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子どもの読書推進と「読み聞かせJ

2000年「子ども読書年j を契機とし、子どもの心 ている「本のわくわく探検事業j は、大きな成果を上

を育てる読書の大切さが見直され、国を挙げて子ども

の読書活動の推進が図られています。昨年 12月には

「子どもの読書活動の推進に関する法律J も公布 ・施

行され、その中で「子ども読書活動推進基本計画・都

道府県子ども読書活動推進計画等の策定Jが義務づけ

られました。本年6月には、国の基本計画案がインター

ネッ ト等でも公開され、意見聴取が行われました。そ

の後 8月 2日には、閣議決定がなされ、各自治体へ通

知があったところです。今後県段階で、この計画を受

け独自の推進計画が策定されます。さらに、それを受

けて、各市町村で独自に推進計画が作られることにな

ります。これによって、子どもの読書活動を推進する

ために必要な環境の整備は飛躍的に進展するものと考

えられます。

近年の、このような子ども読書推進の動きの中で、

特徴的なものが「ブックスター トJと「朝の 10分間

読書運動Jの広がりです。

ブックスター トとは、イギリスで生まれたすべての

赤ちゃんと保護者に、絵本の入ったブックスター ト・

パックを説明の言葉と共にプレゼントする運動で、本

を仲立ちとして赤ちゃんと保護者が楽しい時聞を分か

ちあうことを応援するものです。福岡県では、 5月

27日現在で、 97自治体中 39自治体が、ブ、ツクスター

ト(類似事業も含む)を行っており、実施率は、約

40%で、全国的に見ても大きな広がりを見せている

県です。

もう 一つが、朝の 10分間読書運動です。これは、

学校で授業前の十分間、生徒と教師の全員が、自分の

読みたい本を自由に読むことで、読書を通して、子ど

もたちの心を育み、生きる力を育てようという運動で

す。本年 8月末で全国の取り組み校は、 l万校を越え

ました。

このような全国的な動きの中、福岡県においても、

さまざまな読書推進の取り組みを行っています。特に、

青少年アンビシャス運動推進事業で昨年から実施され

げ、子ども読書推進ボランティアの活動にも弾みがつ

きました。また、福岡県立図書館子ども図書館におい

ても、増改築による機能の強化、ブックスタート講座

の実施、「本のわくわく探検事業Jの実施など様々な

取り組みを行っています。

こうした背景のなか、今、福岡県内では、ボランティ

アの方々に よる「読み聞かせJ活動が盛んになってき

ています。

「読み聞かせJは、子どもに本の楽しさを知らせ、

本を手渡すために行うものです。

子どもたちは、大人に本を読んでもらうことで、 自

分で読む以上の世界を味わい楽しみます。そして、読

み手と聞き手とが、同じお話の世界を共有することで、

親近感や愛情が生まれます。

長年培った素晴らしい力で「読み聞かせJを実践し

ている方々も大勢おられますが、こ こで、もう一度「読

み聞かせJの重要性を認識し、きちんと理解しておく

ことは大切な事だと思います。

「読み聞かせJには家庭で個人的に行う場合と集団

に対して行う場合とがあります。家庭で行う場合には、

できるだけ毎日、親子で楽しみながら絵本を読む時聞

を持つだけで充分です。特別な決まりはありません。

しかし、集団で行う場合には、少し配慮が必要になり

ます。まずは、子どもの心ピ残る本、生きる希望・ 勇

気がわいてくる明るさと強さを持った本を選ぶことが

大切です。また、次のことに気をつけて本を選ぶと良

いと思います。

l 遠くからでも絵がよく見えること

2 絵と文の割合が良いこと

3 場面割りが適切であること

4 見聞きに一場面が望ましい

5 上記を満たした上で、自分の好きな本

読む本が決まったら、次は前準備です。絵がちゃん

と見えるよう、持ち方・めくり方に気をつけ、充分に

下読みをしましょう。後は、 素直に、心を込めて、ゆっ
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くりと読むだけです。変な技巧はかえって本の楽しさ

