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県立図書館子ども図書館開館 !!

1　はじめに

2000年「子ども読書年」は、子どもに読書の大切

さを知ってもらうとともに、子どもの読書にかかわる

人々を元気づけてもくれましたが、わずか1年で子ど

もの読書推進の取り組みが終わってはいけないという

危機感も醸成しました。そのような声に応え、2001

年12月12日「子どもの読書活動の推進に関する法律」

が施行されました。この法律により、政府は、子ども

の読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るための基本計画を策定しなければならない

ことになりました。また、都道府県は、この計画を基

本とするとともに、都道府県の状況をふまえつつ独自

の読書活動の推進に関する施策についての計画を策定

するよう努めなければならないとしています。

これまで、自発的活動の範囲にとどめられていた子

どもの読書活動の推進が、国を挙げて行われることに

なったのです。

このような中、福岡県立図書館子ども図書室は、県

内の子ども読書の拠点としての機能を強化するため、

福岡県立図書館子ども図書館として、増改築し、新た

な一歩を踏み出すことになりました。  

2　新設施設と運営

まず、今回の増改築により、新設された施設の内容

や機能を紹介します。

（1）多目的ルーム

収容人数は、45～50名程度。広さは76㎡。実物

投影機等の機器も設置し、応用範囲の広い部屋とし

て整備。

各種講座・調べ学習・見学・ボランティア活動等

多目的な用途に使用します。子どもの読書に関わる

ボランティア等の部屋の利用については、業務に支

障のない限り受け入れていきたいと考えています。

（2）おはなしのへや

収容人数は、最大40名程度。広さは40.7㎡。

本の世界の楽しさを知ってもらい、子どもの読書

推進を図るため、従来から行っている定期的おはな

し会に加えて、必要に応じ臨時のおはなし会も実施

していきたいと考えています。また、業務に支障が

ない限り、ボランティアの方々にもおはなし会の会

場として使用していただこうと考えています。

（3）親子読書ルーム

収容人数は、親子で15組程度。広さは30㎡。

現在、ブックスタートなど、乳児期からの読書の

推進が図られ始めています。このような状況をふま

え、日常的には、赤ちゃん絵本コーナーとして使用

し、乳児に対するサービスの強化を図ります。加え

て、親子で楽しむ赤ちゃん絵本講座（仮称）等の企

画を実施し、これまで、県立図書館として十分対応

できていなかった赤ちゃん絵本についての普及啓発・

研究を行い、全県的な普及活動に結びつけていきた

いと考えています。

（4）子ども情報ルーム

収容人数は、二人一組で16組程度。広さ 40.1㎡。

検索用パソコン16台を設置。

図書等の資料と電子機器を使って得る情報を複合

的に活用し、より高度な資料情報検索を行うための

学習の場を提供します。また、情報検索の手法等に

ついての指導も行います。夏休み等には、コンピュー

タに親しんでもらうため、小学生のための講習会な

ども実施したいと考えています。

3　子ども図書館の今後

従来から子ども図書室は、図書資料等を県民に提供

するという図書館本来の機能に加え、子ども達への直

接サービスを通して、子ども達の読書状況や本に対す

る反応等を観察し、また、資料研究を行い、子ども読

書推進のための方法論を確立し、県域での読書普及活

動を行うことを基本方針として運営して来ました。今

回の増改築に伴い、この基本方針を基に、さらに図書

館を取り巻く環境や利用要求の変化に対応できる子ど

も読書推進の拠点を目指していきたいと考えています。

また、子ども読書推進ボランティアの活動も可能な限

り支援していきたいと考えています。
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去る１月19日（土）、池坊保子衆議院議員（文部

