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開催日：平成２７年２月１２日（木） 

 

調布市立図書館 



平成２６年度第４回図書館協議会議事録 

 

開催日時：平成２７年２月１２日（木） 午後２時から４時まで 

会場：文化会館たづくり９階 研修室 

出席委員（１０人）：井上，松田，宅間，進藤，海本，安本，古澤，野末， 

片岡委員，陸委員 

         

 

【次第】 

(1) 平成２６年度第３回調布市立図書館協議会議事録（案）の承認について 

(2) 平成２７年度調布市立図書館事業計画（案）について 

(3) 調布市立図書館の今後のサービス～４～「児童サービス」について 

 (4) その他 

  ア 利用者懇談会について 

  イ 映画の図書展について 

    ウ 樟まつりについて 

 

 

【配付資料】 

 資料１ 調布市立図書館の今後のサービス～３～報告 

 資料２ 平成２７年度調布市立図書館事業計画（案） 

 資料３ 調布市立図書館ハンディキャップサービスの概要 

 資料４ 利用者懇談会実施報告 

資料５ 映画の図書展チラシ 

資料６ 樟まつりパンフレット 
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○事務局（島田）  それでは，定刻となりましたので，始めさせていただき

ます。本日は御多忙の中，御出席を賜りまして，誠にありがとうございます。 

 開会に先立ちまして，図書館長の小池からごあいさつ申しあげます。 

 

○小池館長  皆さん，こんにちは。本日は図書館協議会に御参加いただきま

して，ありがとうございます。開会に当たりまして一言申しあげたいと思いま

す。 

 ２月のこの時期は次年度の事業，予算案が固まってくるときであります。後

ほど今日の議題の中でも事業計画（案）について説明させていただきますけれ

ども，今度の２７年度という年は調布市にとっては修正基本計画，また改定調

布市教育プランの初年度となっていく年です。また，４月１日をもって市制を

敷いたということで，市制６０周年になるという年でもあります。図書館は市

制１０周年記念事業として企画されて，建設が着手されたということになりま

す。ですので，昭和４１年６月に開館しておりますけれども，今年はそれから

数えると４９年に当たる訳です。 

 府中の図書館は一昨年に５０周年，今年は日野の図書館が５０周年，来年調

布の図書館が５０周年ということで，中小都市における市立図書館が図書館の

中核だというレポートが出て，それから活発な活動が始まったとされておりま

すけれども，各地でそういう活動が始まってから半世紀がたったという年にな

っているということになります。中国の孔子は５０にして天命を知ると言った

とされているかと思うのですけれども，そのような年周りだということになり

ます。 

 今，図書館の予算についても詰めているところではありますけれども，資料

費につきましては大きく増えることもなく，今の予定でいけば今年度並みとい

うことになります。一方，電気設備の老朽化に伴う更新の時期を迎えていると
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ころは３館，また空調工事などがありますので，総額としては大きく増える予

定ではございます。 

 先日，日本文藝家協会が主催いたしました図書館は本の敵かというシンポジ

ウムがありました。図書館が本を貸すから本屋さんが儲からないのだというか，

良くないのだというお話を言う人はさすがに最近はあまり聞かないかなと思う

のですけれども，最近「新潮４５」という雑誌で似たようなお話がありました。

このシンポジウムは，参加してみましたが，図書館が敵ということではなく，

出版界も含め，図書館界も含めて一緒に連携しながら読書を勧めていくことが

重要だというお話に持っていこうとしたのかなという感じはあります。結果ど

うだったか，まだ若干反省があるような気はしますが，そういう会になったと

いうことがあります。 

 昨年，全国図書館大会を東京で行いましたけれども，それ以降，ＮＨＫなど

でよく図書館のことを取り上げるということ，もしかしたら御覧になった方も

おられるかと思いますが，そういう意味では注目度がアップしているという時

期でもあります。ある分科会に参加したところ，電子書籍を扱う会社の人がど

のような形であっても読書を勧めるということがとにかく緊急に必要なのだ，

早く手を打たないと読書というマーケットがどんどんしぼんでしまうのだとい

うお話がありました。図書館が今取り組むべきことは，やはり本を読むことに

こだわって読書を勧めるということではないかと考えているところです。 

 一言と申しあげながらも長くなりましたけれども，本日の議題の中で読書に

ついて御意見をいただければと思っておりますので，よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

 

○事務局（島田）  続きまして，本日の資料の確認をお願いいたします。お

手元に資料の御用意をお願いいたします。 

 資料番号を付番しておりませんが，まず１つ目です。「平成２６年度第３回

調布市立図書館協議会議事録（案）」になります。 

 資料１です。「調布市立図書館の今後のサービス～３～『ハンディキャップ

サービスについて』報告」というホチキスどめになったものになります。 
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 資料２「平成２７年度調布市立図書館事業計画（案）」です。 

 資料３「調布市立図書館児童奉仕の概要」です。 

 資料４「平成２６年度利用者懇談会実施報告」です。 

 資料５「映画の図書展」のチラシです。 

 資料６「樟まつり」パンフレット，小さな冊子になっております。 

 また，机上に「子どものほん２０１４」，年齢別の４種類のものと「第２次

調布市子ども読書活動推進計画」を御参考にしていただくために置かせていた

だいております。御確認をお願いいたします。 

 資料はお手元におそろいでしょうか。――それでは，野末委員長，どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

○野末委員長  それでは，ただいまから，今年度最後，平成２６年度第４回

調布市立図書館協議会を開催します。委員の皆様，改めまして，こんにちは。

よろしくお願いいたします。 

 それでは，まず最初に定足数の確認ですが，本日の出席委員について事務局

から報告をお願いします。 

 

○事務局（島田）  御報告いたします。高野委員，大作委員におかれまして

は，欠席するとの御連絡をいただいております。つきましては，ただいまの時

点で１０人出席いただいておりますので，調布市立図書館条例施行規則第１７

条第１項に規定されております定足数に達しております。 

 以上でございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。定足数に達しているとのことです

ので，引き続き進めてまいります。 

 審議に先立ちまして，本日の案件について非公開とすべき議題があるかどう

かお諮りいたします。 

 本日の議題は，非公開とする理由は特にないと思われますが，御異議ござい

ませんでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 
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 ありがとうございます。御異議ないものと認めます。 

 また，本日の傍聴者の定員ですが，５人とさせていただいております。本日

の傍聴希望者の有無について事務局から報告をお願いいたします。 

 

○事務局（島田）  傍聴希望者はいらっしゃいませんでした。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。寂しいような気もしますが，傍聴希