を伝えることを阻害しますから気をつけましょう 。基

本を常に意識しながら、 子ども読書の推進を図ってい

きたいものです。

次号では、ボランティアの方々とともに手を携え

ながら子どもの読書活動を推進している図書館から

「春日市民図書館Jr新吉富村立図書館Jの活動を紹介

していただきます。

(企画協力課河井律子)

(大県内読書施設紹介大)

( 嘉穂町立図書館 )

嘉穂町は、人口 10.328人(平成 14年 8月末)、 ことができます。これから町民の方が利用しやすく、

面積 87.34km'を有する郡内一面積の広い町です。 親しみやすい図書館を目指して、まちづくり、ボラン

町の 75%を山林が占め、響灘にそそぐ遠賀川の源 ティアの運営の参加など取り組んでいきたいと考えて
うまみやま こ しよさん へい やま

流をもち、馬見山・古処山 ・扉山に抱かれた自然あふ います。

れる町です。これまで公民館図書室として、移動図書 (司書 藤原千晶)

館車と合わせて図書活動を行ってきましたが、公民館

の老朽化により、この度待望の図書館がオープンと 住所:干820-0302 嘉穂郡嘉穂町大字大隈町 1228-1

なりました。 電話:0948-57-3610 

嘉穂町立図書館は、公民館・文化ホーlレ・図書館を FAX: 0948-57-3661 

併せ持つ嘉穂町生涯学習センター 「夢サイトかは」内 ホームページアドレス:http://www.kaho.org 

に平成 14年 5月 7日誕生しました。総延べ床面積は

約 3，400m'、その内図書館部分は約 1，200m'、また、

収容冊数は開架書架が40，000冊、 書庫が 60，000冊

となっています。館内は自然光を取り入れ明るく開放

感があり、 嘉穂町の自然とマッチした施設です。

特に、雑誌コーナーは嘉穂町の山々の風景が一望で

きるコーナーとなっています。その他、絵本コーナー

にはトンネル型の書架や授乳室があります。また、郷

土資料コーナーは郷土ゆかりの著作物を集めています。

情報ボー ドを中庭に面した壁に用意しており、町に関

するスクラップや情報交換の掲示等も行っています。

回遊型のセンター内では、図書館の資料を自由に持

ち出して閲覧でき、外の広場や中庭での読書を楽しむ
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( 福岡県立図書館協議会の提言について )

福岡県立図書館協議会は、平成 5年 11月 8日「福

岡県立図書館の整備 ・充実についてj の建議において

県立図書館に求められる役割と機能を示しました。

しかしながら、近年の革命的な情報技術(IT)の

急速な発達、福岡県内における市町村立図書館の増加、

公立図書館の在り方に関する国等の様々な報告、答申

等県立図書館を取り巻く環境の変化は著しく、今後県

立図書館が重点的に取り組むべき課題の整理及び必要

な方策を示すため、同協議会は平成 14年7月23日「福

岡県立図書館の役割とその推進方策についてJの提言

を行いました。

本提言を受け、 県立図書館では、県民及び市町村の

ニーズに応える新たな図書館を目指し、関係各位の御

理解を賜りながら、より一層努力してゆきたいと考え

ております。

提言の概要は、次のとおりです。

相羽莞協議会長より提言を受取る安野義勝館長 (左)

