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 『筑前國續風土記附録』（平岡邦幸氏個人蔵）「宗像宮圖」（宗像郡）        

  『筑前國續風土記附録』は現在の福岡県の主要部を構成する筑前

国（旧国名）の自然・社会・地理等を記述した地誌です。寺社に伝

わる多数の古文書に加え、180枚程の絵図が収録されており、この

「宗像宮圖」はその内の一枚です。  

なお、本図は当館報p.３掲載の「大嶋圖」（宗像郡）と併せ、

「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議がユネスコ宛推薦

書等で使用しているものです。 



郷土資料室と古文書等郷土資料  

               ～過去から未来へ～ 

  地域を知るために 

１ 郷土資料の媒体変換と情報提供 

２ 

 古文書や絵図・地図、古い新聞等では劣化のため原資料の提供が困難な場合が多く、原資料保

存のため、また閲覧等のサービスに供するために別の媒体への変換をする必要があります。 

（１）資料のデジタル化 

 当館所蔵資料等のうち、画像での閲覧にも適した絵図・地図等の図版類を中心にデジタル化を

すすめています。『筑前国産物帳』、『黒田家譜・続黒田家譜』（竹田文庫）等の福岡県指定文

化財をはじめ、「大田資料」や「福岡県史編さん資料」等から絵図を選定しています。 

（２）デジタルライブラリの構築 

 デジタル化した資料は当館ホームページの「デジタルライブラリ」に掲載し、ご自宅等から

もインターネットでご覧いただけるよう利便性の向上に努めています。 

「デジタルライブラリ」掲載資料（例） 

 ＊貴重資料 ～ シーボルト NIPPON、日本動物誌、日本植物誌 

         福岡県の近世絵図、長崎警備の絵図 

 ＊郷土資料 ～ 福岡県の近代地図、近代福岡市街地図、絵葉書でみる福岡百景 

（３）マイクロフィルム化 

 長期の保存にはマイクロフィルムが適しています。当館では、福岡県内所在の文書のマイクロ

フィルム化による収集に努めており、近年では「小笠原文庫」「高田家文書」等をマイクロフィ

ルム化しました。また『福岡県会決議録』等、劣化が進んだ所蔵資料のマイクロフィルム化にも

力を入れています。 

（４）その他 

 当該資料に応じて、マイクロフィルムからの紙焼き作成、電子複写による複製物の作成、地図

等にラミネート加工を施すなどして、利用しやすくしています。 

 

はじめに  

 当館郷土資料室は、過去からの福岡県の事項について書かれた資料や福岡県内で発行された資

料（図書・雑誌・新聞・行政資料・古記録類・視聴覚資料など）を収集・整理し、その保存及び

活用を促進することを運営方針としています。 

 昭和43年に旧福岡県文化会館図書部（現在は福岡県立美術館）の一角に、書架で区切られた

郷土資料室が設置されました。 

  昭和48年には、資料収集に関して、当時太宰府に開館した九州歴史資料館との役割分担を定

め、当館は近世以降を担うこととなりました。  

昭和51年から県内の古文書調査を実施してきました。 

その後、昭和58年に郷土課を設置し、平成11年に郷土資料課へと

課名を改称し、現在に至っています。 



 （郷土資料課） 

おわりに 

 従来より力を入れている図書・雑誌・新聞等郷土資料の収集・保存とともに、資料の媒体変

換を進めることにより、古文書等の過去の成果物である郷土資料が未来への贈り物となるよ

う、今後とも努めていきたいと思います。   

「黒田家文書」（当館所蔵） 

『朝鮮人来聘記』 

『筑前國續風土記附録』（平岡邦幸氏個人蔵） 

「大嶋圖」（宗像郡） 

３ 

①「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世

界遺産推進会議（会長・福岡県知事 

小 川 洋）が、『筑前 國 續風 土 記附

録』（平岡邦幸氏個人蔵）中の「大嶋

圖」、「宗像宮圖」をユネスコ宛推薦

書等で使用しています。                         

３ ユネスコ「世界遺産」「世界記憶遺産」への資料による協力 

  福岡共同公文書館（平成24年開館・筑紫野市）、九州歴史資料館（平成22年移転・小郡

市）との資料収集、サービス提供の役割分担をすすめています。 

 （１）当館が所蔵していた「県庁文書」等の歴史的な公文書の原資料を福岡共同公文書館へ移

管しました。 

 （２）九州歴史資料館との間で昭和48年に定めた収集等に関する時代区分を変更しました。  

    今後当館は近代以降の資料を収集し、所蔵する近世以前の古文書の原資料は条件整備

後、原則的に九州歴史資料館へ移管することになりました。 

②日韓の民間団体が共同で「世界

記憶遺産」登録への申請作業を進

めています。この中の暫定リスト

に、当館所蔵「黒田家文書」の宝

暦の『朝鮮人来聘記』等15冊が含

まれています。 

２ 県関係施設との役割・機能分担 



 学校貸出図書セット 

  （資料支援） 

学校支援サービス 

  