科学省大臣政務官）・新開昌彦県議会議員他が、子ど

もたちに対するボランティア活動の実際の見学と、ボ

ランティアの方々との懇談を目的に、福岡県立図書館

を訪問されました。当日は、箱崎小学校の１年１組の

子ども達に対する来館おはなし会が予定されていたた

め、そこで、ボランティアの方々によるブックトーク

や布の絵本の読み聞かせの実演の様子を見ていただき

ました。その後、別室でボランティアの方々と懇談さ

れました。

当館所属の、布の絵本制作ボランティア「ゆずりは

の会」・ブックトークボランティア「本の楽しさおと

どけ便」の代表者と活発な意見交換が行われました。

なかでも、池坊議員の、ボランティアと行政は手を携

えてやっていくものだと思いますという発言が印象的

でした。訪問された議員の皆様方は、子どもの読書推

進に対する熱意を持って活動されておられる方ばかり

で、今の国や県における子ども読書推進の動きなども

よくわかり、とても有意義な懇談のひとときでした。

県内からも、北九州市議、久留米市議、宗像市議等

が同席されていましたが、福岡県立図書館ボランティ

アの活動を初めてお知りになった方もあったようで、

後日活動についての問い合わせなどもあり、今後の活

動につながる訪問でした。

（企画協力課普及係　河井律子）

報告　池坊保子衆議院議員福岡県立図書館を訪問

4　子ども図書館平面図

改　　築　　前 改　　築　　後

（企画協力課普及係　河井律子）

おはなし会の風景
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豊津町は坂の町である。その歴史は古く、町内には