1 1 T化について

1 IT化の必要性

図書館は地域住民の様々な要求に応じて、情報提供

のためのサービスを行う施設であり、また、新しい情

報通信技術の活用が図書館の「地域の情報拠点Jとし

ての機能を飛躍的に拡大することから、福岡県が平成

13年 12月に公表した電子県庁推進計画と歩をーに

して県立図書館の IT化を進めるべきである。

2 県立図書館に求められる ITを活用した利用

者サービスの充実
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( 1 ) 館内システムの整備

① インターネット対応、多言語対応、 全文検索機

能等多機能 -高品質な図書館システムの導入

② 社会的バリアーを持つ人々など多様な利用者に

対応した OPAC (Online Public Access Cata-

log利用者開放端末)の導入

③ 速報性・検索性に優れた電子メディアと紙媒体

資料を有機的に組み合わせること

④ 各種のデータベースを同一画面上で一括して検

索できる統合的検索システムの構築

⑤ 有用で信頼性の高いサイトを主題別に組織化し

たメタサイト等の構築

⑥ キーワード等の多角的検索機能を備えたレフ ァ

レンス回答事例集のデータベースの構築

(2 ) 広域ネッ トワークシステムの構築

① 県内市町村立図書館、県内大学図書館及び国立

国会図書館の所蔵資料情報を単一のインターフェ

イスから迅速に検索できる横断検索システムの

構築

② 自宅からインターネットを活用して県立図書館

所蔵資料の貸出予約をし最寄りの図書館を通して

借り 受けができるシステムの構築

(3 ) 郷土資料のデータベース化等

① 貴重資料、古文書等のデジタlレ化

② 郷土関係雑誌記事索引、人物文献目録等郷土に

関する研究に必要な情報のデータベース化

③ 貴重資料、古文書等の保存体制の整備

11 県内市町村立図書館等の支援センターと

して果たすべき役割

県立図書館に対して、市町村立図書館等の活動支援

センターとしての機能充実が強く求められており 、図

書館間の相互協力 ・支援強化を始め、県公共図書館等

協議会の組織活動の充実を図る必要がある。

また、県内の市町村の合併の動向を見ながら、図書

館サービスの全県的な伸展を図る観点に立ち、図書館

未設置市町村に対し図書館の設置及び運営に対する指

導・助言等を計画的に行わなければならない。

( 1 ) 相互貸借物流システムの整備充実

① 市町村立図書館等への物流頻度を高める。

② 物流体制整備の一環としての拠点館方式 (中継

館)の拡大

(2 ) 図書館未設置市町村への支援協力

① 図書館未設置市町村に対する図書館作りに関す

る啓発活動の展開

② 図書館未設置市町村への設置に関する相談体制

の整備 ・充実

③ 各種研修会の実施や県立図書館と市町村聞の人

的交流等による人材育成の促進

(3 ) 福岡県公共図書館等協議会の活動に対する

支援 ・協力

① 各種専門委員会を設置し、市町村立図書館等の

抱える諸問題の解決を図る。

② 市町村立図書館等職員の資質向上のため、各種

研修会の一層の充実

③ 市町村立図書館等の活性化を図るため、地区協

議会組織の一層の充実

④ 図書館に関する資料 ・情報の収集及び提供に努

め、市町村立図書館等の活性化を図る。

(3 ) 職員の資質向上

IT革命、国際化等急激な社会の変化、また、複雑

かつ高度化した利用者ニーズに対応するために、県立

図書館職員の情報リテラシーの向上及び各分野の専門

的知識の向上を図ることが重要であり、 IT研修や各

種専門研修への継続的 ・計画的な参加機会の確保が必

要である。

なお、職員の大学院派遣についても検討する必要が

ある。

(4) 子どもの読書活動の推進

子どもの読書離れが社会問題となり、平成 13年

12月には、 「子どもの読書活動の推進に関する法律J

が制定された。このような中、全国的にブックスター

ト運動など、 子ども読書推進が全国的な広がりを見せ

ており、県においても、 青少年アンビシャス運動推進

事業の一環として子どもの読書の推進が図られている。

県立図書館では、「子ども図書室Jを増改築し、「子

ども図書館」として子ども読書推進の拠点を目指すこ

とになった。そこで、子どもの読書推進を図るため、

次のような方策が必要である。

① 子ども読書の重要性の啓発

② 子ども読書推進技術の調査研究および普及

皿 早急に対応を求められる課題 ③ ボランティアの資質の向上を図るための研修会

( 1 )資料収集についての機能分担等 等の実施

県民の「知る権利Jを保障するためには、資料提供

の充実等サービスの向上を図る必要があり、資料購入 おわりに

費の充実を図る必要がある。 県下 56市町村に図書館が設置され(設置率で 58%)、

しかし、多様化する県民の要求に応えうる資料をす 約450万県民(人口比で 89%)が住所地の身近な市

べて県立図書館で収集する ことは困難であることから、

市町村立図書館等関連機関と連携 ・協力し、分担して

資料収集をするための検討を行う必要がある O

(2 ) 資料保存スペースの確保

文化遺産としての図書資料は、県民の共有財産とし

て保存し、未来に継承されなければならない。

また、県立図書館は自館の資料を保存するのみなら

ず、市町村立図書館等で利用が少なくなり廃棄を検討

しているような資料を受け入れるデポジットライブラ

リー (保存図書館) としての機能も合わせ持っている。

県立図書館の書庫は、まもなく収容能力の限界を迎

えることから資料保存スペースの確保のための対策が

必要である。
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町村立図書館で図書等を借りることができる現在、県

