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福岡子ども読書推進ネットワーク事業
11月20日(月)前原南小学校

ブックトークを楽しむ子どもたち
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(福岡県立図書館所蔵資料展 )

子どもの本の歴史一絵本を中心として一

当館の児童サー ビスは比較的早い時期から始まり、

1950年には児童室を設けてサービスを行っていました。

蔵書数は現在約 4万8千点ですが、なかには日ごろ 日

に触れる機会の少ない貴重な復刻版や海外の資料もあ

ります。

「子ども読書年j関係行事としてこれらを公開しよ

うと 、昨年10月3日(火)から12月3日(日) まで、

絵本の歩みをたどる「子どもの本の歴史j展を開催し、

子どものための絵本成立から1960年代まで約170点

(欧米編 ・日本編)を展示しました。

唾垂事J(英語版を展示

*ただし書名は邦訳)

1800---1899年=絵本の夜明け

17・8世紀までは子どもを

対象に書かれた本はあり ませ

んでした。19世紀後半カラ ー

印刷技術の発達により、色彩

豊かな絵本が子どもたちに受

け入れられるようになり まし

たO もじゃもじゃベーター

(ホフマン作)/窓の下で (グリーナウェイ作)/三

人の陽気な狩人 (コールデコット作)など。

1900---1939年=古典文学を子どもたちに

子どもの教育のために本が大切であることに気ブき

各地の図書館に児童室が作られ優れた児童図書館員が

生まれました。挿絵中心の作品から、絵が物語る"絵

本へと質的変化が見られます。ピーター・ラビットの

おはなし (ポ ッタ一作)/100まんびきのねこ (ガァ

グ作)など。

1940---1949年=物語と絵の完全な調和

優れた編集者が生まれ絵本の黄金時代を迎えます。

物語に登場する子どもたちの環境は安らぎと愛情に満

ちています。ちいさいおうち (パー トン作)/もりの

なか (エッツ作)など。

1950---1959年=平和な子ども時代

子どもの本が世界中に読まれる ようになり、子ども

の日常がユーモアと暖かさを持って描かれます。三び

きのやぎのがらがらどん (ブラウン作)/あおくんと

きいろちゃん (レオニ作)など。

1960年代=子どもの心を描く

子どもの心を理解している作家たちが様々な手法で

作品を創りあげ、 より子どもに近づいていき ます。ピー

ターのくちぶえ (キーツ作)/はらペこあおむし (カー

ル作)など。

@亙事0(翻訳出会本は除外。rjは展示資料)

明治期・大正期・昭和初期=絵雑誌から絵本へ

子どもの絵本のはしりは1912年に出版された小型本

『ナカニシヤ日本一ノ画噺jといわれ、文はすべて巌

谷小波、絵は杉浦非水などです。

大正期の [コドモノクニj(1922年創刊)は、当時

の人気画家を結集した絵雑誌

です。『赤い鳥J(1918年創刊)

や 『童話J(1920年創刊)の

表紙やさし絵を描いていた岡

本帰一、初山滋、武井武雄ら

童画家たちが活躍しました。

1936年から刊行された 『講

談社の絵本』 は、絵本といえ

ば講談社の絵本というイメ ー

ジが出来たほどに普及しまし

た。

1950年代=翻訳絵本の紹介と絵本観の変化

1953年から刊行された 『岩波の子どもの本』 の外国絵

本の紹介により、子どもの本に必要なものは、わかり

やすい表現 ・明るい内容 ・魅力的な絵であることを知

り、日本人の絵本観は大きく変わります。

1956年スタ ー トした福音館書庖の月刊絵本 『こども

のともjによって、さらに楽しみながら芸術的感動を

受けるものに強調され広められていきます。

1960年代=さまざまな個性、花開いた絵本

創作絵本に力を入れる出版社が増え、優れた作品が

生み出されました。日本の絵本は、海外においても評

価が高まり国際的な賞を受賞するまでに至りました。

スーホの白い馬 (赤羽末吉絵)/ふしぎなたけのこ

(瀬川康男絵)/ちからたろう (田島征三絵)など。

今回の展示はテレビやミニコミ誌に取り上げていた

だいたこともあって、観覧者も大変多く、遠方からの

問い合わせもありました。

今後も架蔵資料をできるだけ多くの皆様に紹介でき

るよう 、楽しい企画を開催できればと考えています。

(参考調査課 ・川島久美子)

