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(迅速、的確な資料・情報の提供を目指して)

-r公共図書館等職員参考業務研修(会)Jの現状と課題一

はじめに

社会の高度情報化や国際化の急速な進展とともに、

生涯学習の中核施設として、また、地域の情報拠点と

しての公共図書館に対する住民のニーズは一段と多様

化、高度化してきています。こうした社会環境の変化

や住民要求の高まりの中で、県下の公共図書館の数も

近年著しく増加し、今年度には図書館設置率が50%を

超えました。

県立図書館では、このような図書館を取り巻く環境

の変化に対応するために、市町村図書館(室)への支

援事業の一環として、平成 9年度からレファレンス業

務に携わる職員の育成と資質の向上を目途とした「参

考業務研修(会)Jを実施してきました。

今号では、この研修(会)について報告し今後の課

題を提示することによって、市町村の図書館(室)を

はじめとした関係者の方々の一層の御理解と御協力を

お願いしたいと思います。

経緯と現状

県立図書館では、県内市町村公共図書館等の図書館

事業の発展のため組織されている「福岡県公共図書館

等協議会」の研修事業のーっとして、昭和63年度から

「参考業務研修会」を断続的に行ってきました。

公共図書館等職員参考業務研修会(新任職員)

市町村の図書館の増設が進む中で県下の図書館から

「参考業務研修会」の実施に対する要望が高まってい

ますが、県立図書館では独自の事業として平成 9年度

から「公共図書館職員参考業務研修会(新任職員)J

を実施しています。この研修会は、図書館経験年数 1

~3 年の方々を対象に、図書館サービスの意義やレフ ァ

レンスサービスの基本について理解を深めることを目

的としています。内容は、ビデオや県立図書館職員に

よるレクチャー並びに班別の質問事例の演習-相互研

修で、今年度からは公民館図書室の職員の方々にも参

加して頂き、参加者数も漸次増加してきています。

参考調査業務研修 (中級)

各図書館からの要請で個別的に受け入れてきた短期

カウンタ一実務研修を制度化し全県下に広げるために、

平成10年度から「参考調査業務研修(中級)Jとして

位置付け、実施しています。この研修は、図書館経験

年数 3~5 年の方々を対象に、自館での実務経験を踏

まえ、県立図書館のカウンタ一実務研修を通して協力

レファレンスの実際とその意義について学ぶことを目

的としています。 内容は、参加者を 5 ~ 6 名のグルー

プに分け、レファレンスサービスや県立図書館のネッ

トワークシステム・物流システムの概要説明、並びに

カウンタ一実務と質問事例を中心とした演習で、 3日

を充てています。参加者は昨年度の 9名から22名と倍

加しました。今年度は、この研修をより効果的 ・効率

的に行うために、事前にアンケート調査を行い、①参

加者に現場での問題意識を明確にして研修に臨んでも

らうこと、②カウンター以外の研修内容に出来るだけ

参加者の希望を組み入れ、問題解決の手懸かりをつか

んでもらうことを目指しました。

いずれの研修も参加者の熱心で真撃な研修態度にむ

しろ県立図書館の職員の方が励まされました。また限

られた参考図書の中で、一般図書にも目を配った検索

態度に私達が学ぶことも多く、こうした緊張した時間

を共有することにより、講師・受講者という枠を越え

た相互研修、人のネットワーク作りとしての役割を果

たしているのではなないかと d思っています。

特に、中級研修後に寄せられた感想文には、①基本

的な参考図書の選び方、使い方の糸口が掴めた②レフア

レンスインタビューの重要性を認識した③県立と自館

の資料の関係付けが出来た④県立や他館の職員と知り

合うことが出来た等、ハードな 3日間の研修を通して

体得した知識や共働の喜び、県立図書館に対しての要

望が率直に綴られており、その内容に、担当職員一同

胸を熱くするとともに、今後のより充実した企画の必

要性に身の引き締まる思いがしています。

また、県立図書館職員も演習問題の作成やグループ

討議の進行役を担うことは、参考図書や業務の進め方

について体系的に捉え直す良い機会となっています。
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今後の課題