立図書館の役割も「県が行うべきことJ、「県しか行え

ないことJに重点を移す必要がある。

これを達成するために、県立図書館が fITを活用

し利用者サービスの充実を図ること」、また「市町村

立図書館等への更なる支援 ・援助を行うことJに重点

を置いて運営することが必要であるとの認識に立ち今

回の提言を行うものである。

最後に、県立図書館がより県民に聞かれた、利用し

やすい図書館になること、図書館の運営に当たっては

アウトソーシング等民間活力を積極的に活用し、最小

の費用で最大の効果を上げる よう切に期待するもので

ある。



(レフアレンスガイド )
[人の名前あれこれj

~姓が分からなくても名だけで探す方法~

「レファレンスJは、利用者のみなさんの調べもの

を図書館の資料を使ってお手伝いする仕事のことです。

人名を調べるには、 普通、姓名が五十音順に並んだ

人名事典を使います。が、姓が分からない場合、どう

やって下の名前だけで調べるか、ご紹介します。

『和漢朗詠集』 という詩歌集があります。平安時代

に撰ばれたものです。これを読んでいる利用者の方か

ら電話がありました。歌の下に「拐恒Jという名前が

あるのだが、この読み方が分からない。どんな人であ

るのかも分かればいいのだが、という内容でした。

百冊以上並んだ人名事典の棚を見てゆくと、 『名前

から引く人名辞典j (1988年 日外アソシエーツ)

という本がありました。しかし、この事典は名前が五

十音順に並んでいるので、読み方が分からなければ引

くことができません。他にも名前から引くことのでき

る事典がないか探すと、 『日本史人名よみかた辞典』

(1999年 日外アソシ工ーツ) がありました。これ

は名前の画数から引くことができます。「身引 を十画

の項目で探してみると、みっかりました。

期恒みつね凡河内(おおしこうちの)期恒。平

安前期・中期の歌人〔国史〕

〔国史〕は 『国史大辞典j (吉川弘文館) の略称です。

見ると、有名な歌人であることが分かりました。

『和漢朗詠集』については、別の方からも他の名前に

ついての質問を受けました。

ひとりは「順J0 ~日本史人名よみかた辞典』 で、 三

人出てきましたが、そのうち二人は江戸時代の人なの

で、残りの「源順J(みなもとのしたごう)平安時代

の学者 -歌人である方だろうと判断しました。

次に「淳茂J。これは 『日本史人名よみかた辞典』

で「菅原淳茂J(すがわらのあつしげ)であることが

分かりました。『和漢詩歌作家辞典j(みづほ出版) に

よる記述のようですが、所蔵がありません。『人物レフア

レンス事典j (古代・中世・近世編 あ~す 1991 

年 日外アソシ工ーツ) を見ました。これは誰がどの

人物事典に載っているかが分かる便利な事典です。

『朝日日本歴史人物事典j (1994年 朝日新聞社)、

『コンサイス日本人名事典j (1990年 三省堂)

