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福岡県立図書館の映画資料

1 はじめに んでいます。またスチール写真も邦 ・洋画別に専用台

県立図書館ではあらゆる主題分野の資料を収集対象 紙に貼付し、タイ トルの五十音順にキャビネッ トに収

としており、映画に関する図書や逐次刊行物ももちろ 納されています。

ん例外ではありません。 やがて昭和 48年(1973)、冊子体の「萩尾資料目録」

ちなみに映画雑誌の代表格 『キネマ旬報』は、復 が刊行され、これ以降県立図書館での継続的な映画資

刻版も含めて大正 8年(1919)の創刊号から現在に 料の収集が開始されました。

至るまで、継続的に収集していますし、『スク リーン』

誌も 1950年代から現在までほぼ欠号なく揃っていま

す。

また閲覧室や書庫で分類番号 778(映画)の棚を

見ると、難しそうな専門書からスターの写真集まで硬

軟とり混ぜた図書が並んでおり、質量共に充実したも

のであると自負しています。

そして県立図書館にはこれらとは別に、「映画資料」

と総称される一群の資料が存在しています。この中に

は雑誌、スクラップブック、スチール写真、ポスター、

チラシ、チケッ トの半券など、ありとあらゆる物が混

在し、非常にバラエティに富んだものになっています。

今回は全国的に見ても珍しいこの「映画資料」にスポッ

トを当てて紹介します。

2 映画資料紹介

・萩尾資料

J ， 

これは県立図書館の映画資料収集の原点とも言える

資料です。昭和 45年 (1970)、県立図書館がまだそ

の前身で、ある福岡県文化会館で、あった時代に、津屋崎

町の萩尾武美氏から映画のスチール写真、プレスシー

トなど大量の寄贈を受けました。

当時、文化会館では図書館資料として受け入れるか

どうか多少の議論もあったらしいのですが、「映画文

化の歴史を刻む貴重な資料」との認識に達し、受け入

れ整理されました。

内容は昭和 10~ 30年代の邦画・洋画のプレスシー

ト類 4，072点、スチール写真 2，449点 (12，344枚)。

邦画プレスシートは松竹や東宝といった会社別に、洋

画プレスシートは国別に合冊製本され、全 73冊に及
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萩尾資料プレスシート

-能間資料

『図説福岡県映画史発掘戦前編』の著者であり、

福岡キネマ旬報友の会の結成者でもある能間義弘氏の

寄贈資料です。様々な映画のチラシ、映画祭や映画の

集い開催の際の資料、 さらには、 『シネふくおか~ ~映

画ニュース』といった新聞 ・機関紙類などで約 3，000

点を数えましたが、その多くは県立図書館の収集資料

に統合されています。

それ以後も 『キネマ旬報』やスチール写真などをた

びたびご寄贈し1ただいていましたが、残念ながら能間

氏は昨年(平成 14年)亡くなられました。その後も

ご遺族の方から映画雑誌や映画関係記事のスクラップ

ブックなど、沢山の貴重な資料をいただきました。

能間氏とご遺族からいただいた資料は現在整理を進

めており、スチール写真の整備がまもなく終了する見

込みです。それと合わせてスチール写真目録も作成し ・県立図書館収集資料

ており、「能間資料スチール写真」として一般公開で 萩尾資料がきっかけとなって本格的に収集を開始し

きる日も近そうです。

能間氏には資料の寄贈だけでなく、萩尾資料整理の

際やKBCから映画資料を譲り受けるときなど、折に

触れてお世話になり、県立図書館の映画資料収集に多

大な貢献をいただきました。映画を愛し、福岡の映画

を温かく見守り続けた能間氏の資料を、私たち県立図

書館は大切に保存活用していきたいと考えています。

「暴夜物語J(1951. 大映)

-末松資料

豊津町の末松功氏から寄贈された昭和 10 ~ 30年

代の映画雑誌 ・芸能雑誌と映画スターのスクラップ

ブ、ックの資料です。

映画関係の雑誌は 20タイ トル、約 190冊で、主

なものを挙げると、

『近代映画~ 79冊(昭和 21~ 40年)