学校貸出図書セットについて 

 

 県立図書館では、児童生徒・教員の読書活動や学習活動の中核となる学校図書館やその活動

を支援する市町村立図書館の活動が効果的に行われるよう支援するため、学校支援サービスの

一つとして『学校貸出図書セット』を平成１７年度より運用しています。 

セット内容について 

あらかじめ設定したテーマごとに図書を選び、クラス単位で活用できるようにセットにし

て、学校に貸出を行います。１セットは４０冊で、県内の小学校、中学校、高等学校、特別支

援学校が利用することができます。 

１校につき１回３セットまで、最長４か月間借りることができます。 

セットは対象別に「小学校向け」、「青少年（中学校・高等学校）向け」の２つに分かれ、

この中を用途別に「読書支援」、「教科支援」、「特別支援」の３つに分けています。「読書

支援」では絵本や物語、古典、ノンフィクションなどのジャンル別に分け、「教科支援」は、

調べるや国際理解、自己表現などのテーマ別に分けています。「特別支援」は、読み物や職業

などに分け、点字つき絵本や大活字本、布の絵本などを含めています。 

現在、「小学校向け」１０４セット、「青少年（中学校・高等学校）向け」４７セットで合

計１５１セットあります。 

今年度は、利用が多いセットや学校からの要望に応えて自己表現や情報をテーマにしたセッ

トを追加しました。 

（学校貸出図書セット） 

４ 

特別支援学校（学級）向けセット  小学校高学年向けセット  



貸出方法について 

（福岡県立図書館ホームページ） 

学校貸出図書セット利用実績について 

     

県立図書館 

①申込書を送付 

②貸出の可否、発送日を連絡 

③資料を配送（受取）  

④資料の返却 

（申込・受取・返却） 

 （企画協力課） 

     

学  校 

５ 

平成２７年度は、１９９セット（４６校 H２８.２.末日現在）の利用がありました。 

【小学校１５６セット（３３校）、中学校８セット（４校）、高等学校２セット（２校）、 

特別支援学校３３セット（７校）】 

①当館ＨＰのトップページから「学校支援のページ」をクリック。 

②「学校貸出図書セット事業」をクリック。 

福岡県(9校) 福岡市(10校) 筑紫野市(3校) 春日市(3校) 大野城市(2校) 

宗像市(1校) 太宰府市(1校) 糸島市(2校) 古賀市(4校) 福津市(1校) 

篠栗町(1校) 須恵町(1校) 久山町(1校) 直方市(2校) 久留米市(1校) 

小郡市(1校) 大牟田市(1校) みやま市(1校) 築上町(1校)   

