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自宅まで
県図書の本が届く！？
宅配便や郵便を使って、県図書の本を御自
宅などにお届けするサービスがあるのをご存
じでしたか？
４月からグンとパワーアップします！

講師を派遣します。
県立図書館が費用を負担して、研修会や講
演会に講師（子ども読書推進員）を派遣し
ます。回数に限りがありますので申込みは
お早めに。

ビジネスにも
お役に立ちます
ビジネスパースンのための資料をそろえてい
るのはもちろん、経営や就職に関する相談
会も行っています。図書館は本を読むだけ
じゃもったいないですよ。

４月 23日は子ども読書の日
そよかぜげんき広場
４月 23日（土）と24日（日）の２日間、
親子で楽しめるイベントをたくさん行いま
す。今からカレンダーにチェックを！

平成 23 年２月 19 日
第６回図書館を使った調べ学習コンクール
表彰式・作品発表会を行いました。

受賞者の一覧→２ページ

休館にご協力いただき
ありがとうございました

県立図書館では、平成 23 年１月
24日から２月11日までの 19日
間休館し、資料の整備と電算シス
テムの更新をしました。

長期の休館で利用者の皆様にはご
不便をおかけしました。ご協力に
感謝いたします。

子どもの読書に関する研修会や講演会に

→ 3 ページをご覧ください → 2 ページをご覧ください

→ 4 ページをご覧ください→ 3 ページをご覧ください

利用のご案内	 開館時間 平 　日 9:00～ 20:00　
  土・日・祝日 9:00～ 17:00
 休館日 毎週月曜日（月曜日が祝日のときはその翌日）

大分県立図書館　
〒870-0814　大分市大字駄原 587-1　
電　話 097-546-9972　ＦＡＸ 097-546-9985
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賞 部門 氏　　名（ふりがな） テーマ 学　校　名　・　学　年　