各時代の貴重な遺跡を見ることができる。特に豊前国

分寺三重塔は広く知られた大切な文化財である。発掘

された遺物は豊津町歴史民俗資料館で調査・展示され

ている。その資料館に隣接して平成13年10月20日に

町民待望の図書館が開館した。敷地面積は6,344㎡、

延床面積1,563㎡の鉄筋コンクリート造り、景観と調

和した純和風の三連の切妻屋根をもつ。珪藻土を使用

した壁は吸音性と温もりを感じる。風除室を入ると開

架室は天井が高く、大型の板ガラスにより館内が明る

く、開放感がある。梁は杉の丸太、書架材は防虫効果

のある竹が使用され、全体に落ち着いた雰囲気と木の

香りが来館者の気持ちを和ませ、気軽で快適な読書空

間を醸している。鎮守の森の木々が窓から見える、低

書架と床暖房付きの児童開架室。ＩＴ対応の電源とジャッ

クが設けられた読書机がある。貴重書庫には豊津の先

人資料が収集されている。夏目漱石の作品『三四郎』

のモデルといわれる小宮豊隆氏の蔵書・書簡も多くあ

る。また、町民の活動・行事・研究発表の「場」であ

る集会室・ギャラリー・視聴覚室があり、ＩＴ講習会・

原画展・写真展・映画会・パペット劇団による人形劇

などが催されている。「風と夢が広がり、一人ひとり

が創造する坂の上の図書館」を基本に資料館と連携し

た企画、まちづくり、ボランティアの運営の参画を含

め、暮らしの中に密着した資料の提供・集積と生産に

よる文化振興に積極的に取り組みたい。

文化振興室（図書館情報係・資料館学芸係・文化財係）

室長兼副館長　山崎周作

住所：〒824-0121 京都郡豊津町大字豊津1122-12

電話：0930-33-1040　FAX：0930-33-1041

ホームページアドレス

　　　http://www.library.toyotsu.fukuoka.jp

昭和34年に建築された旧図書館が老朽化したため、

新たに生涯学習拠点施設「ユメニティのおがた」の一

角として、平成13年７月17日にオープンしました。

ＪＲ直方駅の西口に位置し、駅から徒歩４分と、交通

の便が格段によくなり、毎日多くの人でにぎわってい

ます。建物は、明るいイメージを心がけています。延

床面積は2,382㎡で旧館のおよそ３倍の広さになりま

した。また、館の中央部に吹抜けの屋外読書スペース

を設けるなど、リラックスできる空間づくりに配慮し

ました。オープン当初の蔵書数は約11万冊で、ゆく

ゆくは16万冊まで増やしていく予定です。二階の郷

土史料室には、図書や行政資料はもちろん、古文書・

地図・写真等、直方市に関するさまざまな資料を収集・

保存しています。しかし、当館の最大の特色はなんと

いっても、図書館ボランティアの本格的な導入です。

「窓口ボランティア」と「行事ボランティア」があり、

職員と力を合わせて、図書館サービスを展開していま

す。「窓口ボランティア」の主な業務は、配架・書架

整理・補修などです。オープン前の募集で126名も集

まり、開館準備の段階から協働しています。展示コー

ナーや図書館だよりも、一緒に知恵を出し合って、充

実を図っています。「行事ボランティア」は、12団

体が登録しており、週末に多様な催しを開催していま

す。読み聞かせ・パネルシアター・ビデオ上映など、

バリエーション豊かな行事を毎月５、６回ほど行い、

家族連れをはじめ、多くの利用者に親しまれています。

12月末現在のボランティア登録者数は、14歳から73

歳まで、総勢262名です。ボランティアの方々とのパー

トナーシップを踏まえながら、この取り組みを発展さ

せていきたいと考えています。    （司書　生武　崇）

住所：〒822-0034　直方市大字山部301-11

電話：0949-25-2240　FAX：0949-23-3902

☆県  内  読  書  施  設  紹  介☆

豊津町立図書館

直方市立図書館
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Ａ「やあ、こんにちは、今日は先日お願いしていた

