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６年前に街中に引っ越して以来、会社まで歩いて通勤することにした。ダイエッ
トになるほどの距離ではないが、２月なら山茶花や梅の花が咲く公園の中を通り抜
けて通えるという理由が大きい。そんなある日、一人の女性の姿が目に入った。そ
う言えば、いつも同じ場所に座っている。私は「おはようございます！」と何気な
く声をかけた。ふと、彼女の手元を見ると、本を開いていた。どうりで、いつもう
つむき加減なのかと思った瞬間に、「おはようございます」と声が帰って来た。それ
以来、「今朝は寒いねえ」とか、「行ってらっしゃい」という、短いながらも顔を見
合わせての挨拶が始まった。
ところがちょうど１年前、彼女の姿が突如、消えてしまったのだ。朝は時間的な
余裕がなく、毎日足早で、挨拶が会話にまで至らなかったのが悔やまれた。なぜなら、
その人がどんな本を読んでいるのだろうかとずっと気になっていたからである。
もうすぐ桜の季節を迎える。花見客がどんちゃん騒ぎをしている間も、その人は
静かに一人、本の世界に入り込んでいたのかもしれない。もし、再び会うことがあっ
たら、もう一度声を掛けよう。今までよりも10分早く家を出て。

今月のテーマ

→見開き中面をご覧ください　　　

巻頭エッセイ
そよかぜげんき広場のお知らせ

→ 1ページをご覧ください　　　

保存版図書館利用入門

→ 2,3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

→見開き中面をご覧ください　　　→見開き中面をご覧ください　　　

→ 1ページをご覧ください　　　

→ 2,3ページをご覧ください

→４ページをご覧ください

巻頭エッセイ

「朝の公園で」 宮崎　和恵
（みやざきかずえ　「シティ情報おおいた」「セーノ！」発行人）

図書館利用入門

こどもの読書週間行事 

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

人形劇 さるかに合戦
4 月 27 日（土）13：00～ 13：50
2F視聴覚ホール 出演：劇団ぱれっと

ジャズピアノコンサート＆
英語の絵本の読み聞かせ
４月 29 日（祝・月）13：15～
２F視聴覚ホール

工作の広場～紙の昆虫づくり
４月 29 日（祝・月）11：00～ 12：30
1F第 2・3研修室（小学３年生以上）

紙芝居の広場
４月 28 日（日） 14：00～ 14：30（小学生向け）、

15：00～ 15：30（幼児向け）
1F第 1研修室

保存版

4月 23日（火）から 5月 12日（日）は「2013年こどもの読書週間」です。
この期間中、県立図書館でもさまざまなイベントをおこないます。ぜひご家族でご来館ください。

そよかぜげんき広場

ほかにも楽しいイベントがたくさん！すべて無料で参加できます。事前の申込みも必要ありません。

劇 団
ぱれっと
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図 書 館 利 用 入 門

Ｑ１ だれでも利用できるってホント
当館は国籍、住所、年齢等に関わらずどなたでも利用でき
ます。
また入館及び資料の閲覧も手続きなしですることができ
ます。ご自由に手にとってご覧ください。

①本を借りたいとき（→Ｑ７）
②閉架書庫に所蔵している資料を利用したいとき（→Ｑ５）
③�資料のコピーをしたいとき（Ｑ12）等には所定の手
続きが必要になります。

Ｑ２ 開館時間と休館日は
開館時間は１ページをご覧ください。
休館日は１ページに記載の日に加えて
・年末年始（12月 28日～１月４日）
・資料整備期間（今年は11月 25日から12月４日）
となっています。

Ｑ３ クルマで行こうと思うが駐車場は
屋外・地下あわせて276台収容の駐車場を備えています。
料金は無料ですが週末などは入庫に時間がかかることが
あります。ご了承ください。また地下駐車場は枠が狭いの
で、こちらを利用する際はお気をつけください。

