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第９９回 

全国図書館大会 

福岡大会開催 

平成26年3月 Ｎｏ．69 

福岡大会へのご支援ありがとうございました 

第９９回全国図書館大会福岡大会を「あなたの未来をひらく図書館」という大会テーマのも

と、平成２５年１１月２１日（木）から２２日（金）にかけて、アクロス福岡を主会場として開催しま

した。約６０年振りの福岡県開催ということもあり、記念すべき大会となりました。 

小川洋福岡県知事の出席の下に全国から関係者１，５００名余の参加を得て、第１日目

の開会行事・全体会、第２日目の１４分科会と、共に盛会のうちに終えることができました。 

福岡大会にご参加いただいた皆様、福岡大会の準備・運営にご支援・ご協力をいただい

た関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。福岡大会での成果と反省を踏まえ、今後も更

なる県内図書館の発展を進めてまいります。  

学校支援の全県的な取り組みについて 『福岡県教育会々報』について 

公共図書館等職員レファレンス研修 「子どもと読書」研修会 

『黒田官兵衛特集ページ』を新設！    利用者カードのデザインが変わりました      
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  「図書館情報システム」を 

     リニューアルしました 

新図書館情報システムについて 

 

 平成８年から稼働を開始した「図書館情報システム」の導入によって、図書館業務や相互貸借

等の効率化が図られました。平成１０年には、「ふくおか生涯学習ネットワーク」が稼働し、図

書館間の相互協力が活性化し始めました。また、郷土資料の電子化等も始まりました。さらに平

成１６年から、利用者用の館内OPAC機、インターネット機、オンラインデータベース機が導

入され、インターネットからの蔵書検索による予約や県内図書館の横断検索も充実し、レファレ

ンスデータベースも利用できるようになりました。これらのことを踏まえて、平成２１年のシス

テム更新では、さらに利用者サービスの充実と、市町村等図書館への支援充実が図られました。 

  今回のシステム更新でも、公衆無線LANの導入や、「キッズページ」の新設など、今後を見

据えた、より使いやすい図書館づくりをめざしました。 

平成２６年2月から待望の新システムへ 

新システムの機能紹介 

 無料Wi-Fi/無線LANが使えるようになりました 

 本館2階閲覧室にて、公衆無線LANの「FREE SPOT」を導入

しました。これにより、ご来館の皆様ご自身の機器で、無線LAN

でインターネットにアクセスすることが可能になりました。当館

の本や雑誌と合わせて、調査・研究等にご活用ください。 

 ご利用にあたりカウンターでの手続きは不要です。お手持ちの

端末からのメール認証をすれば、ご利用できます。 

 「キッズページ」ができました 

 以前の子ども図書館のホームページでは子ども向

けの内容と、子どもの読書に関する大人向けの内容

が混在していました。システム更新にともない、福

岡県立図書館の子ども向けの情報発信の場として、

「キッズページ」を新設しました。併せて、子ども

図書館のページは、子どもの読書に関する大人向け

の内容を整理し、リニューアルしています。 

 

 「キッズページ」では、子どもたちが自分で図書館を利用したり、調べものをした

りできるよう、手助けになるコンテンツを運用していく予定です。 
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  公共図書館等職員 

          レファレンス研修 

 ホームページからのレファレンス依頼がスムーズに 

 自分一人の力では必要な情報がなかなか見つからな

い。そんな時、図書館が皆様の情報探索のお手伝いを

するサービス「レファレンス（調査相談）」がありま

す。この「レファレンス」の依頼が当館のホームペー

ジでできることをご存知ですか？ 

 新システムでは、当館のカードをお持ちの方は、

パーソナルサービスにログインすることで、回答先な

どの個人情報を入力しなくても、スムーズにレファレ

ンスの依頼ができるようになりました。 

※パーソナルサービスとは、事前に登録した 

ＩＤとパスワードを入力してログインすること

で利用できるサービスです。レファレンス依頼

のほか、貸出状況を確認したり、資料の予約が

できるなど、ご自宅にいながら図書館の窓口へ

アクセスできます。 

 