『映画ファン~ 52冊(昭和 15~ 18年)

『オール松竹~ 23問(昭和 12~ 15年)

などとなります。

スクラップブックは芸能誌 ・女性誌などからの切り

抜きで全 15冊を数えます。映画スターだけでなく芸

能人・有名人の素顔や結婚式のニュースの他、映画と

は関係のなさそうな料理の切り抜きなども入っていた

り、とても微笑ましいものです。

た県立図書館の映画資料ですが、まず映画配給各社に

対して、倉庫に眠っている資料の寄贈をお願いする乙

とから始まりました。幸い各社の理解が得られ、沢山

の資料が集まる乙とになりました。

その後「その年に公開された映画の資料は当該年度

内に確実に収集する」という方針を打ち出し、着実に

収集を続けながら現在に至っています。

県立図書館で収集した資料は、邦画 ・洋画とも作品

ごとに一括して特製封筒に収納しています。もちろん

資料の点数は作品によって異なるので、チラシ l枚

だけという作品も多々ありますが、平成 15年 2月 1

日現在で、邦画 3，413、洋画 7，687の合計 11，100タ

イ トルに達しました。

3 おわりに

ここに紹介した以外にも、太宰府市の七熊治夫氏か

らいただいた「七熊資料」という興味深い資料があり

ます。これは昭和戦前期の映画館経営の実情が垣間見

える貴重な資料です。また、かつて福岡におられた中

村洋一氏からは、他県に転出後も継続してチラシ類を

いただいています。

このように県立図書館の映画資料は、映画配給各社、

各映画館、そして映画を愛する

地域の人々に支えられてここ

まで豊かになることができま

した。県立図書館はこのことを

原点として、今後も着実な資料

収集を続けさらなる充実を目

指したいと考えています。

すだれ

(資料課逐次刊行物係簾博明)
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県内子ども読書推進活動の紹介

( 春日市民図書館 ) 

子どもたちと本とをつなぐ活動~ファース卜ブ、ツク事業を中心として~

乙乙数年、赤ちゃんからのよみきかせについて、ま

すます関心が高まっており、各地で様々な取り組みが

なされています。

春日市でも、図書館と健康課、春日市子ども文庫 ・

読書サークル連絡会(代表 :前園敦子 事務局 :春日

市民図書館団体数 :17団体)の三者連携で、ファー

ストブック事業-赤ちゃん絵本とわらべうたーを平成

13年 7月から実施しています。

この事業は、月 2回実施される 4ヶ

月児健診の時に受診者約 50組を対

象に赤ちゃん絵本のよみきかせや

わらベうたの実践、図書館や地域の

おはなし会、育児サークル等の情報

の提供を行うものです。子どもとふ

れあいながら、楽しんで育児をして

いってもらいたい。そんな思いを込

めて、いつもおはなしをしています。

絵本をじっとみつめる赤ちゃんや、

わらべうたで楽しそうに笑っている赤ちゃんを見ると

本当にうれしいものです。

平成 15年 4月からは、おはなしをしている部屋の

隣で、赤ちゃんの図書館利用カードの作成と絵本の

貸し出しをはじめる予定です。このことにより、 今ま

で図書館を利用していなかった人が図書館を利用する

きっかけとなれば...と考えています。

また、乙のフアーストブック事業のフォローアッナと

なる定例のおはなし会を図書館と「おはなしはらっぱ」

(春日市子ども文庫 ・読書サークル連絡会所属)とで

実施しています。小さいとろだけでなく、大きくなっ

ても本を読んであげたい。そんな思いから、それぞ

れの年齢に合わせて 4段階のおはなし会(下記参照)

