
   所蔵資料展示 「黒田官兵衛と福岡」 
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平成26年に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」。福岡の礎を築いた黒

田官兵衛（如水）が主人公とあって、官兵衛が晩年を過ごした福岡でも、県を

挙げての一大事業となりました。 

当館でも、この機会に官兵衛に関する本を多くの方に手に取っていただくた

め、資料の展示をはじめ、様々な取り組みを行いました。 

※p.4に関連記事があります。 

「官兵衛」の１年を 

 振り返って 

当館所蔵「博多旧図」より 



平成２６年度図書館地区別研修 

 （九州・沖縄地区）を開催しました 

司書のスキルアップ 
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 文部科学省生涯学習政策局社会教育課長 谷合 

俊一氏に図書館行政の動向について行政説明を受け

ました。 

 基調講演は、福岡の出版社亡羊社代表（ブックオ

カ実行委員）藤村 興晴氏により「地方出版を考え

る」と題して、地方出版の現状図書館とは異なる視

点からの興味深いお話を伺いました。 

第１日目 

 平成２６年度図書館地区別研修（九州・沖縄地区）を平成２７年２月３日（火）から２月６日

（金）までの４日間に渡って、福岡県立図書館を会場として開催しました。 

 

 公立図書館と学校との連携をテーマに、午前は小郡市立図書館長 永利 和則氏の講義をいた

だきました。学校・学校図書館のために公立図書館ができる支援、そこから一歩進んだ連携につ

いて、根拠となる法律や小郡市の事例を交え、わかりやすく講義いただきました。 

 午後の事例発表では九州外からの３名の発表者（神奈川県大和市教育委員会 藤田利江氏、大

阪府豊中市教育委員会 上杉朋子氏、山口県下松市立図書館長 長弘純子氏）を招聘しました、

他県の実情とともにさまざまな実践事例が発表されました。学校図書館で活用できる「情報ファ

イル」製作の実習も行いました。 

 事例発表後、小郡市立図書館 永利館長から事例発表についての講評がありました。 

第2日目 
（右 藤村氏の基調講演） 

（左 上杉氏の発表 

 他の図書館の実践は 

（右 「情報ファイル」製作実習の様子 

とても参考になるね 

              中央が藤田氏） 

学校図書館との連携について） 



 （企画協力課） 
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 午前は、ビブリオバトル九州地区副会長 赤

峰 稔朗氏の講義をいただき、ビブリオバトル

の歴史と基本ルールを学びました。その後、春

日市民図書館でのビブリオバトル実践の報告も

聴くことが出来ました。 

第３日目 

（赤峰氏ビブリオバトルについての講義） 

  ぼくも 

 やってみたい！ 

 

 ビブリオバトル実践後、福岡県立図書館の施設見学をしました。第2閲覧室（参考調査資料を

配置）、書庫、子ども図書館等を見学しました。当館職員に直接質問する場面もありました。 

第４日目 
 

 まちライブラリー提唱者 礒井 純充氏の講義をい

ただきました。まちライブラリーづくりの多くの事例

説明と共に、公共図書館・書店・まちライブラリーの

繋がりによる新しい環境づくりの話を聴きました。 

４日間の研修に、全日参加・部分参加あわせて１８０名にご参加いただき、大変好評を得まし

た。ご協力いただいた方々並びにご参加いただいた方々に御礼申し上げます。 

 

 午後は、研修参加者がバトラーとなって、ビブリオ

バトルの演習を２回実施しました。 

 チャンプ本は、「手から、手へ」（池井昌樹/詩、

植村正治/写真、集英社）、「床屋医者パレ ある外

科医のものがたり」（ジャンヌ・カルボニエ/著、藤

川正信/訳、福音館書店）の２冊でした。 

 ビブリオバトル 

 スタート！！ 

（発表する本を披露するバトラーたち） 

（バトラーによる白熱した発表！） 

（挙手による投票でチャンプ本が決定！） 

（左 礒井氏の講義） 



  大河ドラマ「軍師官兵衛」 

      放送に伴う当館の取り組み 

郷土資料の活用 

官兵衛・黒田藩に関する展示 

『黒田家譜』『黒田続家譜』デジタルデータをＨＰで公開 
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関連資料の収集 

「黒田家譜」第一巻 デジタル画像 

 

 ドラマの放送に伴って、黒田官兵衛に関する本が多数出版されました。当館では郷土資料とし

て、各種パンフレットと併せてできる限り収集するように努めました。 

 