最
優
秀

小学生の部 二宮　稀子（にのみや きこ） 日出に豊臣の子孫あり 別府市立朝日小学校５年

中学生の部 甲斐　彩奈（かい あやな） 脳を元気に！ 大分市立上野ヶ丘中学校３年

高校生の部 岡田　俊輝（おかだ としき） 体づくりについて 大分県立別府鶴見丘高等学校３年

優
秀

小学生の部
工藤　みのり（くどう みのり） ベルベルって何？ 別府市立別府中央小学校５年

武内　七美（たけうち ななみ） 見せることのできる杉の木 大分市立春日町小学校５年

中学生の部
柴田　岬季（しばた みさき） 番匠川の水と生物 佐伯市立大入島中学校１年

岩尾　満里奈（いわお まりな） 筑後軌道 日田市立三隈中学校２年

高校生の部
大西　菜緒（おおにし なお） 食の安全 大分県立大分雄城台高等学校１年

堀岡　春香（ほりおか はるか） 皆が暮らしやすい社会 大分県立大分雄城台高等学校１年

優
良

小学生の部
⻆　和樹（すみ かずき） リモコン調べ 中津市立三保小学校６年

寺西　千鶴（てらにし ちづる）
道下　千智（みちした ちさと）

中津・耶馬溪・津民
ここに一つだけ　これが最初 ここが日本一 中津市立津民小学校６年

中学生の部
阿南　志織（あなん しおり） 人間にとっての色 平松学園　向陽中学校２年

園田　理沙（そのだ りさ） 噛む力と運動能力の関係 平松学園　向陽中学校２年

高校生の部

近藤　麻美（こんどう あさみ）
小夜　 悠（さよ はるか）

私たちが考える
“みなと街：佐伯” の魅力 大分県立佐伯豊南高等学校１年

齋藤　絢香（さいとう あやか）
小田　 楓（おだ かえで）
田川　佳奈絵（たがわ かなえ）
渡邉　光翼（わたなべ ひかる）

認知症 大分県立大分南高等学校３年

特別賞 中学生の部 伊東　花乃（いとう はるの） 郷土料理～日田メニュー～ 日田市立三隈中学校２年

親子奨励賞 小学生の部 上野　　耀（うえの ひかる）
上野　喜句子（うえの きくこ） さとうのひみつ 宇佐市立長洲小学校４年

学校賞
小学校の部 該当校なし
中学校の部 佐伯市立大入島中学校
高校校の部 大分県立大分雄城台高等学校

子どもの読書に関する研修会や講演会に

子ども読書推進員（講師）を派遣します

子ども読書支援センター（県立図書館内）
電話０９７-５４６-９９７２
（受付時間：土・日・祝日を除く開館日の９時～ 17時）

○受付開始　平成 23年４月 26日（火）
　　まずは、下記まで電話でご相談下さい。

子どもに本を手わたすための専門的な知識や読み聞かせ等の経験豊富な推進員を講師として紹介します。

※詳細については、県立図書館ホームページまたは館内のチラシをご覧ください。

研修テーマの例
○子どもと読書についての基本的な研修
・子どもの成長と読書 ・学校での読書活動
・子どもを取り巻く環境と読書 ・読み聞かせのすすめ
・子どもにとってなぜ本が大切なのか ・子どもの本の選び方　他

○実演を交えた実践的な研修
・読み聞かせ ・ストーリーテリング
・ブックトーク（本の紹介）・科学絵本・科学読み物と科学あそび
・紙芝居 ・赤ちゃん絵本やわらべうた　　他

○対　　象 教職員、PTA団体、読み聞かせグループ等
○回　　数 40回（１団体につき年１回・１名）

（予定回数に達した時点で受付を終了します）

○受付開始 平成 23年４月 20日（水）

〈申込み・問合わせ先〉

平成 23年２月 19日（土）、県立図書館視聴覚ホールにおいて、「第６回図書
館を使った調べ学習コンクール」の表彰式と作品発表会が行われました。
今回は県内の児童・生徒から577点の作品が応募され、１月 24日の最終審査
で下表のとおり、各部門の入賞者を決定しました。
各部門で最優秀賞及び優秀賞に選ばれた作品は、全国コンクールに大分県代表
として出品されます。

第６回図書館を使った
調べ学習コンクール審査結果
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利 用 で きる方
県内在住で、重い障がいのため県立図書館へ来
るのが難しい方で以下の要件を満たす方
①身体障害者手帳をお持ちの方で次に該当される方
●視覚１・２級　●両下肢、体幹、移動機能1・２級
●心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸１・３級　
●免疫１～３級

②介護保険法による介護保険被保険者証をお持ちの
方のうち要介護状態が「５」の方
③療育手帳をお持ちの方で程度が「Ａ」の方

利用できる資料 県立図書館の資料全て。ただし館外利用のでき
ないものを除きます。

利 用 で きる方 県内在住の方

利用できる資料 読みやすい「大活字本」などを３～10冊の 
セットにし、全部で 40セット用意しました。

○貸出冊数、貸出期間
１回４セットまで貸出期間 30日以内 
（宅配に要する期間を含みます）

○利用のしかた
①ホームページなどでセットの内容を確認してください。
②貸出申込みはホームページから様式をダウンロードして、
郵便、ファクシミリ、電話、メールでお申込みください。
資料利用券をお持ちでない方も利用できます。

○宅配料金等
①貸出 着払いで発送しますので、お届けの際に 360円

を宅配業者にお支払いください。
②返却 同封の伝票で返送（料金 640円）してください。

県立図書館へ直接返却することもできます。最
寄りの市町村立図書館へ持ち込み返却もできま
すが、その際は返却日にご注意ください。

いつでも、どこでも、誰でも
読みたい本をお届けします

障がい者向け宅配サービス

高齢者向け宅配サービス

おすすめ絵本・育児書の宅配セット貸出

　　　図書館はビジネス情報も満載です

○返却期限を守りましょう 延滞となっている資料がある場合、新
たな貸出はできません。

○図書館資料は大切に 資料を汚損・破損・紛失した場合は弁
償していただきます。

○読み終わった資料は 
　元の場所に

返却場所が分からなくなったときは「返
本台」か職員までお願いします。

○館内ではお静かに 皆さんが思う以上に声や音は響きます。

○携帯電話は禁止です 電源を切るかマナーモードに、また通
話は館外でお願いします。

○飲食は禁止です １Ｆ食事室をご利用下さい。また２Ｆに
はレストランがあります。

利 用 で きる方 県内在住の方

利用できる資料 人気の育児書やおすすめの絵本など５冊をセット
にし、全部で 99セット用意しています。

このほかにも、県立図書館の蔵書を、市町村立図書館を通じて貸出、返却することができます。
詳しくは県立図書館（電話０９７-５４６-９９７２）または最寄りの市町村の図書館にお尋ねください。