＞調べものをする 

 平成２６年度以降も、より使いやすい図書館とするため、各種の情報サービスを展開する予

定です。これからの福岡県立図書館にご期待ください。  （資料課） 
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 館内では進化した利用者用蔵書検索機（館内ＯＰＡＣ）１７台、インターネット用端末１６

台、オンラインデータベース用端末７台を用意してみなさまのお越しをお待ちしています。 

   

  国立国会図書館デジタルコレクション（図書館向け）利用開始 

 国立国会図書館は平成26年1月から、デジタル化し

た資料でインターネット未公開のものの中から、絶版

などで入手困難な資料を図書館に送信するサービスを

開始しました。3月4日から福岡県立図書館でも利用

できるようになりました。 

 これにより、今まで取り寄せないと見られなかった

資料や国会図書館に行かないと見られなかった資料の

一部が当館でも見られるようになりました。 

 一部はコピーも可能です。 

 ご利用には当館の利用者カードが必要です。 

 詳しくは本館2階調査相談カウンターへお尋ねくだ

さい。（電話：092-641-1128） 

         デジタルコ レクション トップページ。 

「国立国会図書館内限定」とある項目以外

は福岡県立図書館で閲覧可能に‼        

＞レファレンス受付およびレファレンス

データベース検索  
 ＞質問内容入力 

トップページから 



 学校支援の 

   全県的な取り組みについて 

県立図書館の学校支援 

 （企画協力課） 
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 子どもの読書活動推進計画は、自治体で子どもの読書活動を推進するための基本となるもので

あり、計画の中で、公共図書館は重要な役割を果たします。県内６０市町村の内、９２％にあた

る５５の市町村で、策定されています。（注：本年度策定予定を含む）達成目標は９５％ですの

で、概ね目標を達成できています。 

子どもの読書活動推進計画の策定支援 

 福岡県公共図書館等協議会（福岡県内の公共図書館・公民館図書室及び県の社会教育機関を会

員として組織）は、平成２４年度から学校支援を統一テーマとして全県的に取り組んでいます。 

 本年度は、学校支援サービスの具体的な取組項目と達成目標を設定し、２月に取組の実施状況

を調査しました。このうち目標を概ね達成した２つの取組と県立図書館の取組をご紹介します。  

 

 公共図書館（室）は、学校図書館・学校司書と連携・協力して、「調べ学習の支援」を実施し

ています。８３％の公共図書館（室）が調べ学習の支援を行っており、達成目標の６７％を大き

く上回っています。地区別にみると、福岡地区が９４％、京築地区が１００％と実施率が高く

なっており、今後も学校からの要望を聞き、「調べ学習の支援」を進めていく必要があります。 

調べ学習の支援  

 先進市町村（小郡市）を参考に、配送システム・ネットワークの整備・検討のための参考資料

を作成しました。また、県教育庁義務教育課・社会教育課と調査結果等の情報共有を行い、教育

事務所長会で、県立図書館や福岡県公共図書館等協議会の活動報告を行うなど、関係機関との連

携・協力の推進に努めました。 

県立図書館の取組 

学校支援取組項目 

 ※◎印は、目標を概ね達成した項目 

H24取組 

実施率(%) 

H25取組 

実施率(%) 

達成目標 

１推進体制の整備       

(1) 学校支援担当者の設置 42    67   100 

◎(2) 連絡会議の開催    53    57    60 

◎(3) 研修会の合同開催       22       37       30 

◎(4) 子どもの読書活動推進計画の策定支援       73       92       95 

２人的・物的支援の充実      

◎(1) 学校司書のスキルアップ支援    20    42    33 

◎(2) 調べ学習の支援    47    83    67 

◎(3) 学校貸出セットの整備    22    47    35 

 (4) 学校等への利用案内の配付    20    58    100 

 (5) おすすめ本リストの作成・配付       32       63      100 

 (6) 小学生読書リーダーの活用       －       60  未設定 

【学校支援サービスの具体的な取組項目達成状況 平成２６年２月調査】 



 『福岡県教育会々報』について 

    （改題後『福岡県教育』） 

寄贈資料紹介 

 

