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福岡県立図書館では、平成１９年の「青少年と暮らしの交流室」のオープンを契機に、様々な形で青

少年の読書推進のための活動を行っています。今回はその中から、学校での読書活動に関わるボランテ

ィア、ＰＴＡ関係者、教職員、学校司書、そしてこれらの方々と連携する立場にある公共図書館職員等

を対象に開催した講演会とスキルアップ講座を御紹介します。なお、これらの事業は、昨年度に引き続

き、子ども読書推進ボランティア活動支援事業実行委員会との協力の下に開催したものです。 

 

１ 講演会「ヤングアダルトの読書とメディア」 

 夏真っ盛りの平成２１年８月１０日（月）の午後、福岡県立図書館のレクチャールームに１０５名

の「青少年の読書」に関わる方々の参加を得て、講演会「ヤングアダルトの読書とメディア」を開催

しました。 

講師は、現在「日本におけるヤングアダルトサービスの構築」について研究されている、同志社女

子大学専任講師の村木美紀氏。村木先生は大学での講義の傍ら、ＮＰＯ「図書館の学校」理事や大阪

府立中央図書館協議会委員を務め、図書館情報学に関する講演会も多く行っている気鋭の研究者です。 

「マンガ『六三四の剣』を読んで剣道にのめりこんだ」という村木先生。常にマンガや小説に導かれ

てきたという自らの読書体験を交えながら、関西弁で終始楽しく持論を展開されました。ヤングアダ

ルトは、友達との話題のために本を読むことが多い、つまり、彼らにとっては、読書も友達とのコミ

ュニケーションの一環であること。また、彼らは同じ物語を本でもゲームでもマンガでもアニメでも

楽しんでいて、メディアの違いなど重視していない

こと。そんな青少年の読書環境についての鋭い指摘

は、多くの示唆を与えてくれるものでした。そして、

「図書館サービスの中でも、ヤングアダルトの分野

は未開拓の部分が多く、最も大きな可能性を持って

いるんです。」という言葉は、参加者に特に強い印

象を与えたようです。当日のアンケート結果におい

ても、「参考になった」という回答が９８％を占め、

「さらに詳しい話を聞きたい」「マンガについて引

き続きお聞きしたい」といった声も寄せられており、

大変好評の講演会でした。 

 

２ スキルアップ講座「青少年が気になる手作りＰＯＰ講習会」 

 書店では本の内容等を印象的に紹介する「手作りＰＯＰ」が販売促進に大きな効果を上げています。

それを学校図書館や公共図書館等の青少年読書推進の現場でも使っていただこうということで、１１

月２０日（金）・２７日（金）の午後、同じ内容で２回の講習会を企画しました。 

青少年読書推進のための研修会（報告） 

講師の村木美紀氏 講師の村木美紀氏 
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講師の日本出版販売株式会社九州支店の片山茂氏は、永年にわたって書籍の流通販売の現場で活躍。

販売促進のために独学でＰＯＰ作成に取り組み、工夫を重ねたその作品は、全国の書店で使われてい

るとのこと。また、社内や書店関係者をはじめ、学校図書館関係者を対象とした指導の経験も重ねて

おられます。 

両日合わせて定員を大幅に超える４９名の方々が参加された本講習会。まずはＰＯＰについての４

０分ほどの講義。その中でスクリーンに映し出されるのは、和紙やシール、果ては竹の皮まで使った

バラエティに富んだ片山先生の作品たち。参加者

の皆さんは感心しきりです。続いてペンを取って、

およそ８０分をかけての実習へ。「漢字は大きく、

カナは小さく」「タイトルの文字には枠をつける」

といったコツを教わりながら、先生の作品のコピ

ーをなぞる作業。その後、先生の細やかな御指導

の下、参加者それぞれが実際にＰＯＰを作成しま

した。作成にあたっては、会場に掲示した先生の

ＰＯＰ作品も参加者の皆様に大いに参考になった

ようです。アンケート結果においても、全員から

「とても参考になった」との回答をいただき、「早速明日から使います」「業務に生かしたいと思いま

す」といった声も多く寄せられました。申込み多数のため参加できなかった方々に向けて、今後また、

同様の講習会の実施を検討したいと思います。     （参考調査課利用サービス係 森 弘成） 

 

