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個人貸出が1,400万冊を突破！
記念すべき1,400万冊目を借り

たのは、大分市の大学生、城田真至
さん。普段から県立図書館はよく
利用されているとのことで、今日
は大学の小論文の参考図書を借り
にお母さんと来館され、節目の
1,400万冊目をゲットしました。

調べ学習調べ学習
締め切りせまる！

図書館を使った

皆さんが日頃感じている
「不思議なこと」「興味あること」「疑問」「謎」などを、
図書館で調べてまとめた作品を応募してください。
テーマは自由。県内に在住、在学、在勤している人であれば
誰でも応募できます。個人でもグループでもかまいません。

コンクール

○資料整理期間中でも受付しています。 ○最寄りの市町村立図書館でも応募できます

応募締め切り 平成２１年１１月３０日
（当日消印有効）

これからも県民の皆様に県立図書館を大いに利用いただき、
皆様の暮らしが豊かになるよう、職員一同がんばります。
どうぞよろしくおねがいします。
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平成7年2月に県立図書館が現在地に開館して以来の
個人貸出冊数が1,400万冊に達しました。

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

城田さんには、記念のくす玉を
金子館長と割った後、認定証、記念
品、花束が贈呈されました。
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県立図書館 今後の主な行事
11月24日（火）～12月4日（金）
資料整備等に伴う休館
平成21年12月11日（金）10：30～

平成21年12月25日（金）13：00～

読み聞かせ実践講座

親子でつくる「なまえ絵本」講座

～現役アナウンサーに学ぶ
　　　　　　話し方入門講座～

※どちらも事前の申込みが必要です。
詳しくは県立図書館企画・資料課にお尋ねください。

応募要領・応募票は市町村立図書館で配布しているほか、
県立図書館のホームページからダウンロードできます。
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皆さんそれぞれの持つテーマに
あった本や情報が豊富にあります。
ぜひご利用ください！
また、カウンターでは調査相談を受
け付けています。お気軽にご相談く
ださい。

図書館
大分県立図書館報
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県民知っ得！情報コーナー

子育て情報コーナー

生きがい・健康づくり情報コーナー
わたしたちの暮らしに直結する大分県の施策・取り組みに
関するコーナーです。環境問題や福祉、医療、介護、防災、就
業、教育、観光などに関する資料・情報があります。

図書 ：約2,400冊
雑誌：16誌

妊娠出産から中学生までの子育てに関する資料・情報を
集めたコーナーです。
家庭教育、防犯、手作り、料理、野外活動などに役立つ資料
で皆さんの子育てを応援します。

県立図書館では、県民の皆さまの課題解決を支援するため、
「県民知っ得！情報コーナー」をはじめ３つの特設コーナーを設置しています。
コーナーには、皆さまの疑問や課題解決の参考となりますよう、関係する行政資料
や新刊の実用書、雑誌、パンフレットなどを多数配置しています。
ぜひ多くの方のご利用をお待ちしています。

図書館
活用

NPOやボランティア活動などの社会参加や定年後の再
チャレンジ、いつまでも元気でいるための健康づくりの参考
となる資料・情報を集めたコーナーです。

図書 ：約2,300冊
雑誌：13誌

図書 ：約9,500冊
雑誌：15誌おすすめ絵本・育児書の

宅配セット貸出も行っています。

シニア世代の元気を応援します！

県民の皆さまを応援します！

夢ライブラリ事業夢ライブラリ事業夢ライブラリ事業

・食品の安全はどうなって
いるのだろう？

・地球温暖化対策への取り組みは？
・地震や風水害への対策は？
・雇用・景気対策は？
・学力向上への取り組みは？

・ＮＰＯ法人のつくり方は？
・ボランティア活動に参加したいが
    どうすればよいか？

・年金の仕組みは
     どうなっているのだろう？

・生活習慣病を予防する食生活は？
・手軽にできる体力づくりの方法は？

・名づけに関する本はないだろうか？
・保育所や児童福祉施設は？
・しつけ・家庭教育は？
・病気・アレルギーへの対処は？
・赤ちゃんの食事の作り方は？

ご 利 用 く だ さ い ♪

子育て情報コーナー

県民知っ得！
    情報コーナー

生きがい・
健康づくり情報コーナー お知らせ

資料整備等に伴う休館について

平成21年11月24日（火）～平成21年12月4日（金）
休 館 期 間

休館中でも本の返却はできます。エントランス横のブックポストをご利用ください。

・図書館から貸し出されていないのに本棚にない
本の調査
・本棚の本をラベルの順番通りに正しい位置に並
び替え（日本十進分類表による）
・古い本の書庫移動と電算データの変更

こんな作業をします。日頃から大分県立図書館をご利用いただき
ありがとうございます。
資料の点検整理等の作業を行うため、上記の
期間中休館させていただきます。
利用者の皆さんには大変ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願いします。
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地元図書館へ返却される方へ（10月～1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、返却処理を行なっています。
下記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、下記日程の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。

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
に手渡しで返却してください。

★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。

『豊後風土記』

”蹶石野（くえいしぬ）　柏原郷の中に在り
同じ天皇、土蜘蛛の賊を伐たむと欲して柏峡
（かしわお）の大野に幸しませり、中に石有り、
長さ六尺、広さ三尺、厚さ一尺五寸あり。天皇
祈ひたまひて、朕此の賊を滅ぼさんには、茲
の石を蹶ば、譬へば柏の葉のごとく挙がるべ
し、とのりたまひ、即ち蹶たまえば、騰がるこ
と柏の葉の如し、因りて蹶石野と曰ふ。”　　

