
　当館の特別展示室では11月8日（日）まで、特別展

「近世成立期の日向国」を実施しており、豊臣秀吉が

九州を平定した時期（16世紀末）から徳川幕府による全

国支配体制が確立した頃まで（17世紀後半頃）の近世成

立期の県立図書館所蔵資料を展示しています。

　中でも今回の展示で目玉となる資料は、豊臣秀吉朱印

状（佐土原藩島津家文書）です。秀吉の朱印状は宮崎県

内でもいくつか伝わっていますが、県立図書館もそのう

ちの１点を所蔵していますので、それをご紹介します。

　文書の題名は「於肥後国陸奥守不相届所行ニ付而被

仰出条々」で、豊臣秀吉の朱印があることから写しで

はなく正文です。日付は10月21日とだけ記してありま

すが、秀吉の九州平定直後のことが書いてあるので、

天正15年（1587）のものであることが判明しています。

また宛名不明ではありますが、佐土原藩に代々伝わっ

てきたものですので、初代藩主の島津以久宛のものと

考えられます。さらに、九州の他藩の記録にも同内容

のものがあることが知られていますので、島津以久だ

けでなく、複数人の武将宛に出されたようです。

　文書の題名に出てくる「陸奥守」とは、佐々成政と

いう武将であり、元々は秀吉とともに織田信長に仕え

ていました。しかし主君の信長が本能寺の変（天正10

年・1582）で殺害された後、成政は織田家の筆頭家老

だった柴田勝家に従い、翌年（1583）の賤ヶ岳の戦い

では秀吉に敵対する態度を見せます。この戦いは秀吉

が勝利しますが、柴田勝家が秀吉に滅ぼされた後も、

成政はなかなか秀吉に従う態度は見せませんでした。

ところが、ついに天正13年（1585）に本拠地の富山城

（現富山県）を包囲されて秀吉に屈服し、その配下と

なりました。その後、成政は天正15年（1587）の秀吉

の九州征伐（島津攻め）に従軍し手柄を立てたことに

より、肥後国（現熊本県）を領地として与えられます。

しかし性急に検地を行おうとした成政に対して、肥後

の土着の武士たちは反発し大規模な一揆を起こします。

秀吉はかねてより成政に、肥後国の武士や百姓に対し

て強引な命令を出すことは慎むように伝えていたとさ

れ、これが秀吉からみれば「不相届所行」（不祥事）と

映ってしまったようです。

　秀吉は、四国や九州の武将を総動員して、この一揆

を鎮圧しようとします。この朱印状は、その際に出さ

れたとされ、動員された島津以久を含む武将たちの活

躍で年末までに一揆は鎮圧されました。そして翌年

（1588）、佐々成政は一揆勃発の責任をとらされ切腹

させられました。また、この朱印状で興味深いのは島

津宗家の重臣、伊集院忠棟が秀吉からかなり厚い信頼

を得ている点です。忠棟は、肥後の一揆を鎮圧する戦

いでは、島津義弘の家臣でありながら、実力のある武

将たちの働きを秀吉に報告する立場にあったことが分

かります。

　ただし、後日談になりますが、忠棟は島津家中で次

第に専横な振る舞いが多くなっていったとされ、主君

の島津宗家から危険視されるようになり、慶長４年

（1599）に京都の伏見で暗殺されてしまいます。この

ことが、同年、忠棟の子忠真による（都城地方の）庄

内の乱につながるのです。

　以上のように、この朱印状は近世成立期の九州（日

向国を含めて）の状況を考察する上で非常に貴重なも

のと言えます。解読文は『宮崎県史　史料編　近世

６』（199７年刊行）にも掲載されておりますので、是

非、御覧ください。
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News from the shade of trees

目　次
■１冊の本が本棚に並ぶまで
　　大人向け紙芝居のご紹介 …　P2
■もっと活用しませんか？
　　視聴覚イベントのご案内 …　P3
■「読書の秋」到来！！
　　（みどりの図書館フェスタ） …　P4

※緑陰通信は県立図書館のホームページ
（http://www2.lib.pref.miyazaki.jp/）からもご覧いただけます。

01.