 「柳川・みやま教育会」より『福岡県教育会々報』を寄贈いただきました。これは明治・大

正・昭和前期にわたる福岡県教育の状況が分かる貴重な資料です。 

『福岡県教育会々報』とは 

 教育会について 

 福岡県教育会は、第二次大戦前、県内の教育関係者

などで組織された教育に関する県下最大の民間団体で

す。会員は、市町村・郡会の議員、郡長、県（議）会

議員、小・中学校教員、県官（職員）などで組織さ

れ、明治４０年頃には約５千人を擁する規模でした。

明治３２年からは、機関誌『福岡県教育会々報』が発

行されるようになりました。現在県内で唯一存続して

いる「柳川・みやま教育会」は明治１９年８月に創立

（区内は当時の山門郡）されました。  

 会報の概要 

この会報は明治３２年９月３０日に第1号が発行され、以来２０年間、『福岡県教育会々

報』の表題で大正8年8月１５日の第269号まで発行されました。続く第270号からは『福岡

県教育』と表題を変え、昭和１８年１０月１５日の第559号までの発行が確認されています。

その後の１１月号以降の発行は確認されておらず、福岡県教育会の解散時期も不明です。会報

には各時期の教育思潮、論説、実践報告、他府県教育の紹介のほか、当時の教育界の時代的課

題や論考も掲載されています。 

今回「柳川・みやま教育会」から寄贈いただいたものは、明治３５年１１月の第４１号から

昭和１８年１０月１５日の第559号発行までのもので、欠号もありますが約２６０冊を超える

まとまったものとなっています。これは『福岡県教育百年史』を編さんする際にも使われた資

料です。 

 当館では全国・国の明治～昭和前期教育関連資料に関して、全国組織「帝国教育会」の『帝

国教育』、政府の『文部省年報』『文部時報』等を復刻版も含めて収集・所蔵に努めてきまし

た。今回の会報を寄贈いただいたことで、明治～昭和前期の文部省・民間資料の全国の所蔵状

況に対応した形で、福岡県内の県・民間資料をほぼ一貫して所蔵することができました。  

 当館の教育資料収集について 

 おわりに 

寄贈に向けた関係諸機関のご尽力、また福岡教育大学や県教育庁南筑後教育事務所等の関係者

によるご支援をいただいた結果、本会報は昨年１１月に当館で所蔵することとなりました。       

本会報が福岡県教育史研究等のために、県民に広く活用されることを願っています。          

 （郷土資料課） 
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  公共図書館等職員 

          レファレンス研修 

福岡県立図書館の研修 その１ 

 

