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今 月 の テ ー マ

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 毎月第１・第３・第５月曜日
  月曜日が祝日のときのその翌日

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

読書の秋・サイエンス＆エンジニアリングへの招待

湯布院町（現由布市）湯平
No.72　昭和 52（1977）年１月号掲載
種田山頭火「あの山越えて－山頭火行乞記－」
　　　　　　　　　潮文社　昭和 44（1969）年刊
「此温泉はほんたうに気に入った、山もよく水もよい、湯は勿
論よい、宿もよい、といふ訳で、よく飲んでよく食べてよく
寝た、ほんたうによい一夜だった。ここの湯は熱くて豊かだ、
浴して気持ちがよく飲んでもうまい」

大分文学散歩（復刻第 2回）

「大分文学散歩」は、県内各地の文学の舞台を訪ねたコーナーで、

昭和 47（1972）年４月から 50 回にわたって、本紙に掲載されました。

大分県立図書館
 文化講演会のお知らせ
大分文学散歩

→ 1ページをご覧ください　　　

読書の秋・サイエンス＆
 エンジニアリングへの招待

→ 2ページをご覧ください

読書週間行事のお知らせ

→ 3ページをご覧ください

配送カレンダー
レファレンス担当者の日記

（調査相談担当）

→４ページをご覧ください

→ 1ページをご覧ください　　　

→ 2ページをご覧ください

→ 3ページをご覧ください

→４ページをご覧ください

「常識をリセット!」　
→見開き中面をご覧ください。→見開き中面をご覧ください。

大分県立図書館文化講演会のお知らせ
みなさんは世の常識を疑ったことがありますか？
生命科学、分子生物学の第一人者で、
理数教育に関する著書もある、
東京大学大学院の正木春彦教授による講演会です。
理系を自認する方、理系の道を目指す方だけでなく、
「理数系はどうも……」という方にも
ぜひ聞いていただきたい “目からウロコ” の内容です。

■日 時 平成 24年 10月 27日（土曜日） 10:00～ 12:00（開場９:30）
■会 場 県立図書館２Ｆ視聴覚ホール
■対 象 一般の方（中学生以上）・定員 200名
■参加費 無料

事前の申し込みは不要です。直接会場におこしください。

 お問い合せ先：大分県立図書館　企画・資料課　097-546-9978

上の写真は昭和 52 年当時、下が現在
の湯平温泉通りの様子です。上写真手
前に見える商店は現在も営業してお
り、風情のある温泉街の姿は当時とほ
とんど変わっていません。
石畳の手前には平成 16 年に開催され
た「全国山頭火フォーラム」を記念す
る記念碑があり、冒頭の文が刻まれて
います。

No.72で紹介した「あの山越えて」は 915.6/TA86/（書庫・職員まで）
のほか、山頭火著作集１　K911.3/O69/（地域情報室）、918.68/ ﾀﾈ /1
でも読むことができます。

【休館のお知らせ】　11月 26日（月）から 12月５日（水）までは資料整備のために休館します。
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科学ってかっこいい？
理系の子 ～高校生科学オリンピックの青春
ジュディ・ダットン /著、横山啓明 /訳  
 文藝春秋（407/2012/、２F一般資料室）

「科学のオリンピック」というと堅苦しい内容かと思い込んでいまし
たが、この本は、突如ハンセン病にかかってもめげることなく、周囲
の病気への偏見をもはね返して友人とらい菌の研究をはじめた少女の
話や、幼少時に言語障害があり内気だった少年が画期的な発明をし、
やがて人生までもが変わっていくといった、熱く、泣いて感動できる
青春ドラマでした。
著者も述べているように「科学ってかっこいい！！」と感じる本です。

ご冗談でしょう、ファインマンさん（岩波現代文庫） 
リチャード・フィリップス・ファインマン /著、大貫昌子 /訳
 岩波書店（文庫 /43/フ、２F文庫コーナー）

1965年にノーベル物理学賞を朝永振一郎らとともに受賞した物理学
者の自伝（というより抱腹絶倒の逸話集）。
続編の「困ります、ファインマンさん」「聞かせてよ、ファインマンさん」
も所蔵してます。

わたしもファラデー ～たのしい科学の発見物語
板倉聖宣 /著　仮説社（427/2003/、2F子ども室）

小学校しか出ていないのに、現代ならノーベル賞者の大発見や発明を
いくつもしたファラデー。
その魅力的な半生をいきいきと描いています。

統計学を拓いた異才たち 
　　～経験則から科学へ進展した一世紀
デイヴィッド・サルツブルグ /著　竹内惠行・熊谷悦生 /訳 
 日本経済新聞社（417/2006/、２Ｆ一般資料室）