-2-

生涯学習月間参加事業

(ふ〈おか子ども読書推進フェスタ〕

一平成12年度福岡県・山田市読書推進大会-

「子ども読書年Jだ、った、昨年の「読書推進大会」

は、 10月29日 (日)に山田市で行われました O 当日は

午後から晴れ間がのぞいたものの、朝から雨が降った

り止んだりという、あいにくのお天気でした。また、

交通アクセスの不便さはあり ましたが、市外からの参

加者もあり、ご参加しEただいた200名程の方々には、

この場を借りてお礼を申し上げます。前日に広報活動

と会場の位置確認のためにアドバルーンを揚げたのは、

予想以上に効果があった ようです。(朝の散歩の途中

に、アドバルーンを見て寄ってみた、という方もおら

れました。)特に、山田市内の方々に多数参加してい

ただいたこと 、地域のコミュニテイスクールとして知

られている下山田小学校の施設をみていただいたこと

は、評価できる点かと思われます。

大会の総括としては、運営面での大きなミスこそな

かったものの、新図書館建設の時期と重なり、予想以

上の多忙を極め、準備不足は否めなかったと考えてい

ます。特に県立図書館の企画協力課には講師や出演者

の選定について、また昨年度実施の豊前市立図書館に

「おんぶにだっこのおはなしの会J
山田市

は大会当日の細かい日程について、参考にさせていた

だき深く感謝しております。

当日は、午前10時より開会行事の後、「こどもおは

なし広場」として、

前原市より「たけのこ文庫」の方々、

小郡市より「おはなし畑」の方々 、

山田市より「おんぶにだ、っこのおはなしの会」と

「ピノキオJの方々

に、それぞれ20分程の公演をしていただき ました。

昼食休憩の時間には、普段から一般に開放している

下山田小学校の図書室を、多くの方にご覧いただきま

した。

午後からは、大阪市立の各図書館に長く勤務され、

現在は大阪城南女子短期大学で図書館学を教えている

辰巳義幸氏に「子どもと読書一私の読書論Jという演

題で講演していただき、終了後、氏を囲むお茶会を催

しました。

(山田市立図書館開設準備室松村隆毅)

講演 辰巳義幸氏

「子どもと読書一私の読書論」
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(大県内読書施設紹介大)

(須恵町立図書館 )

平成 7年 6月に、須恵町民センターあおば会館 1階

(828.25m2) に、須恵町立図書室として開館致しまし

た。

町は、平成 7年度より独自の生涯学習まちづくり推

進に着手し、町民の方が気軽に楽しんで調べものをし

たり読書をする場の環境作りをしました。その後、図

書室も順調に住民の方々に利用されてきました。

ボランテイアの協力を得て、「おはなし会」も定着

し子どもたちが楽しみに集うようになり、また本年度

からは、「赤ちゃんの絵本の部屋Jも図書館で始め、

赤ちゃん連れでも気軽に図書館を利用していただく雰

囲気もできて参りました。

平成12年10月には、電算化されサービスのスピード

アップがなされると共に、利用者開放端末の利用も好

評を得ています。

現在、蔵書数は約 3万8千冊ですが、平成14年度に

は5万冊の蔵書数になるように図書の充実に向けて努

力しております。

今後、 一般の利用者の要求を知り利用しやすい環境

作りを共に進めるとともに、 21世紀に生きる子どもた

ちに語り継いでいくべき、児童書の充実にも努力して

(水巻町図書館 )