 

 当館では主催事業のほかに外部の機関と連携した事業を行っています。今回は郷土資料課における九

州大学との連携事業について御紹介します。 

 

１ 実施の経緯 

  当館で取り扱う資料には、江戸時代を中心とした福岡・博多の古地図が含まれており、利用者のニ

ーズが非常に高いものとなっています。しかし、資料の大きさや劣化の程度によっては閲覧サービス

に提供できないものもあります。また、九州大学にも多くの古地図が所蔵されていますが、学内に分

散して保管されています。 

  そこで九州大学から「九州大学地域連携事業」の一環として、当館と九州大学が所蔵する福岡・博

多の古地図を高精密画像でデジタル化した地図集成を作成し、併せて古地図をテーマにした県民参加

型の事業を企画しようとの提案を受け、実施しています。 

  「九州大学地域連携事業」とは九州大学が平成１６年度から実施している社会貢献事業です。大学

が有する英知を結集し、学内の人材や設備、研究組織を活用し、その成果を広く社会に還元・共有す

他機関との連携事業について 

研修会の様子 
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ることによる社会貢献を目的として実施されており、当館以外にも様々な機関・団体と連携事業を行

っています。 

※参考：九州大学地域連携事業の紹介ページ 

http://www.kyushu-u.ac.jp/university/coopration/cooperation.php 

 

２ 当館との連携内容 

① 当館所蔵の古地図のデジタル化 

インターネットを通じて公開するデジタルデータを作成するため、当館所蔵資料を提供していま

す。作成したデータは平成１９年度から順次、当館と九州大学デジタルアーカイブ

（http://record.museum.kyushu-u.ac.jp/）の双方で公開しています。 

② 古地図に関するシンポジウム等の開催 

  平成１９年度から実施している事業です。古地図を通して地域の歴史や当時の人々の世界観に触

れてもらう事を目的に、各分野の研究者を講師として招き、研究発表、意見交換、古地図（レプリ

カ）の展示等を行っています。 

【事業一覧】 

実施
年度

プロジェクト名

16 福岡・博多のデジタル古地図集成事業 【古地図のデジタル化】 当館作成データ『福岡県立図書館所蔵　福岡県の近世絵図』の提供

18
福岡・博多関係の古地図デジタル化
プロジェクト

【古地図のデジタル化】 『福岡御城下之絵図』（福岡県史編さん資料　６５４）

『長崎台場絵図』（大田資料　３１８）

『長崎御台場絵図』（　〃　　３１９）

「移りゆく日本図」　藤井裕介（九州大学大学院）

「伊能図測量の道－志摩郡の測量から」　矢野健太郎（志摩町史編纂室）

「江戸幕府の国絵図事業と筑前国絵図」　川村博忠（元山口大学教授）

【ウォークラリー】
（平成19年11月25日開催）

「古地図で歩く博多の街」　宮崎克則（九州大学総合研究博物館）

【古地図のデジタル化】
『魯西亜船湊内へ挽入之節小浦並大鳥崎御警備之図　三』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福岡県史編さん資料　６６８）

「仏教世界図の世界」　原田愛（九州大学大学院）

「ケンペルが持ち帰った世界図をヨーロッパの学者たちはいかに利用したか」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　古賀慎也（元九州大学大学院）

