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福岡県図書館協会設立記念展示会を終えて

平成18年度県立図書館のこれからの事業

ブックトーク「天職jしますか?

7

f

Q

U

Q

U

 

子ども図書館のおはなし会

次代を担う若者たちのために!



資料右お探じの県職員の方ペ!

行政支援ワーピスがありまヨ!

皆様の探している情報を、本や雑誌、データベースやインターネット等を

駆使してご提供いたします。

レファレンス
(調査・相諮

業務で必要な資料・情報について

ご照会ください。所蔵する図書や

雑誌、データベースで調査し、お

知らせいたします。

資料の複写 資料の貸出し
業務で図書などを利用される場

合は、県庁へお届けします。県庁
4階、教育庁生涯学習課で貸出・

返却ができます。

レファレンスサービスの回答と
して、情報が掲載されている図書・

雑誌・新聞などのコピーを送付い
たします。

戦前に出た福岡県の告示について知りたい。

十数年前に福岡県内で起こったある事件の新聞記事を

探してほしい

身障者トイレに温水洗浄装置が無いとの苦情を受けた。

最近の公衆トイレはどうなってるのだろう。
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豊富怠資料亡行政ワービスの陶上を!

どうぞご利用く定さい。

福岡県立図書館では平成 17年 l月から行政支援サー

ビスを実施しています。これは県職員を対象に、業

務に関するレファレンスや本の貸出をスムーズにで

きるしくみを作り、行政サービスの改善に役立てて

の改善にも活用してもらいたいと考えています。

県の施設ですが、利用したことがなかったり、よ

く知らなかったりする県職員の方も多いのではない

でしょうか。これを機に県立図書館を大いに利用し

ていただけたらと願っています。もらおうというものです。

福岡県立図書館には長年にわたっ

て集めてきたいろいろな専門図書

や行政資料等が豊富にあります。

個人の調査研究はもとより、近年

はビジネスにも大いに活用されて

います。この図書館資料を福岡県

の行政の政策立案や行政サービス

福岡県立図書館参考調査課
電話 092-641-1128
FAX 092-641田 1127
メールアドレス sodanOO@lib.pref.fukuoka.jp

.商用データベース・
新聞記事、雑誌記事、官報、判例体系、

人物情報、中小企業支援情報

.iilT蔵資料検索・
ホームページ

http://www.lib.pref.fukuoka.jp/ 

-マイクロフィルム・
新聞(閉治期からの西日本新聞)、古文書

.CD-ROM. 
朝日新聞戦後見出しデータベース、大宅
壮一文庫雑誌記事索引、国歌大観、四部叢
刊ほか

ハ
帆
引い

*資料コピー

県庁・県教育センター・県立社会教育総合

センター・各教育事務所へ協力車運行中

3 



F語週Mおはなじ会をしています?十弓三内野山町苧委主主】

本に親しむには、幼い時から、しっかり本の世界を楽しむのが一番!

おはなし会の楽しさと一緒に、読書の喜びを届けるため、子ども達にぜひ出会ってほしい本を選んで紹介して

います。

絵本の読み聞かせやストーリーテリング(おはなし)を中心に、紙芝居や工作、わらべ歌や伝承遊びも楽しん

でいます。

こどもの日 -夏休み ・クリスマスには、特別おはなし会をしています。

貴おはなし会にはどなたでも参加できます。

〔水曜日 11:00-(約~I]分) 】
赤ちゃんのおはなしの時間
赤ちゃん絵本を 3冊くらいと、わらべ歌や手遊び、を楽しんで

います。

絵本の言葉を繰り返して喜んだり、顔や体を優しくくすぐら

れるとうれしい笑い声がひびきます。

小さな子のおはなしのじかん
昔話や読み継がれた絵本を中心におはなしゃ読み聞かせをし

ています。

少し長めのストー リーも、常連の子どもたちは、しっかり聞

いて楽しんでいます。工作も人気があり、個性的な作品が生

まれています。

(土曜日 14:00-(約mJ分) 】

小学生のおはなしの時間
小学校低学年を中心にブックトークやスト ーリーテリングを

しっかり聞いて楽しんでいます。

第 3週は「おはなしキューの会Jのボランティアの方が読み

聞かせをしています。
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Pご希望に合わせて来館おはなし会をしています t 
子ども達にとって、いつものメンバーで聞くおはなし会の楽しさは、格別の様子です。