 官兵衛をより知っていただくために、館内２か所での同時展示を行いました。 

 ３階の郷土資料室では「黒田官兵衛と福岡」、その後「黒田二十四騎」「黒田長政」と題した

ミニ展示を行い、官兵衛や側近たちが県内でどのように活躍したかをご覧いただきました。同時

に１階の第１閲覧室では、ブックトラック展示「軍師 黒田官兵衛」を実施して、貸出できる官

兵衛の本を集めました。 

 ３階の展示をご覧いただいた後に１階のブックトラックで本を選び、借りていかれる姿を度々

目にすることができました。大河ドラマで興味を持たれた方、展示について紹介した新聞記事を

ご覧になって来館された方も多かったようです。 

当館寄託資料「竹田文庫」の中にある福岡県指定文化財 

『黒田家譜』全１６巻、『黒田続家譜』全６巻をデジタル化

しました。『黒田家譜』は福岡藩が藩主・黒田家の歴史を編

さんした書物であり、官兵衛をはじめ黒田家を知るのに大変

貴重な資料のひとつです。画像は当館のホームページでご覧

いただけます。 

 放送期間中には「黒田官兵衛特集」と銘打ったサイトも設

けました。『黒田家譜』のほか前述の展示紹介、県内市町村

や県外各都市の関連ページへリンクできるようにしました。 

官兵衛関連のレファレンス  

 大河ドラマをご覧になっての福岡藩関係のレファレンスも多くいただきました。官兵衛が幽閉

された際に痛めた脚の治療方法、官兵衛の祖父が始めたといわれる目薬の成分は何かなど、多種

多様な質問が寄せられました。また官兵衛のみならず、息子の長政、主君の播磨・小寺家、栗山

利安をはじめとする黒田二十四騎など関連するご質問も多くいただきました。このようなご依頼

を調査することで、職員も福岡藩についてより深く知ることが出来ました。蓄積した事例は、今

後のレファレンスにも活用していきます。  

 大河ドラマの放送は、多くの方に地元福岡の歴史へ関心を持っていただく機会となりました。

そのような方々に今後もぜひ図書館を利用していただきたいと思います。 

                                    （郷土資料課） 

当館寄託資料「竹田文庫」の中にある福岡県指定文化財 



 映画資料の展示 

   及びデータベース紹介 

 当館の特別コレクション 

 （資料課） 

 

 １２月から翌２月にかけて、企画展示室（本館１階エントランス）

において、「追悼 高倉健さん」と題し、当館所蔵の高倉健さん主演

の映画資料を展示しました。 

 平成２６年１１月１０日に亡くなられた健さんは福岡県中間市の出

身で、日本を代表する映画スターです。半世紀以上にわたり活躍さ

れ、平成１８年に文化功労者、平成２５年には文化勲章を受章されま

した。健さんが２００本以上出演されている映画の中から、当館が所

蔵する映画資料のうち１７タイトルの映画資料を展示しました。 

 利用者の皆様からは、大変好評をいただき、たくさんの方から「良

かった」とのアンケート回答をいただきました。 

映画資料データベースで映画資料を探そう 

映画資料の展示について 
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タイトル等を入力 

①当館ＨＰのトップページから「本・雑誌等を探す」をクリック 

②「特別コレクション（映画資料）」をクリック 

③検索したい映画のタイトル等の検索条件を入力して検索 

④資料が見つかりました！利用についてはお問い合わせください。 

① 

② 

③ ④ 

 当館の「映画資料」とはプレスシート、プレスブック、パンフレット、シナリオ、スチール写

真、ポスター、チラシ等の映画宣伝用資料類を中心に、チケットの半券、グッズ、スクラップ

ブック、雑誌等、幅広く収集した映画関係資料をいい、全国的に見ても珍しい資料群となってお

ります。 

 平成２６年３月末現在で、邦画４，５５６、洋画９，３４０の合計１３，８９６タイトルを所

蔵しております。これらの映画資料は当館ホームページから検索でき、館内でご覧いただけます

ので、どうぞご利用ください。 



オンライン・データベースについて 

探しものは何ですか？ 

 （参考調査課） 福岡県立図書館報No.70(2015.3) p.6 

その他のオンライン・データベース 

法令関係データベースの更新について  

 平成２６年度から法令関係の有料データベースを更新して、機能を追加しました。従前からの

判例の検索や本文の閲覧等に加えて、以下の内容の検索及び提供が可能となっています。 

【法令関係データベースの名称：ＴＫＣローライブラリー】 

 ・法律、条約、政令等（平成１４年以降は法令履歴検索が可能） 

 ・『判例タイムズ』『ジュリスト』『法律時報』『六法全書電子復刻版』 

 ・交通事故過失相殺事例 

 ・収録された各データベースの横断検索 

 （※交通事故過失相殺事例など、横断検索対象外のものもあります。） 

 また判例についても、その検索結果から参照法令や『判例タイムズ』等における掲載記事への

リンクが表示されるようになっています。本データベースはレファレンス業務をはじめ、利用者

自身による調査にも大いに役立っています。 

 