①申込方法  

  当館ホームページの学校貸出図書セットの一覧から希望するセット名を選び、申込書に必要

事項を記入の上、郵送・ファクシミリで申込みください。申込書は、当館のホームページから

ダウンロードをすることができます。 

②貸出・返却方法 

  ア 当館へ直接来館して受取・返却を行なう。 

  イ 学校へ直接配送（受取・返却）する。（貸出・返却とも送料は無料です。） 



 「福岡県立図書館 音訳の会」は、昭和５０年に

「福岡県朗読奉仕者の会」として組織されて以来（平

成２２年に現在の名称に変更）、録音図書の製作はも

ちろん、音訳・校正ボランティア養成講座の実施、毎

月の勉強会等さまざまな活動を通して音訳ボランティ

ア及び利用者の拡大に努めてきました。 

※「福岡県立図書館 音訳の会」は、平成２７年度に

創立４０周年を迎えました。 

耳で聞く読書 

   「 録 音 図 書 」の紹介 

活字で書かれた本を読むことが困難な方へ  

録音図書のネットワーク 

当館以外の録音図書は、国立国会図書館の「点字・録音図書全国総合目録」や、日本点字図

書館が管理する「サピエ図書館」にて蔵書検索が可能です。また「サピエ図書館」では、会員

登録することによって、パソコンで自宅から録音図書の貸し出しを所蔵図書館に依頼したり、

登録されている点字・音声データをダウンロードやストリーミング(即時再生機能)できるサービ

スを受けることができます。 

当館の状況 

福岡県立図書館の録音図書は、当館から委嘱を受けたボランティア団

体「福岡県立図書館 音訳の会」※が、デイジー形式（CD）で製作し

ています。２ヶ月に１回、当館ホームページ上で新刊を紹介しており、

平成２８年１月末現在の蔵書冊数は、４，２７２冊（うち、CD１，２

０２冊 カセット３，０７０冊）です。 

当館で録音図書を利用する際は、事前の利用登録が必要です。また、

デイジー形式の録音図書を聞くには、パソコンが必要です。再生に便利

な機能がついた専用機器（プレクストーク PTR2等）もあります。 

録音図書とは 

 視覚による読書に困難のある人（視覚障害者だけではなく、視覚による表現の認識に障害が

ある方も対象）に読書に親しんでもらうため、書籍の文字、図、表等をできる限り忠実に音声

化したデータをCDやカセットテープなどのメディアに記録したものです。 

 （資料課） 

 現在約５０名程の会員が活動しており、その活動

内容は、国、県等各方面からも高く評価され、緑綬

褒章をはじめとして数々の表彰を受彰しています。 

 今後、録音図書の利用は当館だけに留まらず、他

館との相互貸借やサピエ図書館との連携など範囲を

拡大しながら増加していくことが見込まれるため、

「音訳の会」の継続的な活動の重要性はより意味を

増していくものと思われます。 

プレクストーク PTR２ 

６ 



「がんの情報拠点」と「地域の情報拠点」

の連携を探るワークショップ 

司書のスキルアップ 

 

  がん相談支援センターとは、全国のがん診療連携拠点病院に設置されている「がんの相談窓

口」です。病気や治療、療養生活について、レファレンスに応じたり、相談に乗ったりするほ

か、心のケアや家族への支援相談なども行っています。全国のがん診療連携拠点病院に設置され

ており、本県でも九州大学病院や九州がんセンターをはじめ、15施設の中にあります。 

 そのがん相談支援センターと公共図書館の連携について、昨年5月、国立がん研究センターの

高山智子氏からワークショップ開催の相談があり、実現することとなったものです。  

 平成28年1月25日（月）、九州・沖縄地区図書館＆がん相談支援センター連携ワークショッ

プ「いつでも、どこでも、だれでもが、がんの情報を得られる地域づくりをめざして」を開催し

ました。 

 

 前日からの大雪・寒波のため、残念ながらキャンセルされた方も多くおられましたが、11都

県から医療関係33名、図書館22名、行政3名の参加をいただきました。高山氏と田村俊作慶應

義塾大学名誉教授による講義の後、愛媛大学医学部付属病院患者図書室、長崎市立図書館、埼玉

県立久喜図書館、大阪南医療センターがん相談支援センターによる先進事例の報告を受け、グ

ループディスカッション、全体発表を行いました。 

 

 

 

 

  

 

 公共図書館と医療機関の職員が一堂に会するというのは全国的にも初めての試みであり、活気

あふれるワークショップとなりました。「住民に充実した医療関連情報を伝えたい」という思い

を共有する両者が、直接コミュニケーションをとれたことで、新たな連携のきっかけが生まれた

のではないかと思います。                        （参考調査課） 

 

慶應義塾大学 田村俊作名誉教授  

グループディスカッションの様子 全体発表の様子 

 
ふむふむ 

事例報告の様子 

７ 



 県庁コラボ特集展示  
行政支援サービス  

 

 編集・発行/平成２８年３月１６日 福岡県立図書館  

 〒812-8651 福岡市東区箱崎1-41-12  ホームページ  http://www2.lib.pref.fukuoka.jp/ 

 ＴＥＬ（092）641-1123（代） ＦＡＸ（092）641-1127    

 本県行政においては、様々な業務、事業、イベントが行われ

ていますが、そのことは必ずしも県民へ十分に知られていると

は言えず、ＰＲに苦慮する場合も多いようです。一方、図書館

は、誰もが気軽に来られる最も敷居の低い公共施設と言われて

おり、当館にも毎月、３万人以上の来館者があります。そこ

で、当館の行政支援サービスの一環として、本県行政の事業等

との「コラボ特集展示」を始めてみることにしました。 

 最初の「コラボ」は、福岡県企画・地域振興部調査統計課。同課が毎年行っている「統計グラ

フコンクール」の表彰に合わせて平成27年11月8日（日）～21日（土）の期間にコラボ特集展

示を行いました。統計の利用や数値データの活用に関する本を集めるほか、調査統計課提供のパ

ンフレットやチラシを設置し、当時発売間近の「県民手帳」の見本、グラフコンクールの優秀作

品のレプリカ等も展示、さらに当館ホームページにも情報を掲載しました。現在は、この成果を

元に、「図書館でＰＲしませんか？」と全県職員に案内し、チラシ配布やポスター掲示などで

「コラボ」することが増えています。                   （参考調査課） 

「横断検索」機能のリニューアル 

 福岡県立図書館ホームページ 

より幅広く情報を探した

いときにご利用ください。 

NEW！ 

NEW！ 検索する際にチェックボックス

にチェックを入れるだけ！ 

（資料課） 

８ 

 当館作成のレファレンス事例や郷土関係のデータ

ベースを加え、全国の資料を収集している「国立国会

図書館(一般図書)」、「 レファレンス協同データベー

ス」及び国立情報学研究所（CiNii－日本の論文と大学

図書館の図書）も新たに横断検索の対象としました。 

当館ホームページで提供している、福岡県内の公共図書館の蔵書を一括して検索できる『横断

検索』の検索範囲を拡大し、さらに便利にしました。 