高学年の子ども達には、テーマを決めて本を紹介するブックトークを楽しんでもらうことも出来ます。

保育園や幼稚園や小学校などのご希望の日程やプログラムで、クラス単位でのおはなし会をお引き受けしてい

ます。

安来館おはなし会は、事前の申し込みが必要です。

こんな本を
読みました!

保育園の子どもたちに<2月〉
ストーリーテリング:r世界でいちばんきれいな声』、絵本 :rこぶじいさまj rな

にのこどもかな』、紙芝居・ 『これなあに ?j

低学年の子どもたちに<1月〉
ストーリーテリング:rホットケーキ』、絵本:rリボンのかたちのせいさやオリオン』

『ろくべえまってろよj rみかんです』

こんなテーマで .......3年生にIわが家がいちばん!J
ブックトーク 紹介した本は 『ジャクソンねこのほんとうの刻ほか全5冊。

をしました! 14年生にf豆・まめ・マメj

紹介した本は 『おもしろ荘のリサベット』

ほか全7冊。

5年生にf指って便利!! J 
紹介した本は 『みどりのゆぴ』ほか

全7冊。

6年生にfお願いごとは?J
紹介した本は阿少の妖精』ほか全5冊。

※ブックトークとは、「ひとつのテーマにそって、数冊の本を順序よく紹介して、読書の興昧関心を喚起するひとつの方法」です。

民斗

干812-8651福岡市東区箱崎1-4 1-1 2 
福岡県立図書館企画協力課子ども図書館

TEL 092-641-1161 FAX 092-641-1192 

子ども図書館のホームページアドレス

http://www.lib.pref.fukuoka.jp/kod 0 m o/to p pag e/ 

5 



当館では、図書館司書を目指す学生のために実習

の場を提供するほか、中学生の職場体験や高校生の

インターンシップを受け入オL 図書館に興味を持つ中・

高生に「図書館の仕事」を実地で体験する場も提供

しています。平成 17年度には、中学校は城南、箱

崎他数校、高校は須恵、福岡魁誠他数校の生徒を受

け入れました。

書架整理では、本は細かく

分類してあることを知リ、図書

館は、私たちの二 ズに答えて

くれる情報の宝庫だと実感。

私は将来司書の仕

事につきたいと思っている

ので、県立図書館でのインター

ンシップは、とても貴重な体験

となった。この体験や知識を

将来に役立てていこう

カウンター業務から資料整理、貸出文庫や子ども

たちへの絵本の読み聞かせ等、図書館業務全般を体

験した彼らは、一様に外からは想像できない図書館

の仕事の多様さと意外に多い力仕事に驚いたようです。

今後も、このような体験学習を通じ、図書館への理

解を広めて欲しいと考えます。

の整理ぐらいしか思い浮か

ばず、表面上はとても楽そうに

見える図書館ですが、想像もで

きない肉体労働など、自分の

身を持って知りました。

※写真と吹き出しは関係ありません

本の貸し借りだけだから、

図書館で働いている人は少な

いと思っていました。

いろいろな仕事と、多くの人

たちがいて驚きました。

平成17年度受入校 須恵高校、福岡魁誠高校、宇美商業高校、城南高校、柏陵高校、福岡工業高校、八幡南高校

前原中学校、箱崎中学校、香椎第一中学校、城南中学校
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福岡県国書館協会設立記念展示会 | 