Ｑ４ 読みたい本を探すには
本を探すにはいくつかの方法があります。

①時間のたっぷりある人向け
のんびり歩いて、棚を眺めて探す。

②まぁまぁ時間のある人向け
図書館の本は一定の規則（日本十進分類）で並んでい
るので、興味のあるジャンルの棚を探してみる。 
その他、特定のテーマに沿った本を集めているコー
ナーもあるので、そこも併せてチェックする。

③あんまり時間のない人
館内に検索端末を14台設置していますので、これで
検索。お目当ての本が見つかったらレシートを出力し
て探す。 
また、ご自宅のＰＣや携帯電話であらかじめ検索して
おくという方法もあります。

いずれの方法でも、迷ったときは遠慮なく職員に声をか
けてください。

Ｑ５ あの名作・名著が見あたらない　なんで
当館では出版年数に応じて本の場所が異なります。
２階の一般資料室には出版後おおむね10年以内の本を
排架しています。
出版後 10年から20年くらいの本は１階の公開書庫にあ
るのでそちらもご覧ください（どなたでも入室できます）。
さらに昔の本は閉架書庫に所蔵しています。閉架書庫の
資料を利用の際は職員に申し付けください。

Ｑ６ 貸出冊数と貸出期間は
最大 10冊まで一時に借りることができます。
貸出期間は15日間です。
返却日が休館日にあたるときはその翌日となります。ま
た年末年始や資料整備の休館期間にあたるときは、休館
明けの開館日になるよう延長します。

Ｑ７ 本を借りるときの手続きは
初めての方は「資料利用券」の発行が必要です。申込書
を記入して登録カウンターへ申込みください。
その際、現住所、氏名、生年月日を確認できるもの（運転
免許証や保険証）をご用意ください。
上記確認ののち、その場で利用券を発行、その日から利用
できます。

Ｑ８ 図書館といえば勉強するところでしょ
（図書館の資料を利用しない）持ち込み学習専用スペース
として、１階に学習室があります。
座席数は120で、利用にあたって申込み等の手続きは一
切不要です（席の予約もできません）。
なお、閲覧室内での持ち込み学習は禁止しています。

Ｑ９ 館内でパソコンは使用できる？
パソコンの持ち込み、使用に関しては何ら制限をもうけ
ておりません。どうぞご使用ください。
専用席等は用意していませんので、使用の際はキーボー
ドの音など、周囲の方にご配慮ください。
電源コンセントの使用は許可してません。また公衆無線
LAN等の接続環境も用意していません。

Ｑ10  調べないといけないんだが、 
はて、見当が・・・

ビジネスや研究のほか、日常の生活上のことでも、「課題
解決」の参考となる情報やデータを探している場合は「調
査相談カウンター」にご相談ください。
適切な資料（この場合は本だけでなく、新聞・雑誌の記
事や論文なども）を紹介します。
こういった相談は、来館・面接によるものだけでなく、電
話やメールでも受け付けています。

Ｑ11 地元（大分）関係の資料はどこに
一般資料室にも多少はありますが、大分県関係の資料
（いわゆる郷土資料）は「地域情報室」に所蔵しています
（開架だけで約３万冊）。
専門のスタッフも常駐していますのでぜひご利用くださ
い。
※住宅地図や県内でのみ発行される雑誌・広報誌・フ
リーペーパーなどもこちらに所蔵しています。

Ｑ12 コピーができると聞いたが
はい、できます。ただし著作権法の規定により手続きが必
要なほか、複写範囲にも制限があります。
くわしくは「コピー受付」カウンタでおたずねください。
コピーはコイン式セルフサービスです（モノクロ１枚
10円、カラー 1枚 100円）。

Ｑ13  読み切れませんでした 
貸出の延長をお願いします

一度返却手続きをしたうえで再度貸出手続きをしていた
だきます。電話等での貸出延長は行っていないため来館
していただく必要があります。
また予約が入っている場合は再貸出もお断りします。ご
了承ください。