を実施しています。

そしてまた、地域でのおはなし会活動も広がりつつ

あります。

昨年は、図書館と春日市子ども文庫 ・読書サークル

連絡会とで毎年実施しているおはな

しボランティア講座の受講生の中

から新しいグ、ルーフ。が発足し、地域

の公民館で Oさいから参加できる

おはなし会をスター トさせました。

現在、地域では約 16ケ所でおは

なし会が実施されており、その他に

も、保育所、幼稚園、 学校、育児サー

クル等でも活発に行われています。

春日市ではこの他にも様々な取

り組みがなされており、子どもたちと本とをつなぐた

めにどのような活動ができるか、常に模索を続けてい

ます。子どもたちが楽しい乙とが一番。そして、本を

届ける私たちも楽しむことが第ーだと考え、これから

もボランティアの方々と連携をとりながら、子どもと

本にかかわっていきたいと思います。

(春日市民図書館児童担当 諸江朋子)

春日市民図書館おはなし会

Oさいからのおはなし会 ひよこのへや 1 • 3水曜 11 : 00 ~ 

lさいからのおはなし会 こりすのへや 2・4水曜 11 : 00 ~ 

3さいからのおはなし会 うさぎのへや 2・4土曜 15 : 00 ~ 

6さいからのおはなし会 らいおんのへや 1 • 3土曜 15 : 00 ~ 

( 新吉富村立図書館 ) 

2000年 4月、人口 4.200人の小さな村に図書館が

できました。福岡県で最初の村立図書館です。「げん

きの杜」という複合施設の中に設けられたため、通称

「げんきの杜図書館」として親しまれています。村の「子
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どもの数は少ないが、げんきの杜に行くと子どもの本

がたくさんある、そんな図書館にしたい」という思い

を受け、微力ながら児童サービスに取り組んでいます。

げんきの杜図書館は司書一人の小さな図書館です。

何一つ満足なことはできておりませんが、多くの子ど

もたちに本の楽しさを知ってもらいたいと開館時から

毎月 l回、 読み聞かせやストーリー ・テリングを続

けてきました。

開館 2年目からは、図書館を中心に活動するとと

を目的とした図書ボランティアの養成にも取り組ん

でいます。初年度は、 子どもに本を手渡すために最も

基本的でかつ重要な「読み聞かせ」に的を絞り、総論

から実習まで県立図書館企画協力課普及係のみなさま

を講師に講座を重ねてきました。この数回に渡る講座

の受講生によって、平成 14年 1月には、げんきの杜

図書館図書ボランティア 「絵本からのおくりもの ・ひ

だまり」を発足させることができました。現在会員は

3名で、月に l回のペースでおはなし会を行うほか、

年 2回の図書館まつりでも、読み聞かせをしていた

だし1ています。

ボランティアのみなさんには、児童サービスの一端

を担っていただいているわけで、選書やリハーサルに

図書館職員が立ち会うことによって、何のために図書

館で読み聞かせをするのかという基本的なことを常に

意識してもらいながらおはなし会を行ってもらってい

ます。会員のみなさんからは、 「集団での読み聞かせ

に向く絵本を読むことによって、絵本の力を実感した」

と嬉しいお言葉をいただき、連携の大切さを感じてい

ます。養成 2年自には京築学びの森推進事業の一環と

して、図書ボランティア中級養成講座を開催すること

ができました。比較読みをテーマに、より質の高い養

成講座を行うことができました。

最近で、は近隣の小 ・中学校に出向いてブックトーク

やおはなし会を行うことが増え、図書館利用の増加に

つながっています。

また、施設内で乳幼児健診も行われているので、こ

ちらも毎月おじゃまして赤ちゃんと絵本で遊んでいま

す。

今後も、少しでも多くの子どもたちに本の楽しみを

伝えるべく、少しずつですが取り組んでいきたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。

(新吉富村立図書館司書 小出泰子)