「江戸幕府の日本図作成と九州図」　　川村博忠（元山口大学教授）

『長崎絵図』（大田資料　３１７）

『嘉永六年久里浜上陸アメリカ人行列図（写）』（　〃　３２１）

『日本與地路程全図』（　〃　３２５）

『筑後国山門郡柳河城』（Ｋ２６０／３６１Ｈ／ヤ）

「福岡県立図書館の郷土史料について」　森佳江（福岡県立図書館）

「長崎警備の絵図」　梶嶋政司（九州大学記録資料館九州文化史資料部門）

「江戸幕府の海防と絵図」　川村博忠（元山口大学教授）

20
「福岡・博多の古地図に親しむ」プロジェ
クト

事　　　　　業　　　　　内　　　　　　容

【シンポジウム】
　古地図に親しむ　Ⅲ

（平成22年1月30日開催）

21 「九州の古地図に親しむ」プロジェクトⅠ

【シンポジウム】
　古地図に親しむ

（平成19年11月24日開催）

【シンポジウム】
　古地図に親しむ　Ⅱ

（平成21年1月17日開催）

【古地図のデジタル化】

19 福岡・博多の古地図に親しむプロジェクト

【古地図のデジタル化】

 

 

３ 事業の効果 

 高精密画像でのデジタル化により、これまで利用が困難だった古地図がインターネット上で原本に

近い精密さで閲覧可能となり、資料の活用範囲が広がりました。また、当館及び九州大学の所蔵する

福岡・博多の古地図を包括的に見ることができ、一般、専門を問わず郷土研究に関わる方々に活用さ
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れるようになりました。 

シンポジウムでは古地図を通じて、福岡・博多地域の成り立ち・変化に対する理解を深めていただ

くことができました。参加者も多く、改めて古地図に対する関心の高さを認識しました。 

 他機関との連携事業は、それぞれが持つ専門的な情報をわかりやすく提供できる機会と考え、より

多様な図書館サービス充実のために今後も進めていきたいと思います。 （郷土資料課 森部恵子） 

 

 

子ども図書館では、毎週水曜日と土曜日の定例おはなし会のほかに、学校や保育園、幼稚園などの希

望により、来館おはなし会を行っています。 

子どもたちに読書の楽しさを体験してもらい、本を手渡す方法には、絵本の読み聞かせや、昔話など

のお話を語るストーリーテリング、テーマを決めて本の紹介をするブックトークなどがあります。図書

館では、子どもたちの年齢に合わせて、これらを組み合わせておはなし会を行っています。 

今回は、福岡市立箱崎小学校の来館おはなし会について御紹介します。 

福岡市立箱崎小学校は、福岡県立図書館の目の前にある小学校です。子ども図書館では以前から学校

と図書館の連携で何かできないかと模索していました。 

平成７年１２月、学校との話合いを持つことができ、翌年１月に３年生３学級を招待することになり

ました。初めてのことなので、１学級ずつ、館内見学とおはなし会をすることにしました。 

おはなし会では、ろうそくをつけてお話を語るストーリーテリングと、絵本の読み聞かせ、ブックト

ークを行いました。子どもたちにも先生方にも好評をい

ただき、翌年度からも行事として引き続き行うことにな

りました。 

平成８年度は１年生から４年生まで１０学級に、２学

期から各クラスごとに行いました。３学期に入ったとこ

ろで、卒業する６年生にも是非おはなし会の楽しさを体

験して欲しいということで６年生にも行いました。 

平成９年度からは、全学年全クラスを対象に行うこと

になりました。 

また、ブックトークを専門に行っている当館のボランティアグループ「本の楽しさおとどけ便」に、

ブックトークをしていただいた年もありました。 

徐々に実施回数が増え、平成１３年度からは、各学期ごとに全学年全クラスが来館おはなし会に来る

ようになりました。 

夏休みには、留守家庭の子どもたちからも、来館おはなし会への申込みがあるようになりました。 

おはなし会のプログラムは、基本的には、低学年にはストーリーテリングや絵本の読み聞かせ、中学

年以上にはこれに加えてブックトークも行っています。 

「来館おはなし会へようこそ！」 

おはなし会の様子 

おはなし会の様子 
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子どもたちはストーリーテリングをいちばん楽しみにしているようです。部屋を少し暗くして、ろう

