
　地域を支える情報拠点を目指して

　高度情報化、少子高齢化、地方分権化等、急激な時代の変化に伴い、利用者のニー
ズも益々多様化してきており、県立図書館に期待される役割も急速に変化しています。
　このため、従来の業務である図書の貸し出しに加え、当館では、各種事業を展開
しながら広く県民の生涯学習のキー・ステーションとして県内公共図書館との緊密
な連携のもとに相互協力による全県的な図書館サービスに努めていきたいと考えて
おります。
　「利用者満足度調査」などから県民ニーズを把握し図書館運営に活かしていきます。
　多様化する地域や個人の課題、県政の重点課題解決を支援するため、他の図書館

や専門機関との連携を強化し、レファレンス（調査相談）サービスの充実を図っていきます。
　特に県政の重点課題の解決に関して、「子育て情報コーナー」及び「生きがい・健康づくり情報コーナー」
をより充実させ、今年度、新たに「県民知っ得！情報コーナー」を設置し県民の学習要求や関連分野の情
報提供にも努めていきます。
　また、最も重要な目標である子どもの読書活動を推進するため、児童及び幼児向け図書の充実を図り、
優良図書のブックリスト作成・読み聞かせ活動の促進や支援等「子ども夢ライブラリー」事業を推進して
いきます。
　併せて、小中学生・高校生などを対象にした「図書館を使った調べ学習コンクール」事業等の取り組み
にも力を入れていきたいと考えております。
　このような取り組みをとおして子どもたちの読書力や国語力の向上に繋いでいきたいと考えております。
　さらに、県内全域の図書館サービスのため、市町村立図書館や大学図書館等とのネットワークの拡大を
図るとともに県立学校との連携を強化していきます。
　今後とも、当館では、利用者のご要望・ご意見に加え、各種団体のご提言内容を検討しながらサービス
の向上に努めていきます。
　終わりに、館内業務を含め、様々な分野で活動いただいているボランティア及び関係者の皆様に感謝申
し上げるとともに、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

　（大分県立図書館長  山田　修治）

  県立図書館の平成 19 年度の個人貸出冊数が、前年度に続き 100 万冊を突破しました。これからも

県民の皆様が気軽に県立図書館へ来ていただけるよう、県立図書館職員でキャッチコピーを考えまし

た。多くの皆様がご利用くださいますよう、職員一同、心からお待

ちしています。

　なお、県立図書館では、より一層のサービスの充実を図るため、

祝日も開館してます。

開館日・時間　　火曜日〜金曜日　　午前９時〜午後８時

　　　　　　　　土曜・日曜・祝日　午前９時〜午後５時
休　館　日　　毎 週 月 曜 日（月曜日が祝日の場合は翌日が休館）

　　　　　　　　年 末 年 始（12 月 28 日〜 １ 月４日）

　　　　　　　　資料整理期間（11 月 25 日〜 12 月５日）

平成20年度　県立図書館キャッチコピー決定!!

　「毎日の暮らしの中に　県立図書館」
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㈪　予　　約
　（インターネットで）