 当館においては例年、県内公共図書館等の職員を対象に、経験年数により「新任者」向けと

「中堅職員」向けの２つの「参考調査業務研修」を実施してきました。しかしながら、実際のレ

ファレンスの経験蓄積については、全くの新任者を除けば、勤務先の各図書館の環境による違い

が大きいことが判明したため、研修の枠組みを見直すこととしました。 

 平成２５年度から、研修対象を「図書館勤務経験が概ね２年目以降５年目までの経験者」とし

て一本化すると共に、これまでのアンケート結果等を踏まえて内容を刷新し、名称を「レファレ

ンス研修」と改めました。 

 「参考調査業務研修」から「レファレンス研修へ」  

 平成２５年度は１０月２８日（月）・３１日（水）の２回実

施し、各回同内容で行いました。 

 １回の定員１２名に対し、多くの応募があり、各回１３名、

計２６名の方に参加していただきました。 

 参加状況 

 成果と課題  

 研修全般について、アンケートの結果、「大変参考になった」が96.2％、「参考になった」

が3.8％で合わせて100％であり、大変好評でした。 

 その一方で、定員を大幅に超える応募のため、参加をお断りした方が多くおられました。参

加が困難な方にも研修可能なツールを提供するため、図書館情報ネットワークにおいて、事前

課題の紹介や研修後の回答例アップロードなどを行っています。  

①レファレンスの基礎（講義／３０分） 

②ハイブリッド情報検索（講義・演習／９０分） 

 参加者１人１台ずつインターネットパソコンを使っていただきながら、インターネットと

参考図書の両方を効率的に使った調査方法を紹介しました。 

③統計資料の探し方（講義／５０分） 

 福岡県企画・地域振興部調査統計課職員を講師に招き、ふくおかデータウェブ等の使い

方、統計の仕組みを学びました。 

④レファレンス課題調査（演習／１４０分）および事前課題 

 事前課題として１問、当日課題としてもう１問のレファレンス問題を調査し、その過程と

結果について発表・討議を行いました。 

 （参考調査課） 福岡県立図書館報No.69(2014.3) p.6 

New！ 

 研修の内容 



 『子どもと読書』研修会 

福岡県立図書館の研修 その２ 

 

 福岡県立図書館子ども図書館では、子どもの読書に携わる人材育成のため、昭和53年度から

「子どもと読書」研修会（平成15年度までは「子どもと読書研究会」）を開催しており、平成

25年度で35回目を迎えました。 

 受講対象は、福岡県内の公共図書館・公民館図書室に勤務する人等で、児童サービスの理論の

ほか、読み聞かせ、ストーリーテリング、ブックトークなどの技術を学びます。経験年数に応じ

て「児童図書館入門講座」と「児童図書館専門講座」に分かれて実施しています。 

「子どもと読書」研修会のご案内 

 児童図書館入門講座 

 

 「子どもと読書」研修会には毎年多くの方が参加され、県内の各地域で子どもの読書

を支える人材として活躍しています。 

 児童サービスの担当となられた皆さんのご参加をお待ちしております。 

児童図書館専門講座 

 児童サービスの経験が2年未満の方が対象です。 

 初めて児童サービスを担当する人が、児童サービスに関する基本的な知識や技術を習得

することを目的としています。児童サービスの現状、レファレンス、本の選び方、読み聞

かせ、ストーリーテリングなどを学ぶことができます。 

 児童サービスの経験が3年以上の方が対象です。 

 毎年テーマを変えながら、既に子どもの読書活動推進に携わっている人の更なるスキル

アップを図り、子どもの読書に関する指導者・助言者として活動する人材の育成を目的と

しています。 

 平成25年度は、経験者向けのストーリーテリング講座を行いました。東京子ども図書

館と福岡おはなしの会から講師を招聘し、ストーリーテリングについて講義を受け、その

後実習を行いました。 

 児童図書館専門講座において、東京子ども図書館

内藤直子先生から、「お話のたのしさを子どもたち

に」という演題で講義をしていただきました。 

 経験者のための 

 （企画協力課） 
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ストーリーテリング講座の様子 



  『黒田官兵衛特集ページ』を新設‼ 

福岡県立図書館のホームページ 

 

 大河ドラマ「軍師官兵衛」の放送開始にともない、黒田官兵衛の魅力を目で見て、手にとって

味わっていただけるよう、当館所蔵の資料や展示を紹介するページを新設しました。 

 http://www.lib.pref.fukuoka.jp/hp/kyoudo/kanbee/kanbe_index.html 

 官兵衛を見る 

 

 館内各所での官兵衛に関する所蔵資料等の展示を

ご案内しています。  

 官兵衛を読む 
 読書で官兵衛の魅力を味わっていただけるよう厳

選した約60冊の所蔵資料リストを紹介しています。  

 官兵衛を知る 

 官兵衛に関する各県や市町村のサイトにリンクして

います。 

利用者カードの 

 デザインが変わりました 

 利用者カードのデザインが新しくなりました。県

の花「梅」と県の鳥「ウグイス」がモチーフです。

ウグイスは本を読んで鳴き方を学んでいます。 

 何度も鳴き方を練習して、春には「ホーホケ

キョ」と綺麗に鳴くウグイス。 

 図書館はそんなステップアップのために頑張る皆

様を応援いたします。 
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 さらに、福岡藩が藩主黒田家の歴史を編さんした書物である、当館寄託資料の竹田文庫

『黒田家譜』『黒田続家譜』の全ページをデジタル画像でご覧いただけます。 

 

 官兵衛の魅力をより広く深く知っていただくために、このページをぜひご活用ください。 

 かわいく 

なったよ！ 


