どろんこから黄金

をつくることもやすやすとできる」大魔法使いペトロ

ジリウス ・ツワ ッケルマンにも、ジャガイモの皮をむ

くことは魔法でできなかったのです。そこで彼は大好

きなジャガイモを食べるために、エプロンをかけて自

分で皮をむきます。ある日ひとりの男の子がやってき

ます。これでバケツ何杯ものマ ッシュポテトが食べら

れると大魔法使いは喜びます。 ところが… ( ~大どろ

ほうホッツェンプロッツ』プロイスラ一作借成社)

大魔法使いでさえ苦労したジャガイモの皮むきです

が、実は簡単な方法があ り ます。 ( ~ じゃがいもの皮む

きに魔法は使えない』竹林亜紀著 小峰書庖)この本

から、ジャガイ モがアンデスの山の中に生まれて海を

渡って世界中にひろ まったことも教えてくれます。

さて、海を渡ってやって来た食べものといえば、何

を思いうかべますか?子どもも大人も大好きなカレー。

これは実は明治のはじめに海を渡って日本にやって来

ました 。 (~カレーライスがやってきた』 森枝卓士著

福音館書庖)その頃の料理の本の通りにカレーを作り

ます。材料はタイ、ハマグリ 、ネギにショウガ。それ

からもっとび、っくりするものも入っています。はじめ

てカレーを食べた人はドキドキしたでしょうか?何で

もはじめてのものにはドキドキしませんか。

スキッパーという男の子は、はじめて見る木の実を

もらいました。食べるとおいしいらしいのですが、か

んじんの料理法が雪でにじんで読めません。スキッパー

は自分の世界にとじこもっていた少年でしたが、料理

法を知るために近所の人たちとつきあいをはじめます。

( ~ふしぎな木の実の料理法』 岡田淳作 理論社)

木の実といえば、ナツメグなどのスパイスも木の実

や植物の種が多いですね。むかしの外国の話ですが、

スパイス売りのおばあさんがいました。(i幻のスパイ

ス売りJ~西風の〈れた鍵』 より アトリー作岩波

書庖)お城で働く若い娘におばあさんはまだ青いスパ

イスをくれます。そのスパイスが芽を出し美しい花が

咲く頃、娘のもとに幸せが届き ます。

こんなすてきなたべものにめぐりあえたらいいです

にはツワ ッケルマンが大喜びしそうないろいろなジャ ね。

ガイモ料理のおいしい作 り方が書いてあり ます。それ (普及課 こども図書室坂梨秀子)
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国連人間居住センター(ハビタツト)資料

さる10月2日に、国連人間居住センター(ハピタッ

ト)福岡事務所から福岡県へ、ハピタ ットの英字出

版物270冊余りを寄贈していただきました。国連人

間居住センターは、主として発展途上国における都

市環境の整備や、居住を中心とした人々の生活の質

の改善に関する国際協力に取り組んでいる国際連合

経済社会理事会の下部組織で、福岡事務所は 8月に

寄贈資料紹介

竹下しづの女 関連資料(書簡)寄託
すでち まをか

く短夜や乳ぜり泣く児を須可捨駕乎〉は、大正 9

年 『ホトトギスJの巻頭となり、のち女流黄金時代

を築いた竹下しづの女の句です。かつて県立図書館

に司書として勤務Lた縁もあって、二男の竹下健次

郎氏より遺品の中から書簡122点が寄託されました。

r-一一-一一-一一-一一-一一-一一-一一-一一--

開設されています。今回の寄贈は国連が毎年10月の

第 1月曜日に定めている「世界ハピタットデー」の

記念行事の一環として行われたものです。

「都市化する世界-1996年度人間居住世界報告J

をはじめとするこれらの資料は、当館で整理した後、

本館 2階閲覧室のハピタット資料コーナーに目録と

共に配架しています。館内で自由に閲覧でき ますの

でご利用ください。なお、今後もハピタットの新し

い出版物が発行される度に寄贈していただく予定で

西川道子)

--ノ 前 'f叶 f:/~ 

(資料課す。

高浜虚子、杉田久女、中村草田男ほか俳人らと交

わした手紙やハガキは、しづの女の人間性に触れ昭

和初期俳句界の動向の一端を知る貴重な資料です。

(郷土課 川島久美子)

ケ 視覚障害笥録音図書機器の鵠ギ〉*福岡県立図書館協議会委員*

このたび、福岡市中央区谷の園田和之氏より録音図書 (カ

セットテープ)用の機器、アンプ 1台、マイクミキサー 1台、

ラジカセ 2台他をいただきました。

また、福岡中央ロータリークラブよ り同じく録音図書の郵

送ケースを多数いただきました O このケースはカセ ットテー

プを視覚障害者の皆様のもとへ届けるためのものです。この

郵送ケースについては1982年から毎年寄贈していただいてお

ります。

これらの御厚意に感謝し、当館の録音図書事業をさらに充

実していきたいと思います。

(五十音順)

妥主
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添
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松
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山

。委員長

林

。相
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子藤

入江真知子)(普及課子和原

子ヲム 記

県立図書館の電算が稼動したと思ったら時代はインターネッ

トに。情報化の名のもとに図書館はどう変わろうとしている

のか国や県の動向を特集してみました。

千愛集編
幸

平成 9年 9月8日~平成11年 9月7日

正

任期

日切
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