 「ＴＫＣローライブラリー」に加えて、当館第2閲覧室では以下のオンラ

イン・データベースを提供しています。 

 また、毎日新聞のデータベース（ＣＤ・ＤＶＤ年刊版）も提供しています。 

 ヨミダス歴史館（読売新聞）  日経テレコン２１（日本経済新聞ほか） 

 聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞）  西日本新聞パピルス 

 ＷＨＯＰＬＵＳ（人物文献情報）  MAGAZINE PLUS（雑誌記事検索） 

 JRS経営情報サービス  官報情報サービス 

 「国立国会図書館デジタル化資料」及び「歴史的音源」図書館向け送信分 



「危機管理マニュアル」と 

      防災・防犯のとりくみ 

もしものために！ 

 

 ２５年度から２６年度にかけて、器物や資料の人為的損壊や置き引き、不審者等の事案が立て

続けに発生しました。みんなの財産を守り、安心して施設を利用していただくために、当館で作

成した「危機管理マニュアル」を常に見直すとともに、様々な取り組みを実施しました。 

利用者・資料の安全を守ろう 

 マニュアルを用意してい

ても、危機発生時にマニュ

アルを見返す暇はありませ

ん。災害発生時の初動対応

研修、避難訓練、防火設備

の使用方法の研修や、法的

判断に関する研修等を実施

して、対応方法を「身に付

ける」ことが重要と考えて

います。 

 （総務課） 
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 アクシデントに直面した際に、落ち着いて適切な判断を行うのは難しいものです。利用者の生

命や財産にかかわる重要な判断にあたって、上司の指示を仰ぐことができないこともあり得ま

す。「危機管理マニュアル」はそうした事態の行動指針として、図書館のすべての職員が共有す

べきものです。当館の危機管理マニュアルは以下の構成をとっています。 

福岡県立図書館「危機管理マニュアル」 

  目的 

 留意事項 

 緊急連絡先等 

 ストーカー・つきまといへの対応 

 サービスへの不満（執拗・悪意あるクレーム） 

 暴力団への対応 

 急病・ケガ。意識不明への対応 

 感染症（インフルエンザ・結核等）への対応 

 光化学オキシダント（スモッグ）への対応 

 ＰＭ２．５への対応 

 火災発生時の自衛消防活動マニュアル 

 地震への対応 

 風水害への対応 

 災害対策本部配備要員について 

 

 

 

 

総
則 

人
的
被
害 

利
用
者
安
全
管
理 

自
然
災
害 

 

 閲覧室等で職員がいるカウンターから死角

をなくすため、防犯ミラーを取り付けまし

た。また、被害発生の都度「管理運営報告

書」に被害状況を詳細に記録し、対応事例の

蓄積を行っています。「利用者へ被害が起き

ている事実をお知らせすることが大切」とい

う警察の指導により、ポスターや表示板で利

用者への注意喚起も行っています。 

その他の取り組み 

（防犯ミラーの設置） 

（表示板での注意喚起） 

危
機
事
象
ご
と
の
対
応 



 企画展示室がオープンしました 

 

館内リニューアル 
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（総務課） 

  
 あかるく 

なったよ！ 

 

 平成２６年１０月、本館正面入り口そばに企画展示

室がオープンしました！以前ロッカールームとして使

用していた部屋を改装したものです。 

 これまで資料の特別展示は閲覧室から離れた区画で

実施していましたが、「もっと利用者の目にとまると

ころで実施したい！」「閲覧室の近くだと関連資料

コーナーの利用が増えるのでは」との思いから、玄関

横へ展示ブースを移動させました。 

 
 企画展示の事業は、日頃図書館へ足を運ばれな

い方に図書館へ来るきっかけを作ったり、また今

まで興味のなかった分野の本に手を伸ばしてもら

う等の重要な意義があります。福岡県立図書館の

誇る約８０万冊の蔵書や豊富な雑誌、データベー

ス等をもっともっと活用していただき、利用者に

満足していただくために、企画展示室を盛り上げ

ていきたいと思います。利用者にとって新しい本

との出会いの場所になればうれしいです。 
（企画展示ポスター） 

 ２６年度に念願の照明改修工事が実施できまし

た。省エネのHf（高周波点灯）蛍光灯等に更新し

たため、地球にやさしく明るさもアップ! 日頃「図

書館が薄暗い」等のご意見を頂戴していたので、

改修が出来てほっとしています。電力使用量も前

年同月比で５％減らすことができました。 

 図書館の雰囲気も明るくして、利用者に親しま

れる環境づくりを心掛けていきます。 

照明の省エネ化 

（蛍光灯のＨｆ化・ＬＥＤ化）を実施しました 

 