くボランティアさんと子どもたち>

大 県内読書施設紹介 大

糸田郷町民会館・糸田町図書館・糸田町歴史資料館の紹介

福岡県のほぼ中央部に位置する本町(人口 10，890

人 ・面積 8.04Km2)は、古来より湧出する泌泉の水

により 「いとよき田Jと呼ばれ、糸田の名称がついた

といわれるほど、豊かな農村地帯の中で人々が暮らし、

生活を続けておりました。また太宰府宮道などの交通

の要衝として重要な場所を占め、明治以降については

明治豊国炭坑等を始め、 60をこえるという炭坑があ

り石炭で栄えた町でもあります。

現在は、旧産炭地のイメージを払拭し、人と自然に

優しい、 「明るく、豊かで、住よい」町づくりに住民

が一体となって取り組んでいます。

そんな糸田町に 「糸田郷町民会館」がオープンする

こととなりました。

この施設の概要は敷地 3，432平方メ ート ルの中

に地上二階建て、鉄筋コンクリ ートづくり 一階部分

1，030平方メートル、 二階部分 457平方メートル、

合計 1，487平方メートルになっております。

一階に、図書館、歴史資料館、 二階には町民会館施

設として、研修室と和室がある複合施設となっており、

図書館には、蔵書約 20.000冊(最大蔵書 30，000冊)
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の中に、一般図書 14，000冊、児童図書 5，000冊 -

AV等の視聴覚資料 1，000点などを揃えていますし、

歴史資料館では、町内で出土した遺物や民具などを展

示しており、複合的に学習できる場となっています。

平成 15年 4月 1日に全館オープン後は、住民コミュ

ニティの場として、生涯学習の拠点施設として、有効

に活用し、活力ある町づくりに努めていきたいと考え

ています。

(糸田町教育委員会社会教育課 岩熊真実)



レファレンスガイド

特別企画…実況中継編(中級)

「数住岸子」ってどんな人?

A(電話で) 1“すずみきしこ"さんに関する資料が見た

いのですが。」

係 「どういう分野の方かおわかりですか。」

A 1バイオリニストです。でも数年前に亡くなりましたが。

略歴がわかる本と亡くなった日の新聞記事が、見られる

といいんです。 さらに八幡の「響ホール」や 「アクロス

福岡」での演奏記録などがわかるとなおいいんですが

ね。」

係 「どんな字を書きますか。」

A 1数字の数に、住宅の住と書いて“すずみ"です。 “き

しこ"は川岸の岸に、子どもの子です。」

係 「数住岸子ですね。わかりました。後程、お電話い

たしますのでお名前と電話番号をお願いします。」

A 1山田と申します。電話番号はOOO-xxxxです。

よろしくお願いします。」

まず¥音楽関係の人名事典 『新訂 音楽家人名事典』

(音楽之友社， 1996)を見てみる。 略歴は出ているが、

没年は出ていない。次に『日本人名大辞典jJ (講談社，

2001)を見る。 1997年6月2日に死去したことがわかる。

新聞の原紙(朝日、毎日、読売、 日経、西日本)は

5年保存なので、命日の翌日付に記事が出ていた。また、

福岡県出身ということがわかったので、 『福岡県人物・人

材情報リス卜jJ (日外アソシエーツ 2002)を見るとさら

に詳しい略歴がでていた。 1アクロス福岡」の演奏記録

は機関誌 『ふうがjJ (郷土資料)に出ているので、これ

によると、 1997年2月18日に日本フィルとの共演でベー

トーヴ、ェンのヴァイオリン協奏曲を演奏したことがわかっ

た。しかし、「響ホールJでの演奏記録は見つからない。

新聞記事によると「響ホール」の音楽監督を務めていた

ことがわかったので、もっと詳しい資料があるかもしれ

ない。

ここで、インターネットで、 国会図書館の 『科学技術

レファレンス情報システム』にアクセスしてみる。

キーワードに数住岸子をいれて検索する。すると n岸

子煩」響ホールの数住岸子jJ (北九州市立響ホール監

修， 1998)という資料が検索された。次に『生涯学習ネッ

トワーク』の 『図書の検索』で検索すると北九州市立の

5つの図書館に、乙の資料があることがわかった。おそ

らく数住岸子の「響ホールJでの記録が詳しく出ている

に違いないと思われる。

山田さんに今までの調査経過を伝えて、北九州市の

図書館にある資料の紹介をして、相互貸借を申し込む。

山田 「今日は本が届いたという連絡があったので、こち

らに来ました。 この IiT岸子頒」響ホールの数住岸子』に

は、詳しい年譜や「響ホール」での演奏記録、さらに

新聞記事のコピーも出ている。いい資料ですね。

でも、もっとほかに新聞や雑誌の記事は、みつからな

いだろうかね。」

係 「雑誌の記事は、 CD-ROMの『雑誌記事索引』や

『大宅壮一文庫記事索ヲIjJがあります。 新聞記事は、

CD-ROMでは 『朝日新聞戦後見出しデータベース1945'"