原題は The lady tasting tea（茶をテイスティングする婦人）。
個人の感覚や経験頼みから “科学” として確立するまでの話ですが、
どの統計学者も変人（失礼）であまり付き合いたくない人ばかりです。

何事も観察から
空の名前 
高橋健司 /写真・文角川書店（451/99/、２Ｆ一般資料室）

宙（ソラ）の名前 
林完次 /写真・文角川書店（440/99/。２Ｆ一般資料室）

日中の空と夜間の宙に関する名称を美しい写真とともに紹介する “歳
時記風天気図鑑” “歳時記風天体図鑑” です。

ファーブル昆虫記 
 ジャン =アンリ・ファーブル /著

「観察」といえば、これをはずすわけにはいきません。
一般向けは完訳版が現在刊行中（全 10巻 20冊中、現在 15冊刊行
済み）。486/2005/1～ 8上・下（2F一般資料室）
児童向けは 486/91/（2F子ども室）に所蔵してます。

雪の結晶～小さな神秘の世界
ケン・リブレクト /著　矢野真千子 /訳
 河出書房新社（451.6/2008/、２Ｆ一般資料室）

中谷宇吉郎随筆集
中谷宇吉郎 /著　岩波書店（914.6/ ﾅｶ /、２Ｆ一般資料室）

雪の結晶を見てしまうと、その神秘性に引きつけられてしまうようで
す。上は 250枚以上の写真を掲載した写真集で、観察方法も収録し
てます。
下は昭和 11年に人工雪の製作に世界で初めて成功した物理学者の随
筆集。師である寺田寅彦と同じく、科学を一般の人々に分かりやすく
伝える随筆を多数残しています。

読書の秋 サイエンス＆エンジニアリングへの招待
とかく理科学・工学の本は専門的でとっつきにくいものと思ってしまいがちです。
そこで今回は、県立図書館職員がすすめる「気楽に読めて面白い」科学・工学の本を紹介します。
あわせて文化講演会に講師でおいでいただく東京大学の正木教授にもおすすめの本を紹介いただきました。
今年の秋はいつもとは違う分野の本にチャレンジしてみませんか。

「著者は 10年ほど前に亡くなったハーバードの古生物学者で、カンブリア紀初
期に動物が爆発的に多様化した話題から、進化の大ストーリーを描いてみせた。
個々の解釈にはその後反論も出ているが、物の見方を変えるインパクトは大きい。
あり得た多様なデザインの大部分が消滅し、残ったものが多様性を広げてきたと
いう進化の新しい見方は、人間の歴史の一回性や、タンパク質分子のデザインに
も通じると思う。彼は膨大なエッセイを著し、早川書房から出ている「ダーウィ
ン以来」など多数の連作は非常に刺激的。」

◆図書館職員がおすすめする科学・工学の本

グールド（Stephen Jay Gould）は1941
年ニューヨーク生まれ。1982年から癌と
たたかい2002年５月肺腺腫で死亡。正木
教授が書かれているように「ダーウィン以
来」から最終作の「ぼくは上陸している」
まで、エッセイ集だけで10作品（しかも
各作品とも上下巻組で各 300ページを越
える分量あります）出版されています（全
作品所蔵があります。一部はハヤカワ NF
文庫としても所蔵してます）。

ワンダフル・ライフ 
  ～バージェス頁岩と生物進化の物語
スティーブン・ジェイ・グールド /著 
 渡辺政隆 /訳　早川書店（457.8/93/、１Ｆ公開書庫）

◆正木教授がおすすめる科学の本
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イベントに関するお問い合せ
大分県立図書館　企画・資料課
097-546-9978

読書週間行事のお知らせ
10月27日（土）～11月９日（金）は
2012 第 66回読書週間です。
本年度のテーマは「ホントノキズナ」。
県立図書館でもこの期間を中心にさまざまなイベントを
開催します。ぜひご来館ください。

文化講演会
10月27日（土）
常識をリセット ! 微生物からみた生物多様性
東京大学大学院正木春彦教授講演会

 →１ページをご覧ください。

公開講座
11月6日（火）
「書簡にみる教聖廣瀬淡窓の素顔」
大分の生んだ偉大な儒学者であり教育家であり詩人、
廣瀬淡窓について、最新の研究結果をお話しいただきます。

