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広がる図書館ネットワーク

福岡県図書館協会設立のお知らせ

Iシーボルトがみた日本J展を終えて

広域利用の活用のすすめ

これは使える!オンラインデータベースの紹介(新聞記事編)
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昨年から関係者により福岡県図書館協会の設立について協議を進めてきましたが、去る3月 11日、館種ごと

に組織された4つの図書館協議会から選出された理事の出席のもと、福岡県立図書館において協会設立の理事会

が開催されました。

理事会では、初代会長に福岡県公共図書館等協議会の会長である大田県立図書館長が、副会長に今西九州大学

附属図書館長が選出された後、協会の会則についての承認と設立趣意書への署名をし、協会設立の手続きを終了

しました。

【1設立の趣旨 】|
現在県内には、 県立図書館や市町村立図書館 ・図

書室で組織された 「福岡県公共図書館等協議会J、小 -

中 -高 -盲 ・聾 ・養護学校の図書館で組織された「福

岡県学校図書館協議会J、福岡県と佐賀県の大学や短

期大学等の図書館で組織された「福岡県 ・佐賀県大

学図書館協議会j、そして九州地区の専門図書館で組

織された「専門図書館九州地区協議会Jがあり、そ

れぞれの協議会で図書館活動の振興に向けた活動を行っ

ています。

一方、近年の情報化の発達や出版物の増加等に伴い、

図書館に対する利用者の要求も一段と高度化 -多様

化してきています。今後、 これらのニーズに対応し

た図書館活動を推進するためには、県内の図書館が

館種を超えた幅広い連携・協力を図り、情報や資料

を共有化するなど図書館ネ ットワークの構築が必要

です。

そこで、現在組織されている館種ごとの図書館協

議会で構成された協会を結成し、県全体で図書館活

動の振興に向け取 り組んでいくものです。

〔2協会の性格 】|
個々の図書館を構成員 (会員)とするものではなく、

あくまで各協議会を構成団体とした組織体であり、

協会の合意事項の実効については、各協議会の議決

等が必要になります。

〔3今後の活動 t 
平成 17年度の理事会で決定きれますが、協会内に

おける図書館資料の相互貸借についての検討や研究会 ・

研修会の開催などが予定されています。
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:9組織図 】

福岡県公共
図書館等協議会

福岡県学校
図書館協議会

福岡県図書館協会

福岡県・佐賀県大学
図書館協議会
(福岡県地区)

専門図書館
九州地区協議会
(福岡県地区)

〔5会則 】|
(名称及び事務局)

第 l条 本会は、福岡県図書館協会と称し、福岡県

公共図書館等協議会 (福岡県立図書館内)に事務局

を置く 。

(構成)

第2条 本会は、福岡県公共図書館等協議会、福岡

県学校図書館協議会、 福岡県 ・佐賀県大学図書館

協議会 (福岡県地区)及び専門図書館九州地区協

議会(福岡県地区) をも って構成する。

(目的)

第3条 本会は、県内の公共図書館、公民館図書室、

学校図書館、大学図書館及び専門図書館が、館種

を超えた幅広い連携と協力を推進し、県内図書館

活動の振興を図り、 もって文化の発展に寄与する

ことを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次

の事業を行う。

各協議会に関する情報交換

二各協議会の相互協力の推進

三 その他必要な事業

(会議)

第5条本会の会議は、 理事会とする。

2 理事会は、各協議会から選出された理事をも っ

て構成する。

3 理事は、 各協議会から、 会長又は会長に相当す

る職にある者を含め2名を選出する。

4 理事会は、会長が招集し、 議長となる。

5 理事会は、 第4条に関する事項を協議する。

(会長及び副会長)

第6条本会に、会長及ぴ副会長をお く。

『シーボルトがみた日本i震を終えて

平成 17年2月8日(火)から 13日(日)ま

での 6日間、九州大学附属図書館と相互貸借協

定を結んだことを記念して、福岡市天神のアク

ロス福岡にて、 「シーボルトがみた日本」展を、

共同で開催いたしました。

この問、 2，469人という多くの方々にご来場

いただき、盛況のうちに閉会しました。

会場ではシーボノレトが作曲した音楽をパックに、

両図書館が所蔵する 19世紀、シーボノレトが日本

研究の成果として発行した三部作 rN1 P PONj . 