望者はいらっしゃらないということですので，このまま会を継続し，審議に入

りたいと思います。 

 それでは，議題第１号の「平成２６年度第３回調布市立図書館協議会議事録

（案）の承認について」に入ります。こちらの資料は開催通知と併せて先日事

務局から送付を受けておりますので，委員の皆様には既に御確認いただいてい

ると思います。修正のお申し出はございますでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 よろしいですか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 丁寧に作っていただいておりますので，それでは，修正のお申し出なしとい

うことで，署名により確定いたしたいと思います。 

 それでは，事務局は署名の手続を進めてください。前回指名を受けたのは古

澤委員ですか。後ほど署名をお願いします。 

 それでは，議題第２号の「平成２７年度調布市立図書館事業計画（案）につ

いて」に入ります。小池館長から御説明をお願いいたします。 

 

○小池館長  では，資料２となりますので，お手元にお願いいたします。平

成２７年度図書館事業計画（案）について説明いたします。 

 図書館の事業計画は，調布市教育委員会が決定することで正式な計画という

ことになります。本日は協議会の皆様の御意見をいただき，より良い計画にし

ていきたいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。また，教育委

員会に先立ちまして，社会教育委員の会議においても御意見をいただく機会が

ございます。協議会委員であり，社会教育委員である方には同じようなお話に
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なるかとは思いますが，御了承いただければと思います。 

 昨年までの協議会の中でいただいた御意見といたしまして，計画と報告のス

タイルが一致していない，事業計画を見てもこれが計画としてどうだったか分

かりにくいとの御指摘をいただいております。今回はそのような御指摘を反映

させたような形で作成してみました。まだまだ形としてこれで良いのかなとい

う疑問の点もございますけれども，その辺りも御意見としていただけると助か

ります。 

 時間の関係もございますので，大まかな構成を説明させていただき，内容に

ついては事前にお目通しいただいていると思いますので，かなり集約した説明

となることをあらかじめ御了承をお願いいたします。 

 構成といたしましては，１枚めくっていただいて１ページとあるところです

けれども，初めに，基本方針としまして図書館を取り巻く状況に触れながら主

要な事業等の考え方を述べさせていただいております。これは去年までと同じ

ようなスタイルとなります。 

 ただ，今回，取り巻く状況，また考え方の中に，先ほどもあいさつの中で触

れさせていただきましたが，読書にこだわっていきたいということに触れさせ

ていただいております。活字離れだとか読書しなくなったと言われております

けれども，本当にそうなのか，単に本を読まなくなっただけで，ほかの方法で

読書しているのかもしれないということも頭に入れながら，読書にこだわって

いる図書館であることは重要ではないかと考えております。 

 また，図書館は課題解決に力を注ぐべきだということで，貸出しをないがし

ろにしているのではないかという意見も最近はあります。貸出し至上主義だと

言われることへの反発に対する反発と言ってもいいのかもしれませんけれども，

図書館はレファレンスサービスなどに力を入れるべきだという言い方が最近は

されるかと思っておりますが，一方，きちんと貸出しをすべきだというお話で

す。しかしながら，市民のための図書館が何をするのか，目的は何なのかと考

えたときに，市民が読書の習慣をしっかりと身に付けること，またそれを継続

すること，自分の意見を持って考えを形成することを支援するということが大

事なのではないかと考えます。そのためにも子どものときから大人までの読書

の動機付け，習慣付け，継続するための活動を行いながら，学校での学習や自
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己の学習を支え，自らの考えをまとめたいときに役立つ資料を見つける支援活

動をする必要があるのではないかということです。 

 資料を使う方法としての貸出し，閲覧ないしは複写が具体的な方法としてあ

るということかと考えております。資料を使いたい人が迅速に，的確に入手す

るということをないがしろにしてはならないということです。徹底した資料提

供はそういうことなのではないかと考えております。 

 このような考え方を基に，国が定めた法令，基準などを１つのよりどころと

しながら，２７年度の具体的な事業を考えていきたいと考えております。 

 こちらの資料でいきますと，４ページ以降は主要な事業ということで載せさ

せていただいておりますけれども，報告のところで従来組み立てさせていただ

いている枠組みで説明させていただいているものでございます。 

 説明としては以上といたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○野末委員長  それでは，御説明いただきましたので，御意見のある委員は

挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。どんなことからでも結構です。

――では，せっかくですので，私から。 

 読書に重きを置くというか，力を入れる方針だと今伺いました。具体的には

読書について力を入れたのは昨年度までとどういうところが変わってきたのか

というところを少し補足いただけるといいかと思います。では，館長，お願い

します。 

 

○小池館長  基本的に何か事業で新しく加えたとか，そういうことはありま

せん。考え方としてそういうことをクローズアップしていくということが今大

事なのではないかと思いまして，最初の基本方針のところに入れさせていただ

いたというところです。 

 先ほども説明の中で申しあげたのですけれども，どうも図書館は最近貸出し

よりもレファレンスサービスに力を入れているのではないか，それでいいのか

という言い方がされて，そうではない，しっかり資料提供するのだという言い

方が一方であります。それはレファレンスサービスをやらないと図書館の将来

はないのではないかとか，○○サービスをやらないと将来がないのではないか
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という言い方をすることへのある意味反発的なことで，そうではなくて，まず

しっかりと本を貸すということを皆さんやっているのですかということ。そう

いうことをやらないで○○サービスとかレファレンスサービスをやっていると

いうのはそもそも本末転倒ではないかと理解しているのです。 

 例えば，調布の図書館とか千葉の浦安の図書館はすばらしいとよく言われる

のですけれども，浦安で働いていないので何とも言えませんが，調布にしろ，

浦安にしろ，何をやっているか，あるいは，いわゆる評価されている，良いと

されている図書館が何をやっているかというのを見れば，まず本を貸している

のです。本を貸すことをやめてはいませんけれども，本を貸すことにあまり力

を入れないで○○サービスに力を入れるという図書館は確かにたくさんありま

す。そういう図書館が注目されますが，図書館の利用がしっかりしているのか

ということについては，私個人の見方かもしれませんけれども，ちょっと疑問

はあるかなと。ですから，やはり浦安にしろ，調布にしろ，日野にしろ，しっ

かり本を貸すということにこだわっていく。それは何かといえば，本を貸すこ

とについてないがしろにしないという言い方でも良いかもしれないです。 

 やはり本を早く借りたいと思うとか，ちゃんと並んでいなければ本を探せま

せん。そういうことを毎日積み重ねていかなければ，利用する人はだんだん離

れていってしまうのではないかというところだと思います。現実には早く読み

たいと言われても，本がなかなか手に入らないということはあります。よくあ

る予約の多い本だと物理的に無理な話ですけれども，そうではなくて，例えば

ちゃんと自分で探せるとか，言われた本がちゃんと出てくるとか，そういうこ

とがまず基本にあるのではないかと思います。その繰り返しが信頼にもつなが

り，図書館へ行ってみて本を探してみようとか，図書館に頼んで本を手に入れ

ようということをきちんとやらないと，レファレンスサービスだとかそういう

話にはもともとならないというところだと思うのです。そういうことを職員も

含め，いま一度確認しながら仕事をしていくことが大事ではないかと考えてい

るところです。 

 ですので，何か新しいサービスをしようということは今具体的にはありませ

んけれども，どうやったら本を手に取ってもらえるかとか，本に気付いてもら

えるかということについてはやはり考えていく必要があるかとは思っておりま
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す。そのために福袋とか，ああいうやり方が年末辺りに流行ったのですけれど

