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受賞者決定!
第５回図書館を使った
調べ学習コンクール調べ学習コンクール

本年は国民読書年本年は国民読書年です。

国民の読書に関する意識を高揚し、読書習慣の定着を目指して

平成20 年の国会で全会一致で採択されたものです。

当館においても皆さんが本を手にするきっかけとなるような催

し物を計画しております。ご期待ください。

県立図書館には100 年を越える歴史で蓄積さ
れた膨大な資料があります。「楽しみ」のための
読書はもちろん、皆さんの暮らしに、仕事に、趣
味に役立つ情報がきっと見つかるものと思いま
す。しばらく本から離れていた方々も「じゃあ、
読もう」とばかりに図書館に寄ってみませんか。
職員一同お待ちしています。
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第５回図書館を使った調べ学習コン
クールの表彰式

が、３月13日（土）に県立図書館視聴
覚ホールで行わ

れました。応募総数821点の中から
選出された23

点と、学校賞を受賞の３校に、教育長
より賞状と記念

品が授与されました。

「国民読書年」にあたって

です。

おめでと
う！

受賞者
の一覧

と

コンク
ールの

詳細

▶２ペ
ージ
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小 学 生 の 部

● グッピー 
    ～わが町別府の外来魚～

工藤　みのり
別府市立別府中央小学校　４年生

中 学 生 の 部

● 動物を救え
甲原　朱音
国東市立武蔵中学校　１年生

高 校 生 の 部

● 視覚障がいについて
沓掛　つくし／伊東　賢哉
江藤　美文／佐藤　悠太
首藤　舞香／冨久　みさと
長野　あや／松下　桃子
大分県立野津高等学校　２年生

一 般 の 部

●「薦（こも）神社とは何なのか」
    ～こもはいかにして八幡神の 
　　　　ご神体となっていったのか～

有田　英樹
中津市

親 子 の 部

● 大友宗麟
武内　七美／武内　智恵美
大分市立春日町小学校　４年生

最優秀賞 優秀賞

小 学 生 の 部

● 日本の食料自給率
⻆　和樹
中津市立三保小学校　５年生

小 学 生 の 部

● これからも続く小鹿田焼き
渡辺　ひろい
日田市立小野小学校　６年生

中 学 生 の 部

● 紫外線の害について
齋藤　有栄子
平松学園　向陽中学校　１年生

● 打ち水について
宮本　有里
平松学園　向陽中学校　１年生

高 校 生 の 部

● ゴミとリサイクル
山本　るりこ
大分県立大分雄城台高等学校　２年生

● 忘れかけていたダイオキシン
鶴丸　貴子
大分県立大分雄城台高等学校　２年生

一 般 の 部

● 邪馬台国と大和王権 
    －両者はどうつながっているか－

山本　勝通　　大分市

● 消費者保護関連法
       （「特定商取引に関する法律」）の法社会学的一考察

中山　和正　　大分市

親 子 の 部

● ばけ学－元素の不思議－
岩本　一希／岩本　真理子
大分市立八幡小学校　５年生

小 学 生 の 部

● 日食について
江藤　春輝
杵築市立杵築小学校　３年生

● 別府温泉　再発見！
佐原　由香
別府市立緑丘小学校　６年生

中 学 生 の 部

● 失われた空中都市 
　「マチュ・ピチュの謎」

帆秋　有見子
大分市立上野ヶ丘中学校　１年生

● 原子爆弾の恐ろしさ 
                       について考える

岩尾　由佳
平松学園　向陽中学校　１年生

高 校 生 の 部

● 食品添加物を知ろう！
豊永　涼華
大分県立大分雄城台高等学校　２年生

●「高齢社会」をむかえるに 
                             あたって

木村　江里
大分県立大分雄城台高等学校　１年生

一 般 の 部

● 金マスから辿る 
　 中津工業高校の歴史 
　－小倉陸軍造兵廠 
　　　　糸口山製造所の残したもの－

藤原　耕　中津市

● なぜ戸次河原の合戦なのか
　－柴田紹安に見る自身の価値ー

　福嶋　祐彦　　大分市

優良賞

中 学 生 の 部

● 大分の名所 
    「別府八湯と地獄めぐり」

江藤　優未
大分市立大分西中学校　２年生

特別賞

小 学 校 の 部

日田市立小野小学校
中 学 校 の 部

大分市立大分西中学校
高 校 の 部

大分県立大分雄城台高等学校

学校表彰（積極的な取組を行った学校が対象）

　今回受賞された方は、821 作品の頂点に立ったわけですが、作品について、もっ

とこうすればよかったとか、さらに、ほかの情報を調べればもっと違う結果になっ

たかも知れないと思うこともあると思います。それこそが、調べ学習の原点なので

す。次へのステップになります。人間は他の動物と違い、一生を通して考え・悩む

ことを失いません。どうか今後も「知的好奇心」を持ち続け、先人の残した資産で

ある数々の情報を使いこなし、「知る喜び」を満足させるようにしてください。

　今年は国民読書年ですが、本はただ読むためのものだけではありません。調べ

物をするための「先人たちの知恵」もたくさんあります。それを提供するのが図

書館なのです。図書館を十分に活用して良い作品を残してください。調べ学習を

通して、文章力も身に付き、それが自分の財産になります。

（いしいやすひろ　別府大学文学部教授兼附属図書館長） 　