1999jJが、インターネットでは西日本新聞社の記事索引

があります。西日本新聞の見出しの検索は、無料でだ

れでも使えます。さらに読売新聞は 『ヨミダス文書館』

に契約しているので、全文をここで見ることができます。

試してみますか。」

山田 「ありがたいね。さっそくお願いしましょう。」

係 1Ii'大宅壮一文庫』は、 2件、 『朝日新聞』は、 4件、

『西日本新聞』は36件の記事がありました。そして、

『ヨミダス文書館』は全文検索で、29件見つかりました。

どうぞこちらでご覧ください。」

山田 「どうもありがとうごさ'¥，iます。」

(参考調査課調査相談係松本真)

数住岸子:1952年(昭和27年)福岡県大牟田市生まれ、 5歳からヴァイオリンを習う。桐朋音楽大学在学中

に、アメリカのジ、ュリアード音楽院に留学。1972年(昭和47年)20歳でカーネギーホールでデ

ビュー。古典から現代物まで幅広いレパートリーを持つ。1992年(平成4年)北九州市立響ホー

ル音楽監督就任。1997年(平成9年)6月2日肺ガンのため逝去 享年45歳
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( フ、ツクトーク ) 

時をとえるおはなし

私たちの身近にある「時」。でも誰もその姿を見た

人はいません。

そんな時の流れを「おおむかしのそのまたおおむか

し」の恐竜がいた l億年前から、「いまJまで見せて

くれるのが、 『ときjJ (谷川俊太郎ぶん 太田大八え

福音館書庖)です。寝ている聞にも過ぎていき、決し

てあともどりはしない時の涜れが描かれています。

このような時の流れを気づかせてくれるものにカレ

ンダーがあります。なかでも、毎日めくるようになっ

ている日めくりは、 1日が過ぎることを実感させてく

れます。でも、めくって現れたのが特別な l日だと

したら…。1i'9月 O日大冒険jJ (さとうまき乙作 田中

槙子絵借成社)の主人公の純は、今年の夏休みこそ

黒く日焼けしようと思っていたのに、口市息の発作など

でブールに入れないまま、 8月 31日を迎えていまし

た。その日もつまらなく過ごし、真夜中に日めくりを

めくると、あらわれたのは 9月 O目。カレンダーの

言葉「きみだけの特別な一日 さあ、冒険に出かけよ

う!Jに誘われて、純は家を抜け出します。そして、

同じような夏休みを過ごした同級生のリコとアキラに

出会い、恐竜のいる時代を一緒に冒険します。3人は

真っ黒に日焼けし、仲良くなって、9月 1日の学校に

戻ります。

夏休みに冒険したのは純たちだけではありません。

『とび丸竜の案内人jJ (柏葉幸子作児島なおみ絵

倍成社) の理子も冒険にでかけます。季節はずれに

マルメを食べようとしたばっかりに、とび丸竜の案内

人に選ばれてしまった理子は、竜と一緒に、 400年

前に盗まれたままの竜の世界の く秋の太陽〉を探すこ

とになります。とび丸竜と力をあわせ、時間と空聞を

とびこえた冒険の中で理子は、だんだんしっかりして

いきます。

四

とび丸竜は、力をあわせる仲間だ、ったけれど、竜が

味方になるとは限りません。『二分間の冒険jJ (岡田淳

著太田大八絵借成社)にでてくる竜は、主人公の

倍が倒すべき相手です。黒ネコの「ダレカ」に誘われて、

別の世界にやってきた悟を待ち受けていたのは、竜と

戦わなければならない運命でした。竜との知恵と力の

戦いに敗れた子どもたちは、竜に若さを奪われてしま

います。悟はその世界のかおりという女の子と一緒に

竜と戦い、ダレカが姿を変えた、いちばん確かなもの

を見つけます。現実の世界に戻ってみると、長いと思っ

た時間も、たった 2分間のことでした。

竜が子どもの若さを奪おうと したのは、若さが永遠

のものではなかったからです。若さは、時が一緒に連

れ去っていくものです。でも、知らずに不老不死の泉

の水を飲んでしまい、永遠の若さを手に入れてしまっ