Ｑ14 本の返却が遅れたらどうなる
１冊でも返却期限の過ぎた資料があると、新たな貸出は
できません（予約もできません）。
その資料が返却処理された時点をもって、上記の制限は
解除されます。
正面入口右手のブックポストでは24時間返却ができま
すので、開館日・開館時間中の返却がむずかしい方はこ
ちらをご利用ください。

Ｑ15 本をなくした・汚してしまった
紛失の場合は弁償となります。
弁償は同一資料（その資料が入手困難な場合等は当館が
指定する資料）による弁償となります（金銭ではありま
せん）。
また汚損については現物を確認のうえ弁償または補修の
判断を行います。
※ご自分での修理はしないでください。
（お気持ちは分かりますが・・・）

Ｑ16 目当ての本がなかったら
①貸出中の場合
予約をすることができます。本を受け取る場所（市町
村立図書館等）を指定することもできます。
予約をするには「パスワード」が必要ですが、パス
ワードの発行には来館していただく必要があります。
詳しい手続き等は中央カウンターでおたずねください。
なお、在庫の本には予約できません。

②当館に所蔵のない場合
他の図書館から取り寄せることができます。調査相談
カウンターにご相談下さい。県外の図書館から取り寄
せるときは送料をご負担いただきます。

③本のリクエスト
購入してほしい資料がある場合は、中央カウンター前
に備え付けの「リクエスト受付票」に記入・提出くだ
さい。検討します。
なお、検討結果等の連絡等は行っていません。

４ページ下の「としょかん豆知識」もご覧ください。

Ｑ18 図書館に行けないんです
外出がしづらい、むずかしい方へ、「障がい者宅配貸出」、
「大活字本宅配貸出」、「育児書・絵本のセット貸出」を
行っています。

①障がい者宅配貸出
障がいなどで来館が困難な方へ、本を宅配で貸出しし
ます。送料は図書館が負担します。

※障がいの級など、利用できる要件があります。

②大活字本宅配貸出
文字の大きな「大活字本」をセットにして宅配で貸出
します。

③育児書・絵本のセット貸出
定評ある育児書・絵本をセットにして宅配で貸出します。

※②と③のサービスはどなたでも利用できますが、送料
を負担いただきます。
利用の方法やセットの内容などは、県立図書館ホーム
ページをご覧いただくか、お問い合せください。

Ｑ19  不要になった自宅の本、 
県図書にさしあげます

あの、誠に申し訳ないのですが、原則として大分県関係の
資料。以外は、お断りしているのが現状です。収容スペー
スの関係で、全ての寄贈資料を受け入れることが困難だ
からです。
そこで、せっかくの申し出を何とか生かせないかと、「み
んなの本ネット」という仕組みを作りました。
本を充実させたい学校図書館関係者等と本を寄贈したい
方々の仲立ちをするものです。
県立図書館ホームページからアクセスできますのでご利
用ください。

Ｑ20   講座やイベント 
どんなことやってますか

子どもの読書週間（４月 23日から５月 12日）と読書
週間（10月 27日から 11月９日）を中心に行っている
ほか、
◎ 法律や就職、経営など、民間の団体や関係行政機関と連
携しての相談会やセミナー
◎文学、歴史、家庭教育等講演会・講座
◎ 140インチスクリーンを使った映画の上映会
◎赤ちゃんから大人向けまで各種おはなし会
◎その時々の話題の本の展示
などを行っています。
すべての行事は無料で受講・参加できます。
内容・日程等は県立図書館ホームページでチェックして
ください。

資料（しりょう） 
本・雑誌・新聞・地図、ＣＤ、DVDなどの総称

排架（はいか） 
資料を書架に並べて、利用できるようにする
こと。「配架」とも。

禁帯出（きんたいしゅつ） 
館外への持ち出し（貸出）ができないこと。「館
内」のシールが貼られているものも同じく禁
帯出です。

開架・閉架（かいか・へいか） 
開架は利用者自身が資料に自由にアクセスで
きる書架をいい、閉架は職員が資料を出納す
る書架。

日本十進分類法 
（にほんじゅっしんぶんるいほう） 
国内の公共図書館で使われる図書分類法。（略
称）ＮＤＣ。当館では地域情報室内の資料に
ついては独自分類法を採用している。

