
 

  

 

 

 

ハワイ州公共図書館と県立図書館の 

姉妹図書館協定締結について 
 

 

 

 

 

 

【姉妹図書館協定締結式】 

１ 日 時  令和４年８月31日（水）16：45～ 

       （前日の８月30日（火）9：30から，ハワイ州知事夫妻が県立図書館を視察予定） 

 

２ 場 所  広島県立図書館（広島市中区千田町三丁目７-47） 

 

３ 出席者 

  ○広島県側 

所属 職名 名前 

広島県 知事 湯﨑 英彦 

広島県教育委員会 教育長 平川 理恵 

広島県立図書館 館長 豊田 義政 
 

○ハワイ州側 

職名 名前 

ハワイ州知事 Governor David Ige（デイビッド・イゲ） 

ハワイ州知事夫人 Ms. Dawn Amano-Ige（ドーン・アマノ-イゲ） 

ハワイ州公共図書館長 Ms. Stacey Aldrich（ステイシー・アルドリッチ） 

 

４ スケジュール 

  16：45   開会 

  16：50   広島県知事挨拶 

16：55    ハワイ州知事・同夫人挨拶  

  17：00     出席者コメント 

  17：10     両知事，両図書館長による署名 

  17：15     図書の交換 

  17：20     記念撮影 

 17：25     報道機関からの質問対応 

   17：30   閉会 

ハワイ州との友好提携 25 周年を記念したハワイ州訪問団の来広にあわせ，ハワ

イ州公共図書館と県立図書館の姉妹図書館協定を締結します。 

 広島県立図書館が，姉妹図書館協定を締結するのは，開館（昭和 26年広島県児童

図書館として設立）以来初めてです。 

報道提供資料 
令和４年８月29日 

課 名  生涯学習課 
担当者  社会教育監 松田 愛子 
直通電話 082-513-5012 

広島県立図書館 

ハワイ州立図書館 

※ 協定締結式終了後，県立図書館長がぶら下がり取材に対応します。 



   

ハワイ州公共図書館の概要 

〈ハワイ公共図書館HP情報〉 

 

【所在地】本館１館（ハワイ州立図書館）：オアフ島ホノルル 

分館50館：ハワイ島，カウアイ島，ラナイ島，マウイ島，モロカイ島，オアフ島に点在 

【開館日（本館）】月～水・土：午前９時～午後４時／木：午前９時～午後７時／金：午前11時～午後４時 

【ミッション】ハワイ州立図書館は，職員，収蔵物，プログラム，サービス，物理的・仮想的空間を通じて，生

涯を通じて読書と学習を愛する心を育みます。 

【ビジョン】ハワイ州立図書館は，ハワイの地域社会における教育・情報・文化の中心地です。 

【収蔵物】書籍：299.1万冊以上 CD：11.3万枚以上 DVD：16.5万枚以上  

新聞：100紙以上 雑誌：150誌以上 

【取組】 

・子供向けおはなし会：本館が実施。主な対象は３～５歳で土曜日に開催。親子で絵本や童謡，歌，工作などが 

楽しめる。障害に応じた合理的配慮可。 

・ブックモービル：図書館に来館できない方にも図書館サービスを届けるため，ブックモービル２台（マウイ 

島，モロカイ島。モロカイ島はコロナ禍により休止中）で移動図書館を運用中。 

 