このように、予算・人員体制ともに充分ではないなか

で、資料の背後に各図書館(室)の職員の顔がみえる

ネットワーク作りを基本に据えて進めてきた「参考業務

研修(会)Jです。しかし、参加者が増え回を重ねるご

とに、更に内実を深めることが要請されてきています。

今日、電子メディア・機器の目覚ましい発達は、図

書館サービスにも新たな展開を迫り、その本質を問い

掛けています。レファレンスサービスにおいても、従

来のサービスに、これらをどのように位置付け、利用

者への的確 ・迅速な資料・情報提供を公平に行ってい

くのか、問題は山積しています。特に、その要である

職員には、電子機器・メディアを駆使できる技術と共

に、心理学等を援用した利用者へのアプローチの方法

や要求内容の把握・分析能力、そして膨大な情報から

利用者に最も適した情報をフィットさせ得る能力等、

人間としての総合的な判断力が一層求められています。

こうした時代の要請に応えるためには、現状に加え、

外部講師の招聴等による専門性の高い研修会として制

度化し、より計画的に実施することが重要な課題だと

考えます。来るべき21世紀に県民が必要とする図書館

機能の実現に向けて、職員研修の在り方もまた多角的・

立体的な視点を持つことが求められています。

(参考調査課調査相談係長杉谷倫子)

一寄せられた感想文から一

平成11年度参考調査業務研修(中級)に参加して

久留米市民図書館宮崎顕

研修の際に感じたことは、最終日のれまとめH の時

間にほとんと令言ってしまったので、すが……

あらためて認識したことは、利用者に対してきちん

と質問することの大切さでしょうか。私自身が、利用

者に「何だ、図書館員のくせにこんなことも知らない

のかjと思われるのがいやで、中途半端にしか利用者

に質問せず、かえって混乱したケースが何度もあった

ので。利用者が質問事項についてどこまで、の情報を持っ

ているのか、今までにどんな資料で探したのか、とい

う点についてきちんとt巴握できるまで、しつこいぐら

いに質問しておいた方が、結果的には利用者のためで

もあり、自分自身のためにもなるということを身をもっ

3 

て経験しました。複数の資料にあたることの大切さも、

自分が研修課題を解くことで、あらためて感じました。

今まで、回答が一つでも見つかりさえすればそれで満

足していたのですが、実際に多くの資料にあたってみ

て、資料により記述がまちまちであること、資料の信

頼性の問題などを考え直すことができました。その意

味で、今後インターネットを使つての検索というもの

がますます一般化してくることが考えられますが、イ

ンタ ーネットの情報にどこまで信頼性を置くかという

点も、考えていかなければならないということを感じ

ました。レファレンスの手がかりとして、インターネッ

トは本当に便利なツールですが、あくまで回答に行き

着くための「とっかかり」として位置づけ、最終的に

は信頼できる資料を提示するというように、うまく使

い分けていきたいと感じます。

また、大きく役立つた点としては、今まで自分の図

書館にありながら使いこなせていなかった、どんな時

に有効に使えるのかわからなかった資料の使い方がわ

かったということでしょう 。『群書類従』などは、今

まで場所ふさぎの邪魔な本という認識しかなかったの

ですが、これからはうまく使っていけそうです。ただ、

もうひとつ使いこなせていなかった「官報」について

は使う機会がなく、これからも「場所ふさぎの資料」

という状況が続きそうですが……。

最後に「県立図書館の有効な利用の仕方」がわかっ

たことも大きな収穫の一つです。今までの私にとって

県立図書館とは、相互貸借の仲介者というイメージし

かなく、レファレンスを頼むことなど考えてもいなかっ

たのですが、こうしたレファレンスに答えていただけ

るイ本制が整っているという点を目の当たりにし、これ

からは、どしどし「困った時の助け船」として利用さ

せていただく予定です。

3日間という短い間(私にとってはすごく長く感じ

られましたが……)の研修でしたが、予想以上のもの

をもって帰ることができました。また、ふだんはあま

り接することの無い福岡地区の図書館の皆さんとも知

り合うことができ、そのことも今後のレファレンス業

務に大いに役立てていくことができるだろうと思いま

す。こうした機会を作っていただき、ありがとうござ

いました。



(大県内読書施設紹介刈

(桂川町立図書館 )