も，ああいう方法ももしかしたらありなのかもしれません。興味を持ってもら

うという意味では，普段図書館に来ない人がちょっと寄ってみようかという意

味での話題性を持つということは大事なことだと思うのですけれども，それが

大事になってしまって，そっちに力が入り過ぎてしまって，ほかのことに力が

注げなくなるというのはおかしい話ですので，まず普通にやっていることはし

っかりやることが大事かと思っております。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。福袋の計画があったのですか。おも

しろいですけれどもね。 

 では，委員の皆様からいかがでしょうか。陸委員，どうぞ。 

 

○陸委員  この間，図書館大会に出たときに講師のお話でとても印象に残っ

たのが地域とどうつながるか，コミュニティとどうつながっていくかというお

話だったのですけれども，今，小池館長の話を聞いて，基本的なことだけでは

なくて，もうちょっと地域に広がっていくというのか，市長部局ではなくて教

育委員会として，もちろんコミュニティを作っていくということにかかわって

いくというのは大事なことではないかと思うのです。 

 それで，高齢者の問題なのですけれども，２５年問題ということで，地域包

括ケアということが打ち出されているのですが，やはり地域で支え合っていく

ということがとても大事で，そこの中に図書館が何か役割ができると，もっと

文化的に広がっていくのではないかという気がしたのです。実際それに向けて

お医者さんとか介護関係の方が今まちづくりを立ち上げようとしているので，

ちょっとそういうところにかかわっていけると良いのかなと思いました。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。図書館側から何かコメントあります

か。小池館長，どうぞ。 

 

○小池館長  まず基本になることをしっかりやるということ，それから今，

委員からありましたような話，きちんとキャッチしながら，図書館がどこにか
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かわっていけるのかということを捉えていく必要があるのかなと思っています。

２５年問題について，今，市を挙げてというか，関係部局では一生懸命やると

いうことは当然だと思うのです。そういうところで図書館がどのように絡んで

いけるか。図書館がやりますという話では絶対ない話で，図書館がその中で何

か力が発揮できますかという話だと思うのです。ですので，例えば地域でみん

なでお互いに見ていきましょうという話，やはり図書館が気付いていくという

ことも一方で必要なのかなと思っています。 

 この計画でいえば，最後の辺りに入れてありますけれども，やはり他の行政

部署だとか地域のいろいろな活動等を支援していくのだ，それで市民サービス

をしていくのだという考え方を一昨年ぐらいから出してきていますが，やはり

それがおっしゃるように必要なことではないかと思っています。どうしても何

事をやるにも，それを主導する人たちがきちんといて，それを支えるというか，

かかわっていく人たちがいて，今のお話はどちらかといえば図書館は主導する

立場ではなく，何でも私たちがやりますというのはあり得ない訳なので，かか

わる立場ということの中でとらえていくことなのだろうと思います。 

 例えば，高齢者問題と言って良いか分かりませんけれども，昨年１２月と今

年の１月に，たまたま知り合いになりました行政書士の人とお話をする中で，

法務セミナーという形ですが，終活についてのミニセミナーをやってみました。

やはり参加される方たちはすごく関心を持って，ある意味役立ったということ

で帰っていかれたと思っています。図書館が終活の何にかかわるかといったと

きに，いろいろ資料は出ているけれども，それの読み解き方について，専門家

からレクチャーされるということで，さらに深い読み方，あるいは理解が進む

のではないかということでそういうことをやってみたのです。図書館が高齢者

支援室の仕事をする訳ではなく，図書館はあくまでも図書館に集まってくる資

料をどのように使えるかということを支援するというか，理解していただくと

いうことが図書館の仕事かなと思っています。そういうことを今後も引き続き

やっていくということの中で実現していきたいと思っております。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。それでは，片岡委員，お願いします。 
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○片岡委員  今，館長が本を貸すことをないがしろにしないということをお

っしゃったのですが，そこの部分で，本の冊数，あるいは内容も入っているの

ですよね。というのが，やはり調布市立図書館に来ればあるけれども，ほかの

区の図書館ではないという本もあったりして，我々レベルが求めるものが即図

書館に行けばあるというのはどういう方針によるのだろうかとちょっと疑問に

思ったのです。 

 私たちの年代は，もちろんインターネットでいろいろなことを調べることに

慣れているのですけれども，図書館で本を探す，あるいは資料を探すというこ

とが簡単にできるということがまず第一かと思うのです。具体的なことで言え

ば，例えば資料検索をするときに，その本が置いてある書架の場所まで出てく

る図書館もあるのです。そうすると，あそこへ行けば大体この手の本が並んで

いるのだなということなのです。そうすると，それは図書館の職員の方たちだ

けでやっているのだろうか，あるいはボランティアの方の手が入っているのだ

ろうかということまで考えてしまうのです。 

 本を貸すということにこだわるということは，どの辺りまでこだわりの中に

入るのかなということを考えたものですから，調布の図書館ではどういうスタ

ンスをとっているのかなとお伺いしたくなりました。 

 

○野末委員長  大きな問題ですね。館長，お答えになりますか。 

 

○小池館長  大変おもしろいというか，興味深いお話だと思います。例えば

蔵書というとき，片岡委員がよく言われるように，ほかの図書館に比べれば良

くそろっているというお話をいただきます。では，それは予算の力なのか。確

かに予算はありますので，ほかの図書館に比べれば予算がある図書館かもしれ

ません。そうすると，たくさん蔵書をすることもできる。ただ，それは片っ端

から集めたということではなく，やはりえりすぐってきて最終的に残っている

ものという結果だと思います。その力が継続するということはとても大変なこ

とで，正直力が続いているのかと言われると，もしかしたら疑問の部分もある

かもしれない。それはやはり選ぶ人の力，職員が若返っている。以前にもそう

いう話をしたように思いますけれども，職員がどんどん若返っていくところの
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中で，本を選ぶ力が変わってきてしまっているかもしれない。それを意識して