『新潮日本人名辞典j (1991年 新潮社) などにのっ

ているとあります。官原道真の息子と分かりました。

「菅三品j も聞かれました。『号・別名辞典j (古代

~近世 1990年 日外アソシエーツ) を引くと、

官原文時(すがわらのふみとき)という人の尊称であ

ることが分かりました。『人物レファレンス事典』を

引くと、 「かんさんぽんJまたは「かんさんぽんJと

読むらしく、 『国史大辞典』他に載っていて、また、

菅原道真の孫であることも分かりました。

こんな名前を探したこともあります。

手がかりは、明治から大正にかけて男爵だったこと

と、名前が「公照Jということだけです。

読み方も分からないので、画数から引くことのでき

る 『日本史人名よみかた辞典』を引きましたが、時代

の違う人しか出てきません。しかし、「きみひろj と

読むかもしれないことが分かつたので、 『名前から引く

人名辞典』を調べたところ、「到津公烈J(し、とうづ

きみひろ)という方がおられました。生没年が明治

2年(1869)~昭和 11 年 ( 1936)。明治から昭和期の

神職、 男爵。大分県の宇佐神宮宮司だったとあります。

「照Jという字が辞書によって「照Jや「烈j になって

いるのが気になって、出典の『日本人名事典H1937年

初版 1979年覆刻版 平凡社)や、明治・大正期の

人名辞典の復刻版である 『明治人名辞典j ~大正人名

辞典H日本図書センター)、さらに、男爵であることから、

華族の名簿である 『昭和新修華族家系大成j (1982 

年 霞会館) ~平成新修旧華族家系大成j (1996年

霞会館) も見てみました。しかし、到津氏以外に公照

という方が見つからず、どの字が正しいかは分からな

いが、おそらく到津公照氏であろうという 回答をしま

した。

人の名前を調べるにも、いろいろな事典があります。

ぜひ一度図書館の棚を覗いてみてください。

(参考調査課調査相談係 坂梨秀子)
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なかまっていいね

みなさんにも、 一緒に遊んだり、仕事をしたりする

「なかまJがし、ると思います。今回は、「なかまJにつ

いての本をご紹介します。

まず、何でも知りたがりやのねずみのお話から。学

校に住むねずみのフローラは、授業をのぞく内に、文

字を覚え、本さえも読めるようになりました。そして

文字が読めたおかげで、危険から身を守ることができ

たのです。

そんなフローラに、飼い主のところから逃げ出した、

パックというハツカネズミの「なかまJができます。

二匹は、人間たちに見つからないよう 暮らしますが、

フローラは、これまでの体験から、ねずみも文字を知っ

ておいた方がよいと思い、パックにも文字を教え始め

ます。

フローラが外敵から身を守るため、「なかま j と一

緒になって活躍するのが、 『学校ねずみのフローラ』

(D.キング=スミス作童話館出版)です。

ねずみの他にも、外敵から襲われる動物がいます。

ひきがえるもミミズクに餌としてねらわれています。

小さなひきがえるのウオー トンは、冬のある日、お

いしいお菓子を谷間の森の向こうにいるおばさんに食

べさせてあげたいと思い、出かけるのですが、途中で、

ミミズクのジョージにとらえられてしまいます。

ジョ ージは、久しぶりのごちそうとあって、次の火

曜日の自分の誕生日にウオー トンを食べることにしま

す。ところが、ウオー トンからおいしいお茶を勧めら

れて、毎晩、お茶会をするようになると、ジョ ージの

気持ちが少しずつ変化してきました。さらに、ウオー

トンがジョ ージの危機を救ったことで二匹は仲良くな

り、「なかまJとなったのが、 『火ょうびのごちそうは

ひきがえるj(ラッセル・ E・工リクソン作評論社)

です。

仲良くなるといつでも一緒にいたくなるものです。

磁石も、く っついたり、はなれたりして、友だちと仲

良くしたり、喧嘩したりしているように見えます。

『じしゃくであそぼうj (小林実 文福音館書庖) と

いう本には、 磁石の性質や遊び方などが紹介されてい

ます。この本の中に「バレーにんぎょうJという人形

遊びがありますが、工夫すると人形劇のようにもでき、

おもしろいかもしれません。

人形劇を見るのは楽しいものです。そんな人形劇を

見ることと、いたずらが大好きなおばあさんたちのお

話が 『いたずらおばあさんj (高楼方子作フレーベ

ル館)です。

そのおばあさんたちとは、エラババ先生 (84才、

偉い偉い洋服研究家)とヒョ コルさん (68才、エラ

バパ先生のお弟子さん)です。

エラパバ先生が発明した若返る洋服を着て、 二人は

8才の子どもになり ます。そして、あちこちで珍騒動

を巻き起こすのですが、ある日、 二人は子どもに変身

した時に見に行った、大好きな人形劇場が壊されるこ

とを耳にしました。そんなことはさせないと土地を買っ

た会社の社長さんに取り壊しを止めさせようと二人で

策略を練るのですが・ .