そくに火を付けます。「これはおはなしのろうそくです」と言って、おはなしを始め、終わったら、誕

生月の子どもに火を消してもらいます。「ろうそくが消えるときにお願い事がひとつかなう」というと、

みんな一生懸命お願い事を考えています。 

私たち図書館員も、子どもたちがおはなしを楽しみ、本に興味を持つ姿を見ることで、良い経験をさ

せていただいています。先生方が一緒に楽しんでくださるのも、うれしい経験です。おはなし会で顔な

じみになって、本を探す相談などもしやすくなっているようです。 

特にブックトークについては、定例のおはなし会では、なかなかすることができません。おはなし会

に参加する子どもたちの年齢がばらばらなので、年齢に合わせて本を紹介することが難しいのです。来

館おはなし会はブックトークをするよい機会となっています。子どもたちは、おもしろそうだと思うと、

その日のうちにやってきます。普段貸出の少ない本に予約が集中することもあります。紹介した本を展

示コーナーを作って置いていますが、そこから、うれしそうに借りていく子どもや、静かに本を読んで

いる子どもがいます。 

 学校からの依頼で、授業と関連した本の紹介も行っています。図書館利用の仕方や、調べ学習の仕方

へのアプローチなども少しずつ行っています。今後の課題としては、体系的な図書館利用の仕方を盛り

込んだ内容も考えつつ、学校との連携を密にしていきたいと考えています。 

 来館おはなし会は、子どもたちに本を手渡し、読書の契機となる楽しい経験であり、先生方にとって

も子どもたちの本への興味をみることができ、図書館にとっても研修となるものです。今後も充実させ

ていきたいと考えています。                  （企画協力課普及係 坂梨秀子） 

 

 お問い合わせ・お申込みは…… 

  福岡県立図書館 子ども図書館へ。 

           ＴＥＬ ０９２－６４１－１１６１ 

 

 

１ 経緯 – プランゲ文庫の成立 － 

連合国最高司令官総司令部（ＧＨＱ／ＳＣＡＰ）民間検閲部隊（ＣＣＤ）は、占領政策の浸透と思

想動向の綿密な調査を行うために検閲を実施しました。検閲の対象は、我が国で出版されたあらゆる

図書、雑誌、新聞のほか、映画、演劇、放送番組はもとより、学校新聞のようなミニコミ誌などにも

及びました。 

検閲制度は１９４９年１０月に終了し、同年１１月にＣＣＤが廃止されるに際し、提出されその後

保管されていたこれらの資料の処分が問題となりました。 

１９４２年米国メリーランド大学の歴史学教授を休職し、１９４６年からＧＨＱ／ＳＣＡＰの参謀

資 料 紹 介 

「プランゲ文庫」（福岡県関連雑誌のマイクロフィッシュ版） 
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第二部で修史官として戦史の編纂作業にあたっていたゴードン・Ｗ・プランゲ（１９１０－１９８０）

は、このコレクションの歴史的価値に着目し、このコレクションの米国機関による一括収蔵を総司令

部に要請し、許可を得ました。 

その後このコレクションはプランゲの勤務先のメリーランド大学に寄贈され、同大学の図書館に収

蔵され、日本人図書館員・村上寿世（１９９２年逝去）の熱意により保存の道が拓かれました。 

同大学では、１９６２年から資料の整理を開始し、１９７８年には文庫名を「ゴードン・Ｗ・プラ

ンゲ文庫－１９４５～１９５２年日本における連合国の占領－」と命名しました。 

同文庫は、図書約７３，０００冊、雑誌約１３，８００タイトル、新聞・通信約１８，０００タイ

トル、通信社写真１０，０００枚、地図など６４０枚、ポスター９０枚からなり、当時発禁となった

多数の出版物も含まれ、占領期の実像を把握する手がかりとして、他に類を見ない貴重なものです。 

                                               