続けていかなければいけない。買うだけではないですけれども，それがやはり

５０年近く本を買って集めてきたものの力なのだろうと思います。本を貸すた

めには本がなければいけない。ですから，集める力も必要だと。 

 それから，探しやすさというお話で今具体的なお話がありましたけれども，

それはなかなかすぐにはできない話だと思います。中央図書館は比較的大きい

ので，そういう仕組みが必要といったときに，意外と仕組みを組みやすいよう

な気はするのですけれども，分館のように小さいところだと，逆に一々細かく

案内するということが本当に良いのだろうかというところで，やりにくさが一

方で出てくるのかなという感じもしますが，そういうサイズに合わせた探しや

すさを考えるということも必要なことだと思います。それのためにコンピュー

ターシステムの支援というか仕組み作りも必要かもしれません。 

 それと，今のお話の中で，やはり“きづき”だと思うのです。つまり，ある

本を探しに行ったら，その本の仲間が周りにいるというのが，図書館の本はそ

う並んでいるのだろうと思っている人たちが多いと思うのですけれども，今は

それすら危うい時代になってきている。この前話題にしたのは，今，大学生で

五十音表が分からない人がいるらしいのです。ということは辞書が引けないの

です。五十音が分からなければ，日本語の辞書は引きにくくなります。手当た

り次第に５０枚めくる。直接聞いた話ではありませんけれども，要するにそう

いう話らしいのです。そうすると，リテラシーという以前の話がどうも危うい

時代になってきているという一方の話がありながら，一方，探しやすさという

ものが，いろいろな背景を持った人たちにとって何が良いのかということが今

実は意外と難しい時代に入ってきているというのもあるのかもしれません。 

 例えば，この前，片岡委員が参加されました図書館大会で話に出た，色で指

し示すということです。あれも１つのやり方です。昨日ある大きな図書館に行

きましたけれども，ブックポストに色が付いているのです。ブックポストに色

の付いているシールがはってあるのです。これは何かというと，そこは大きい

図書館ですので，人文だとか文学だとか自然科学，大きく本棚が４列あるので

す。つまり，棚の列というか流れごとに４色，色を付けておくのです。そうし

たら，最初からそこに入れてくれれば後で仕分するのが楽でしょうという発想
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なのです。色が分かるとか分からないという話は置いておいても，色で識別す

ることでそのように仕組みを作っていくというやり方もあるかもしれない。で

すので，どうやったら資料が探しやすいかということはいろいろな視点で考え

て，１回決めたらそれを押し通していくという必要も出てくるので，やはりそ

こはちょっと慎重にやる必要があるのかなとは思っています。 

 すみません，具体的な話になるとついつい話が長くなってしまうのですけれ

ども，そういうところも含めて，やはり探しやすさということもあるし，借り

てもらうというか，利用してもらうための本を選ぶということについても引き

続ききっちりやっていかなければいけないかなとは思っているところです。館

長だけが思っていても仕方がないので，皆さんそういうことで。 

 

○片岡委員  今のお話ですと，結局行き着くところは，サービスに関しては

やはりユニバーサルという視点が欠かせないと思うのです。それは多分ハンデ

ィキャップの考え方にもつながっていくのだろうと思うのですけれども，確か

に探しやすさということでは人それぞれによって違うということもよく分かり

ました。ですので，多分これから出ると思うのですけれども，児童サービスと

いうことに関係して，この話題はやはり図書館の中でのサービスをどのように

考えていくかということにつながっていくのです。そのように思いました。 

 障害のある方たちも同じ空間で一緒にやっていきましょうということになる

と，やはりユニバーサルという考え方は外せないことだと思うのです。それに

関して，それぞれの障害に対する知識とか対応とかそういうものを，図書館の

方たちがいわゆる本ということに対してどういうサービスを提供していくかと

いう，これからはそっちのほうが大事かなとちょっと考えました。まとまらな

くてすみません。 

 

○野末委員長  お答えになりますか。ユニバーサル，大丈夫ですか。――あ

りがとうございます。これは多分大きな話だと思いますので，またいつでも御

意見がありましたら，この協議会の中でも戻ってきていただいて大丈夫だと思

います。 

 それでは，ほかに御意見いかがでしょうか。安本委員，どうぞ。 
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○安本委員  （３）図書館資料の収集と保存についてお伺いいたします。一

番最後のところに多摩地区共同による資料保存について検討を進めるというこ

とが書かれていますけれども，具体的にもう何か計画が始まっているのですか。 

 

○小池館長  多摩地域の館長会の中で，資料を共同保存をして，共同で利用

できるような図書館を作ったらどうかという検討をかつてしたことがあります。

平成１９年度だったと思いますけれども，そのときに一度まとめたものは，共

同利用図書館を作ろうということです。そのためには皆さん，１７０万円ぐら

いずつ毎年お金を出してくださいという話でした。１７０万円出せる図書館も

あるでしょうけれども，そうではない図書館ももちろんありますので，端的に

言えば，その話は計画としては，なるほど，でも，お金が難しいですねという

ところで止まったままでした。一昨年それで良いのだろうか，もう一度考えを

始めてみようということで，お金を出せばできるだろうと思いますけれども，

現実は難しいだろうと。であれば，何かほかに方法はないかということをもう

一回考えてみようということを，今館長会でやっています。 

 その中で，もう１つの方法としては，みんなで持ち合いましょうと。つまり，

除籍するのであれば，この資料はちょっと除籍するのをやめて，その図書館で

持っていてくださいということを合意できれば，共同保存庫みたいなものがで

きるまで，もしかしたら途中経過かもしれないけれども，そういう方法もある

のではないかということを今検討を始めているところです。そのための条件と

しては何が必要かというと，各図書館がどのぐらい本を持っていますか，どの

ぐらい残せますか，毎年どのぐらい入れて，どのぐらい廃棄していますか，除

籍していますかという実態を調べながら，そもそも除籍するときに，皆さんど

んなプロセスでされているのですかということを調べながら，今検討している

ところです。検証していると言っても良いかもしれないです。一応予定では今

年の１０月ぐらいまでにある程度の状況報告をまとめ，それを館長会に戻しな

がら，次に考える手だてにしてくださいということを今やっているのが実態で

す。 

 その中で，まだ具体的には話として進んでいませんけれども，ではどこにそ
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ういう本があるかということを調べるツールというか手段があれば，より考え

やすくなるのではないかということで，ある仕組みを作っている人たちと今話

をしています。それは，この本が多摩地域で最後の何冊というのが分かれば，

除籍するときの参考になるだろうと。単純に言えば，そういう仕組みを作れな

いかということです。今どこの図書館に本があるかというのをある程度調べる

ことができるのは御存知かと思いますけれども，それを一回一回動かすよりは，

ある程度候補になる本がもう多摩地域で残り少ないですという事前情報があれ

ば，各図書館は気を付けるようになるだろうという発想でもあるということで

す。 

 ですので，具体があるかと言われれば，まだ検証中というぐらいのレベルで

はありますけれども，話としてはもう一度考えてみようということを今検討し

ているというところです。 

 