平成 18年2月23日(木)から 28日(火)まで

の6日間、福岡県図書館協会の設立を記念して、福

岡市中央区天神のアクロス福岡にて、「源氏物語一中

世から現代まで一」の展示会が開催されました。

また、 25日(土)には、関連行事の一環として、

県立図書館教養文化講座講演会が行われました。福

岡が誇る漫画家の長谷川法世氏を講師として、「まん

が源氏物語の描き方Jと題して御講演いただきました。

九州大学今西祐一郎氏講演会

福岡県図書館協会加盟図書館の所蔵する中世から

現代にかけての写本 -版本 ・絵巻物、現代語訳本、

外国語訳本、マンガ ・映画等様々なジャンルの源氏

物語関連資料を一堂に展示いたしました。

県立図書館からは、映画資料 ・現代語訳等を中心

に約 50点を出展しました。
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長谷川法世氏講演会
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福岡県地方史研究協議大会 6月24日(土)

福岡県読書推進大会 1 1 月 ~1 月の間

教養文化講座 10月 ~11 月頃 般

読書まつり(つどい大会) 10月21日(土)

パソコン講座 9月 ~2月の間

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 福岡県立図書館

「子どもと読書j研修会 TEL092(641)1123 

-児童図書館入門講座(5回) ※読書推進大会は筑前町

-中級講座(6回) 5月 ~12月の間 (主に月曜日 ) で実施します。

-研究講座(6回)

-テーマ別短期講座(2回)

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

天職一一見つけたならば、

人生がさらに充実すること

9月頃

9月頃

6月 ~12月頃

10月頃

1 1月頃

2月頃

でしょう。そんな仕事に出会っ f 

た人たちの物語を紹介します。

まずは南極を目指した探検家の物語 『工ンデユアランス号

大漂流~ (工リザベス -コーデイー・キメル/著 千葉茂樹/

訳あすなろ書房)。 南極大陸を歩いて横断する夢を抱いて船

出した「工ンデユアランス (=不屈の精神)号jの隊長シヤ

クルトンと 27人の隊員たち。彼らは南極の海で氷に閉じ込

められ、船を失ってしまいます。絶望と思われた状況の中で、

シヤクル トンは隊を率いてあらゆる危機を克服し、全員が奇

跡の生還を果たします。この隊長、家にいるときは事業の失敗、

借金…とあまりぱっとしないのですが、ひとたび探検に出ると、

強靭な意志の力で見事に隊を率いるのです。

編集・発行/平成18年6月17日

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。

探検という非日常とは対照的に、人々の日常を助けてくれ

る仕事があります。夜間け前に家を出て、頼まれた時聞に人々

を起こして回る「めざまし屋jもその一つ。『メアリー・スミ

ス~ (アンドレア ・ユーレン/作 千葉茂樹/訊光村教育図書)

はイギリスに実在しためざまし屋です。かたいゴムのチュー

ブに豆をこめ、表の通リからそれを家の窓めがけて映き、窓

にあたる豆の音で人々を起こして回ります。時計が今ほど正

確だなかった時代には、こんな仕事があったのですね|それ

にしても、当のメアリー ・スミスは、いったいとうやって起

きていたのでしょう?

目覚まし屋に起こしてもらう人たちのように眠る家など持

たず、橋の下で暮らす少年モギの物語が、『モギ ちいさな焼

きもの師~ (リンダ-ス- .J'¥ーク/著片岡しのぶ/訳あ

すなろ書房)です。12世紀韓国の小さな村。名焼きもの師

ミンの家のごみ捨て場へ食べ物をあさりに行ったモギは、そ

こにあった美しい高震青磁に魅せられます。ミンの家に通い

つめて、ついに焼きもの師見習いとなったモギは、遥か遠い

町まで親方ミンの大切な器を届ける旅に出ます。そして旅か

ら戻ったモギを待っていたのは、大好きな人との別れて・した。

逆境の中でも明るくひたむきに生きるモギの姿が印象的です。

それぞれの I天職jを見つけた主人公たち。勇気をくれる

物語です。

福岡県立図書館 干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目pref.fukuoka.jp/ E-mail kentosho@lib.pref.fukuoka.jp 
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