㈭　返　　却
　（学校が費用負担）

㈫　貸　　出
　（宅配で、県立図書
　　館が費用負担）

県立学校

県立学校連携事業（協力貸出）のお知らせ 

「大分県立図書館重点目標別図書館評価（目標）指標」について

　県立図書館は本年度から、県立学校の図書館活動を支援することを目的

とし、インターネットで予約をいただいた本を学校へ貸し出すサービスを

本格的に開始することにしました。

　６月末までに19校から利用の申し込みがあり、７月から予約受付や貸し

出しを開始しています。

　大分県立図書館では、図書館サービスについて計画→実施→点検（評価）→見直しを行うことにより運

営の改善を図ることを目的として、毎年自己評価を行っています。

　この評価は、８つの重点目標に関する各項目（指標）に関して、平成15年度及び平成16年度の統計数値

を基に、５年間の目標値を設定し、大分県立図書館の図書館サービスについての評価指標に基づいたもの

です。

　詳細については、大分県立図書館のホームページに掲載しています。

http://l ibrary.pref.oita.jp/
ホーム　　　お知らせ　　　運営情報　　　大分県立図書館重点目標別評価（目標）指標

県立図書館の２階に

「Dish椿カフェ」

が４月にオープンしま
した。
県立図書館をご利用の
際に、食事も楽しんで
みてはいかがですか。

「大分県立図書館重点目標別図書館評価（目標）指標」について

県　立
図書館

︵
約
百
万
冊
の
蔵
書
︶

㈬　活　　用

　（活用事例）
○教科や総合的な学

習の時間における

活用

○大学入試の論文や

面接対策のための

活用

○朝読書における活

用

㈰　ニ ー ズ
「○○で使える本はないかな？」

「△△を読んでみたい」

　　　　↓

自校図書館には蔵書がない

【効　　果】

生徒の

○読書活動の向上

○問題解決的な学習の支援

○農業、工業、商業などの各分野で

必要とされる専門性の基礎・基本

の定着支援

　　　　↓

学校図書館への支援
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第4回 図書館を使った

調べ学習コンクール

募集期間

平成20年7月1日(火）〜11月30日(日）

※当日消印有効

募集作品

情報の集め方、調べ方、まとめ方など図書館などを使った「調べ学習」

をまとめたもの

応募資格

県内に在住、在学、在勤している人

※応募は個人・グループ・学級、どの単位でもできます。

応募部門

小学生の部、中学生の部、高校生の部、一般の部、親子の部

応募方法

作品に応募票を添付して大分県立図書館に送ってください。

応募票は大分県立図書館のホームページからダウンロードできます。

http://library.pref.oita.jp/

入　　　賞

●各部門　最優秀賞１点、優秀賞２点、佳作２点

●郷土の歴史・文化や先覚者に関して調べた全ての作品の中から特別賞１点、

　学校表彰３校 （小中高各１校）

　なお、最優秀賞及び優秀賞は、全国コンクールに送付され、翌年度審査されます。

審査結果の発表　　平成21年２月

表　彰　式　　　　平成21年２月

応募上の注意　　　●作品は応募者本人の創作で未発表のものに限ります。

●入賞作品に付随する権利は、NPO図書館の学校及び本コ

ンクール主催者に帰属します。

　応募に関する詳細は大分県立図書館のホームページを

　ご覧ください。

作品の応募・お問い合わせ先

大分県立図書館
図書館を使った調べ学習コンクール係

〒870−0814　大分県大分市大字駄原587番地１

TEL 097−546−9972　FAX 097−546−9985

主 催

大分県教育委員会、大分県公共図書館等連絡協議会・大分県学校図書館協議会、大分県大学図書館協議会

み
ん
な
の
ま
わ
り
の
不
思
議

図
書
館に
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て
み
よ
う 

調
べ
て
み
よ
う 

! !