○安本委員  分かりました。それこそ相互利用は今幾つかの市と一緒にやっ

ていらっしゃいますけれども，除籍，本の保存に関するだけではなくて，利用

の面でもそれができれば，それこそ調べやすくなるとか，そういうことにつな

がっていくのですか。 

 

○小池館長  本を使うときに人が動くのか，本が動いてくるのかという考え

方があります。相互利用というのはどちらかといえば使う人が動いていくとい

う考え方で，これは物理的に近いところやアクセスできるところがつながると

いう発想だと思うのです。ですので，調布の場合は七市連携ということと，三

鷹と狛江があります。これより拡張するというのが果たしてどうなのかという

感じはしますけれども，一方，いわゆる本の相互貸借ということで，資料の相

互貸借は進んでいるのは変わらずですが，これが今度は仕組みとしてはあるが，

量が増えてきたときに，どうやってそれを処理していくのだということがやは

りなかなか難しいことになるのかなというところはあります。 

 以前にも雑誌の収集のときのお話であったかと思いますけれども，すべての

雑誌を集めることはできないので，雑誌を自分で持たないで，持っているとこ

ろから借りるという方法ももちろんあるし，そうしたときに相互に動き始めた
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ときに，マイナスの方向に動いてしまうのは，自分で買わないで人のところに

頼るという心理が働き始めると，全体がしぼんでしまうことになるので，やは

り自分の地域のところのものについては責任を持って提供しようということが

図書館の基本ではないかと思います。ですので，相互利用も，あるいは相互貸

借をするということについても，そこら辺をベースにして各図書館が仕事をし

ないと，たちまち小さいほうに，人に依存してしまうというほうになってしま

うのはまずいかなと思いますので，そこはやはりきちんと押さえて進めていこ

うかと思っております。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。井上委員，

どうぞ。 

 

○井上委員  （４）児童サービスの充実ということが書かれていまして，児

童サービスの推進及び継続を図ると書かれているのですけれども，具体的にど

のようなことが考えられているか教えていただければありがたいと思うので，

よろしくお願いします。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。これは……小池館長。 

 

○小池館長  後ほどの議題の中で。 

 

○井上委員  議題に載っていますか。分かりました。では，そちらのところ

で。 

 

○野末委員長  では，次の議題で。井上委員には時間配分をうまく考えてい

ただいたような気がしますが，ちょうど次の議題が児童サービスになっており

ますので，後ほどもし時間がありましたら，事業計画についても戻って御意見

をちょうだいできるという前提でよろしければ，次の議題に移りたいと思いま

すが，いかがでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 
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 では，議題第２号をいったん終了いたしまして，続きまして，議題第３号の

「調布市立図書館の今後のサービス～４～『児童サービス』について」に移り

たいと思います。これは返田係長から御説明をお願いします。 

 

○返田係長  返田でございます。よろしくお願いいたします。 

 皆様のお手元に資料３として調布市立図書館の児童奉仕というホチキスどめ

の資料が行っているかと思います。それに加えて置かせていただきましたのは

「第２次調布市子ども読書活動推進計画」というピンクのＡ４判の冊子，それ

と，「子どものほん」の案内になりますが，幼児，１・２年，３・４年，５・

６年，こちらがお手元に行っているかと思います。どうぞ後で御参考に御覧く

ださい。 

 図書館の児童奉仕というのは，最初に書いてありますけれども，子どもと

「子どものほん」を結び付けるということを目的に活動しております。館長の

話にもありましたとおり，読書の力は生きていくうえで非常に重要なものと考

えて，その力を付けるため，子どもと「子どものほん」を結び付けるというこ

とを目的として活動しております。 

 その下に書いてありますのは，子どもの読書活動の推進に関する法律の第２

条，基本理念のところから抜粋したものになります。 

 大きく次の１から５の活動をしております。 

 まず，１の蔵書からお話しさせていただきます。図書館のサービスは本があ

ってこそ成り立つというサービスになります。何よりも本を選ぶというところ

に重点を置いております。（１）収集方針，選定基準というのがありますが，

選定基準は今改定中で，まだお目にかけることができなくて申し訳ありません。

出来上がり次第，ホームページ等，またこの場でも皆さんにお知らせさせてい

ただきたいと思います。 

 それから，（２）基本図書・長生きの本に学ぶ。これは特に絵本の世界なの

ですけれども，５０年，６０年と読み継がれてきた本が実際に出ております。

そういったものを基にして，まず職員が選定の目を養っていくということです。 

 それから，ブックリストです。こちらのブックリスト，「このほんよん

で！」は，昨年，第２版を出しました。回覧をお願いいたします。それから，
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「小学生にすすめる本」です。こういったものを職員が作りつつ，かつ新しい

職員がこれを基に選定する目を養うという形で使っております。 

 それから，実際に新刊の選定も日々行っています。基本図書やリスト類を基

に，できるだけ多くの本に目を通しまして，評価すべき本についてはレビュー

スリップという記録を一冊一冊残して評価しています。そして，それを基に中

央図書館児童担当での選定会にかけて，その本を図書館に入れるかどうかとい

うことをやっております。毎年，先ほどお配りしている「子どものほん」も作

って，それを基にこういう本があるということを子ども，それから親に向けて

もＰＲしております。 

 ２，児童室の日々の仕事という項目がありますけれども，そのように選んだ

本を日々どのように子どもに手渡すかということです。 

 まず，日々，書架整理を行います。乱れていては本が目立ちません。きちん

と整理して，それから子どもが興味を持てるように表紙を見せておくというこ

と。それから，開架と閉架のバランスをとって，開架がいっぱいになってしま

った分，何を下の書庫に下ろすかということ。それから，貸出し・予約，読書

案内，傷んだ本の買換えを日々行って，中央図書館でいいますと具体的には４

階の棚を維持していくということをやっております。 

 それから，勧めたい本を手に取ってもらうための工夫として，先ほどのリス

トもありますけれども，展示を日々やっている。 

 それから，本の背のところにカラーシールを付けて置き場所を分かりやすく

するという工夫もしております。 

 それから，先ほどのリスト類。すみません，こちらのほうはどうぞ御覧くだ

さい。一つひとつは読み上げませんが，先ほどお配りしたもののほかにこうい

ったリストも作ってＰＲに努めております。 

 刊行物については御覧いただければと思います。 

 次に，事業ですけれども，図書館は子どもにＰＲするだけではなく，家庭で

の読書環境が非常に重要だと思っております。そのために図書館では，１歳６

箇月児健康診査時にこちらのブックスタートパックを保護者の方に配付してお

ります。 

 それから，３・４箇月児健康診査時には「赤ちゃんは絵本がだいすき」をお
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配りして，お母さんたちを対象に赤ちゃんに絵本を読んでいただきたいという

