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　平成26年1月21日から国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理由で入手が困難な
資料の一部について、大分県立図書館で閲覧及び複写ができるようになりました！

国立国会図書館の131万点のデジタル化資料が
県図書で利用できます！

図書館
大分県立図書館報

閲覧
無料

なにが良くなったの？Q１
①　�国立国会図書館内でしか利用できなかったデジ
タル化資料が大分県立図書館で利用できます！

　　�⇒国立国会図書館まで行かなくてよくなりまし
た。

②　�図書館間貸出サービスでは借りられない資料も
デジタル化資料として利用できます！

　　⇒利用できる資料が増えることになります。
③　�資料の配送に掛かる費用や貸出期間の制約があ
りません。

　　⇒デジタル化資料ならではです。

A１

どんな使い方ができるの？Q２
大分県立図書館では閲覧と複写ができます。調べ物のための閲覧や、資料の有無を事前にインターネットを通じて自宅のパソ
コンなどで確認し、来館した際に閲覧・複写するなどの使い方ができます。

A２

国立国会図書館のデジタル化資料を提供するウェブサイト
「国立国会図書館デジタルコレクション」

どこでどうやって使えるの？Q３
【利用場所】２階　調査相談・郷土情報室内のパソコン
【利用方法】調査相談カウンターで申込み
【利用条件】大分県立図書館の登録利用者の方
【利用料金】閲覧：無料
　　　　　　複写：１枚10円（白黒・Ａ４のみ）

A３
複写の制限はないの？Q４
あります。
著作権法による範囲内で複写をいたします。
なお、複写作業は当館職員が行います。

A４

子 ど も の 読 書 週 間 行 事
そよか ぜげん き広場

４月23日の「子ども読書の日」から５月12日まで「こどもの読書
週間」です。この期間中、県立図書館でも楽しいイベントを行いま
す。ぜひご家族でご来館ください。

◆DANパネ団のわくわくパネルシアター
　５月３日（土）10:00～11:00
　２F視聴覚ホール　出演：DAN�パネ団

◆どんぐりで作る「となりのトトロ」　
　４月26日（土）14:00～15:30
　１F　第２・３研修室　　
　対象：幼児・小学生

◆わくわく！紙芝居ひろば　
　４月27日（日）①14:00～（乳幼児）
　　　　　　　　②14:45～（幼児・小学生）
　１F　第６研修室

参加無料
申込不要

「ブタ君街道を行く」
「バブルマジック」
「おばけマンション」ほか
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貸出・返却予約日時：約15万冊の専用書架から各々選び出し
　　　　　　　　　　貸出処理をセルフで実施⇒待ち帰り
　　　　　　　　　　もしくは返却（返却処理もセルフ）

貸 出
返 却

各団体の運用で利用
　　　＊一般閲覧室の本と同様、紛失・破損の場合は
　　　　弁償となります。

利 用

年に一度利用報告書を提出報 告

承認を受ける

貸出
期間
冊数

費用 無料

返却
場所

受取場所
利　　用

はいいいえ

所蔵館

登録した！

スタート！ 利用
対象者

貸出
冊数

貸出
期間

3ヶ月
以内

1,00０冊
まで

貸出
方法

専用書架からセ
ルフ方式で貸出

どんなサービス？ 利用までの流れ

団体貸出を初めて利用する

利用申請書を県図書に提出する

初めて

相互貸借

提出

承認

ある

絶版本などで県立図書館に所蔵していない本を、所蔵している他の公立図書館・室、大学図書館
等から取り寄せたり、必要箇所のコピーを送ってもらうことができます。 団体貸出 県立図書館では、各種団体へまとめて本を貸し出すサービスを行っています。

地下１階に専用の書庫があり、子ども向けから一般向けの本まで約15万冊の蔵書を用意しています。

探したけど
県図書に
なかった！

県図書の資料利用券を持っている

当館調査相談カウンターで
他の図書館に所蔵があるか相談

相互貸借を利用する場合は利用者
登録しましょう！

県内公立
図書館

県外公立
図書館

大学
図書館

国立国会
図書館

貸出期間：およそ 1ヶ月（ただし往復の配送期間含む）＊返却期日は個別設定
貸出冊数：同時に利用できるのは 5冊以内

有料（返却のための復路郵送代）
＊相互協力している県内大学は別途規約有

資料到着後、県立図書館で受け取り、館外利用できます。
＊資料によっては館内閲覧のみとなります。

県立図書館　２階　調査相談カウンター
＊ブックポストには返却できないので気をつけてね！

幼稚園で利用したいのだけどできるかしら？
⇒できます。
すでに幼稚園の利用者がいます。

会社員だけど会社として利用できるかな？
⇒できます。ただし、事業所としての申請書が
必要となります。

相互貸借や団体貸出というサービスは、すでにご存知の方はうまく活用しているサービスです。ご存知
でなかった方もこれをきっかけにそれぞれの利用シーンに合わせてぜひご活用ください。

お問い合わせ先　　相互貸借　：　サービス課　調査相談カウンター　097-546-9971　　
　　　　　　　　　団体貸出　：　学校・地域支援課　097-546-9978

学校・読書グルー
プ・地域文庫・病
院・事業所・寮等
団体

＊団体として貸し出しますので不明な点は下記
までお問い合わせください。

すでに申請書を提出して
承認されている

貸出・返却日時を事前予約する
受付時間　休館日を除く平日9時～17時
　　＊夏・冬休みなどの長期休み前後は混み合います。

予 約
他の図書館に所蔵があった！
でもどこから借りられるんだろ？
どのくらいの期間借りられるの？
お金はいるの？

活用できた！
あれ？
どこに返せばいいの？

図書館
大分県立図書館報

図書館にはさまざまな貸出サービスがあります。よく利用される個人貸出。
ほかにも高齢者向けや障がい者向けの宅配サービスなど数ある中から今回、
知っている人は活用している貸出サービスをご紹介します。
一緒に各サービスの内容と利用の流れを確認しましょう！