館蔵史料紹介

「豊臣秀吉朱印状」

※ひごのくににおいてむつのかみあいとどかざるしょぎょうにつきておおせださるるじょうじょう

【参考文献】『宮崎県大百科事典』宮崎日日新聞社 1983 年　　『宮崎県史 史料編 近世６』宮崎県 1997 年

豊臣秀吉朱印状（宮崎県立図書館蔵）朱印（拡大）
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　紙芝居は、子ども向け･･･とつい考えがちですが、今回は大人向けの紙芝居をご紹介します。

これまでに度々、高齢者施設にお勤めの方から「高齢者向けの紙芝居はないでしょうか。」という問い合わ

せをいただきました。確かに当館には子ども向けの紙芝居はありますが、高齢者向けの紙芝居は所蔵してい

ませんでした。そこで、そういう声にお応えすべく、数は多くはありませんが、購入することにしました。

実際にご利用いただいた方に紙芝居の感想をうかがったところ、「（施設で利用して）とても喜ばれました。

いろいろ種類があって。」とおっしゃっていました。

　現在、下の表に掲げた作品を所蔵しています。数が多くないので、貸出状態が続く可能性もあります。貸

出中の時は予約ができますので、ぜひ、ご利用ください。

　皆さんは、図書館の仕事というと、どのような仕事を想像しますか？本の貸出をしたり、返却された本を

本棚に並べたりする仕事を思い浮かべる人が多いと思います。それ以外にも図書館には、皆さんが知らない

仕事がたくさんあります。今回は１冊の本が図書館の本棚に並ぶまでの過程をご紹介します。

　県立図書館では、毎年約１万冊の本を購入しています。購入に当たっては、毎週１回、担当職員が集まり、

新しい本を見ながら、購入するかどうかの検討を行っています。また、各分野の専門の方々からの意見も参

考にしながら購入しています。

　本が納品されたら、貸出の時に利用者の皆さんへ簡

単に貸出できるようにするため、本にバーコードラベ

ルを貼ったり、県立図書館のものであるとわかるよう

に本の底の部分に宮崎県立図書館という印を押したり

しています。

　県立図書館の本として、本の内容（タイトル、著者、出版社等）をデー

タ登録しています。また、雑誌等については特集記事の内容登録も行うな

ど、検索しやすいように工夫しています。

　登録が終わったら、閲覧室や児童図書室へ本が運ばれ、本棚に新しい本

が並びます。

　このように県民の共有の大切な図書として、１冊１冊、心を込めて「選書」、「装備」、「登録」を行ってい

ます。ぜひ、県立図書館の図書をご利用ください。

02.

１冊の本が本棚に並ぶまで

大人向け紙芝居のご紹介

１ 選　書

２ 装　備

３ 登　録
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安珍清姫物語
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４

みんなでおめでとう５
６
７
８
９

１ 瞼の母 長谷川伸／原作、サワジロウ／脚本・絵

サワジロウ／脚本・絵
片岡直子／脚本・絵

八尾雅之／原案、ピーマンみもと／脚本・絵

川口松太郎／原作、サワジロウ／脚本・絵

瀬戸内寂聴／文、はたこうしろう／絵
宮崎二美枝／脚本、おかのけいこ／絵

ときわひろみ／脚本・絵
瀬戸内寂聴／文、岡村好文／絵

書　　　名№ 著　　者　　名 出 版 社

「３ 登録」の様子

大人向け紙芝居の一例（表紙）

「２ 装備」の様子（左）バーコードラベルをはる（右）印を押す



「小学校低学年向け」「小学校中学年向け」 「辞典・図鑑」「環境全般」「環境地球」「食」
「小学校高学年向け」「中学生向け」 「産業」「理科」「生命安全」「福祉」「国際理解」

「情報」「くらし」「社会」「芸術」「歴史」

３か月以内

セット内容

貸 出 期 間

対　　　象 県内町村立の小学校・中学校、県立中等教育学校、特別支援学校、その他館長が必要と認める施設

03.