受 賞 者 へ の 期 待   石井保廣審査委員長の講評より

図書館を使った
受賞者の皆さん

第５回
平成21年度

調べ学習 作品
と

コンクール
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図書館
ビジネス支援
サービスの 
ご案内
県立図書館はビジネス情報の取得

に役立つ資料、データベースなど

を豊富に備えています。

ぜひご活用ください。

業　界

情　報

◆『業種別業界情報』 
中小企業動向調査会／編著　経営情報出版社　年刊
商・工・サービス業 350 業種のしくみと最新動向が一目
でわかります。巻末に中小企業関連団体・機関一覧を掲載。
◆『業種別審査事典』 
金融財政事情研究会　数年毎に改訂　
全国の金融機関本支店において、融資・審査および営業推
進に役立つ業種別取引事典。 
産業・商品別事典としても利用できます。
◆『TSR情報』 
東京商工リサーチ大分　　週刊
地場産業の動向・分析調査など地域に密着したニュースや
データを掲載。
◆各業界年鑑
一年間の業界の動向や統計などを掲載。『食糧年鑑』『化学
工業年鑑』『水道年鑑』『自動車年鑑』など

企　業

情　報

◆『帝国データバンク会社年鑑』 
帝国データバンク　年刊　　
◆『東商信用録　九州版』 
東京商工リサーチ福岡支社　年刊　
◆『会員社職録』全上場会社版・非上場会社版  
ダイヤモンド社　年刊
◆『会社四季報』 
東洋経済新報社　季刊

統　計

◆大分県
『大分県統計年鑑』『統計オオイタ』
『大分県市町村ハンドブック』など
◆全国の総合統計集

『日本統計年鑑』『統計でみる都道府県のすがた』など
◆各分野の統計集

『全国観光動向』『食生活データブック』『工業統計表』『商
業統計表』『建設統計要覧』『全国物価統計調査報告』　など

法　律 『現行日本法規』（加除式）『六法全書』のほか、各分野の
法律集があります。『判例タイムズ』『判例時報』も所蔵。

政府白書 政府が発表する行政、経済、国民生活、教育などの各分野
に関する公式報告書。

地　図 ゼンリン住宅地図（県内のみ）、全国道路地図、地形図、海図、
空中写真など

官　報 明治�6年発行の第１号から所蔵。日付が不明の場合はデー
タベース「官報情報検索サービス」で検索できます。

市町村報 県内市町村発行の広報誌。バックナンバーも所蔵。

電話帳 全国のものを所蔵（最新版）。大分県内分は旧版も所蔵。

皆さまのビジネスをサポートします！

中小企業診断協会大分県支部の
御協力により、無料経営相談会
を計画しております。
詳しくは当館ホームページ
http://library.pref.oita.jp/ を
ご覧ください。

経営者の方
起業をお考えの方
経営者の方
起業をお考えの方

図書館
大分県立図書館報
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New!
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijkl

mnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvw

xyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghi

jklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstu

vwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef

ghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopq

rstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzab

cdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmn

opqrstuvwxyz

新　聞 一般紙（大分合同新聞、主要全国紙）、専門紙（大分建設新聞、
日刊工業新聞、日経流通新聞など）70 紙

雑　誌 ビジネス関係総合誌、専門誌、起業・独立関係誌など約
�,700 タイトル

データ

ベース

＊調査相談・地域情報室で利用できます。
・朝日新聞記事検索聞蔵Ⅱビジュアル（�945 年～）
・日経テレコン２１
　（�975 年～ 日経 4 紙の記事 / 企業情報など）
・官報情報検索サービス（�947 年 5 月 3 日～ 全文）
・ＭＡＧＡＺＩＮＥＰＬＵＳ（�945 年～雑誌・紀要見出）
・判例体系（�890 年（明治 �3 年）以降の各裁判所の判例）

無料検索サービス　プリントアウト１枚 �0 円

法改正、新技術、業界動向、時

事問題などについては、図書と

してまとまる前に雑誌、新聞か

ら情報が得られることがよくあ

ります。また、データベース検

索により、掲載号が特定できる

ものもあります。

最新情報を手に入れるには・・・

レファレンスサービスをご利用ください
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。

これまでにお受けした質問の一例

ホームページをご覧ください
これまでにお受けした質問の例『レファレンス事例集』
のほか、各分野の調べ方を案内したリーフレット『テー
マ別調べ方ガイド』、インターネットで情報を探す際
に役立つサイトを集めた『情報探索のためのリンク集』