町のほぼ中央、緑に固まれた小高い丘の上に建つ

「水巻町図書館」は、 2000年 9月3日にオープンしま

した。明るく開放的でゆったりとした館内には、赤ちゃ

んからお年寄りまで幅広い層の人々が楽しく時を過ご

せる場所として、多くの利用者でにぎわっています。

歴史資料館との複合施設ですが、延床面積約3，589

ば (図書館部分約2394m2
) は町村の図書館としては、

県内最大級の規模を誇ります。

施設の特徴としては、まず第一に、身障者や高齢者、

小さな子どもたちにもやさしいバリアフリー建築で、

九州の図書館としては、初めて「ハートピル法j適合

施設の認定を受けました。また、館内にはオランダコー

ナーが設置され、町独自で平和交流を重ねているオラ

ンダに関する資料をそろえています。高台にあるため、

足の不自由な人にも来てもらいやすいようにと設置さ

れた野外エレベーター塔も、友好関係にあるオランダ

国ノールドオーストポルダー市のシンボルであるポル

ダータワー (時計塔)をまねてデザインされています。

高さ25mのタワーからは、開館、正午、閉館時に鐘の

いくつもりです。

平成13年度は、布絵本の制作も計画し老若男女で賑

わう愛される図書館を目指しています。また、隣が中

学校という立地条件を考え、ヤングアダルトに支持さ

れ利用される図書館とはの課題もあります。

「あれもこれもJと計画ばかりが先立ちますが、町

民の方に 『わが町の図書館Jとして利用して頂けるよ

う、職員一同研鐙を積んで参りたいと，思っています。

住所 〒871-0903 粕屋郡須恵町大字上須恵1167番7

電話 092-932-6364 FAX 092-932-6364 

音が流れ、この図書館のランドマークとなっています。

開館時の蔵書数は 6万冊で、以後毎年 1万冊程補充

し16万冊まで増やしていく予定です。

12月からは、公式ホームページを開設し、所蔵の有

無や自分が借りている資料や予約資料の確認が家庭の

パソコンでできます。また施設の概要も公開していま

すので是非一度ご覧ください。

住所 干807-0012 遠賀郡水巻町古賀 3丁目18香l号

電話 093-201-5000 FAX 093-201-0995 

U R L http://www.library.rnizumaki.fukuoka.jp 
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(レファレンスガイド )

、、利休鼠"の雨の色とは、どんな色?

P雨はふるふる 城ケ島の磯に 利休鼠の雨がふる

郷土の詩人、北原白秋の作詞による「城ケ島の雨」は、

今も歌い継がれている詩情豊かな歌ですが、この歌に

出てくる「、利休鼠"の雨の色って、一体どんな色 ?J

というのが、今回のレファレンスです。

三浦半島の先端、城ケ崎にふる雨はただの雨の色で

はなく、、利休鼠色H を帯びていると、白秋はいうの

です。何と素敵な、そして何と詩的な表現でしょう 。

下リ休鼠H の利休とは、安土・桃山時代の茶人、千

利休のことですが、利休にちなんだ「利休OOJとい

うのは、「利休色Jをはじめ、「利休箪笥J、「利休下駄」、

「利休信学」など、 18種にも及んでいます。「利休色」

についても、利休が好んだ、色調みたいに捉えられがち

ですが、色と利休とのつながりは、はっきりしていま

せん。

ところでれ利休鼠"ですが、「利休色」とどう違うの

かをまず調べてみました。

『広辞苑jには、利休の項に「利休色の鼠色帯びた

ものjとあります。利休色については同じ項に、「緑

色帯びた灰色」とありますので、つなげて綴ると「緑

色帯びた灰色に鼠色を重ねたものJとなります。『日

本国語大辞典J10 (小学館 1985)にも、同じ様な記

述があります。f日本大百科全書J22 (小学館 1988) 

には、「抹茶の緑色とイ宅茶 (わびちゃ )の雰囲気を連

想していわれた利休色に、鼠色を強めてさびた味わい

をあらわした色合いである」と、イメージとして、わ

かりやすい記述もあります。

説明だけでははっきりしないので、標準のもの、日

本の伝統色、国際色と、 3種類の「色名帖」を開いて

みました。ところが、同じ、利休鼠H でも、色合いも

表現も微妙に違っています。

① [色の手紙~ (尚学図書編小学館 1986) 

= I緑みの灰色J(JIS慣用色合)

② 「日本の伝統色J (長崎盛輝著 京都書院 1995) 
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= I青みの灰色」

③ 『国際版色の手帳J (尚学図書編 小学館 1988) 

= I青磁色がかった灰色」

*英語のセラドングレイ (CeladonGray)がこ

れにあたり、セラドンとは青磁色を意味すると

あり、この 3つの中では、きわめて明るい感じ

の色合いです。

なお、国際色には下リ休生壁"(なまかべ) = 

「抹茶のような緑みを帯びた塗りたての壁の色」

というのもでています。

さて、白秋の目に映った雨の色は、この中のどれだ

ろうかということになりますが、時代的なことを考え

れば、「日本の伝統的な色で表現したのでは…Jとの、

気がしないでもありません。

唯、見た目には、セラドングレイがいちばん、雨の

色にふさわしい感じでもあります。

いづれにしても、水利休鼠色H は、近代和服の色と

してもてはやされました。文学作品にもそれがよく現

れています。三島由紀夫 『女方』、芝木好子 『面影』

など、明治の小説では、小栗風葉の 『青春』と徳富塵

花 『黒潮』にでています。

働(参考調査課 -小柳親芳)