『日本植物誌J. W日本動物誌Jの各初版本を初公

開し、江戸時代の人々の暮らしや風俗、日本の

植物や動物図、シーボノレトと関わりのあった福

岡の人々についての展示を行いました。

福岡県立図書館は、シーボルトと福岡との関

わりに焦点を当て、江戸参府の道中で見聞きし

た福岡でのエピソー ドや、その道中、目にした
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2 会長及び副会長は各 l名とし、理事の互選により

選出する。

3 会長は、協会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき

はその職務を代行する。

(任期)

第7条 理事の任期は、 l年とする。ただし、再任

を妨げない。

2 補欠による理事の任期は、前任者の残任期間と

する。

(経費)

第8条 本会事業の実施に必要な経費については、

理事会で協議する。

(事業年度)

第9条 本会の事業年度は、毎年4月 l日 (設立年度

にあっては、本会則の施行時とする。)に始まり 、

翌年3月31日に終わる。

(その他)

第 10条本会の運営に必要な事項は、理事会の承認

を経て、会長が定める。

附則 この会則は、平成 17年3月 11日から実施

する。

であろう動植物の図版を展示、シー

ボルトと交流のあった福岡の人々に

ついても、その影響と業績を紹介し

ました。特に、当館がシーボルト著

作物を所蔵するに至った経緯や、昭和 20年の福

岡大空襲の難を免れたエピソー ドなども紹介す

ることができました。

今後も、所蔵資料を紹介する展示を企画して

いきますので、どうぞご期待ください。
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図書館の有効利用法 ご存じですか?あなたが使える図書館の数

広域利用について

広域利用とは複数の市町村間でそれぞれの住民が

圏内の他市町村の図書館等を利用できることです。

現在福岡県内では下記の 5つの圏内の図書館間で

広域利用の協定を結んでいます。

通常本を借りる場合等は自分が在住 -在勤してい

る図書館に限られることが多いのですが、広域利用

は利用者が在住している図書館が含まれる圏内なら、

どの図書館からでも本を借りることができます。

ただし、広域利用で本を借りるには、事前に本を

借りたい図書館で利用者カー ドを作り、また返却す

る場合は本を借りた図書館に返却する必要があります。

例えば、宇美町在住の方が志免町の図書館(利用

者カー ド作成)に出向き、本を借りることができ ます。

なお、普段使っている図書館で他の図書館が所有

する資料を利用したいときは、 相互貨借が便利です。

普段利用している図書館に申し込むと、他の図書

館の資料を借りてもらう ことができ ます。取り寄せ

るのに少し時間がかかりますが、普段利用している

図書館で貸出や閲覧ができます。ただし、資料によっ

ては利用できない場合もありますので、利用する図

書館の窓口でお尋ねください。

。久留米広域圏 (6市町) H 12.4から

久留米市、大川市、小郡市、うきは市、大万洗町、

大木町

。福岡都市圏 (19市町) H 13.4から

福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、

那珂川町、古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、

須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、宗像市、福津市、

前原市、二丈町、志摩町

く〉福岡県北東部地方拠点都市圏 (20市町村)

H14.4から

北九州市、直方市、中間市、芦屋町、水巻町、

岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、富田町、

若宮町、行橋市、豊前市、犀川町、勝山町、

豊津町、椎田町、吉富町、築城町、新吉富村

く〉八女・筑後広域市町村圏 (8市町村) H 14.4から

八女市、筑後市、黒木町、上陽町、広川町、

立花町、矢部村、 星野村

く〉甘木・朝倉広域市町村圏 (5市町村) H 15.4から

甘木市、杷木町、朝倉町、筑前町、東峰村

図書館力f所蔵先の調査のお手伝いをします。

まずは、普段お使いの図書館の調査相談 (レファレンス)窓口をご利用

ください。県立図書館へは、電話やファックス等でもお尋ねいただけます。

インターネットでは、福岡県内の主な図書館の所蔵を一括して調べるこ

とができます。

福岡県立図書館のホームページの『福岡県内図書館横断検索』 のメニュー

をご利用ください。現在、福岡県立図書館を含め 18館540万冊の蔵書が

同時に検索できます。

それぞれの図書館のホームページでも、その図書館の蔵書検索ができます。
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以前新聞で見たけれど、いつの記事だったか思い出せずに困ったことはありませんか? そんな時、新聞記事検