ＰＲも行っております。 

 それから，幼児から小学生へのおはなし会や，赤ちゃんへのおはなし会を行

っています。赤ちゃんへのおはなし会が盛況で，来年度からは全館で定例化す

ることとなりました。 

 それから，保育園児へのおはなし会。保育園に行くこともありますし，保育

園から来ていただくこともあります。 

 子ども発達センターに通所する幼児へのおはなし会，特別支援学級・特別支

援学校の小学生へのおはなし会も行っております。 

 学校への働き掛けとして，市内の小学校３年生全員に図書館のガイダンスを

行っております。これは昭和４０年代から開始しまして，５０年代から定例化

し，すべての小学校で現在も行っております。 

 それから，学級文庫への団体貸出や調べ学習のバックアップ等をしておりま

す。 

 それから，通称調小研と言っておりますけれども，調布市立小学校教育研究

会図書部という会があります。そちらの定例会に参加して，先生や学校の司書

の方たちに新刊の紹介等をしております。時には調べ学習の支援についてこの

場で相談することもあります。 

 また，小学生読書会を企画して，小学校４年生から６年生の子を対象に１年

かけてテーマを決めて，本の紹介をするということ。 

 それから，子どもを取り巻く大人のための事業として，「子どものほん」に

親しむ会を年に１回開催しております。 

 絵本の読み聞かせについて全３回の講座を毎年１回行っています。こちらを

受けた方が学校での読み聞かせ等に参加してくださっています。 

 それから，保育園，学校のほか，公民館，児童館，子ども家庭支援センター

すこやかともつながりを持って活動をしております。 

 簡単な説明になりますけれども，以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。御説明は以上です。 

 議題としては調布の図書館の今後のサービスを考えるということで，今回は



 

19 

児童サービスを中心に考えていくということです。現在行われている児童サー

ビスの概要について御説明をいただきました。これを踏まえて，御質問からで

も結構ですので，委員の皆様には御意見をちょうだいできればと思います。い

かがでしょうか。小池館長，どうぞ。 

 

○小池館長  今，事業といいましょうか，大きく５区分説明させていただき

ました。先ほど井上委員からもありました話を説明するに当たってですけれど

も，これがつながっているということなのです。つまり，職員がこれをやるこ

とで，本を選ぶためには子どもたちがどのような本を好むかとか，子どもたち

がどういう反応をするかということを職員が見て，それで日々出てくる本を見

る。選ばれた本を子どもたちに提供してみて，どういう反応をするか。そうい

う循環といいましょうか，連関といいましょうか，そういうことが行われるこ

とが大事だと。それが進めていくということです。調布の図書館５０年の歴史

で，特にここ４０年ぐらいはそれを綿々とやってきているということを御理解

いただければと思っております。 

 

○井上委員  とてもありがたいと思っています。ありがとうございます。 

 

○古澤委員  ２つほど質問させていただこうと思ったのですが，２つ目のほ

うが先なのですけれども，今，子どもたちがどのような本が好きなのかという

のを職員の皆さんで知るということをおっしゃられたのですが，以前，ニュー

スで，とある私立大学だったと思うのですが，学生に予算を与えて本を買わせ

る，学生目線で選んだ本を図書館に並べるようになったという取組をしている

大学を見ました。子どもがどのような本が好きかというのを知るというのは同

じ意味だと思うのですが，とても良いと思いました。 

 ちょっとまたこれとは別で，戻ってしまうのですけれども，蔵書を選ぶとき

なのですが，どういったメンバーの方で選んでいらっしゃるか教えていただき

たいのですが，お願いします。 

 

○小池館長  選書のことから，基本的に中央図書館と分館では大きく２手に
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分かれていて，分館は職員が基本的に２人いますので，その分館の分の本を職

員が自分たちで選ぶというのが原則です。それから，中央図書館は児童を入れ

ると大きく５分野に分かれていて，その５分野でそれぞれ予備選定をして，最

終的に決めるという形を毎週やるということです。日々発刊される本が情報と

して来ますし，一部ですけれども，本が送られてくるので，実際の本を見たり，

あるいは得られた情報からどんな本かということを調べて，それを総合的に見

ながら選ぶという体制をとっている。それを毎週繰り返しているというのが実

態です。 

 加えて，利用者目線というところでは，これはなかなか難しい話で，１つに

は，もちろん予約というかリクエスト，あるいは貸出しの窓口でどんな本が動

いていくのかとか，書架整理をしたときにどんな本が動いているのかというの

を日々見ていれば，何かよく動く本は分かるはずなので，そこはなかなか弱い

ですけれども，そういうところの中で本の状態を見ながら，どういう本が好ま

れるのか，必要なのかということを考えているというのが実際です。例えば大

学生の人に選んでもらう，あるいは，広く言えば，市民の人に選書ツアーとい

うイベントのようなことをやることがあるのですけれども，調布の図書館では

やったことがありませんが，多分それも市民目線というやり方としてあるのか

もしれないです。 

 難しいのは，選んでくる人たちをどのように選ぶかとか，まさか全部それで

選んでくださいということはあり得ないと思うのですけれども，どのように図

書館の仕事の中に位置付けるかというところ。図書館のコアな選書を利用者に

やってもらうのかということは，ちょっと難しいのではないかと思うのです。

つまり，自分の好みの本や，自分の考え方での本の選び方というのは多くの人

はもちろんできると思うのですけれども，図書館はそれだけではない，例えば

調布であれば調布としての本の選び方が必要かと思うのです。そのためには，

やはり継続した職員が見ているということ。それが先ほど申しあげた５０年の

歴史の中で積み上がる蔵書という話というように一方で思うので，すべてを利

用者にという訳はないけれども，そういう形で意見というか考え方を反映させ

るという方法も確かにあるのかもしれませんが，それがすべてのようになって

しまうのはおかしい話だろうとは思っています。 
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 言ってしまえば，リクエストの具体的版みたいな形で，ある書店に出掛けて，

１時間かけて自分で選んできて，その中で図書館に実際に入っていなかったも

のを入れてみるとか，そういう話は参加するという意味では，読書の動機付け

というか，図書館利用の動機付けとしてはすごくおもしろい方法だと思います

けれども，ではやりますかと言われると，やはりもうちょっとよく考えなけれ

ばいけないと考えたところです。すみません，長いですけれども，そんなこと

で。 

 あと，「子どものほん」の選び方については，またちょっと考え方がありま

すので……。 

 