大分文学散歩　（復刻版第7回）

「伯父の家は、金鱗湖といふ小池のふちの茅葺の家であ

る。別府で一流のKというホテルの主人の別荘地を拓いて

居るのである。伯父も変わり者であるが、Kの主人は又一

層変わって居る。」

「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。

湯布院　「金鱗湖」

1975年掲載時のようす
中谷宇吉郎　随筆選集　第1巻　
 由布院行　大正15年５月　より

現在のようす

知っている人は活用している貸出サービスを教えて！

（№63　昭和50（1975）年７月号掲載）
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火

由布市立図書館
杵築市立図書館
日出町立萬里図書館

※5月6日（火）の定期便は
　5月7日（水）に変更します。

水

国東市くにさき図書館
豊後大野市図書館
姫島村中央公民館図書室
宇佐市民図書館

※�4月30日（水）の定期便は休止し
ます。

※�5月7日（水）の定期便は5月8日
（木）に変更します（宇佐市を除
く）。

※�宇佐市の５月７日（水）の定期便
は５月９日（金）に変更します。

※�宇佐市の６月11（水）の定期便
は休止します。

※�豊後大野市の6月25日（水）の定
期便は休止します。

木

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
別府市立図書館

金

佐伯市立佐伯図書館
竹田市立図書館
玖珠町わらべの館
中津市立小幡記念図書館

地元図書館で返却される方へ（配送カレンダー４月～６月）
○�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。
○�ご返却の際、本の受渡については、地元図書
館の方法に従ってください。

【
ご
注
意
！
】

県立図書館で本を借りたけれどなかなか遠くて返却に行けない。
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。
●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。 
● 下表日程の曜日の翌日（翌日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。

運行曜日

市 町 村

備　考

土

豊後高田市立図書館
九重町・図書館

　現物確認をしていくと、『海からきたひと　立原えりか作品集５』（思
潮社　1973年）に収録されている短編のひとつに『オオカミの船』（ｐ
83-94.）がありました。
　あらすじも質問者とほぼ同じ内容で、お探しの物語にようやくたどり
着くことができました。
　今回のようなストーリーレファレンスでは、従来の参考図書を使用す
る方法に加えて、ウェブ上の情報検索も有効です。公の機関が作成して
いるウェブサイト以外では、情報の信頼性が不安な面もあり、いつ抹消
されるか分からないという欠点もありますが、情報を入手するための手
がかりのひとつだといえます。
　いろいろな検索方法を用いながら、利用者の方への回答が導き出せれ
ばと思います。

日 記レファレンス担当者の 児 童 サ ー 担 当

大分県立図書館報第 267号
発行日　　平成26年３月26日
発行者　　大分県立図書館
　　　　　大分市王子西町14番１号
　　　　　電話（097）546-9972　FAX（097）546-9985
　　　　　http://library.pref.oita.jp/
印　刷　　株式会社大分出版印刷

「誰が書いたのか分からないが、1980年頃に読んだ物語を探してい
る」とのご相談がありました。
　物語のあらすじは「じゃがいもしか食べないおおかみが女の子と出会
い、一緒に暮らす。やがて女の子はおおかみの家を出ることになり、お
おかみは『私の毛皮をはいで、舟の帆にしてください』と伝える」とい
うものでした。
　このような、書名も著者名も分からない本を探すレファレンスを「ス
トーリーレファレンス」といいます。
　まずは当館の蔵書検索システムおよび国立国会図書館サーチで「おお
かみ」「じゃがいも」「ふね」「毛皮」などをキーワードにして検索しま
したが、お探しの資料らしきものは見つかりません。
　次に参考図書で調査をしました。
　『本の探偵事典　どうぶつの手がかり編』『キラキラ読書クラブ』『絵
本の住所録　テーマ別絵本リスト新版』『絵本の庭へ』『日本の物語・お
話絵本登場人物索引1953－1986』『世界の物語・お話絵本登場人物索
引1953－1986』等で「おおかみ」をキーワードにして調査しました
が、こちらでも見つかりません。
　そこで、ウェブ検索で探すことにしました。
　ウェブ上にはストーリーレファレンスを集めた個人による掲示板がい
くつかあります。
　それを調べていくと、質問者とほぼ同じようなあらすじの事例があ
り、『オオカミの船』立原えりか/著ではないかと分かりました。
　著者の本を当館の蔵書検索システムで検索すると151件該当します
が、『オオカミの船』の書名では見つかりません。

「�じゃがいもしか食べないおおかみが出てくる物語を探している。」

【参考】
　国立国会図書館サーチ　　http://iss.ndl.go.jp/
『本の探偵事典　どうぶつの手がかり編』
　　あかぎかんこ/著　フェリシモ　2005
『キラキラ読書クラブ』
　　キラキラ読書クラブ/編　日本図書センター　2006
『絵本の住所録　テーマ別絵本リスト新版』
　　舟橋　斉/編著　法政出版　1998
『絵本の庭へ　児童図書館基本蔵書目録』
　　東京子ども図書館/編　東京子ども図書館　2012
『日本の物語・お話絵本登場人物索引1953－1986』
　　DBジャパン/編　DBジャパン　2008
『世界の物語・お話絵本登場人物索引　1953－1986』
　　DBジャパン/編　DBジャパン　2009

質問

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はその翌日
　　　　　　第２・第４月曜日が祝日等の場合はその翌日
　　　　　　年末年始（12月28日～1月4日）
　　　　　　資料整備期間（平成26年度は11月25日～12月4日）

利用のご案内

ビ ス