当館は、町の中心部の旧庁舎跡地に、建築延面積1，

265m2の鉄筋コンクリート造平屋建て単独館として建

設され、平成11年6月にオープンしました。

冊を超えています。特に、児童書には力を入れており、

中でも絵本は 1万冊以上あります。午前中は子どもづ

れの母親、午後になると学校帰りの小・中・高校生が

次々に入れ代わりながら、児童コーナー ・お話しのへ

や・ティーンズルーム・フリースペース ・ビデオやC

D試聴席などを楽しく利用しています。一方、窓辺の

閲覧席や読書スペース、郷土 -資料コーナ一、新聞・

雑誌コーナーは成人が静かに利用しています。

役場、住民センタ一、小 ・中学校などがすぐ近くと

いう立地条件の良さもあって、オープン半年間で、登

録率44%、町民一人当たり貸出し冊数5.7冊となり、

屋根の中央部に、本町が誇る国の特別史跡「王塚装 すべり出しとしては上々です。くらしに役立ち、町民

飾古墳」を模したドームがあり、外壁は総タイル張り に喜ばれる図書館がしっかりと定着するよう職員一向、

で、落ち着いた外観を呈しています。館内は、全面パ サービスの提供に努力していく所存です。

リアフリーの上に、低書架で書架問も広く、車いすや 住所 干820-0696 嘉穂郡桂川町大字土居420番地2

ベビーカーもスイスイの「人にやさしい図書館」です。 電 話 0948-65-4946 FAX 0948-65-5655 

現在の総資料数は、ビデオ・ CD.雑誌を含め 5万

(久山町民図書館 (レスポアール久山)) 

久山町民図書館(レスポアール久山)は、犬鳴連山

の麓、緑豊かなところに囲まれた久山町の中心地にあ

り、 JRパスと西鉄パスとが交差する久原交差点を囲

うように建築されました。

この施設は、平成11年 7月にオープンし、ミニヨン

サートや講演会、映画会等が催せる406席の棒ホール

(多目 的ホール)とエア ロピクスやスポーツダンス等

が行えるリハーサルスタジオと研修室があり、そして、

生涯学習の中核をなす図書館との複合施設で構成され

ています。図書館の床面積は約700m2で、天井部は 2

階まで吹き抜けで、二階部分に設けた和紙入りのスリ

ガラスから差し込む光は、やわらかく温かい雰囲気を

作りだしています。絵本を集めた茶の間コーナーは、

子どもたちが寝ころんでもいいようなカーペットをし

き、窓側に設けたキャレルコーナーは明るくゆったり

と本を読むことができるよう工夫されています。

その他の特徴は、マルチメディアルームを図書館内

の2階に設け情報社会に対応したインターネ ット利用

やCD-ROM等の媒体に対応できるパソコンを設置し
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たことと、文部省の「学校図書館情報化活性化モデル

事業jの指定を受け、学校図書館とのネットワークを

構築することにより町内の図書普及活動や情報化の先

導的役割を果たしています。

蔵書数は一般書約22，000冊、児童書約9，000冊で、今

後書籍60，000冊まで増やしていく予定です。

開館して早 6カ月になりますが、図書館業務もどう

にかこうにか運営している状況で、利用者には不便な

思いをさせているかと思います。これからは、職員一

同切薩琢磨し、利用者に親しまれる図書館を創設して

いきたいと思っています。

住所 〒811-2501 粕屋郡久山町大字久原2603-1

電話 092-976-2444 FAX 092-976-3711 

(レファレンスガイド )

「誰故草」と「太郎平草J

れみえそ'