○海本委員  それに関連して。 

 

○野末委員長  では，海本委員，先にどうぞ。 

 

○海本委員  「子どものほん」の選び方なのですけれども，従来の昔からの

発想だと，大人から見てためになる本，子どもが好きな本という２通りがある

と思うのですが，先ほどのどんな形でもいいから本を読む習慣に流れを作って

いきたいという図書館の方針で考えるということがまず第一で，あとはために

なるということもとても重大だし，やはり子どもが読んでとても楽しんだとい

うのもとても大事だと思うので，選ぶに当たって，どれを大事にするかという

のは本当に大変だろうとは思うのですが，図書館としては，調布の図書館はこ

ういうものを子どもに読んでもらいたいとか，それくらい自信を持ってやって

もいいかなとも思うのですが，どうですか。 

 

○野末委員長  まず，今，図書館でどのように「子どものほん」を選んでい

るかということを海本委員の御質問にも答える形で御説明いただけると。返田

係長どうぞ。 

 

○返田係長  少なくとも子どもに生きる力を与える，生きるということを応

援するという本を選びたいと思っています。 
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 それ以外に，先ほどおっしゃったように，ためになるというのももちろんあ

ります。学習のためになるものもありますので，そういったものも選んでいま

す。 

 お渡しした「第２次調布市子ども読書活動推進計画」１２ページに３，

（１）のところで選書の重視と蔵書の充実ということで書かせていただいてお

ります。「子どものほん」というのは非常に難しいと思います。大人目線で選

んでもいけないし，かといって子どもが単純に好むというだけで，本当にそれ

がいいのかというところもあるかと思います。そういう感覚が養われる大事な

時期になりますので，具体的にこれということが言えないのですけれども，で

きるだけ質の高い本を選んで，年齢，生活体験，読書体験が異なる子どもたち

に向けて個人の興味，読書力に合ったあらゆるジャンルの本をそろえて提供し

ていきたいと思っております。 

 

○小池館長  今日の資料の中で蔵書，基本図書・長生きの本に学ぶというと

ころに例示されている本ですよね。例えばこういう本がどういう力を持ってい

るのか。そういう本と比較したときに，今ここの目の前に現れた新刊がどうな

のかという目線，すごい抽象的かもしれませんけれども，それを見極めていく

ということがまず基本で，例えば「ぐりとぐら」は何で子どもにこんなに受け

るのだろうかというところを，それに匹敵する本が出てきたというのであれば，

もちろん基本だと思うのです。やはりそういう本を集めていくということがあ

って，こう言っては何ですけれども，例えばマスコミというかテレビなどです

ごく目にすれば関心を持ちますから，そういうところに行くことは当然あると

思うのですが，それもそれで大事だが，一方，それがなぜ子どもたちに受ける

のかというところを踏まえた本が必要なのかなと。こういうもの，感受性を受

け取る時間，子どもの時代はまさに５，６年しかない訳です。単純に言ってし

まえば，そのときにどれだけ「ぐりとぐら」に出会っているか。そういうとこ

ろが先に進んでいく力になるのかなと。返田が言ったような生きる力というの

は，もしかするとそういうところなのかもしれないと思います。 

 励ましになるという言い方でもいいのかもしれないですけれども，そこは本

当に抽象的ですが，具体的にどうしているかというと，先ほどレビュースリッ
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プという言い方をしていますが，図書館で新刊が出てきたときには，まずどん

な本かを粗く選定というか，ふるいに掛けていって，その中で評価すべき本だ

ろうというのがピックアップされてきたらば，実際に職員がそれを読み込んで

いくのです。それをほかの職員の前で紹介して，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄみたいな評価

を付けていきますので，それは要するに一種のランキングみたいなものなので

すけれども，それをしたところで，１人の職員の意見ではなくて，複数の職員

がそういう見方は違うのではないのということも含め決めていって，レビュー

スリップという形の中にそれを記録していくのです。それを実際に子どもたち

に手渡すという場面の中で，それをレビューする。おはなし会をやるときには

どのような反応があったかをノートに付けてくるので，それを次の選定などの

ときに生かしながら，こういう本はやはり良かったとか，ちょっと自分たちが

思っていたのと違う反応があるということを今度は職員の中に蓄積していく中

で，本を選ぶということをしていきます。 

 ですので，先ほど例に出されたような大学生が選ぶという，つまりそれを子

どもと見たときにどうするかという形のときのそういう視点も１つあるでしょ

うけれども，そこのところで大人の目というか，経験をバックにしたものの見

方で本を選ぶというのを調布の図書館としては一貫してやってきた。ですので，

よその図書館からすれば，かなり固いですよねという言い方をされるのです。

固いというのはどういう意味かというのはありますけれども，ほかの図書館だ

ったらあるような本が調布の図書館は持っていないという意味で言われるので

すが，その持っている本はどんな本かというと，子どもたちが本屋さんに行っ

たときにお母さん買って，お父さん買ってというような本がほかの図書館には

あるが，調布の図書館にはないですよねと。それについては結構長い意見があ

ります。 

 ただ，調布の図書館は，さっき海本委員が言われたように，一貫しているの

は，そこにはこだわりたい。ただ，職員もいつまでもそういうところに，だか

らというのではなくて，見る目という部分はやはり人が替わる中で，精神は変

えない中で変わっていく必要があるかと思っています。 

 

○野末委員長  今おっしゃったことは，いわゆる収集方針とか選書基準みた
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いなものに反映されていると考えればいいのですよね。それを基に職員の皆さ

んで経験を踏まえてみんなで選んでいくということですよね。確かに，伝統的

なと言ってはいけないのかしら，なかなか難しいのですが，児童のそういうコ

レクションですよね。いわゆる良い本を中心にきっちり選んでいるという感じ

がします。 

 松田委員，どうぞ。 

 

○松田委員  学校図書館のまとめ役をしておりまして，定例会のときにいつ

も図書館から児童担当の方が来て，新刊本の紹介をしていただいています。非

常に見識の高い本を選んでいただいて，紹介もお上手なので，思わず引き込ま

れて，必ずそれを借りて帰るのですが，紹介の仕方もすごく大事で，私どもの

学校で図書サークルという保護者の活動があるのですけれども，そこでビブリ

オバトルを子どもたちにやってくれて，『飛ぶ教室』とか『ルドルフとイッパ

イアッテナ』が最近は全然動いていなかったのですが，その紹介をものすごく

おもしろくやってくれたので，子どもたちがあの本を借りていったのです。か

なり動いたので，やはり紹介の仕方はすごく大事なのだなということは痛感し

たのです。 

 それで，それに加えて，定例会のときのお願いなのですが，年度の初め，６

月ごろに，現在は学校司書と図書館の会合を開いていらっしゃるのですが，そ

れに教員も加わりたいのです。――というのは，年間計画で本を使う活動をい

つ，どの時期にやるかというのを各学校が回さなくてはいけないので，例えば

図鑑とか百科事典とか，平和のテーマであるとか，宮沢賢治の本をかなりの冊

数を各学校で回していくという計画をぜひ３者で交えてやる機会を作ろうとい

う反省が今年度出ましたので，今日ここに来てお願いしようと思ったのです。

６月ごろにそういう会合を開いて，計画していきたいということなので，よろ

しくお願いいたします。 

 