資料整備（しりょうせいび） 
蔵書を１冊づつ点検する「棚卸し」のような
作業。「曝書」ともいう。

著作権法（ちょさくけんほう） 
著作物を自由に利用できる場合は定められて
おり、第 31 条に「図書館等での複製」の規
定があります。 
これによると、「図書館資料」を「調査研究」
のため「１人１部」…等とかなり細かく規定
されています。

図書館入口

連絡通路

附属支援学校

国道197号
（王子南交差点）

駐輪場
（132台）

P2
（地下駐車場）

P4

P5（JR高架下駐車場）

P3

P1

→

名称 場所 台数
Ｐ１ 屋外・西側駐車場 58 
Ｐ２ 地下駐車場 114 
Ｐ３ （臨時）前庭駐車場 24 
Ｐ４ （臨時）東駐車場 41 
Ｐ５ ＪＲ高架下駐車場 39 
※Ｐ５の使用時間は８時から17時まで  

駐車場案内図

としょかん
豆知識

（ミニ用語集）

保存版
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Ｑ１ だれでも利用できるってホント
当館は国籍、住所、年齢等に関わらずどなたでも利用でき
ます。
また入館及び資料の閲覧も手続きなしですることができ
ます。ご自由に手にとってご覧ください。

①本を借りたいとき（→Ｑ７）
②閉架書庫に所蔵している資料を利用したいとき（→Ｑ５）
③�資料のコピーをしたいとき（Ｑ12）等には所定の手
続きが必要になります。

Ｑ２ 開館時間と休館日は
開館時間は１ページをご覧ください。
休館日は１ページに記載の日に加えて
・年末年始（12月 28日～１月４日）
・資料整備期間（今年は11月 25日から12月４日）
となっています。

Ｑ３ クルマで行こうと思うが駐車場は
屋外・地下あわせて276台収容の駐車場を備えています。
料金は無料ですが週末などは入庫に時間がかかることが
あります。ご了承ください。また地下駐車場は枠が狭いの
で、こちらを利用する際はお気をつけください。

Ｑ４ 読みたい本を探すには
本を探すにはいくつかの方法があります。

①時間のたっぷりある人向け
のんびり歩いて、棚を眺めて探す。

②まぁまぁ時間のある人向け
図書館の本は一定の規則（日本十進分類）で並んでい
るので、興味のあるジャンルの棚を探してみる。
その他、特定のテーマに沿った本を集めているコー
ナーもあるので、そこも併せてチェックする。

③あんまり時間のない人
館内に検索端末を14台設置していますので、これで
検索。お目当ての本が見つかったらレシートを出力し
て探す。
また、ご自宅のＰＣや携帯電話であらかじめ検索して
おくという方法もあります。

いずれの方法でも、迷ったときは遠慮なく職員に声をか
けてください。

Ｑ５ あの名作・名著が見あたらない　なんで
当館では出版年数に応じて本の場所が異なります。
２階の一般資料室には出版後おおむね10年以内の本を
排架しています。
出版後 10年から20年くらいの本は１階の公開書庫にあ
るのでそちらもご覧ください（どなたでも入室できます）。
さらに昔の本は閉架書庫に所蔵しています。閉架書庫の
資料を利用の際は職員に申し付けください。

Ｑ６ 貸出冊数と貸出期間は
最大 10冊まで一時に借りることができます。
貸出期間は15日間です。
返却日が休館日にあたるときはその翌日となります。ま
た年末年始や資料整備の休館期間にあたるときは、休館
明けの開館日になるよう延長します。

Ｑ７ 本を借りるときの手続きは
初めての方は「資料利用券」の発行が必要です。申込書
を記入して登録カウンターへ申込みください。
その際、現住所、氏名、生年月日を確認できるもの（運転
免許証や保険証）をご用意ください。
上記確認ののち、その場で利用券を発行、その日から利用
できます。