索データベースを使うと、正確な日付やタイトノレがわからなくてもキーワー ドを入力して時聞をかけずに記事を

探し出すことができます。また、記事はコンビュータ画面上で閲覧することができます。

県立図書館では 3つの新聞記事データベースを提供しています。

*西日本新聞記事データベースパピルス(西日本新聞社)

*ヨミ夕、ス文書館(読売新聞社)

*日経テレコン 21 (日本経済新聞社)

今回は、各データベースの検索範囲と特徴、検索例をご紹介します。

1 .検索範囲 (2005年 2月現在)

検 素 範 囲

新 聞 名 年 地方版 人物検索 Eng I i sh その他

西日本新聞
西日本新聞

O 1989.1 ~ 
九州 -山口8県の地方版

読売新聞 (本紙) 1986.9 ~ 

ヨミダス文書館 11 (地方版)※ 1 998.1 0 ~ O O O 

THE DAIL Y YOMIURI 1 989.9~ 

日本経済新聞 1975 .4 ~ 

(地方版) 1976.10 ~ 
-きょうの新聞

11 

日経テレコン21 日経産業新聞 1975.4 ~ O O O 
-マーケテインク情報

日経流通新聞 (MJ ) 1975.4 ~ 
-企業検索

(白経会社プロフィール)等
日経金融新聞 1987.10 ~ 

※地方版は各種あり、検索範囲も様々です。ここでは福岡版の収録期聞を掲載しています。

2.西日本新聞記事データベースパピルス

西日本新聞記事データベースパピノレスは、 九州・

山口周辺の記事を探すときに便利です。記事の見出

しだけなら西日本新聞のホームページでも検索する

ことができますが、県立図書館ではそれに加え記事

の内容までも見ることができます。

ただし、プライパシーに関するものや著作権があ

る記事等は除きます。

※「西日本新聞記事データベースパピjレスJは平成 17年 4月 l日

に名称変更いたしました。
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検索期間 1989年 1月 1日から 2α15年 12月 31日まで
検索語 《筑前六宿?&(木島海ヲ〉

11牛目から 201牛固まで表示中(全 141牛)