本を見せてもらいに来ました。」

係「お電話いただいたＡさんですね。いろいろ資料

を探してみましたよ。こちらに準備してあります。」

Ａ「実はね、息子の中学校で総合的な学習の時間に、

図書館での調べ学習というのがあって、息子たちの班

の課題は「地方自治の本旨」って何？、というのだっ

たんだ。あいにく町の図書館は小さくて、そのことを

説明してあるいい本がなかったんだ。

そこで息子は、私が役場に勤めていることをいいこ

とに、さっそく質問してきたんだよ。すぐには答えら

れなくて、「そのうちに…。」と、お茶を濁しておいた

が、こんな基本的なことが説明できないなんてと反省

して、いろいろ調べてみたんだが…。

役場にある法令解説集などは、個別の法令解説は詳

しいが、一般的なことについては不十分だ。インター

ネットで探してみると3000件以上も出てくる。いく

つか見てみたが、自分で調べている内容は、なかなか

出てこない。これは相当の熟練が必要だ。隣町の図書

館にも行ってみたが、法律関係は「法律相談」のような

実用書が多く、基本的なことはあまり書かれていない。

一体どうしたらいいだろうかと、その図書館の人に

訊いたら県立を紹介された、というわけだ。「必要な

資料を取り寄せることもできます。」ということも聞

いたが、たまたま福岡に用事があったのでこちらに寄

ることにしたんだ。」

係「いやあ、なかなか大変でしたね。それでは、ま

ず、事典類を見てみましょう。

①『地方自治百科大事典』（ぎょうせい , 1987）

②『現代政治学事典』（プレーン出版 , 1991）

①の方は簡潔明瞭で要点のみをまとめて書いてあり

ます。②の方は①よりも詳しく、憲法のほか、どのよ

うな法令に「地方自治の本旨」ということばが出てい

るか、法律作用、内容、歴史的背景、参考文献まで含

めたかなり詳しい説明が出ています。」

Ａ「ここの参考文献にあがっている分も見てみたい

のだが。」

係「こちらに準備しています。ただ、これは学者の

論文でかなり難しいものですが…。」

Ａ「ああ本当だ。これは難しすぎる。もっとわかり

やすい解説書はないだろうか。」

係「それならば、こちらは、いかがでしょうか。

③『憲法（新版）』（芦部信喜　岩波書店 , 1999）

④『日本国憲法（第 3 版）』（長尾一紘　世界思想社 , 

1997）⑤『ようこそ日本国憲法へ』（小林武　法学

書院 , 1998）⑥『憲法がわかった』（日笠完治　法

学書院 , 1999）」

Ａ「なるほどねえ、同じことを調べるのでも、複数

の本を互いに見比べてみると、筆者によって考え方の

違いが一目でわかるんだね。これは大切だな。」

係「さらに詳しく調べるときは、地方自治法や地方

分権関係の資料もありますよ。⑦『新　地方自治法』（兼

子仁　岩波新書 , 1999）⑧『地方自治の法としくみ』

（原田尚彦　学陽書房 , 2001）また、中学生向きの

やさしい本でしたら、⑨『目で見る憲法』（有斐閣 , 

1999）⑩『図解よくわかる地方自治のしくみ』（今

井照　学陽書房 , 2000）などがありますね。」

Ａ「今日はいろいろ探していただいてありがとうご

ざいました。おかげで助かりました。」

係「またいつでも相談にのりますので、ご連絡くだ

さい。インターネットでもどうぞ。お待ちしています。」

（参考調査課調査相談係　松本　真）

レ フ ァ レ ン ス ガ イ ド

─── 特別企画…実況中継編（初級）───
「地方自治の本旨」って何？

＊「地方自治の本旨」は、住民自治（政治的自治）と団体自治（法律的自治）とから成り立つとされます。

一般に、住民自治が地方自治の本旨の目的であって、団体自治はそのための手段であると理解されています。

上記⑥による。

＊福岡県立図書館ホームページアドレス　http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/tosho/index_t.htm
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郷 土 資 料 紹 介

CD-ROM で見る『福岡県の近世絵図』と『福岡市街地図』
─ ふるさとの古地図をもっと身近に　地図資料の CD-ROM 化の取り組み ─

地図は日常生活に欠かせない基礎資料で、住宅地図

や道路地図、市街図、地形図など図書館でもたいへん

利用の多い資料です。最新の情報を求められる一方で、

過去の情報の確認の手段として、また現在の状況との

比較資料として古い地図も頻繁に利用があります。

郷土資料室の所蔵絵図は、図書や雑誌などの刊行物

やテレビの歴史番組等で引用や紹介をされる事も多く、

歴史研究や地理研究の基礎資料として利用が多い反面、

閲覧手段として手軽にイメージを確認できる複製資料

が少ないため利用しにくい現状があります。また、古

い地図は原本の保存状態の良くないものや、大型で形

態上利用しにくいもの、折り畳むことによって傷みの

生じているものもあるため、資料の保存状態を保つた

めにも手軽に利用できる複製資料の整備を急ぐ必要性

があります。

当館では原本に替わる便利な閲覧手段として古地図

のCD-ROM化に取り組んでいます。現在作成してい

る２点のCD-ROMについてご紹介します。このCD-

ROMは、いずれも郷土資料室で閲覧できます。

CD-ROM『福岡県の近世絵図』
福岡県立図書館所蔵の貴重資料の中から、①彩色資

料、②傷みが少なく撮影可能な資料、③撮影の容易な

2ｍ×2ｍまでの資料に候補資料を絞り、近世の絵図

25点を選定し、五枚のCD-ROMに分けて収録して

います。絵図を４×

５インチフィルムで

写真撮影し、高精度

のドラムスキャナー

によりデジタル化し

たもので、パソコン

の操作に不慣れな方

にも簡単に操作でき

るように閲覧プログ

ラムが付いており、画像を拡大、回転させて見ること

ができます。

収録している地図は、筑前の国絵図が５点、博多の

古図が３点、筑前の郡絵図が10点、豊前の城井谷の

絵図が１点、福岡の城下図が３点、秋月の城下図が３

点です。国絵図や郡絵図では村の名前や街道の道筋を

たどって地図の旅ができますし、城下絵図では地図上

で武家屋敷巡りが楽しめることでしょう。　　　　　

　インターネットの福岡県立図書館のホームページに

設けた貴重書紹介コーナーでも、この近世絵図の簡易

画像をご覧いただけますので、ご利用ください。　　

　　　　　　　