Ｑ８ 図書館といえば勉強するところでしょ
（図書館の資料を利用しない）持ち込み学習専用スペース
として、１階に学習室があります。
座席数は120で、利用にあたって申込み等の手続きは一
切不要です（席の予約もできません）。
なお、閲覧室内での持ち込み学習は禁止しています。

Ｑ９ 館内でパソコンは使用できる？
パソコンの持ち込み、使用に関しては何ら制限をもうけ
ておりません。どうぞご使用ください。
専用席等は用意していませんので、使用の際はキーボー
ドの音など、周囲の方にご配慮ください。
電源コンセントの使用は許可してません。また公衆無線
LAN等の接続環境も用意していません。

Ｑ10  調べないといけないんだが、
はて、見当が・・・

ビジネスや研究のほか、日常の生活上のことでも、「課題
解決」の参考となる情報やデータを探している場合は「調
査相談カウンター」にご相談ください。
適切な資料（この場合は本だけでなく、新聞・雑誌の記
事や論文なども）を紹介します。
こういった相談は、来館・面接によるものだけでなく、電
話やメールでも受け付けています。

Ｑ11 地元（大分）関係の資料はどこに
一般資料室にも多少はありますが、大分県関係の資料
（いわゆる郷土資料）は「地域情報室」に所蔵しています
（開架だけで約３万冊）。
専門のスタッフも常駐していますのでぜひご利用くださ
い。
※住宅地図や県内でのみ発行される雑誌・広報誌・フ
リーペーパーなどもこちらに所蔵しています。

Ｑ12 コピーができると聞いたが
はい、できます。ただし著作権法の規定により手続きが必
要なほか、複写範囲にも制限があります。
くわしくは「コピー受付」カウンタでおたずねください。
コピーはコイン式セルフサービスです（モノクロ１枚
10円、カラー 1枚 100円）。

Ｑ13  読み切れませんでした
貸出の延長をお願いします

一度返却手続きをしたうえで再度貸出手続きをしていた
だきます。電話等での貸出延長は行っていないため来館
していただく必要があります。
また予約が入っている場合は再貸出もお断りします。ご
了承ください。

Ｑ14 本の返却が遅れたらどうなる
１冊でも返却期限の過ぎた資料があると、新たな貸出は
できません（予約もできません）。
その資料が返却処理された時点をもって、上記の制限は
解除されます。
正面入口右手のブックポストでは24時間返却ができま
すので、開館日・開館時間中の返却がむずかしい方はこ
ちらをご利用ください。

Ｑ15 本をなくした・汚してしまった
紛失の場合は弁償となります。
弁償は同一資料（その資料が入手困難な場合等は当館が
指定する資料）による弁償となります（金銭ではありま
せん）。
また汚損については現物を確認のうえ弁償または補修の
判断を行います。
※ご自分での修理はしないでください。
（お気持ちは分かりますが・・・）

Ｑ16 目当ての本がなかったら
①貸出中の場合
予約をすることができます。本を受け取る場所（市町
村立図書館等）を指定することもできます。
予約をするには「パスワード」が必要ですが、パス
ワードの発行には来館していただく必要があります。
詳しい手続き等は中央カウンターでおたずねください。
なお、在庫の本には予約できません。

②当館に所蔵のない場合
他の図書館から取り寄せることができます。調査相談
カウンターにご相談下さい。県外の図書館から取り寄
せるときは送料をご負担いただきます。

③本のリクエスト
購入してほしい資料がある場合は、中央カウンター前
に備え付けの「リクエスト受付票」に記入・提出くだ
さい。検討します。
なお、検討結果等の連絡等は行っていません。