植物学者牧野富太郎博士が、昔から誰故草と呼ばれ

ている花に、愛媛アヤメと命名するに至ったいきさつ

について書かれた文章とその出典を知りたい。
たるへえそう

質問文を見ると、 〈愛媛アヤメを太郎平草と呼んで

いる人がいたので、太郎平という昔の植木屋がこの草

をこの世に出したのかと思っていたら、誰故草の靴だ、っ

た〉ということなども書かれていました。博士のカタ

カナ混じりの文章から、古い文献のように見受けられ

ました。また、太郎平草のエピソードから随筆ではな

いかと推測しました。

まずコンピュータ一端末で、「牧野富太郎」を検索

してみました。70冊ほどの書籍がありましたが、著作

目録のようなものは見あたりません。次に、 『牧野日

本植物図鑑j(昭和15年の復刻版)で、誰故草をヲ|い

てみました。誰故草と愛媛アヤメの名前の由来は書い

てありましたが、太郎平草のことは記されていません。

そのほか「牧野」と名のつく図鑑 ・事典はほとんど調

べました。しかし、依頼されている文章は収録されて

いませんでした。

そこで、今度は牧野博士の随筆のほうから調べてみ

ました。『牧野植物随筆jr牧野植物一家言jr植物一

日一題jr植物随想jと、いかにも載っていそうな題

名の書籍ですが、関係する記事はありませんでした。

途方にくれていると、他の職員が、 『戸畑アヤメと

誰故草』という薄い冊子を持ってきてくれました。誰

故草という名前にピンと来たようです。これは郷土資

料で、レフ ァレンス記録カードに「戸畑アヤメ jで記

事をとっている資料の一点でした。そのなかに、牧野

博士が1899年 (明治32年)r植物学雑誌J第146号に愛

媛アヤメと命名したことと、その後、 1905年 (明治38

年)1月発行の 『園芸界』所載の「満洲植物梗概 3J

に、愛媛アヤメを別名とし、本名を誰故草と訂正発表

したことについての記事がありました。

この文章から 『植物学雑誌jr園芸界』のどちらか
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の雑誌に記載があるかもしれないと思いました。調査

すると、本館では所蔵していません。『学術雑誌総合

目録jでこれらの雑誌を所蔵している大学図書館を調

べて、調査を依頼した方に回答を告げました。この時

は緊急の調査であったことと、これ以上の資料は当館

では難しいと判断して調査を打ち切りました。

何となくすっきりしないまま 2週間ほど過ぎたある

日、書架に牧野富太郎という文字を見つけました。

『牧野植物皐全集第 2巻植物随筆集J(昭和10年発

行)所載の「断枝片葉」にホ太郎平草H と名のついた

文章があり、掲載雑誌名もきちんと記してありました。

依頼者に連絡をとってみたところ、まだ調査継続中で

あったそうで何とか回答は間に合ったようです。

この書籍は波多江文庫に収蔵されていました。波多

江文庫は前原市で薬問屋をしていた波多江嘉兵衛さん

から寄贈されたもので、明治から昭和に至る非常に幅

広い分野の資料を丹念に収集された貴重なコレクシヨ

ンです。いま思えば、コンビュータ一端末で検索した

ときに波多江文庫も書名があったのですが特殊文庫と

いうところで見落としていたとか、 『日本植物分類学

文献総目録』 の索引をヲ|けば掲載論文はすぐに回答で

T二れゆゑさ

満洲植物梗概 3
( r牧野植物畢全集第 3巻j)

きたはずなど、反省すべ

き点はありますが、常に

書架に目を配ることの大

切さを知り、多くの資料

にふれたことで今後の調

査に生かせれば、と思っ

ています。

(参考調査課岩本文子)



(郷土資料紹介)