たのは 『時をさまようタックjJ (ナタリー・バビ、ツト作

小野和子訳評論社) のタック一家です。少女ウィ

ニーはそのタック家の次男ジェシィと森の泉で偶然に

出会います。年をとらないまま、永久に生き続ける運

命になったタック家の人々は、その秘密をまもるため

に別々に暮らしていましたが、 10年ごとの 8月の第

1週だけ、その森で一緒に過ごしているのでした。タッ

クは、車輪からはずれてしまった自分たちの不幸と、

泉の存在が知れ渡り、みんながその水を奪い合って飲

むことがどんなに危険かをウィニーに教えます。とこ

ろが、その秘密が漏れそうになる大変な事件がおこっ

てしまいます。タック一家をまもるために頑張った

ウィニーに、ジ、エシィは 117歳になったら泉の水を

飲んで自分に会いに来て欲しい」と告げます。はたし

て、ウィニーはその願いに応えるのでしょうか。

時聞をテーマにした本は、ほかにもたくさんありま

す。図書館の棚を探してみてください。

(企画協力課普及係 森佳江)
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展示紹介

今回の児童図書に関する所蔵資料展は、「世界の児

童文学賞・絵本賞から」と題し、まず第 l弾として、コー

ルデコット賞にスポッ トを当てて紹介します。

内容は、コールデコット賞の紹介、受賞作品(原書)

と翻訳作品合わせて 275点という豊富な所蔵資料の

[原書]

iONEFINEDAYJ 1972年受賞作品 i 
(MACMILLAN PUBLISHING COMPANY) 
byNon削-J.ogrogian

中から原書 56点、翻訳書 49点の計 105点を展示し

ています。このうち、 44作品については、原書と翻

訳書がそろっているので、一度、見比べてみてはいか

がですか?

[翻訳書]

きょうは よいてんきJ(ほるぷ出版

i ナニー・ホグロギアン:作 1 
1 あしのあき:訳 j 

期日 平成15年2月18日(刈~平成15年5月25日(日)

ただし、月曜日 ・祝日 ・月末休館日は閉館

会場 福岡県立図書館別館2階展示コーナー

おしらせ

平成15年度(2003年度)研究集会・研修会日程(予定)

日 程 開催地 問い合わせ先

全国図書館大会 11月27日(木)・28日(金) 静岡市 日本図書館協会 宮 03-3523-0811

静岡県立中央図書館 宮 054-262-1242

全国公共図書館研究集会

サービス部門 10月 9日(木)・10日(金) 鳥取市 鳥取県立図書館 fi0857 -26-8155 

総合 ・経営部門 9月25日(木)・ 26日(金) 水戸市 茨城県立図書館 宮 029-221-5569

児童サービス関係

児童図書館員養成講座

前期 6月 30 日(月)~ 7月5日仕) 東京都 日本図書館協会 宮 03-3523-0811

後期 9月 24 日体:)~10月 3 日佳) 東京都 日本図書館協会 fi03-3523-0811 

子どもの本全国研究集会 7月24日(村 ・25日(金) 調布市 日本子どもの本研究会 fi03-3992-0362 

全国子どもの本と児童文化講座 8月 3 日(日)~ 5日伏) 別府市 日本子どもの本研究会 宮 03-3992-0362

著作権関係

九州地区著作権セミナー 9月25日休)・26日陰) 熊本県 文化庁著作権課 宮 03-3595-1336

図書館司書専門講座 5月 12 日(月)~23 日(金) 東京都 社会教育実践研究センター 宮 03-3823-0241

注:あくまでも予定ですので、問い合わせ先等にご確認ください。

平成15年3月14日 編集 ・発行福岡県立図書館 〒812-8651 福岡市東区箱崎1-41-12
TEL (092) 641-1123 (代)

FPC< (092) 641-1127 
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