(郷土資料紹介 )

『筑前毛汁@~会』
福岡・博多を中心とした江戸時代の地誌の中で、豊

富な図版によって当時の景観や風俗をビジュアルに伝

える好資料に、奥村玉蘭著 『筑前名所図絵J※があり

ます。江戸時代後半になると、一般庶民の国内旅行も

盛んになり、玉蘭が自ら凡例の冒頭に示しているよう

に、秋里離島著 :都名所図絵d ※(安永九年刊)を初

めとして多くの地理案内書が刊行されるようになりま

す。人々はふんだんに添えられた挿し絵によってあた

かも実際にその土地を訪れたような旅の疑似体験を楽

しんだのではないでしょうか。

本書には、総数246図の挿し絵が含まれ、本文は貝

原益軒著 『筑前回続風土紀J※に倣い、これに漏れた

ものや後世の事象を補いながら福岡 ・博多・那珂川 ・

席田郡 ・早良郡 ・三笠郡 -夜須郡 -上座郡 ・下座郡 ・

嘉麻郡 ・穂波郡 ・鞍手郡 -遠賀郡 ・宗像郡 -粕屋郡 ・

恰土郡 ・志摩郡の順に各地の風景 (76図)や社寺 (75

図) ・歴史的旧跡や伝説 (65図) .歴史上の人物(15

図)を織り込み、六国史 -歌書 ・草紙・軍書等多数の

資料を引用して詳細な説明を加えています。また、本

文の漢字の多くに読み仮名が付され、説話伝説を多く

取り入れた親しみやすい構成を採るなど広く庶民の読

物となることを目指したことが窺えるところです。

風景図では街道筋の風景や寺社などを単独に描くの

ではなく町並みとして描き出している点が特徴になっ

ており、寺社図では 『都名所図絵Jに倣い人物を配し

てその大きさを知らせる工夫を取り入れ術搬図に仕立

てています。絵図は玉蘭の自画が主体ですが、風景や

人物画に友人の画や諸家に揮去を求めたものが含まれ、

第 2巻博多の「松蝉子見舞の図jに仙崖の画賛が見え

るのを初めに玉蘭以外の落款 -印章のある図が12図あ

ります。自序において「衆人皆これを噴い、目して狂

と日う」と書くほど名所図絵の編集に腐心する姿に、

本人の言葉とは逆に応援を惜しまぬ画友や文人も多かっ

たのではないでしょうか。巻頭には交友のあった頼山

陽の序文を付して脱稿しています。

玉蘭は宝暦十一年(1761)、博多中島町に醤油醸造

業を家業とする中島源助の長男に生まれ、幼少から亀

井南冥 ・昭陽に師事し、亀井派と黒田藩の車L際の中、

家業を弟に譲り、太宰府学校院祉に草庵を立て玉蘭堂・

玉蘭庵などと称し、文人と交流を含め太宰府の史跡保
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存や本草研究などにも手を染めています。