τ孟;c-r一一一一一一一一ー

主記載目 見出し

「一戸一一一 @，5yるさとのタ鏑=かImc摺胃県筑紫野市・原因)街道の面影は消え
口訂正1)0214ても /食べる・味わう・梁心む

一「一一一@福岡県/1日長崎往i道の写真一層図雇京一宿場町の今昔梁Lんで I百可
口2舗 01ω 町立図書館/筑豊

「 割前東ア古都古木屋濠芸煽察穴扇面区徳彦額三/ワイトー北
口2∞4(1)01丸刈・京築

ー一一 @福司県/長崎街道税、て雇更に雇石-1圃珂守扇草書~133人
口2∞ω429八幡西区から小倉域まで 25キ口、7時間かけ/北汎洲

一 一一一



*こんなときに使えます*

Q 1. 何年か前に新聞で、筑前六宿の木屋瀬について

の記事をみたのだが-・・。

Q2. 山笠に関する展示の記事が見たい

A. 木屋瀬についての記事は、「筑前六宿Jr木屋瀬J

というキーワー ドで検索すると、 74件の記事が

あることがわかります。

山笠に関する記事も同様で、 「山笠Jr展示j

のキーワー ドで検索します。

3.ヨミダス文書館
ヨミダス文書館には 「読売新聞jと英字新聞 rTHE

DAILY YOMIURIJをあわせて、約 300万件の記事

が収録されています。

また 「よみうり人物データベースJでは、新聞紙上

などに登場する現代のキーパーソン約 2万 2000人

の情報が収録され、検索が可能です。

よ手嶋崎@
帽帽圃圃園田--一、、

知 Engll鉛

直記
tt索i件を一一

U
O鍾忽正、漫芋、ひらがな、力会力ナ入力を使3て竣索できます.
外国人の場制、1加ナ入力!こて枝葉できます。

(例)読売克郎よみうりたろうまウり9ロウ

貯
明

*こんなときに使えます*

Q 1. r福岡県出身の作家 ・乙一 (おついち)にファン

レターを書きたいので、連絡先と経歴を調べたい。J

A. よみうり人物データベースJを使って「乙-J

を検索しました。すると、 『著作権台帳j (日本

著作権協議会 2001年)や他の資料を調べて

も判明しなかった本名や連絡先をはじめ、経歴、

業績が表示されました。また、この人物に関す

る読売新聞記事も検索できます。

4.日経テレコン 21
日経テレコン21では、 日経4紙の記事検索に加え、

主要企業約 3万社の会社情報が収録された 「日経会

社プロフィールjや、全国 4，600社の会社役員や官

庁関係をあわせて約 27万件の人物情報が収録された

「日経WHO'S WHOJの検索が可能です。

また「きょうの新聞・速報Jや旧経平均株価(時

系列)J r売れ筋商品ランキングJr経済統計Jなども

見ることができます。

それではいくつか例を紹介します。

新聞閲覧室では、全国紙4紙の他 55紙の新聞を所

蔵しており、新聞原紙のほか、縮刷版、マイクロフィ

ノレムを閲覧することができ ます。 また、書庫には、

新聞閲覧室での公開期聞を過ぎた新聞原紙や縮刷版

を保存してい ます。データベースでは、現在のとこ

ろ 1975年以降のデータしか提供でき ませんので、

それ以前の情報については、新聞閲覧室や書庫の資

料が大いに役に立ち ます。

※県立図書館所蔵状況

ソート 新しい順 古い圃 圃1*.スコア周 ト20ノ1
門 見比
= ーー-日付時旭 町$褐銀ぺ-9.1t.平 震文字血スコア

ロ国~書軒~刊で 『牛昇の円 l悼7_
凶四品川~ 日本居清新聞聞朝l 引ぺージ.， 12'文章 スコア:田ll!I

ロ 国 制 f牛蜘円 1割南部劇

・筑舷ν回1l~ . 8@jÐ瞬間凧.，5-ぺ-9.. 2岨文章 スコア.田ll!I

ロ国~ パソプAi事;:tf :枇冨原吏貰園町シ，7タ~"'("~..;'~ノト低下
02(皿Itl9Al1 白星盆車新組 砂てージ，有.11抑文事 スコア:圃l:.tI

ロ園 4司蝉輔副λ剛 R~I由皿、-界封町大わらh
一一 岨舷訓212怠 目怠a庖E清斬慣嗣刊 11阿ぺ-~弘A 有 "闇閤文字I スコ?砲E週

口園4掬司実軒軍婁E由→眠銑漂葎骨瞳齢警申冷

.笈悶fハ121:パ誕抱1日本畢j鴻賓斬圃圃刊 tぺ-ジ玖句 ι担7文司亨眠 スコア:79fi:il圏置

口国4掬司 害軒，蛮E隼柑#申昨H主←戸一華畑BSEe'曹植掴寸判叫lぽ;(-企
02(回ハ2131.日本是清新聞儒開l'ページ1，.399文字 スコア田園ll!I