講 師：県立先哲史料館主幹研究員大野雅之
日 時：11月６日（火）13:00～ 14:30
会 場：図書館２F視聴覚ホール
参加・申込方法は当館ホームページ及び館内のチラシ等で
お知らせします。

名画上映会「県図書クラシックシアター」
11月3日（土・祝）10:00～
シャレード 1963アメリカ、113分
Ｏ・ヘップバーン主演のサスペンス

11月４日（日）10:00～
道　1954イタリア、104分
Ｆ・フェリーニ監督の不朽の名作

入場無料・事前の申し込みも不要です
（直接会場におこしください）

アニメ映画上映会「県図書アニメシアター」
10月28日（日）14:00～
かいじゅうになった女の子
11月3日（土・祝）14:00～
ジャングル大帝　友情編・上
10月28日（日）14:00～
ジャングル大帝　友情編・下
入場無料・事前の申し込みも不要です
（直接会場におこしください）

読書が一層面白くなる
輪切り図鑑　大帆船   
～トラファルガーの海戦をたたかった 
    イギリスの軍艦の内部を見る
Ｓ・ビースティー /画、Ｒ・プラット /文、北森俊行 /訳
岩波書店 （552 .7/94/、１F公開書庫のほか、 

子ども室『のりもの』コーナーにも所蔵あり）

18世紀の帆船の構造だけでなく、当時の士官や水夫たちの船上での生
活も知ることができるので、海洋冒険小説を読む時にも役に立ちます。
ほかにも有名な建物や乗り物を輪切りにしたシリーズがあります。

天文方と陰陽道（日本史リブレット）
林淳 /著　山川出版社（449.8/2006、２Ｆ一般資料室）

ニッポンのサイズ～身体ではかる尺貫法
石川英輔 /著　淡公社（609/2003/、2F一般資料室）

暦を知らずして歴史物を読んでもピンとこないはず。さらに坪・尺・
貫・匁などの単位を分からずして、現代以前の資料を理解するのも困
難なはず。
前者は定評あるシリーズで安心しておすすめできます。
後者の著者は江戸風俗研究家としても有名ですが、元々は写真製版の
会社経営者で、数学の入門書も著しています。

こんな本はいかがでしょう
暗号解読
ロゼッタストーンから量子暗号まで
サイモン・シン /著　新潮社（809.7/2001/、２Ｆ一般資料室）

暗号化技術は現代の我々の暮らしに欠かせないものになっています。
暗号の歴史と数学を駆使してつくられている現代の暗号を知ることの
できる一冊です。

ものづくりの寓話
和田一夫 /著　名古屋大学出版会（509.6/2009/、２Ｆ一般資料室）

学校で習ったのは、「フォード生産システム」＝「コンベヤ流れ作業
による大量生産」。でも本当は・・・

エンザロ村のかまど
さくまゆみこ /文　沢田としき /絵 
 福音館書店（333/2009/、２Ｆ子ども室）

ケニアの村に日本の「かまど」と「わらぞうり」を持ち込んだらどう
なるか！？

新・原子炉お節介学入門
柴田俊一 /著　一宮事務所（539.3/2005/、２Ｆ一般資料室）

反対派も推進派も一度読んでください。科学者・技術者の矜恃という
ものを考えされられる好著です。

進化する電池の仕組み（サイエンス・アイ新書） 
 乾電池から未来型太陽電池まで
箕浦秀樹 /著　ソフトバンククリエイティブ 
 （572.1/2006/、２Ｆ一般資料室）

現代社会において、電池は不可欠の存在。そんな電池の原理、歴史、
種類、簡単な実験等々を科学、物理、環境視点などからわかりやすく
解説。文系・理系、高校生・大学生・社会人を問わず読める著書です。

科学読物ブックリスト
－大分県立図書館理数系推薦図書リスト－
小・中学生に（もちろん大人にも）読んでも
らいたい本を 152点収録。県立図書館ホー
ムページからダウンロードできます。

番  

外
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　「探している本が県立図書館にはないんですが。」といった相
談をよく受けます。そういった時に紹介するのが「相互貸借」
です。
　図書館同士がお互いの所蔵している本を貸し借りする仕組み
（サービス）のことを、図書館では「相互貸借」（そうごたいしゃ
く）と呼んでいます。
　図書館はたくさんの本を所蔵していますが、一つの図書館が
あらゆる分野の本を全て所蔵しているわけではありません。Ａ
の図書館には所蔵していない本でも、Ｂの図書館なら所蔵して
おり、借りることができる場合があります。
　しかし、そのためには、どの図書館が探している本を所蔵し
ているかを見つけ出し、その図書館まで借りに出向くことが必
要となってきます。
　ところが、相互貸借を使えば、県立図書館の職員が探してい
る本の所蔵図書館を、県内や全国の図書館から見つけ出し、そ