４ページ下の「としょかん豆知識」もご覧ください。

Ｑ18 図書館に行けないんです
外出がしづらい、むずかしい方へ、「障がい者宅配貸出」、
「大活字本宅配貸出」、「育児書・絵本のセット貸出」を
行っています。

①障がい者宅配貸出
障がいなどで来館が困難な方へ、本を宅配で貸出しし
ます。送料は図書館が負担します。

※障がいの級など、利用できる要件があります。

②大活字本宅配貸出
文字の大きな「大活字本」をセットにして宅配で貸出
します。

③育児書・絵本のセット貸出
定評ある育児書・絵本をセットにして宅配で貸出します。

※②と③のサービスはどなたでも利用できますが、送料
を負担いただきます。
利用の方法やセットの内容などは、県立図書館ホーム
ページをご覧いただくか、お問い合せください。

Ｑ19  不要になった自宅の本、
県図書にさしあげます

あの、誠に申し訳ないのですが、原則として大分県関係の
資料。以外は、お断りしているのが現状です。収容スペー
スの関係で、全ての寄贈資料を受け入れることが困難だ
からです。
そこで、せっかくの申し出を何とか生かせないかと、「み
んなの本ネット」という仕組みを作りました。
本を充実させたい学校図書館関係者等と本を寄贈したい
方々の仲立ちをするものです。
県立図書館ホームページからアクセスできますのでご利
用ください。

Ｑ20   講座やイベント
どんなことやってますか

子どもの読書週間（４月 23日から５月 12日）と読書
週間（10月 27日から 11月９日）を中心に行っている
ほか、
◎ 法律や就職、経営など、民間の団体や関係行政機関と連
携しての相談会やセミナー
◎文学、歴史、家庭教育等講演会・講座
◎ 140インチスクリーンを使った映画の上映会
◎赤ちゃんから大人向けまで各種おはなし会
◎その時々の話題の本の展示
などを行っています。
すべての行事は無料で受講・参加できます。
内容・日程等は県立図書館ホームページでチェックして
ください。

資料（しりょう）
本・雑誌・新聞・地図、ＣＤ、DVDなどの総称

排架（はいか）
資料を書架に並べて、利用できるようにする
こと。「配架」とも。

禁帯出（きんたいしゅつ）
館外への持ち出し（貸出）ができないこと。「館
内」のシールが貼られているものも同じく禁
帯出です。

開架・閉架（かいか・へいか）
開架は利用者自身が資料に自由にアクセスで
きる書架をいい、閉架は職員が資料を出納す
る書架。

日本十進分類法
（にほんじゅっしんぶんるいほう）
国内の公共図書館で使われる図書分類法。（略
称）ＮＤＣ。当館では地域情報室内の資料に
ついては独自分類法を採用している。

資料整備（しりょうせいび）
蔵書を１冊づつ点検する「棚卸し」のような
作業。「曝書」ともいう。

著作権法（ちょさくけんほう）
著作物を自由に利用できる場合は定められて
おり、第 31 条に「図書館等での複製」の規
定があります。
これによると、「図書館資料」を「調査研究」
のため「１人１部」…等とかなり細かく規定
されています。

Ｑ17 図書館って飲食禁止ですよね
そのとおり、閲覧室内は飲食禁止です。
１階に食事室（飲料自動販売機あり）、２階にレストラ
ンがありますのでこちらをご利用ください。

大分県立図書館ホームページ　http://library.pref.oita.jp/
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県立図書館で本を借りたけどなかなか遠くて行けない。
だけど返却期限が迫っている。どうしよう…
そんな時最寄りの地元図書館に返却できることをご存知ですか？
県立図書館では下表のとおり曜日毎に定期便がありますので以下をご確認のうえ、
ぜひご活用ください。

大分県立図書館報 第 263 号
発行日 平成 25年 3月 26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

地元図書館へ返却される方へ（4月～6月分）
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。�
※�地元図書館ブックポストへの返却はできま
せん。

○�大分市民図書館等、表に掲載されていない図
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 相 談 担 当日 記

相互貸借（そうごたいしゃく）
図書館同士で本を貸し借りすること。利用者の方へは借り受けた図書館から本
を貸出します。日本中の図書館から本を取り寄せることができます。また、県
内の図書館同士ですと配送にかかる料金も不要です。