文化五年 (1808)春、伊勢参宮の旅に出て京・大阪

の学者と交遊し、その旅を l勢l湯紀行Jに著し、同年

秋には京都に遊学して佐伯岸駒に入門し絵を学んでい

ます。本書の執筆の契機はこの旅で得たものらしく、

諸国の名所図絵の思恵に触発され、古えより史跡に富

むふるさと筑前の姿を絵図にして諸国の人々に伝える

決意を固め、実地調査に10年の歳月をかけ多くの労力

を傾けて本書を完成しています。その記事や構成に先

行の史書 ・地誌等に範を取りながらも、玉蘭自身の目

でみた近世後期の筑前の風物を活写した資料として貴

重な文化資料となっています。

本書には文政四年幸巳(1821)の自序があり、正写

本を黒田藩へ提出したにもかかわらず藩庁の出版許可

が下りず、稿本のまま長らく秘蔵されていました。正

写本は、戦前には福岡県立図書館に保管されていまし

たが、残念なことに昭和20年の福岡空襲の際に多くの

貴重な資料とともに灰燈に帰してしまいました。

これとは別の稿本全10冊が子孫の奥村家に伝えられ

ており、本書の完成より 150年あまりを経た昭和48年

に西日本新聞社より福岡市の政令指定都市昇格記念出

版事業として和装影印で複製出版され、ょうやく広く

郷土の歴史を伝える資料として活用できるようになり

ました。原本は昭和55年、奥村家伝来の玉蘭関係資料

とともに福岡市に寄贈され、福岡市美術館に収蔵され、

その後福岡市博物館へ移管されています。また、この

年発足した「春日市古文書を読む会」が解読テキスト

として取り組み、田坂大蔵氏を校訂者に加え、昭和60

年文献出版より活字翻刻版が上梓されました。その巻

末には奥村家の一族であり、玉蘭研究者でもある奥村

武氏による「奥村玉蘭伝Jが収められています。

福岡県内の名所図絵の類書には、筑前の国の地誌で

絵図を挿入した資料として加藤一純・鷹取周成著 『筑

前国続風土記附録』 ※ (寛政十年)があり、豊前の国

では村田応成著 『豊国名所』 ※ (安政頃)、筑後では

西原ー甫著 『柳川明詮図会J※ (文政頃)があります。

なお、※印の資料は、活字翻刻版が出版されており、

当館にも所蔵しておりますのでご利用下さい。

(郷土資料課 中野里恵)

「十クマ十色」

今回は、クマが登場する本を紹介します。クマと聞

くと、大きくて、強くて、ちょっと怖いというイメ ー

ジがありますが、これから紹介するクマは、必ずしも

そういうクマばかりではありません。寂しがり屋のク

マ、ドジなクマなどなど。いろんなクマを探してみま

しょう 。

クマくんは、オスカルとエンマという兄弟の人形で

した。ある日、クマくんは、家の中だけでなく、外の

世界を見てみたいと決心して、こっそりオスカルのバ

ケツに隠れ、公園の砂場にやって来ます。けれどもちょっ

と眠った隙に、おいてきぼりにされてしまいました。

オスカルを待ちつづけるクマくんに声をかけたのは、

白いおもちゃのカパでした。カバは、クマくんを自分

の家に連れていき ます。それは、きりかぶの家で、人

間達に置き忘れられたり、落とされたりしたおもちゃ

達が住む家でした。クマくんは、切りかぶの家で仲間

と楽しく暮らしますが、オスカルとエンマの事を忘れ

たわけではありませんでした。雪もとけ子ども達が砂

場でまた遊び始めた頃、クマくんはある決心をするの

でした。(r泣かないで、くまくんjアンーマドレイヌ・

シエロット作 菱木晃子訳)

きりかぶの利用方法の一つにイスがあります。『マー

シャとくまj(M・ブラトフ再話 内固有疹子訳)み

たいに、森の中で一休みする時に、きりかぶに座ると

疲れも吹っ飛んで、しまうのでしょうか?

マーシャはおじいさんとおばあさんの許しを得て、

村の女の子達と一緒に森に行きます。そして迷子になっ

てしまいました。マーシャは、森の中をぐるぐる歩き

回っているうちに大きなクマが住んでいる小屋を見つ

けます。クマは、マーシャを見つけると、「これはあ

りがたい。もうにがさんぞ。ここにず、っとすんでもら

おう 。」と大喜びで言いました。マーシャはなんとか

してクマのところから逃げ出そうと、考えに考えて、

おまんじゅうをやいて、それをおじいさんとおばあさ

んに持っていってもらうことにします。そして大きな

つづらを出して、その中にこっそり隠れます。つづら

を背負ったクマは、村へ出かけましたが、疲れるたび

に、「きりかぶにこしかけてまんじゅうをたべようリ
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と言います。さて、マーシャは無事におじいさんとお

ばあさんが住む家まで帰れるのでしょうか?

マーシャのおじいさんはやさしいおじいさんでした

が、強くて勇気のある狩人のおじいさんもいます。源

じいと呼ばれているその狩人は、クマ狩りの名人でし

た。ある時、ハチミツを取るために蜜蜂を飼っている

家々から、一晩に三つの巣箱が消えてしまいました。

蜜蜂の巣箱を盗んだのはクマでした。早速、クマ退治

に5人の狩人が村人から頼まれました。その中には、

勿論、源じいもいました。さて、犯人のクマは金こぶ

と呼ばれている並外れて大きなクマでした。この金こ

ぶには 2匹の子グマがいました。子グマを守ろうとす

る金こぶと、源じいの対決はどちらに勝敗があがった

のでしょうか? (r椋鳩十のクマ物語J椋鳩十作)