籾鮮返信イ夫関連資料

金大中氏の大統領就任以来、日韓友好ムードが高まっ

ています。 水不幸な時代H もありましたが、両国は最

も近い隣国として、古代から深い関わりを保ってきま

した。特に、日本が鎖国していた江戸時代、正式に国

交を結んでいたのは、李朝朝鮮だけでした。

朝鮮国王が書契(国書)、礼単(進物)をもって、

足利将軍・徳川将軍に派遣した外交使節団を「朝鮮通

信使JI通信使」等といいますが、江戸時代には12回

訪れています。対馬藩よりの迎聴参判使と共に釜山を

出港、対馬(厳原) 壱岐-藍島(現:新宮町相島)-

赤間関一上関、そして瀬戸内海を東進し、江戸を目指

しました(最後のみ、厳原まで)。幕府の指令もあり、

沿線にあたる諸藩では丁重な接待をしています。

福岡藩の朝鮮通信使に関する記録

福岡藩は藍島に客館を設け餐応を行いましたが、天

和・正徳・享保・延享 (寛延) ・宝暦 (明和)、5回

の記録が、当館所蔵の黒田家文書に 『朝鮮人来朝記・

来特記』 等の名称で含まれています。50冊にものぼる、

これらの資料は福岡地方史研究会の、古文書を読む会H

の方々の手で解読・翻刻 (活字化)が進んでいます。

『福岡藩 朝鮮通信使記録jと題して、現在 9冊刊行

され、全体のおよそ半分が翻刻されました。会員のご

苦労が偲ばれますが、活字化によって朝鮮通信使に関

心を寄せる人の増加が期待されます。
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学者・文人の記録

通信使の訪問は、朱子学等先進的な朝鮮文化や、間

接的ですが中国文化にも接する、貴重な機会であり、

どの滞在地でも多数の学者・文人が交流を求めて集ま

りました。藍島でも貝原益軒を始め、有数の学者たち

が通信使と会見し、記録を残しています。益軒の 『倭

韓筆語並唱和j (天和 2)は 『国学者伝記集成 (続).1

(日本文学資料研究会編 国本出版)に書名があるも

のの所在不明のようで惜しまれます。当館所蔵では

『藍島唱和集全j (享保櫛田琴山著、複製 ・原本

櫛田文書)r藍島倭韓筆語唱和j (正徳 竹田春庵

著、竹田文庫)r藍島鼓吹j(享保小野士厚著、複製・

原本伝習館文庫)r決決飴響j(宝暦亀井南冥著、ー

『亀井南冥・昭陽全集 第1巻j所収)等があります。

朝鮮通信使側の記録

通信使の側でも各回記録が残っています。享保には

訪れた申維翰の 『海遊録j(東洋文庫 ・平凡社)は訳

注付きで手にしやすい資料です。その他については、

影印版 (写真)ですが 『大系朝鮮通信使 (全 8巻)j

(辛基秀編 明石書庖)に収録されています。双方の

資料を併せ読むとさらに興味が拡がるでしょう 。

その他関連資料

福岡藩では通信使一行は城下に入っていないため行

列はなかったのですが、その物珍しく華やかな様子は

各地で絵巻・絵図として残されており、前述の 『大系

朝鮮通信使jや、 『朝鮮通信使絵図集成j(辛基秀他著

講談社)で目にすることができます。また、各地の

記録をもとに通信使に供した料理の復元もされており、

当県では新宮町が 『朝鮮通信使来泊時の食』を町誌別

冊として刊行しています。

昨年12月刊の 『李朝国使3000キロの旅一雑学、朝鮮

通信使H を歩く j(嶋村初吉著 みずのわ出版)は様々

な視点から朝鮮通信使とその周辺を描いて、肩の凝ら

ない入門書になっています。著者は西日本新聞記者。

(郷土資料課 白根恵子)

(ブジクト ーク)

「ドラコ、ンガ、いっぱし'J

今年は辰年。竜、ドラゴンがでてくるお話はたくさ

んあります。今回はちょっと変わった竜のお話を紹介

しましょう 。

ドラゴンは想像上の動物だと思われていますが、大

昔は本当にいたのかもしれません。

騎士が竜を退治していた頃、というからには、中世

にさかのぼる昔のことでしょう 。旅の音楽師が見つけ

た卵は、竜の卵でした。音楽師の曲で目を覚ました竜

の子は、音楽師と旅をします。愛するものの出来た音

楽師は、すらすらと歌が生まれ、幸せに暮らしていま

した。ところがある夜、竜の子は見せ物師に盗まれて

しまいます。音楽師は竜の子を探し続けます。そして

ようやく、珍しい動物を集めている王さまの城で見つ

けます。音楽師が自分の竜だと言っても、返してくれ

ません。城では王子さまが病気で、眠ったままです。音

楽師は王子さまを音楽で起こそうと思います。音楽師

は王子さまを目覚めさせ、竜の子を取り戻すことが出

来るのでしょうか。(r竜の子ラ ッキーと音楽師jサト

クリフ作猪熊葉子訳岩波書庖)

音楽師と一緒に旅をした竜の子は、音楽の好きなお

となしいドラゴンでした。ドラゴンというと、巨大で

凶暴なものという印象がありますが、どうやらそうで

はないものもいるようです。

ある冬の日、サーカスの団長さんが「ぼく jに話し

てくれた話に出てくるドラゴンも、気のいいものぐさ

ものでした。他のドラゴンは暴れ回ったり娘を取って

食ったりしていたらしいのですが、このドラゴンはそ

んなことはしません。詩が好きで丘のほらあなで物思

いにふけっているようなドラゴンです。でも村の人た

ちにとってはドラゴンというおそろしいものカfいると

いうことだけでたいへんなことでした。村の人たちは

ドラゴンを退治するために有名な騎士セント ・ジョー

ジを呼びます。さあ大変。 ドラゴンと友だちの羊飼い

の息子は、セント・ジョージに相談に行きます。無事

に助かる方法があればいいんですが。(rものぐさドラ

ゴンJK.グレーアム作亀山龍樹訳金の星社)