【沿革】次表のとおり。一部省略。 

年 内容 

1879年 ハワイ州公共図書館のルーツとなる「ホノルル図書館・読書室協会（HLRRA）」設立。 

1909年 実業家アンドリュー・カーネギーから助成を受け，ハワイ図書館設立準備開始。 

1911年 建設地決定・建設開始 

1913年 

ハワイ図書館開館（２月１日）。開館時蔵書数は30,000冊，床面積約20,000平方フィート，

総工費＄127,000。1907年からHLRRAで司書を務めていたエドナ・アリンがハワイ図書

館の初代司書に任命される。 

1928年 建物の拡張・増築開始。 

1930年 建物の拡張・増築完了。 

1936年 
伏見宮記念奨学会から，日本や中国に関する書籍4,000冊が寄贈され，東洋文庫設立（同文庫

は第二次世界大戦中に解体）。 

1959年 
ハワイが州に昇格。州議会によりハワイ州全体の公共図書館システムが確立される。州教育委員

会及び同委員会直属の州司書（システム責任者）が設置される。 

1966年 
州司書が州全体の公共図書館のシステムを整理。ハワイ図書館が「ハワイ州立図書館」に名称変

更し，州全体を代表する旗艦図書館に位置付けられる。 

1978年 ハワイ州立図書館が歴史的建造物国家登録簿に登録される。 

1985年 コンピュータの一般利用開始。 

1987年 電子化されたカード目録・回覧システム（OPAC）導入。 

1990年 改修・増築のため閉館。 

1992年 
ハワイ州立図書館再オープン。床面積約107,000平方フィート，総工費＄15,000,000。電

話でのレファレンスサービス開始。 

1996年 インターネットに無料でアクセスできるコンピュータを導入。 

2002年 
米国議会図書館と連携する「Hawaii Center for the Book」の設立承認。コンピュータを９台

から29台に増加。 

2003年 米国旅券の処理開始。         ※HP上の沿革の記述は以上。この年以降の記述なし。 

 

参考 



【ハワイ州公共図書館】 

No. 所在地 図書館名 備考 

１ ハワイ島 ヒロ市立図書館  

２ ハワイ島 ホノカア市立図書館  

３ ハワイ島 カイルア・コナ市立図書館  

４ ハワイ島 ケアアウ公共・学校図書館  

５ ハワイ島 ケアラケクア市立図書館  

６ ハワイ島 ラウパホエホエ公共・学校図書館  

７ ハワイ島 マウンテンビュ公共・学校図書館  

８ ハワイ島 ナアレフ市立図書館  

９ ハワイ島 ノスコハラ公共図書館  

10 ハワイ島 パハラ公共・学校図書館  

11 ハワイ島 パホア市立・学校図書館  

12 ハワイ島 テルマ・パカ・メモリアル公共・学校図書館  

13 カウアイ島 ハナペペ公立図書館  

14 カウアイ島 カパア市立図書館  

15 カウアイ島 コロア公共・学校図書館  

16 カウアイ島 リフエ市立図書館  

17 カウアイ島 プリンスビル公共図書館  

18 カウアイ島 ワイメア市立図書館  

19 ラナイ島 ラナイ市立・学校図書館  

20 マウイ島 カフルイ市立図書館  

21 マウイ島 キヘイ市立立図書館  

22 マウイ島 ラハイナ市立図書館  

23 マウイ島 マカワオ市立図書館  

24 マウイ島 ワイルク市立図書館  

25 マウイ島 ハナ公共・学校図書館  

26 モロカイ島 モロカイ公共図書館  

27 オアフ島 ハワイ州立図書館 本館（旗艦図書館） 

28 オアフ島 盲人・活字障害者図書館  

29 オアフ島 マッカリモイリイリ公共図書館  

30 オアフ島 カリヒパラマ公共図書館  

31 オアフ島 カネオヘ市立図書館  

32 オアフ島 カポレイ公共図書館  

33 オアフ島 リリハ図書館  

34 オアフ島 マノア公共図書館  

35 オアフ島 ミリラニ図書館  

36 オアフ島 パルシティ図書館  

37 オアフ島 ソルトレイク・モアナルア公共図書館  

38 オアフ島 ワヒアワ公共図書館  

39 オアフ島 ワイアルア公共図書館  

40 オアフ島 ワイアナエ図書館  

41 オアフ島 アイエア公共図書館  

42 オアフ島 アイナハイナ図書館  

43 オアフ島 ワイキキカパフル市立図書館  

44 オアフ島 エワビチ公共・学校図書館  

45 オアフ島 ハワイカイ公共図書館  

46 オアフ島 ワイマナロ公立・学校図書館  

47 オアフ島 ワイパフ公共図書館  

48 オアフ島 カフク市立学校図書館  

49 オアフ島 カイルア市立図書館  

50 オアフ島 カイムキ市立図書館  

51 オアフ島 ナナクリ公共図書館  

 