金こぶには 2匹の子グマがいて、 一生懸命に狩人か

ら守ろうとしていました。この 『ヒグマの四季j(富

士元寿彦作)の中にも、ぬいぐるみみたいな 2匹の子

グマと、それを見守る母グマの写真があります。母グ

マは絶えずあたりを警戒していて、子グマの身に危険

を感じると人間にも向かつてくるのです。また、クマ

は見かけによらず甘いものが好きで蜂蜜やスイカは大

好物です。スイカの味を覚えると 、時にはスイカドロ

ボーをしたりするそうですよ。

甘いものといえば、マーマレードが大好物なクマが

いました。その名は、パデイントン。このクマは、駅

の遺失物取扱所にいましたよクマの話によると、暗黒

の地ペルーからの密航者だということです。親切なブ

ラウン夫妻は、このクマを連れて帰り、家族の一員と

して迎えます。そしてこのクマ、駅の名前からパデイ

ントンと名付けられたのです。パデイントンは、お風

呂に入るのもはじめてなら、デパートに行くのもはじ

めてでした。何もかも初めての体験の中で、いろいろ

な失敗を次々に引き起こします。お茶目で、ちょっと

ドジなこのクマのお話をぜひ読んでみてください。

(rクマのパデイントン 1マイケル ・ボンド作松岡享

子訳)

(企画協力課川崎美和子)



( 新規採用職員紹介 )

このたび新しく採用された職員を紹介します。

①図書館司書となって 1年余り、現在は図書の受入れ
ふじおかより こ

など閲覧室に配架以前の過程を担当している藤岡依子

です。1年目はただただ目の前の業務をこなしていく

のに精一杯でした。夏には初めて仕事の壁にぶつかり

ましたが、好きな世界の仕事に就いている喜びと周囲

の助けが支えとなりました。

2年目の今年はも っと目線を広げ、自館全体や国内

外の図書館界の現状と将来構想をできるだけ見てみた

いと思っています。公共図書館発祥の地、アメリカ合

衆国の図書館に行ってみたいなあというのが目下の夢

です。

自宅では最近、教育テレビにハマっています。『追

悼もまた文学なり j(激石は結構嫌われていたらしい)、

『フランス語会話j(ムッシュー・ノTトリスがトレピア

ン!)がとくにお気に入り 。楽しめますよ O

②2000年4月から資料課逐次刊行物係に勤務している
ふきあげめ ぐみ

吹上恵美です。高校生までは、宮崎で育ちました。福

岡に住んで 5年が経ちますが、いまだに雪が積もるの

を見ると珍しくて、誰彼かまわず電話をしてしまいま

す。

趣味は、映画鑑賞、音楽鑑賞(クラシックではあり

ませんが…)、それから読書です。一番つきあいの長
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とよだかおり

③豊田佳織さん

(平成12年4月採用)

いのが本です。今では読む本も少なくなりましたが、

この職場に入って小さい頃好きだった本と再び出会う

ことができました。13びきのやぎのがらがらどん」。

今でも読みつがれていることを初めて知りました。

1年間雑誌の整理をして初めて見る雑誌もたくさん

ありました。初めてづくしの 1年で慣れるだけで精一

杯でしたが、今後、たくさん経験を積んで、利用者の

方々の役に立てるような一人前の図書館員になりたい

と思います。
とよだかおり

③平成12年4月から本館で勤務している豊田佳織です。

担当業務は図書資料の整理です。これは、配架する以

前の作業で、請求記号を決定したり背ラベルを張付し

たりします。時々、カウンター業務も担当します。私

は耳が不自由なので、話が聞き取れない時は利用者が

筆談してくださったり、周りの職員に助けていただい

たりしています。カウンター業務は最初の頃はとても

緊張しましたが、今では利用者との出会いも楽しみに

なってきました。

休日は手話関係の活動をしています。趣味は旅行で、

国外はドイツ、中国等に行ったことがあります。次は

インドに行ってみたいです。また、国内では沖縄が大

好きで、ダイビングも兼ねて行っています。

すべての県民が利用しやすい図書館を目指して頑張

りたいと思いますので、よろしくお願いします。

お知らせ

当館ではインターネット初心者のための II T講習会jを平成12年度、平成13年度開催します。

TEL (092) 641-1123 (f刀
平成13年3月31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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