『ビジネス情報リンク集』を掲載しています。

それでも必要な情報が手に入らないときは・・・
県内外の他の図書館等から、図書やコピーを取り寄せることができます。ご相談ください。（一部有料）

詳しくは 
県立図書館　調査相談担当
TEL 097-546-9971
FAX 097-546-9985
ホームページ
http:// l ibrary.pref.oita.jp/

（メールでのレファレンスはこちらからどうぞ）

一般的な質問は調査相談カウンター
で、大分県に関する事は地域情報カ
ウンターで受け付けしています。
電話、FAX、メールでも結構です。
お気軽にご相談ください。

資料探しのお手伝い

プレゼンテーション
の参考となる本

会社で行う式典の
運営についての本

「明るい職場と人づくり」
というテーマの本を紹介
してほしい。

妊婦の行政や産業界へのニーズ
を調べている。行政の対応など
詳しいデータの載っている本や
雑誌がないか。

ＮＰＯ団体への活動資金
助成にどのようなものが
あるか知りたい。

緑茶飲料の市場に
ついての統計資料
がないか

クリーニング店の開業
や経営について必要な
ことを知りたい・・・

No.251 http://library.pref.oita.jp/
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図書館利用
マナーアップ運動
図書館マナーを守ることは、少しも難しいことではありません。
一人ひとりが少し気をつけることで、みんなが気持ちよく
図書館を利用することができます。
これを機会にもう一度、自分の図書館マナーを見直してみましょう！

1 返却期限を守りましょう

図書館資料は個人のものではあ
りません。みんなで利用するも
のです。資料を借りたときに、
返却期限をしっかりチェックし
守りましょう。

お互い気持ちよく図書館を利用しましょう！

4 館内では静かに

図書館では多くの方が真剣に資
料を読んだり、考え事をしてい
ます。原則は「静粛！」です。
また、館内を駆ける人がたまに
いますが、周りの迷惑です。危
険でもありますので館内では走
らないでください。

5 携帯電話は禁止です

電源を切るかマナーモードにし
ましょう。

6 飲食は禁止です

飲食をする方は食事室かレスト
ランを利用してください。

2 図書館資料は大切に

図書館資料は県民の共有財産です。
そして、未来の人たちの財産でも
あります。アンダーラインや書込
みは絶対にしないでください。
資料を汚損・破損・紛失した場合
は弁償していただきます。

3 読み終わった資料は元の場所に

図書館の資料は、背表紙の下に貼
られているラベル（請求記号）の
順に書架に並んでいます。それを
頼りに探す方もいます。
借りない資料は元の場所にお返しく
ださい。場所が分からないときはお
近くの返本台にお返しください。

視聴覚ホール 
  おたのしみ広場

４／ 24土 13:30 ～
うたとおはなし、 
楽しいパネルシアター！

４／ 25日 13:30 ～
人形劇「金の斧と銀の斧」
視聴覚ホール

なまえ絵本の広場
思い出の写真や絵を使った
オリジナル絵本をつくろう！

４／ 25日 10:00 ～
第２・３研修室
※事前申込みが必要です

図書館たんけんの広場
ふだん入れない場所を 
たんけんしよう！

４／ 24土 10:00 ～
４／ 25日 15:00 ～
登録カウンター前出発

科学あそびの広場
音であそぼう！
 「オカリナちゃん」

４／ 24土 15:00 ～
第２・３研修室

そよかぜ げんき広場のお知らせ
「子ども読書の日」の４月 23 日から 25 日の３日間、
「そよかぜげんき広場」を開催します。親子で楽しめるイベントに是非ご参加ください。

みなさんの御協力を
おねがいします。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

アニメ映画の広場 ４／ 25日 15:30 ～
視聴覚ホール

おはなしの広場 ４／ 24土 11:00 ～
子ども室

クイズの広場 期間中の９:00 ～ 17:00
子ども室（5/12 まで実施）

おりがみの広場

４/23金 11:00～/15:00～
子ども室
４/25日 15:00 ～
第２・３研修室

仕掛け絵本・
外国絵本の広場

期間中の 10:00 ～ 14:00
２Ｆホール

ß詳細は当館ホームページをご覧ください。

図書館
大分県立図書館報
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「ジャス１４を見たい」と利用者
が来られました。とっさに「日本農
林規格ですか？」とお尋ねすると
「ジャス１４はカーテンウォール工
事に関するものらしい」と言われま
す。どうも日本農林規格ではなさそ
うです。日本農林規格とは、『農林
物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律』（JAS 法）に基づく、
農・林・水・畜産物およびその加工
品の品質保証の規格で、英語名称が 
Japanese Agricultural Standard 
であるため、JAS（ジャス）と省略
され、その規格は JAS 規格（ジャ
スきかく）と呼ばれています。ジャ
スはジャスでもカーテンウォール工
事は農林物資ではありません。