　自分の調べたいテーマについて、公共図書

館、学校図書館、インターネット、実験、実

地調査などを活用し、どのように調べたか、

またその結果何がわかったかをまとめたレポー

トで、応募者本人の創作で未発表のもの。

募集する作品

●テーマ
　自由：身近なことへの疑問、不思議に思っ

たこと、趣味・生活、郷土の歴史や先覚

者に関することなど。

●作品の枚数
　100枚程度を上限としてください。

●参考文献について
○必ず図書館の本や新聞・雑誌などを利

用してください。参考にした情報がイ

ンターネットだけの作品は受け付けで

きません。

○参考にした本については「本の名前」「書

いた人の名前」「出版社」「出版年」を、

インターネット情報については「URL(情

報の発信源)」を必ず書いてください。

○写真を添える場合は、「○○撮影」と撮

影者のお名前を書いてください。

●作品の形・大きさ
　原稿用紙(市販の大きさのもので可）又

はA４サイズの用紙にまとめてください。(調

べてつくった工作や見本をつけることも

できます。）

●その他
○作品は未発表のものに限ります。（ただし、

学校、所属するサークル内で発表した

作品は応募可能です。）

○入選作品は、インターネット上での公開、

複製、及びその貸出、出版物の作成・

販売等に使用することがありますので、

ご了承ください。

○最優秀賞及び優秀賞に入選した作品は、

全国コンクールへ送付され、翌年度審

査されます。

　なお、全国コンクールでの入賞作品に

付随する権利は、NPO図書館の学校及

び本コンクール主催者に帰属します。

　※全国コンクールの詳細については、

http://www.toshokan.or.jp/
　　をご覧ください。

○応募作品は原則お返ししませんが、ご

要望があればお返ししますので、応募

票に記入してください。

応募のきまり

「大分県立図書館重点目標別図書館評価（目標）指標」について 調べ学習コンクール
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返却可能図書館・室名 7　　月 8　　月 9　　月

中津市立小幡記念図書館 ４（金） 11（金） 22（火） １（金） ８（金） 19（火） 26（火） ５（金） 12（金） 26（金）

豊後高田市立図書館 ４（金） 11（金） 22（火） １（金） ８（金） 19（火） 26（火） ５（金） 12（金） 26（金）

宇佐市民図書館 ４（金） 11（金） 22（火） １（金） ８（金） 19（火） 26（火） ５（金） 12（金） 26（金）

姫島村中央公民館図書室 ３（木） 14（月） 24（木） 31（木） 11（月） 18（月） 28（木） ４（木） 16（火） 25（木）

国東市くにさき図書館 ３（木） 14（月） 24（木） 31（木） 11（月） 18（月） 28（木） ４（木） 16（火） 22（月）

杵築市立図書館 ２（水） ９（水） 16（水） 23（水） 30（水） ６（水） 13（水） 20（水） 27（水） ３（水） 10（水） 24（水）

日出町立萬里図書館 ２（水） ９（水） 16（水） 23（水） 30（水） ６（水） 13（水） 20（水） 27（水） ３（水） 10（水） 17（水） 22（月）

別府市立図書館 ２（水） ９（水） 16（水） 23（水） 30（水） ６（水） 13（水） 20（水） 27（水） ３（水） 10（水） 17（水） 24（水）

臼杵市立臼杵図書館 ７（月） 15（火） 25（金） ４（金） 12（火） 21（木） 29（金） ８（月） 19（金） 29（月）

津久見市民図書館 ７（月） 15（火） 24（木） ４（金） 12（火） 21（木） 29（金） ８（月） 18（木） 29（月）

由布市立図書館 ７（月） 15（火） 25（金） ４（金） 12（火） 21（木） 29（金） ８（月） 18（木） 29（月）

佐伯市立佐伯図書館 ８（火） 17（木） 28（月） ５（火） 14（木） 25（月） １（月） ９（火） 18（木） 30（火）

豊後大野市中央図書館 ８（火） 17（木） 28（月） ５（火） 14（木） 22（金） １（月） ９（火） 19（金） 30（火）

竹田市立図書館 ８（火） 17（木） 28（月） ５（火） 14（木） 22（金） １（月） ９（火） 19（金） 30（火）

日田市立淡窓図書館 １（火） 10（木） 18（金） 29（火） ７（木） 15（金） 22（金） ２（火） 11（木） 24（水）

玖珠町わらべの館児童図書室 １（火） 10（木） 18（金） 29（火） ７（木） 15（金） 25（月） ２（火） 11（木） 22（月）

九重町・図書館 １（火） 10（木） 18（金） 29（火） ７（木） 15（金） 25（月） ２（火） 11（木） 25（木）

【ご注意！】
○ご返却の際は、開館時間内に必ずカウン

ターへ持参し、図書館職員に手渡して返
却してください。

○大分市民図書館等、以下に名前の掲載の
ない図書館・室での返却はできません。
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印　刷　 大分プリント社