口園4司書軒電 メ=ョ』代書官・一一f11I，-韓iなど圃i岬帆

.2!阻1l2l31 目窓草清新圃輯刊 9ぺ-9.有.1冒文字 スコア.田ll!I

ロ困~ ハイテ喝なY冒btl...， (~憲治
一~ -" ~ .2(剛Al1 IC瓜 日本置i賓斬圃 夕刊肘』ジ. 有i 引7文字 スコア川市ll!I

朝日新聞

原紙(福岡版) 1950~55 1958~66 1978~ 

縮刷版(東京版) 1942~ 

復刻版 1888~ 1912 1931 ~ 53 

大阪朝日新聞

原紙 1928~ 66 

縮刷版 1928~31 

毎日新聞

原紙(福岡版) 2000 

縮刷版 1952~ 

マイク口版 1926~ 44 

読売新聞

原紙(福岡版) 2000 

縮刷版 1996~99 

日本経済新聞

原紙(福岡版) 2000 

縮刷版 1955~ 

西日本新聞

原紙(福岡版・閲覧用) 2000 

原紙(福岡版・保存用) 1 877~ 

マイク口版 1877~ 

縮刷版 1 968~69 

※新聞原紙は朝日新聞以外5年保存

*こんなときに使えます*

Q 1. BSE (牛海綿状脳症)の影響により牛井の販

売中止が言われ始めたのはいつ頃からでしょう。

A. キーワー ドを「牛井 中止Jにして検索範囲を

3年間に指定して古い順に表示させると、 121

件の記事がありました。2003年 12月 31日の

日本経済新聞に「吉野家、牛井中止も一一米 BSE

で禁輸続けばJとしづ記事が掲載されているの

がわかります。

その他、「最近最も売れている緑茶は?J r最近

最も売れている家庭医療用品は ?J なども分野

別に 20位まで商品名が検索できます。

このように、データベースの種類によってそれぞ

れ特色があります。30分単位で、しかも無料で使う

ことができますので、どうぞご利用ください。

例えば、西日本新聞は明治から現代までの西日本地域、特に福岡県を知るために、貴重な資料となっています。

その前身は明治 10年の 『筑紫新聞』創刊に遡り、 『めきまし新聞』、 『筑紫新報』 を経た『福岡日日新聞』 と

『九州、|日報』の合併で、今日に至っています。多少の欠号はあるものの明治 10年からマイクロフィルムで閲覧で

きます。

ほかにも、業界紙、団体紙等、多種多様な新聞を所蔵しています。お気軽に、新聞閲覧室または、郷土資料室

へお尋ねください。
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函 国 園 国 歯菌 薗 園

子ども読書の日フェスティバル 4月23日(土)

福岡県読書推進大会 9月初旬

教養文化講座 10月 ~ 11 月頃
般

読書まつリ (つどい大会) 1 1月頃

読書ボランティア養成講座 9月 ~2月頃
ボランティア

朗読等奉仕者研修会 1月中旬

「子どもと読書j研修会
福岡県立図書館

-児童図書館入門講座 .5/16， 5/30， 6/13， 6/27， 7/4， 7/11 TEL092 (641) 11 23 

-中級講座 .6/6，7/11，9/5，10/3，11/7 

-研究講座 .5/23，6/20，7/11，9/26，10/24，11/21 
※読書推進大会は水巻町で

-テーマ別短期講座

初任者研修会

情報・ レファレンス研修会

-入門コース

-研究コース

中堅職員研修会

係長等研修会

資料収集整理研修会

ブックトーク

どんな家に
住みたい
ですか?

もし、庭に大きな木があった

ら、あなたならどうしますか?

木のぼりができるような大きな

.9/13，10/18，11/15 

9月頃

9月頃
6月 ~1 2月 頃

10月頃

1 1月頃

2月頃

木があったら、幹ゃうろの中にはしご

をつけて、上の根にはホットケーキが作れる台所つきの

小屋を作って- ーと、『おおきなきがほしい~ (さとうさと

る・文、むらかみっとむ ・絵、借成社)のかおるの夢は

どんどん広がって行きます。自分の好きなことが自由に

できる家に住めたらすてきですね。

ところが、そんな住み心地のいい家を出ていくことに

編集・発行/平成17年5月31日

開催します

自治体職員等
関係者

※日程・会場等は変更になる場合があります。ご参加の際はご確認ください。

なったのは、 『おばけのジョージー~ (口パー ト・

ブライト作、福音館書庖)です。ご主人が階段

やドアに油を差したために音がしなくなり、お

ばけの出番がなくなってしまった力、らでした。

ジョージーは、おばけが住むのにちょうどい

い古くてすてきな家をあちこち探しますが、ほ

かのおばけがいたり、おばけも住まない気昧の

悪い家だったりと、なかなか気に入る家が見っ

かりません。

古いすてきな家と言えば、 『こぶたのポインセチア~ (フ工

リシア・ボンド作、岩崎書居)の家ほどすてきな家はあ

りませんでした。ポインセチアは、自分の家が大好きで

したが、家族が多すぎてお気に入りの場所を自由に使え

ないことが悩みの種でした。

とうとう新しい大きな家に引っ越すことになったとき、

ポインセチアは一人で使うチャンスとばかり、もとの家

に残ってしまいます。さて、その住み心地はどうだった

のでしょうか。

あなたはどんな家に住んでみたいですか?

福岡県立図書館 〒812-8651福岡市東区箱崎1-41-12 TEL(092) 641-1123 (代) FAX(092)641-1127 

URL http://www.lib.pref.fukuoka.jp/ E-mail kentosho@lib.pref.fukuoka.jp 

8 