視聴覚イベントのご案内

支援の種類 読書支援 調べ学習支援

11月15日（日）

12月12日（土）
１月16日（土）

２月27日（土）

11月15日（日）
12月12日（土）
１月16日（土）
２月 ５ 日（金）
２月27日（土）

「花さか爺さん」「一寸法師」「おむすびころりん」
「14ひきのかぼちゃ」
「フランダースの犬」
「小さなバイキング　ビッケ」
「浦島太郎」「金太郎」「力太郎」
「ごろりん　ごろん　ころろろろ」「999ひきのきょうだい」 ※中編２本

「父の詫び状」（1986年：日本）
「グレート・ディベーター～栄光の教室～」（2007年：アメリカ）
「Little DJ～小さな恋の物語～」（2007年：日本）
「ピグマリオン」（1938年：イギリス）
「ラジオ」（2013年：日本）

※短編３本
※中編１本

※短編３本

〈図書館子ども映写会〉上映開始時刻は、いずれも午前１０時からです。

〈図書館シアター〉上映開始時刻は、いずれも午後１時３０分からです。

～今後のレコードコンサート予定～
１２月２３日（祝・水）　３月１３日（日）

次回のレコードコンサートも
ぜひお楽しみください！！

 県立図書館では、町村の図書館・図書室へ、絵本・育児書により構成した「子育て支援図書セット」を貸
し出して、子育て支援センターや子育て支援世代等に活用していただいています。
　今年度の貸出先は次のとおりです。

　県立図書館おすすめの絵本・育児書を年間１〜３回に分けて貸し出しています。ご利用方法については、
上記図書館、図書室におたずねください。

①高千穂町立図書館　　　②五ヶ瀬町教育委員会図書室　　　　　　　　③椎葉村民図書室　
④川南町立図書館　　　　⑤町立高鍋図書館　　　　　　　　　　　　　⑥新富町中央公民館図書室
⑦都農町民図書館　　　　⑧美郷町立西郷図書館　　　　　　　　　　　⑨美郷町立北郷図書館　
⑩美郷町立南郷図書館　　⑪木城町総合交流センターリバリス図書室　　⑫諸塚村中央公民館図書室

◆「子育て支援セット」

　「朝の読書活動の本でおすすめの本がほしい。」「調べ学習の本を充実させたい。」そのような時は、
「セット文庫」を活用されてみてはいかがでしょうか。
　県立図書館では、学校等での朝の読書活動や調べ学習等に活用できる「セット文庫」を貸し出しています。
詳細は、総務・企画課普及支援担当（電話0985-29-2956）までお問い合わせください。

◆「セット文庫」

　８月23日（日）に当館６年ぶりとなるレコードコンサートが行われました。この企画は宮崎レコード音楽
愛好会の協力によるもので、当館所蔵のレコードの中からセレクトした名曲に、真空管アンプと大型スピー
カーを提供していただき、詳しい解説も添えて、レコードの魅力を最大限に楽しんでいただきました。今回
の曲目は次のとおりでした。
【クラシック】「チゴイネルワイゼン（サラサーテ作曲）」、「ノクターン（ショパン作曲）」
　　　　　　　「ピアノ協奏曲第５番「皇帝」より第１楽章（ベートーヴェン作曲）」他
【ジャズ】　　「スウィング・イージー」「マイファニー・バレンタイン」他

◆懐かしのレコードを楽しみませんか。

◆図書館子ども映写会・図書館シアターのご案内

もっと活用しませんか？

第２回緑陰コンサート（夏のレコードコンサート） ～県立図書館コレクション　名曲の数々　vol .1 



県立図書館の資料の購入には、
宝くじの収益金の一部が使われ
ています。
     　　　　　　　　　宮崎県

04.