また図書館資料やインターネットを使っての情報探索のお手伝い
も行っています。お気軽に職員に声をおかけください。
また、関係機関のご協力をいただき各種の相談会も実施しています。

中小企業診断士による経営無料相談会
毎月第２日曜日　13：30～16：30
日本政策金融公庫職員による資金調達に関する相談も受け付けています。

ジョブカフェおおいた出張就職相談会（5月から開催予定）
毎月第３水曜日　13：00～16：00

問い合わせ先 大分県立図書館　調査相談カウンター
	 電	話	０９７-５４６-９９７２㈹

図書館利用
マナーアップのお願い
図書館は公共の場所です。いま一度、
ご自分の図書館マナーを見直してみませんか？

○貸出冊数、貸出期間
一人５冊以内、貸出期間 30日以内 
（宅配に要する期間を含みます）

○利用のしかた
①「宅配貸出サービス利用申請書」に必要な証明書のコ
ピーを添えて、郵便、ファクシミリまたは来館のうえ県立図
書館にお申込みください。資料利用券（貸出カード）を
発行します。（代理の方でも申請できます）
②「宅配貸出サービス資料借受申込書」に記入し、郵便、
ファクシミリ、電話、メールでお申込みください。

○宅配料金等
県立図書館が負担しますので、貸出時・返却時とも無料で
利用できます。

H23
4/1より
受付開始

H23/5より

開始予定

好評
貸出し中

官報、日経テレコン、政府白書、各種統計集、ＴＳＲ情報、
住宅地図、全国の電話帳・・・図書館には全てあります !!
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そよかぜ げんき広場
子どもの読書週間イベント

開催時刻や参加方法などは館内のチラシ・
ポスター、ホームページでご確認ください。チェック

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

「キリンビール」の生みの親は誰？
キリンビールの前身であるジャパン・ブルワリーが初めて「キリンビール」と名付けたビー
ルを世に出したのは、1888（明治 21）年のことである。
当時、ジャパン・ブルワリーの株主の一人であった三菱の「大番頭」荘田平五郎が西洋

から輸入されてくるビールには狼や猫などの動物を描いたラベルが多かったことから「東洋
の霊獣・麒麟を商標にしよう」と考えたといわれる。
このことから、この明治を代表する実業家こそが、その後、現在に至るまで 100年以
上続くブランド、キリンビールの生みの親と言われるゆえんである。
荘田は大変なアルコール好きで「あまり比類のない豪酒家」と膾

かいしゃ

炙されていた。その酒
は、常に陽気で歓談に興じ、まことに「よき」酒であった。
また、ひとたび飲み始めると宴席が長引いても決して中座せず、酔いが回っても決して
態度を乱すことがなかった。
そんな荘田についたニックネームが「箸箱」。同じ量をずっと飲み続ける様子が四角 くて
長い「箸箱」にたとえられたのである。
ビールのラベルの発案に至ったのも、このような荘田のアルコールに対する思い入れ（哲
学）が高じてのものだったかもしれない。
荘田平五郎（1847～1922）は臼杵市の出身。ふるさと臼杵を愛し、1918（大正７）

年に臼杵図書館の建物を寄贈。この建物は民俗資料館として利用された後、2003（平
成 15）年からは「臼杵市立臼杵図書館附属荘田平五郎記念こども図書館」となり現在も
臼杵の子どもたちに親しまれている。

　（参考文献） 『荘田平五郎』K289　SH95
 『人物で読む日本経済史』K332　SH99
 臼杵市ホームページ
  http://www2.city.usuki.oita.jp/kyoiku/mamoru/kodomokodomotosyo.htm

レファレンス担当者の
調 査 相 談 担 当

日 記
４月 23 日（土）

紙芝居の広場
てづくり絵本の広場
４月 24 日（日）

視聴覚ホールお楽しみ広場
人形劇「したきりすずめ」
その他に
● クイズの広場　● 仕掛け絵本　
● 外国絵本の広場● おはなしの広場
● アニメ映画の広場　● 図書館たんけんの広場　　　
　　　　　　　　　　　　　　等を行います。

大分県立図書館報	第 255 号
発行日 平成 23 年 3 月 28 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:// l ibrary.pref.oita.jp/
印　刷 明治印刷株式会社

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・室のにカウンターへ返却してください。
原則として、下記日程の 4日後（4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。

地元図書館へ返却される方へ（4月～6月分）