いろいろな「なかまJがし Eるから、私たちは毎日を

楽しく暮らせるのかもしれません。さて、あなたの周

りには、どんな「なかまJがいますか?

(企画協力課普及係 深野美智子)
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(展示紹介 )
県立図書館が文化会館図書部より独立して開館した

のは、昭和 58年 4月 1日でした。この時には新着図書

の展示が一階閲覧室で行われていたと記憶しています。

本格的な展示を実施するようになったのは、別館が

開館した平成 7年以降で、本年は 8年目になり ます。

図書館の展示は所蔵の本を中心にしたもので、基本

的には紙資料ということになります。このため博物館・

資料館などとの展示とは異なってい ます。

展示はパネルとのぞきケースを

中心に、資料を見ながら思考して

いけるようにしています。より 一

般化したもの、興味をひくもの、

調べ学習に役立つもの、生活活動、

娯楽等。 また幼児や子どもたちに

親しまれるものを揃えて展示する

ように工夫しています。

それぞれの展示テーマ ・内容は

分担する各課が出し、その後、各

課の展示委員が持ち寄り、意見を出し合いながら具体

的な準備を進めていきます。

平成 14年度の展示は下欄のとおりです。

現在は「ノ ーベル賞 100年J(7 月 2 日 ~9 月 1 日)

※平成 14年度展示計画

カピタン
が終了し、「ふくおか街道物語 旅:江戸参府(甲比丹

と通信使) -J を 9 月 17 日~ 11月 17日まで開催して

います。江戸時代に大名が江戸 と封地を往来する参勤

交代はよく知られています。この他に長崎のオランダ
カピタン

商館長(甲比丹)の江戸参府(し Eわゆるオランダ下り

という)、朝鮮通信使と琉球通信使の江戸参府があり

ました。今回の展示は、参府の出発点長崎と、朝鮮通

信使の接待の場所となった筑前相島(糟屋郡新宮町相島)

をテーマにしています。

筑前福岡藩は肥前佐賀藩と隔年

交代で、長崎警護御番といわれる

長崎港の守備にあたっていました。

このため両藩の藩主の参勤交代は、 ， 

隔年で行われていました。このこ 、

とを踏まえて長崎と相島にスポツ

トをあて、図書館所蔵の資料を展

示しています。

たくさんの方に展示を見ていた

だき、内容に興味をもっていただくともに、図書館の

所蔵する資料にも目を向けていただければ幸いです。

今後の展示にも御期待ください。

(郷土資料課 副島邦弘)

〈別館2階展示コーナー 〉

期 日 ア ー マ 展示 内容

7月 2日(火)，，-， 9月 1日(日) ノーベル賞 100年 受賞者についての資料を中心に

9月17日(火)，，-， 11月17日(日) ふく甲おカ比ピかタ丹街ンと道通物信語使 旅江戸参府 長崎と相島についての資料を中心に
について

12月 3日(火)，，-， 2月 2日(日) 忠臣蔵300年(仮) 関係資料を展示

2月18日(火)，，-， 4月20日(日) 世界の児童文学賞・絵本賞と作品(仮) 受賞作品の図書や絵本の紹介

(なお 日程、内容等については事情により 変更となることがあります。)

※「読書まつりj 第41回親と子の読書のつどい -

-2002年 12月 8日(日) 10: 00 ~ 16 : 00 

-アク ロス福岡(福岡市中央区天神) ・参加費 無料

-問い合せ 福岡県親と子の読書会協議会(福岡県立図書館内) n092-641-1239 (竹下)

TEL (092) 641-1123 lf司
平成14年11月 1日 編集 ・発行福岡県立図書館 干812-8651 福岡市東区箱崎1-41-12

FAX (092) 641-1127 
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