こから借り受ける手続きを行い、利用者の方に提供するのです。
　相互貸借で借りることができる本の冊数や期間、経費等に関
する決まりはそれぞれの図書館で異なります。
　大分県立図書館の場合は、貸出館が県内・県外の場合とも、
相互貸借により利用者が借り受けられる本は５冊以内、利用期
間は 30日以内と定めています。
　経費に関しては、県内公共図書館からの借り受けの場合、協
力便（県立図書館と県内公共図書館を定期的に運行）利用によ
り利用者の負担はありませんが、県外の図書館からの借り受け
の場合は、貸出館に返送（郵送）する経費のみ利用者の負担と
なります。
　相互貸借の申込は県立図書館からだけでなく、近隣の公共図
書館からも行うことができます。ぜひ、この仕組みを上手に利
用し、読書の幅を更に広げてみてはいかがでしょうか。

大分県立図書館報 第 261 号
発行日 平成 24年 9月 29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

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。 
（カレンダーの日付が休館日の場合は、前日までに返却してください） 
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。

地元図書館へ返却される方へ（10月～12月分）

「相互貸借」を利用してみませんか。

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。

　ブックポスト返却はおやめください。
★�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。

レファレンス担当者の調 査 団 担 当 日 記

県立図書館は月曜日（第２・第４）も開館し
ています！ 平日は夜８時まで開館しています
ので、仕事帰りでもＯＫ。
駐車場（211 台収容）も無料です。

ちょっと寄り道してみませんか?

10月 11月 12月
中津市立小幡記念図書館 5（金） 12（金） 19（金） 30（火） 6（火） 15（木） 22（木） 11（火） 20（木） 26（水）

豊後高田市立図書館 2（火） 12（金） 22（月） 31（水） 9（金） 16（金） 21（水） 6（木） 14（金） 21（金） 26（水）

宇佐市民図書館 1（月） 10（水） 16（火） 25（木） 5（月） 13（火） 21（水） 6（木） 13（木） 21（金） 26（水）

姫島村中央公民館図書館 9（火） 18（木） 26（金） 6（火） 16（金） 22（木） 10（月） 18（火） 26（水）

国東市くにさき図書館 2（火） 11（木） 22（月） 2（金） 12（月） 20（火） 7（金） 14（金） 25（火）

杵築市立図書館 3（火） 12（金） 24（水） 31（水） 7（水） 14（水） 21（水） 6（木） 12（水） 19（水） 26（水）

日出町立萬里図書館 3（火） 10（水） 19（金） 31（水） 7（水） 14（水） 21（水） 6（木） 12（水） 19（水） 26（水）

別府市立図書館 3（火） 10（水） 17（水） 26（金） 7（水） 14（水） 21（水） 6（木） 12（水） 19（水） 26（水）

臼杵市立臼杵図書館 1（月） 11（木） 17（水） 26（金） 2（金） 9（金） 19（月） 6（木） 14（金） 25（火）

津久見市民図書館 4（木） 15（月） 22（月） 29（月） 8（木） 15（木） 22（木） 6（木） 13（木） 20（木） 26（水）

由布市立図書館 4（木） 15（月） 23（火） 1（木） 8（木） 19（月） 10（月） 17（月） 26（水）

佐伯市立佐伯図書館 2（火） 11（木） 23（火） 30（火） 8（木） 15（木） 22（木） 11（火） 20（木） 26（水）

豊後大野市中央図書館 4（木） 16（火） 24（水） 1（木） 9（金） 16（金） 22（木） 6（木） 13（木） 25（火）

竹田市立図書館 9（火） 18（木） 29（月） 5（月） 13（火） 21（水） 10（月） 18（火） 25（火）

日田市立淡窓図書館 5（金） 16（火） 25（木） 2（金） 12（月） 22（木） 11（火） 17（月） 26（水）

玖珠町わらべの館児童図書館 1（月） 11（木） 19（金） 29（月） 5（月） 13（火） 20（火） 7（金） 14（金） 25（火）

九重町・図書館 9（火） 18（木） 25（木） 1（木） 12（月） 19（月） 6（木） 18（火） 25（火）


