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平成30年度中国地区県立図書館郷土資料担当者会議 各県からの報告 

 

広島県立図書館からの報告 
対象期間：平成 29 年 11 月～平成 30 年 11 月 

 

広島県立図書館 

調査情報課調査相談係 

妹尾 南 

１ 資料展示 

 展示タイトル 展示期間 備 考 

1 

図書館によるサンフレッチェ広島応援展

示「祝！クラブ創設 25 周年 サンフレッ

チェ広島の四半世紀を振り返る」  

平成 29 年 10 月 17 日（火）

～11 月 12 日（日） 

 

2 

「広島県道路整備計画 2016～「仕事も暮

らしも。欲張りなライフスタイルの実現」

に貢献します！～」 

平成 29 年 11 月 14 日（火）

～12 月 27 日（水） 

広島県道路企画課連携 

3 
「タスキをつないで 100 年 「駅伝」か

ら「ＥＫＩＤＥＮ」へ」 

平成 29 年 12 月 19 日（火）

～平成 30年１月 21日（日） 

 

4 

「姫谷焼と福山藩内の近世陶磁器窯跡」  平成 30 年１月５日（金）

～３月 11 日（日） 

ふくやま草戸千軒ミュ

ージアム（広島県立歴

史博物館）連携 

5 
「建設業の魅力を知ろう！」  平成 30 年１月 23 日（火）

～３月 11 日（日） 

広島県建設産業課連携 

6 

「稲亭物怪録の世界～三次の妖怪絵巻物

～」 

平成 30 年３月 13 日（火）

～５月 13 日（日） 

みよし風土記の丘ミュ

ージアム（広島県立歴

史民俗資料館）連携 

7 
「衣笠祥雄さんを偲んで」 平成 30 年４月 25 日（水）

～５月２日（水） 

 

8 

「水害や土砂災害に備えよう！～水防月

間と土砂災害防止月間～」 

平成 30 年５月 15 日（火）

～７月１日（日） 

広島県道路河川管理

課・河川課・砂防課連

携 

9 
「「がん対策日本一」を目指す広島県!!」 平成 30 年７月 31 日（火）

～９月２(日） 

広島県がん対策課連携 

10 
「広島県立美術館の 50 年」 平成 30 年９月４日（火）

～10 月 28 日（日） 

広島県立美術館・広島

県立図書館連携 

11 

「明治維新と広島」 平成 30 年９月 18 日（火）

～10 月 21 日（日） 

広島県立文書館開館 30

周年・広島県立図書館

新館開館 30 周年・「明

治 150 年」記念事業 

記念講演会 関連 

12 
「祝 ３連覇！ 広島東洋カープ リー

グ優勝記念展示」 

平成 30 年９月 27 日（木）

～10 月７日（日） 

 

13 

「戦国大名毛利氏入門」 平成 30 年 10 月 23 日（火）

～11 月 18 日（日） 

平成 30 年度  広島大

学・広島県立文書館・

広島県立図書館「古典

の日」連携事業 
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14 

「霧に包まれた古墳の謎—大王（おおき

み）の時代と三次盆地—」 

平成 30 年 10 月 30 日（火）

～12 月 27 日（木） 

みよし風土記の丘ミュ

ージアム（広島県立歴

史民俗資料館）・広島県

立図書館連携 

15 
「“広島小説”じゃけん！ ～過去５年の

出版物より～ 

平成 30 年 11 月１日（木）

～平成 31年１月 20日（日） 

 

 

２ 書誌の作成 

  平成 30 年３月に，『広島県立図書館所蔵広島県学校誌リスト（公立高等学校編）』を作成

し，館内配布及びホームページ公開を行った。広島県学校誌リストの作成は，『公立小学校

編』『公立中学校編』に続いて３件目である。 

 

３ 地域連携事業 

  県立図書館の資料を広く県民に活用してもらうために平成 28 年度に「地域連携事業」を

試行実施し，平成 29 年度からは本格実施している。 

  この事業は，一定のテーマに関する当館資料をまとめて県内市町立図書館に貸し出すこ

とで，レファレンス・サービスや関連行事等により地域の課題解決を目指したものである。  

  事業のうち，郷土資料に関連したものは以下のとおり。 

  ●当館の展示を元にしたもの 

   ○平成 29 年に実施した資料展示「「がん対策日本一」を目指す広島県！！」を元に，

展示を希望する図書館へ資料の貸出しを行った。 

    期間：平成 30 年７月３日（火）～７月 29 日（日） 

   ○1-8「水害や土砂災害に備えよう！～水防月間と土砂災害防止月間～」を元に，展示

を希望する図書館へ資料の貸出しを行った。 

    期間：平成 30 年７月４日（水）～７月 22 日（日） 

 

  ●県内市町立図書館が独自に資料を検索して申し込みがあったもの 

   ○地元の博物館展示と連動した資料展示のため，中世の刀剣製作に関する資料の貸出

しを行った。 

    期間：平成 30 年５月１日（火）～５月 31 日（木） 

   ○地域の鉄道写真コンテスト作品展にちなんだ資料展示のため，関連資料の貸出しを

行った。 

    期間：平成 30 年９月１日（土）～９月 30 日（日） 

 

４ 資料の紹介 

  新着郷土資料について，関連する他の郷土資料と一緒に，テーマを決めて紹介し，ホー

ムページにも掲載している（隔月）。 

  平成 30 年３月３日（土）～10 月 31 日（水）は，平成 27 年４月以降に紹介した”お薦め

の広島本”を資料展示「広島の魅力・再発見！～広島がもっと好きになる「郷土」資料特集

～」というタイトルでまとめて展示した。 

  なお，これまで新着郷土資料紹介は郷土資料コーナーの奥に設置していたが，今回の資

料展示より図書館入口近くの書架に変更となった。 

 

５ レファレンス事例の紹介 

  国立国会図書館のレファレンス協同データベースに広島県に関する事例を登録し，ホー

ムページ「こんなレファレンスがありました」で紹介している。 

 

６ ホームページの情報修正 

  広島県立図書館ホームページに掲載している郷土資料関係情報の見直しと修正を行った。 