人間にもいろいろな人聞がいるように、ドラゴンに

も、いろいろなドラゴンがいるようです。

本の中から出てきたドラゴンや、突然増殖してしまっ

たドラゴンに町中が大騒ぎになるお話など 『ドラゴン

がいっぱい!j出てくる本もあります。(rドラゴンが

いっぱい!jイーディス ・ネズピット作 八木田宜子

講談社)そんなにたくさんのお話が残っているのに、

いったいドラゴンはどこにいるのでしょう 。

きびしいおばあちゃんと一緒に暮らすことになった

理子は、おばあちゃんの言うことを聞かずに、季節は

ずれにマルメを食べようとします。そこへ現れたのは

とび丸竜と名乗る竜。彼は別の世界から来たというの

です。理子はとぴ丸竜の案内人にならなければなりま

せん。とび丸竜と話をするうちに、理子は竜の世界の

秋の太陽が四百年前に盗まれたことを知ります。竜の

世界では季節ごとに太陽があるらしいのです。理子と

とび丸竜は時間と空間を越え、秋の太陽を探し出すこ

とになってしまいます。(rとび丸竜の案内人j柏葉

幸子作借成社)

『とび丸竜の案内人Jは日本のお話でしたが、もち

ろん竜のお話は世界中にたくさんあります。もっとい

ろいろと紹介したいのですが、今回はこの辺で。また

の機会にすることにしましょう 。

(企画協力課子ども図書室坂梨秀子)

-7-



*寄贈資料紹介* (紫村資料)
しむら

このたび、直方市に在住されていた、故紫村
かずLげ

一重氏のご遺族から、1800冊余りの資料をご寄贈頂

きました。

その主な内容は、直方市、鞍手町等の各地の郷土

史誌、黒田家譜、日本農民運動史、近世地方経済史

料、郷土史研究講座、柳田国男集、夢野久作全集、

古事類苑などですが、この他に、膨大な量の文化財、

歴史、社会等の新聞のスクラップも含まれています。

故紫村氏は長崎街道の筑前六宿の一つ、木屋瀬宿

に程近い直方市感田で、農民運動家として活躍され、

その後は、郷土直方の歴史を研究され、 『直方市史』

の編纂にも携わった方です。『市史』の上巻(昭和4

6年発行)と下巻(同53年)では主に、「農民政策と

農民」、「農村政策J、「林業j、「農業J、「筑豊におけ

る直方」、の部分を執筆されました。なかでも、「筑

豊における直方jの項では、「直方の町は、うすよ

ごれてきたない町であった。Jという林芙美子の

-福岡県公共図書館等協議会専門委員会について-

平成11年度より、福岡県公共図書館等協議会の専門

委員会として、新たに「郷土資料委員会」と「雑誌 ・

新聞委員会」が発足しました。

この専門委員会は、これまで設置されていました

「郷土資料総合目録編集委員会J、「雑誌 ・新聞総合目

録編集委員会Jを改組したものです。これは従来の総

合目録の作成を中心とした機関としてではなく、資料

充実や資料に係わる様々な諸問題等を検討協議する専

門機関です。また、その決定事項については、福岡県

公共図書館等協議会の運営委員会、理事会さらに総会

へと報告され、資料の充実・普及等の幅広い方策が採

られるよう変革したものです。

今後、これらの専門委員会を活用して、県内公共図

書館等の連携 -協力をさ らに深め、地域の情報拠点と

して、利用者サービスに十分対応できるよう考えています。

「放浪記」の一節をも交えながら親しみやすく郷土

の歴史を紹介し、その人柄が偲ばれます。さらに、

石炭鉱業編(同54年)、資料編 (同58年)では、編

集代表としての重責を担われました。

また、筑前竹槍ー撲についても研究され、その成

果は一冊の本にまとめられています。今回の寄贈資

料には、ここで使われた資料も含まれており、貴重

な郷土資料として今後の活用が期待されます。

(資料課松本真)

(お知らせ )

須恵町立図書館誕生

平成11年 9月町議会において「須恵町立図書館設置

条例」が制定されました (平成11年4月 1日からの適

用)。施設は従来の須恵町図書室(あおば会館内)です。

県内97自治体中49自治体が図書館を設置したことに

なり、設置率50%を越えました。

福岡県立図書館行政資料データベース化事業について

福岡県立図書館では、平成11年12月より「福岡県緊

急地域雇用特別基金事業」として、行政資料 (福岡

県、県内市町村、国の刊行物)のデータ化を始めました。

平成12年 3月31日までに、図書資料3万冊、逐次刊

行物 5万冊を入力する予定です。この間の行政資料の

利用は制限されますのでご了承下さい。

TEL (092) 641-1123 (1~) 
平成12年 3月21日 編集 ・発行福岡県立図書館 〒812-8651 福岡市東区箱崎 1-41-12

FAX (092) 641-1127 
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