詳しい利用方法などは最寄りの図書館でおたずねください。

としょかん豆知識

最初は「岩手県の地図があるか。山や森まで載っているも
のがよい。」とのお尋ねでした。何を調べるための地図をお
探しかよくお聞きすると、質問者は学校の先生で、宮沢賢治
の童話『狼森と笊森、盗森』を教材にしているが、実在の森
らしいので地図を授業で使いたいとのことでした。
  まず、所在地を確認するために、『宮澤賢治語彙辞典』（東
京書籍）を引いてみました。すると、「狼森、笊森、盗森、
黒坂森」の項に、「いずれも小岩井農場の北にある小山。・・・
狼森は高さ 380m。その西北約 1kmに笊森、北 2.5kmに
黒坂森、黒坂森のすぐ北 0.5kmに盗森がある。この三つの
森は頂上がはっきりせず、340m～ 440mくらい。」とあり
ました。『宮沢賢治大事典』（勉誠出版）の「狼森と笊森、盗
森」の項にも、「本文は「小岩井農場の北に、黒い松の森が
四つあります。いちばん南が狼森で、その次が笊森、次は黒
坂森、北のはずれは盗森です。」と書き始められている。そ
の位置と名前は全く実在通りで創作ではない。」と書かれて
います。有名な作家については、これらのような人物や作品
に関連する事項を解説した事典が出版されており、調査の手
がかりになります。
次に当館が所蔵している『岩手県道路地図』（昭文社）と

『2 万 5 千分 1 地形図』（国土地理院）で、「小岩井農場」周
辺を探すと、それぞれ「雫石」「姥屋敷」の地図に三つの森

が掲載されていました。道路地図は運転する人のための地図
なので、道路や交差点などのほか、主要な施設や建物がカ
ラーで見やすく表記されています。一方、地形図は黒、茶、
青の三色と地味ですが、土地の高低を表す等高線がはっきり
表示され、地形、水系のほか、地図記号により植生の概要も
読み取ることができます。これらの森の周辺は、針葉樹林帯
で田畑もあるようです。「黒坂森が、他の三つの森の名前の
由来について語った話」という設定の童話の世界を想像する
には、地形図の方が合っているように思いました。宮沢賢治
の生まれ育った岩手は大分から遠く離れていますが、地図を
見た子どもたちは、きっと賢治の作品世界が身近に感じられ
たことと思います。
ところで、インターネットで日常的に地図を使っている方

も多いのではないでしょうか。試しに「google マップ」を
検索してみると、比較的高さのある「狼森」のみ表示されて
いました。国土地理院の「2 万 5 千分 1 地図情報閲覧サー
ビス」では、紙の地形図と同様にすべての森が載っていまし
たが、縮尺の関係か、一画面で三つの森を見ることはできま
せんでした。
地形図はなじみのない方が多いと思いますが、どうぞ一度

ご覧になってみてください。
※ 文中で紹介している資料は、図書館 2F「調査相談コーナー」に
あります。

質問： 宮沢賢治の作品に出てくる「狼森（おいのもり）」「笊森（ざるもり）」
「盗森（ぬすともり）」の場所が分かる地図がほしい。

運行曜日 月 火 水 木 金

市　町　村

中津市立小幡記念図書館
豊後高田市立図書館
別府市立図書館
九重町・図書館

由布市立図書館
杵築市立図書館
日出町立萬里図書館

国東市くにさき図書館
豊後大野市中央図書館
姫島村中央公民館図書室

日田市立淡窓図書館
津久見市民図書館
臼杵市立臼杵図書館

宇佐市民図書館
佐伯市立佐伯図書館
竹田市立図書館
玖珠町わらべの館児童図書館

備　考 ※ 5月6日（月）の 
    定期便は休止します

※　4月30日（火） 
　　5月7日（火）の 
   定期便は休止します

●運行曜日前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。 
● 下表日程の曜日の2日後（2日後が土日等や閉館日の場合はその翌日）が県立図書館への返却日となります。
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別府市立図書館