第６９回読書週間　　標語「いつだって、読書日和」

　読書をするのに良い季節になりました。10月27日から11月９日までの期間は、
秋の「読書週間」です。この期間中は、公共の図書館において、読書に関する
様々な催し物が行われます。
　「読書週間」は1947年（昭和22年）に第１回目が開催され、今年で69回目を
迎えます。（公社）読書推進運動協議会が毎年ポスターと標語を募集し、うち
１点ずつが代表としてその年のポスターと標語に使われています。

　県立図書館では秋の「読書週間」関連行事として、11月3日（火・祝）に「みどりの図書館フェスタ」を
開催します。今年は、南玄関前屋外特設ステージ（雨天時は１階ロビー特設ステージ）をメイン会場として、
様々なイベントを行います。みなさんの「読書の秋」を、県立図書館がお手伝いします。「読書の秋」は、
県立図書館にお越しいただき、読書やイベントをどうぞお楽しみください。

●当日は、お弁当やパンなどの販売も行います。ぜひお買い求め
ください。

●詳しいプログラム順や時間は、図書館フェスタのちらしやホー
ムページ等をご覧ください。

●当日は、イベントのため、館内外が賑やかになることが予想さ
れます。あらかじめご了承ください。

●駐車場の混雑が予想されます。できるだけ公共交通機関をご利
用ください。

◆◆ みどりの図書館フェスタ ◆◆

～標語（作者の声）～
　たとえば晴れた日の太陽の下で、雨や曇りの日なら静かな室内で、考え
てみればどんな季節や環境でも、本の世界に飛び込む瞬間が自分にとって
の読書日和でした。読みたいと思う本に出会い、そのときの状況までも心
に残るような読書体験が、多くの人に広がってほしいと願います。
　        　    　　　（「読書推進運動協議会ホームページ」より引用）

※「ビブリオバトル」とは、競技スタイルの書評会です。今年は高校生が出場します。ぜひ、高校生たち
の熱いビブリオバトルにご注目ください。

　～出演者からのメッセージ～「日向学院中・高等学校」 　 
　いつも中学生と高校生が合同で合唱の練習をしていて、みんな兄弟姉妹みたいに仲がいいです。先日
行われた第70回「九州合唱コンクール」では、中学生が金賞、高校生が銀賞をそれぞれ受賞しました。
　図書館フェスタにお越しいただき、ぜひ私たちの歌声を聴いてください。お待ちしております。

ご 利 用 案 内 編 集 ・ 発 行

住　　　所■〒880-0031　宮崎市船塚3丁目210番地1

Ｔ　Ｅ　Ｌ■0985-29-2911（総務・企画課）

Ｆ　Ａ　Ｘ■0985-29-2491（総務・企画課）

HPアドレス■http://www2.lib.pref.miyazaki.lg.jp

携帯アドレス■http://www.lib.pref.miyazaki.lg.jp/i_index.htm

■一般閲覧室： 9:00～19:00

■児童図書室： 9:00～17:00

■毎週月曜日（祝日の場合翌日）

　年末年始：12/29～1/4

　特別整理期間：2/１５～2/２２

開 館 時 間

休 館 日

●合唱（日向学院中学校・高等学校）
●読み聞かせ（図書館職員ほか）
●手品＆バルーンアートショー
●高校生によるビブリオバトル（※）
●子ども詩吟の発表（宮崎杖神吟道会）
●みやざき犬ステージ
●お楽しみ抽選会              　　　など

●オリジナルしおりづくり
　　自分だけのオリジナルのしおりを作るイベントです。
●クイズラリー
    館内にあるクイズに答えて回るイベントです。　
●木育イベント
　　木の工作や木のおもちゃで遊ぶイベントです。　
●飲食物＆物品販売
●西日本読書感想画コンクール作品展示 　　　　など

ステージイベント（予定） ステージ以外のイベント（予定）

～お知らせ～

日　時　１１月３日（火・祝）※文化の日　　午前10時30分から午後４時まで（予定）
場　所　南玄関前屋外特設ステージ（雨天時は１階ロビー特設ステージ）　他

●　宮崎県立図書館

「読書の秋」到来！！