CD-ROM『福岡市街地図』

明治・大正・昭和の23点の福岡市街地図を収めて

います。鉄道ができ、市内電車が走り、道路や橋が整

備され、大堀に島が築かれ大濠公園となり、海岸線が

年々変化していく様子などが年代を追って地図の上で

確認できることでしょう。太閤町割の名残をとどめる

博多の町や城下町福岡が近代都市へと発展していく様

子を年表を片手に見比べてみるのも楽しいのではない

でしょうか。

こちらの画像は大型のフラットベットスキャナーで

取り込んでおり、地図の索引から全体図と拡大図を見

ることができます。また、地図の裏面に観光案内や広

告、路程表や人力車の運賃表などが印刷されている資

料もあり、当時の生活感覚が伝わる興味深い情報を含

んでいます。

現在、追加版のCD-ROMを作成中です。当館ホー

ムページには、追加版の地図９点も加え、昭和前期（終

戦前迄）の簡単な年表を添えて紹介しようと準備をし

ているところです。

（郷土資料課　中野里恵）
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お正月のおせち料理で豆を食べましたか?今回は豆

をテーマに、本を紹介します。

豆をふっくらとやわらかくするには、ゆっくりと時

間をかけて煮なければなりません。おばあちゃんがや

わらかく、あまーく煮た花豆は、宝温泉の宿の名物で

した。おばあちゃんがコトコトと花豆を煮ている間に、

この本の主人公の小夜は、お父さんとお母さんが出会っ

た時の不思議な話をしてもらいました。

（『花豆の煮えるまで』安房直子作　偕成社）

豆にはいろんな種類がありますが、花豆はいんげん

の仲間でむらさき花豆と、白花豆があります。さて、

お正月のおせち料理で豆を食べるのはどうしてだか知っ

ていますか？これは「今年もみんながマメにくらせま

すように」という意味の縁起料理だからです。マメに

暮らすというのは、病気をせずに元気に過ごすという

ことです。2月にも豆が関係する行事、節分がありま

すが、大豆をいってまいたのを拾い集めて、年の数だ

け食べるのも、「マメに暮らせますように」という意

味があります。他にもこの本には、納豆の作り方や木

綿豆腐と絹豆腐の違いといった事も書いてあります。

（『豆でつくる』大月書店）

この節分の日に不思議なお客さんが泊まった旅館が

あります。それは、ゆうすげ村の小さな旅館で、原田

つぼみさんという年取ったおかみさんが一人でしてい

ます。さて、その不思議なお客さんは大きな山高帽を

かぶっていて、決して帽子をとりませんでした。夕方

になって、豆まきの声があちこちで聞こえ出すと、こ

のお客さんはどこかに出かけていき、重そうな袋を下

げて、10時近くになってやっと帰ってきました。実は、

そのお客さんは雲の上に住んでいる鬼だったのですが、

つぼみさんはお客さんの正体がわかっても泊めてあげ

ました。さて、そのお客さんが帰った日の朝、つぼみ

さんが部屋に行ってみると、コタツのテーブルの上に

小さな封筒が置いてありました。その封筒には「おか

みさんへ」と書いてあり、手紙と一緒に不思議な豆が

入っていました。その豆は天まで届く豆だったのです。

このゆうすげ旅館には、他にもいろんな不思議なお客

さんが泊まります。

（『ゆうすげ村の小さな旅館』茂市久美子作　講談社）

ゆうすげ旅館のつぼみさんは、天まで届く豆をもら

いましたが、この天まで届く魔法の豆を手に入れて、

女の子を食べようと考えたオオカミがいます。このオ

オカミは、ポリーという女の子を何とかして食べたい

と思っていました。そこで、『赤ずきんちゃん』や『三

匹のこぶた』といった本を読んではいろいろ作戦をた

てるのですが、いつも失敗ばかりしていました。この

日もポリーの家にやってきたオオカミは、花壇に穴を

ほり、その中にブドウの種を埋めます。オオカミはす

ぐに芽が出て、大きくなり、それをつたって窓から忍

び込みポリーを食べることができると思っていました。

それを聞いたポリーは、オオカミに、ブドウが大きく

なるには何年も必要だということを教えてあげます。

しばらくして、『ジャックと豆の木』のお話を読んだ

オオカミは、今度はポリーの家の花壇に豆を植えまし

た。でもその豆は魔法の豆ではなく、八百屋に売って

いる普通の豆でした。こうして、オオカミはこの日も

ポリーを食べることができずに帰っていきました。

（『ポリーとはらぺこオオカミ』キャサリン・ストー作

岩波書店）

今回は豆をテーマに本を紹介しましたが、今年も、

みんながマメに暮らせますように！

（企画協力課　普及係　川崎美和子）

ブ ッ ク ト ー ク

『 豆 の は な し 』
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寄贈資料紹介　『奥田前知事の愛蔵書等寄贈』