２ 日本でのプランゲ文庫の所蔵、検索など 

① 所 蔵 

 国立国会図書館では雑誌（マイクロフィッシュ ６３，０２３枚）、新聞（マイクロフィルム ３，

８２６巻）、を所蔵し、図書については児童書のマイクロフィルム化を第一段階に、更なる収集に

着手しています。 

  その他、国際日本文化研究センターでは雑誌と新聞の各コレクションを、東京学芸大学では雑誌

コレクション、奈良県立図書情報館では雑誌と新聞の各コレクション、佐賀県立図書館では佐賀県

関連新聞コレクションなど、国内の多くの図書館・専門機関において関連部分を中心に所蔵されて

おり、例えば『山口県史』編纂の際の資料としてなど、既に活用もされています。 

② 検 索 

ａ．冊子目録 

   『メリーランド大学図書館所蔵 ゴードン・Ｗ・プランゲ文庫雑誌目録』   

          全３巻 ＵＭＩ（米国）  【０２７／５Ｒ／Ｓ５１－１～３】 

          メリーランド大学と国立国会図書館との共同編纂によるＤＢから作成 

『メリーランド大学図書館所蔵 ゴードン・Ｗ・プランゲ文庫新聞目録』 

          全３巻 ＵＭＩ（米国）  【０２７／５Ｒ／５８－１～３】 

『メリーランド大学図書館所蔵 ゴードン・Ｗ・プランゲ文庫児童書目録』 

          全１冊 文生書院     【０２８／０９Ｒ／２１】 

『メリーランド大学図書館所蔵 ゴードン・Ｗ・プランゲ文庫教育図書目録』 

          全１冊 文生書院     【３７２／１Ｒ／３１２】 

                       註：【 】内は福岡県立図書館請求記号 

   『日本占領期検閲雑誌五十音順目録』（国会図書館憲政資料室内備付） 

   『日本占領期検閲新聞及び通信アルファベット順目録』（同上） 
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ｂ．リンク 

    ・メリーランド大学図書館「プランゲ文庫」所蔵図書  

        http://www.lib.umd.edu/prange/index.jsp 

          教育図書の目録では日本語検索が可能です。 

    ・国立国会図書館 

       http://www.ndl.go.jp/jp/data/theme/theme_honbun_302016.html 

 ＨＰやＮＤＬーＯＰＡＣ等からも検索出来ますが、資料そのものの画像を見るこ

とは出来ません。 

  ・国際子ども図書館 

        http://www.kodomo.go.jp/event/evt/bnum/event2003-01-01-01jp.html 

 ・「占領期新聞・雑誌情報データベース（２０世紀メディア研究所）」 

  http://m20thdb.jp/login  

         登録すれば、無料で利用出来ます。 

 ③ 関連資料 

雄松堂書店が独自に、「占領軍検閲雑誌」としてプランゲ文庫中から検閲跡のある雑誌約３，５

００種，約９，５００冊をマイクロフィルム化しています。国立国会図書館に全２６０巻所蔵され

ています。 

早稲田大学２０世紀メディア研究所の研究活動と岩波書店の出版活動との協力により、『占領期

雑誌資料大系』が企画され『（同大系）－大衆文化編－』（全５巻）に続き、『（同大系）－文学編－』

（全５巻）が刊行中です。  

『文圃文献類聚５ 占領期女性雑誌事典－解題目次総索引－』（全１０巻＋別巻）が刊行されて

います。 

参照：国立国会図書館ＨＰ 早稲田大学２０世紀メディア研究所ＨＰ 

（株）文生書院ＨＰ    岩波書店ＨＰ  雄松堂書店ＨＰ 

Wikipedia「プランゲ文庫」 

 

３ 福岡県立図書館でのプランゲ文庫の利用について 

 福岡県立図書館では平成２１年度に、「プランゲ文庫」中の福岡県関連雑誌のマイクロフィッシュ

版（１，７４９枚）を所蔵しました。 

  本館３階郷土資料室のマイクロリーダープリンタにより閲覧・複写が可能です。 

                              （資料課逐次刊行物係 松永 茂） 
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