レファレンス担当者の日記

評論家大宅壮一が「大分県は日本のスペイン」と評したが、
それに関する資料はないか。

　大分県の県民性をあらわす言葉では「赤猫根性」
が有名ですが、「大分県は日本のスペイン」との
評も世間ではよく知られています。大分とスペイ
ンといえばかのフランシスコ・ザビエルとの接点

もありますが、情熱の国スペインの印象が強く、大分との
共通性はあまりないような気もします。大宅壮一は大分県
をなぜスペインといったのでしょうか。大宅壮一は雑誌『文
芸春秋』昭和 33 年４月号に「日本のスペイン大分県−ガ
イガー管片手に地方の人物鉱脈を探る（４）」と題した作
品を書いています。作品では大分の県民性等について縷々
述べていますが、その中の「日本のスペイン」に関する部
分を一部抜粋引用します。

　“温泉、フグとともに大分県の三大名物といわれてきた
ものは政争である。…今はそれほどでもないが、政争は他
県に比して激しい。東京の大分県人会も長い間まとまらな
かったが、近頃は逆に、郷里で何かゴタゴタがおこったと
きに、これを調停し、まとめる役割を果たしている。…国
会議員や知事、市長選挙の候補者でもたいてい東京できま
るのであって…。こういった傾向は、中南米のラテン・ア
メリカ系の国々に見られるところである。…中南米諸国は
いろいろな面で今も旧大陸とつながり古い風俗習慣から政治、
経済の不安定なことまでそのままもちこして、容易に脱皮
しない。…こういった点からいって、大分県人はラテン系
の中でも特にスペインに近いようである。私のよく知って
いる大分県出身者には、情熱家が多いが、それに徹するも
のは少ない。がいして気まぐれである。熱血漢ではあるが、
うつり気である。純情で、詩情も豊かだが、その反面にお
いて打算的、功利的で、利害に敏く、ときには狡猾であり、
無恥ですらある。激情に駆られることもあるが、冷めるの

も早い。こういった性情は、白人の中ではスペイン人の多
くに見うけられるものである。…飛行機から見たイベリア
半島は、禿げ山や荒地が多く、沃野がいたって少ない。…
こんど私は大分県の大部分を自動車でかけめぐって見て、
地勢的にもスペインに近いことを知った。”

　参考までに、この評に対し元大分大学教授の渡辺澄夫氏
は『大分県の歴史』の中で次のように述べています。 

　“評論家大宅壮一氏は、大分県を「日本のスペイン」と
評した。…この論評が全面的に正しいかどうかは問題があ
るが、それが一面の真実をとらえていることは認めなけれ
ばなるまい。”

参考資料　『日本のスペイン』大宅壮一「文芸春秋　昭和
33 年４月号　　　　　　　　（Ｋ 280 ／Ｏ 94）

『日本の人物鉱脈』大宅壮一 文芸春秋新社　
1959 年　　　　　　　　　　（Ｋ 280 ／Ｏ 94）

『大分県の歴史』渡辺澄夫　山川出版社　1974 年 
（Ｋ 201 ／Ｗ 46）

『九州の精神的風土』高松光彦　葦書房　1992 年 
（Ｋ 290 ／ＴＡ 42）

レファレンスサービス（調査相談）…
仕事や日常生活、研究のうえで何か調べものを
するときに、必要な資料や情報を入手するお手
伝いをするサービスです。＜地域情報担当＞

地元図書館へ返却される方へ(7〜9月分)

　大分県立図書館では、皆様が地元図書館・室に返却された本を宅配便に
より定期的に回収し、返却処理を行っています。
　下表日程の日の午前中までに地元図書館・室のカウンターへ返却してく
ださい。
　原則として、下表日程の日の３日後（３日後が土日等や閉館日の場合は
その翌日）が県立図書館での正式な返却となります。
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