お　知　ら　せ

1983年4月から3期12年間福岡県知事を勤められ、

2001年 1月 22日 80才で逝去された奥田八二氏の

御遺族から、愛蔵書等の寄贈を受けました。

学者でもあった前知事が収集・保存されてきた「三

井・三池争議の関連資料」や「社会問題研究所の機関

誌」など、55年体制下の政治や地方自治、労働運動

の歩みを余すところなく伝える貴重な学問的資料は、

1997年、本人の希望でかつて教壇に立たれた九州大

学法学部に寄贈されています。

今回の県立図書館への寄贈は、知事としての交際で

得られた資料及び前知事の人柄が偲ばれる個人的な収

集資料約800点です。

公的活動のものでは、昭和から平成へ移行の際に知

事として参列された皇居での“大喪の礼”“即位の礼”

の「式次第」等一連の資料、外国からの賓客との交換

資料、献辞・サイン入り自費出版物等があります。

個人的収集資料では、美術全集、展覧会図録、音楽

会・芝居鑑賞プログラム、『名著復刻漱石文学館』『精

選名著復刻全集近代文学館』等です。

職員の結婚には、「和而不同」など漢詩の一部を色

紙に書いて贈呈されましたように、書道に関する造詣

も深く、書に関連した俳句や漢詩についての資料また

中国関係歴史書も多く見られます。

これらの資料を県立図書館の蔵書として整理・提供

していきます。　　　　　（資料課図書係　千種幹子）

2002(H.14)年度全国研究集会・研修会等の予定

� 〔日    程〕� 〔開催地〕� 〔問い合わせ先〕

１�全国図書館大会� 10月�23日(水)�～25日(金)� 前　橋　市�日本図書館協会�a 03-3523-0811
� � � � � [群馬県]� 群馬県立図書館�a 027-231-3008

２�全国公共図書館研究集会

� 　・　　〃　　整理部門� ９月�19日(木)�～20日(金)� 秋　田　市�秋田県立図書館�a 018-866-8400

� 　・　　〃　　奉仕部門� 10月�17日(木)�～18日(金)� さいたま市� 埼玉県立浦和図書館�a 048-829-2821

� 　・　　〃　　児童図書館分科会� 11月�14日(木)�～15日(金)� 熊　本　市�熊本県立図書館�a 096-384-5000

� 　・　　〃　　参考事務分科会� 10月�13日(木)�～14日(金)� 津　　　市�三重県立図書館�a 059-233-1182

３�児童サ－ビス関連

� 児童図書館員養成講座　　前期� ７月�１日(月)�～6日(土)�
東　京　都

�
日本図書館協会�a 03-3523-0811

� 　　　　　　　　　　　　後期� ９月�24日(火)�～10月3日(木)�

� 子どもの本全国研究集会� ７月�30日(火)�～7月31日(水)� 東　京　都
なかのZERO

� 日本子どもの本研究会�a 03-3992-0362

� 全国子どもの本と児童文化講座 � ８月�１日(木)�～8月3日(土)� 宮　城　県
松　　　島

� 日本子どもの本研究会�a 03-3992-0362

４�著作権関連

� 文化庁図書館等職員著作権実務講習会� ８月�28日(水)�～30日(金)� 広 島 大 学�
文化庁著作権課�a 03-5253-4111

� 九州地区著作権セミナ－� ９月�5日(木)�～ 6日(金)� � 長　崎　県

５�図書館司書専門講座� ４月�15日(月)�～26日(金)� 東　京　都� 社会教育実践研究センター�a 03-3823-0241

＊注意　あくまで予定ですので、問い合わせ先等に御確認下さい。