当館の検索システムで「JAS」を
引くとこの日本農林規格の情報しか
でてきません。手法を変えて「カー
テンウォール工事」という単語で検
索してみると『建築工事標準仕様

４月 ５月 ６月
中津市立小幡記念図書館 ２（金） ９（金） 20（火） 28（水） 14（金） 25（火） ４（金） 15（火） 23（水） 30（水）
豊後高田市立図書館 ２（金） ９（金） 20（火） 30（金） 14（金） 25（火） ４（金） 15（火） 23（水） 30（水）
宇佐市民図書館 ２（金） ９（金） 20（火） 28（水） 14（金） 25（火） ４（金） 15（火） 25（金） 30（水）
姫島村中央公民館図書館 ６（火） 14（水） 26（月） 11（火） 19（水） 31（月） ７（月） 16（水） 24（木）
国東市くにさき図書館 ６（火） 14（水） 26（月） 11（火） 19（水） 31（月） ７（月） 16（水） 25（金）
杵築市立図書館 ６（火） 14（水） 26（月） 11（火） 19（水） 31（月） ７（月） 16（水） 25（金）
日出町立萬里図書館 １（木） ８（木） 15（木） 22（木） 27（火） ６（木） 13（木） 20（木） 27（木） ３（木） 11（金） 17（木） 24（木）
別府市立図書館 １（木） ８（木） 15（木） 22（木） 27（火） ６（木） 13（木） 20（木） 27（木） ３（木） 10（木） 17（木） 23（水）
臼杵市立臼杵図書館 13（火） 19（月） 10（月） 17（月） 28（金） ２（水） ８（火） 14（月） 22（火）
津久見市民図書館 13（火） 19（月） 10（月） 17（月） 27（木） ２（水） ８（火） 14（月） 22（火）
由布市立図書館 １（木） ８（木） 15（木） 22（木） 27（火） ６（木） 13（木） 20（木） 28（金） ３（木） 11（金） 17（木） 24（木）
佐伯市立佐伯図書館 12（月） 19（月） 10（月） 17（月） 26（水） ２（水） ８（火） 14（月） 22（火）
豊後大野市中央図書館 ７（水） 16（金） 23（金） 30（金） 12（水） 21（金） １（火） 10（木） 21（水） 28（月）
竹田市立図書館 ７（水） 16（金） 23（金） 30（金） 12（水） 21（金） １（火） 10（木） 21（水） 28（月）
日田市立淡窓図書館 ５（月） 12（月） 21（水） ７（金） 18（火） 24（月） 28（金） ９（水） 18（金） 29（火）
玖珠町わらべの館児童図書館 ５（月） 13（火） 21（水） ７（金） 18（火） 24（月） 26（水） ９（水） 18（金） 29（火）
九重町・図書館 ５（月） 12（月） 21（水） ７（金） 18（火） 24（月） 26（水） ９（水） 18（金） 29（火）

地元図書館へ返却される方へ（4月～6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。

★ブックポストへは返却できません。

レファレンス担当者の調 査 相 談 担 当 日 記日 記日 記
書・同解説　JASS�4』という情報
がでてきました。副書名が「カーテ
ンウォール工事」となっています。
利用者のお求めは JAS ではなくて
JASS だったようです。
『建築工事標準仕様書・同解説』も

略称でジャス「JASS（Japanese 
Architectural Standard Specifi-
cation）」といい、こちらは日本建
築学会が建築工事の品質の確保・向
上・合理化を目的として定めた標準
書です。仕様書と解説書とからなり
民間建築工事の原点とも言われてい
るものです。

JASS �：一般共通事項
JASS �：仮設工事

（中略）
JASS�4：カーテンウォール工事

（後略）

というように現在２７冊が発行され

ています。
お 探 し の『JASS�4： カ ー テ ン

ウォール工事』は、�985 年に初版
が発行され �996 年と �003 年に改
訂版が出ています。どれも当館には
所蔵がありません。そこで大学横断
検索で調べたところ、最新版が日本
文理大学図書館に所蔵されているこ
とが分かり、そちらを紹介しました。

参考までに、戦前から �963 年ま
でに刊行されたものは日本建築学会
のホームページ上で見ることができ
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
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大分県立図書館報 第 251 号
発 行 日 平成 22 年３月 30 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

JAS?
JAS S?

6　Oita Prefectural Library Report