＊この資料では石を蹴った蹶石野は柏
原郷の中だと言っています。その柏原郷で
すが『豊後風土記』には郡（直入郡　なほり
のこほり）の南にありと書かれています。
当時の直入郡の区域は明確ではありませ
んが、直入郡が現竹田市と大きく重なるこ
とはいろいろな資料で述べられています。
直入郡の南は荻町です。『大分県の地名』に
も柏原郷は荻町柏原が遺称地であると書
かれています。

景行天皇大分巡行の折り、石を蹴り上げて
戦勝を祈願したという説話があるがその場所はどこか。Q．

A．
『直入郡全史』

”…この蹶石野の位置については諸説紛々
たるものである。柏峡大野で石を蹶ると柏の
葉の如く騰ると記しゐる点より見れば柏原
郷でなければならぬが物部神、中臣神に戦勝
を祈られたとすれば朽網郷のようである。従
来の史籍には物部神中臣神を祭ってある阿
蘇野村即朽網郷になっている豊後国志。豊後
史蹟考。等も朽網説である…”  （原文のまま）

＊この資料では由布市庄内町阿蘇野が
蹶石野としていますが、柏原郷も否定して
いません。議論の余地があると後述してい
ます。

 『庄内町誌』

＊阿蘇野の中臣神社に蹈石（ほみし…景行
天皇が蹴った石）があると書かれています。

このように天皇が石を蹴った場所のつ
いては定説はないようです。

参考資料
・『豊後風土記』佐藤四信 1980年（K203／SA85）
・『直入郡全史』北村清士 1933年（K265／KI68）
・『庄内町誌』庄内町 1990年（K244／SH96）
・『史蹟名勝天然記念物調査報告書第13輯』大分県　
　 1936年（K709／O34）　
・『大分県の地名』平凡社 1995年（K290／H71）

景行天皇は日本書記によれ
ば第12代の天皇で、有名な倭
武尊（日本武尊・ヤマトタケ
ルノミコト）の父ですが、そ

の実在性には疑問がもたれています。そ
の景行天皇が九州を巡行し、大和政権に
服属しない土蜘蛛たちを討伐したとい
うのがいわゆる景行伝説で、大分県にも
さまざまな伝説が残されています。
質問もその伝説の一つです。
場所について右記資料には次のように
書かれています。

大分県立図書館の
キャッチコピー
● 毎日の暮らしの中に　県立図書館
● 行って見て知って得する　県立図書館
● あなたの身近な相談役　県立図書館

みんなで考えた

大分県立図書館報 第 250 号
発 行 日 平成 21 年 11 月 4 日
発 行 者 大分県立図書館
 大分市大字駄原 587 番地の１
 電話（097）546-9972　FAX（097）-546-9985
 http://library.pref.oita.jp/
印 　 刷 明治印刷株式会社

１０月 １１月 １２月 １月
中津市立小幡記念図書館 ２０（火） ２９（木） １０（火） １７（火） ２０（金） ８（火） １０（木） １８（金） ５（火） １４（木）
豊後高田市立図書館 ２０（火） ２９（木） １０（火） １７（火） ２０（金） ７（月） １０（木） １８（金） ４（月） １４（木）
宇佐市民図書館 ２０（火） ２９（木） １０（火） １７（火） ２０（金） ７（月） １０（木） １８（金） ４（月） １４（木）
姫島村中央公民館図書館 ２２（木） ３０（金） ９（月） １９（木） ２０（金） ７（月） １１（金） ２１（月） ４（月） １２（火）
国東市くにさき図書館 ２２（木） ３０（金） ９（月） １９（木） ２０（金） ７（月） １１（金） ２１（月） ４（月） １２（火）
杵築市立図書館 ２１（水） ２８（水） ４（水） １１（水） １８（水） ２０（金） ７（月） ９（水） １６（水） ２４（木） ６（水） １３（水）
日出町立萬里図書館 ２１（水） ２８（水） ４（水） １１（水） １８（水） ２０（金） ７（月） ９（水） １６（水） ２４（木） ６（水） １３（水）
別府市立図書館 ２１（水） ２８（水） ４（水） １１（水） １８（水） ２０（金） ７（月） ９（水） １６（水） ２４（木） ６（水） １３（水）
臼杵市立臼杵図書館 ２６（月） ５（木） １２（木） ２０（金） ７（月） １４（月） ２５（金） ７（木） １８（月）
津久見市民図書館 ２６（月） ５（木） １２（木） １９（木） ２０（金） ７（月） １４（月） ２４（木） ７（木） １８（月）
由布市立図書館 ２６（月） ５（木） １２（木） ２０（金） ７（月） １４（月） ２５（金） ７（木） １８（月）
佐伯市立佐伯図書館 ２３（金） ２（月） １３（金） ２０（金） ７（月） １５（火） ２２（火） ５（火） １５（金）
豊後大野市中央図書館 ２３（金） ２（月） １３（金） ２０（金） ７（月） １５（火） ２２（火） ５（火） １５（金）
竹田市立図書館 ２３（金） ２（月） １３（金） ２０（金） ７（月） １５（火） ２２（火） ５（火） １５（金）
日田市立淡窓図書館 ２７（火） ６（金） １６（月） ２０（金） ７（月） １７（木） ２５（金） ８（金） １９（火）
玖珠町わらべの館児童図書館 ２７（火） ６（金） １６（月） ２０（金） ７（月） １７（木） ２５（金） ８（金） １９（火）
九重町・図書館 ２７（火） ６（金） １６（月） ２０（金） ７（月） １７（木） ２５（金） ８（金） １９（火）

レファレンス担当者の地 域 情 報 担 当 日 記日 記日 記
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