○小池館長  時期がそれで適切なのか，私は今，実務的なところでないと分

かりませんけれども，それは報告も聞いていますので，よろしいのではないか

と思います。先生も含めて，ぜひお願いします。 
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○松田委員  実はもう一点お願いなのですが，どうも平成２６年度というよ

うに司書さんたちから聞いているのですが，１テーマ２０冊という調べ学習の

冊数の制限を市立図書館から言ってこられているようなので，２０冊ではあま

りにも少なくて，その理由としては学校に貸出すために図書館のほうの蔵書が

品薄になるということでの２０冊と伺っているのですが，もうちょっと増やし

ていただけると。２０というのはあまりにも少ないかなというので，お気持ち

は分かるのですけれども，よろしくお願いいたします。 

 

○野末委員長  今のは学校の団体の貸出しの話？ 

 

○松田委員  いろいろなテーマでお借りする訳なのです。そのときの冊数が

去年ぐらいからちょっと言われているようなので，できれば。 

 

○野末委員長  分かりました。これはいかがでしょうか。高原主査，お願い

します。 

 

○高原主査  松田先生にはお世話になっておりますが，調べ学習の本の貸出

しについて，松田先生は今１テーマ２０冊とおっしゃいましたが，申し訳あり

ません，今年度１テーマ１０冊でお願いしているところです。同じテーマが複

数の学校から同時に貸出し希望という形で寄せられると，提供する本がなくな

ってしまうということで，１０冊程度と文書でお願いしています。実際のとこ

ろは重ならなければ２０冊，３０冊とお貸ししていますので，実情に応じて対

応しているということは御理解いただければと思います。 

 

○松田委員  その冊数も含めて，年間このように回していくという計画を御

一緒にさせてください。よろしくお願いします。 

 

○高原主査  そうですね。一緒に計画を立てて，うまく本が回るように，活

用できるように調整できたらいいと思いますので，どうぞよろしくお願いいた
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します。 

 

○野末委員長  学校間でうまく調整すれば，１０冊とは言わずに２０，３０

いける訳ですよね。 

 

○松田委員  時期が集中してしまって，それをうまく回せるような計画を立

てていきたいということを思っております。 

 

○野末委員長  それは図書館と学校とでみんなで話し合っていくということ

ですね。ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。進藤委員，どうぞ。 

 

○進藤委員  社会教育の研修会で，小金井の新しい公民館で図書館と一緒に

なっているところを見てきたのですけれども，その中にヤングアダルトのコー

ナーがあって，今，調布の図書館にはこういう本はないなと思って見ていたの

ですが，そういう理由があるのはよく分かりましたが，中学生がそこに大変い

っぱいいるのです。丸テーブルが３つぐらいあって，雑誌もあるので，思春期

の人向けのちょっとオタクのような本とかもありながら，だけれども，やはり

思春期の人が読むと良いなという本もあって，子どもと「子どものほん」を結

び付けるというテーマであれば，ここに来たら自分たち向けの本があるみたい

なコーナーがあるというのも１つのやり方なのかなと思って見てきましたとい

う話です。そうしてくれとは言えないと今思ったのですけれども（笑声）。 

 

○小池館長  いわゆるヤングアダルトというところをどうとらえるかという

話があります。調布の図書館は何回かそういう話をしたことがあるようですと

言っておきますけれども，そのたびに結果は出ないというか，具体の形は出な

いまま終わっているというのが現状です。「ぶちねこ便」が１つその形だと言

えば，そうかもしれない。小さなコミュニティかもしれないけれども，中学生

の学校を超えた部活をやっているみたいなところがありますが，そういう活動

も実際にはある。三十数年やってきて，それがまだ１つであるということをど
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う考えるかということもあるかもしれません。 

 今，進藤委員が言われたような，本と言ったときに，どういう本を選んでい

くのでしょうかというところがやはりなかなか難しいのだと思うのです。まさ

に高校生に勧めたい本がもしかするとそこに重なるのかもしれない。調布の図

書館で選書の担当としては，中学生までは児童の担当がやる，高校生からは大

人がという大体大きな仕分はしているのですけれども，そうしたときに，中学

生が好みそうな本が先ほどの基準でいけば意外と弱いのかもしれないです。集

めにくいというところなのかもしれない。つまり小学生ぐらいまでの子どもた

ちは分かるけれども，中学生から高校生，大学生になるぐらいのところ，いわ

ゆるヤングアダルトというところが意外ととらえにくくて，だれもそれについ

て実績を積んでこなかったというのが現状ですので，やはり何かそこにできな

いかなとは思いつつも，正直今のところ分からないです。 

 この前もある人と話していて，幾つかの図書館を見ますけれども，新しくで

きたところにヤングアダルトコーナーがよくあります。なるほどなと。数年た

って行ってみます。本が替わっていない，日に焼けているとか，そういうとこ

ろがあります。ですから，結局は人なのです。担当者がいるかどうか。ですの

で，今，貫井北がそれだけ活発だということは，公民館と一緒になること，武

蔵野プレイスもそうでしょうけれども，図書館だけではない人の集まり方の中

で，自分たちの居場所ができたというところの中での活動の動きが今あるのか

なという印象は持っていますが，調布みたいに基本は図書館だけですので，児

童館があるところもありますが，そういうところにそういう魅力を作るという

のはかなりしんどい話ではないかという感じがします。ですので，あれもこれ

もやれればというのは現実には無理なので，やはり意識しつつも，今のところ

はちょっとまだ様子を見ていなければいけないかなという気はします。 

 ただ，前のときにもお話があったと思うのですけれども，やはりその世代の

利用ががくんと落ちるのです。つまり部活とか受検勉強のために図書館から遠

のいていく。自習室，学習室には来るけれども，図書館には来なくなるという

のが普通の傾向なので，そこで図書館にも本があるというところで来てもらう

工夫は，次に生きていくための力としては大事なことかと思っています。考え

方としては。 
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○野末委員長  これは多分調布だけではなくて，どんな読書調査をやっても，

中学校の途中からがくっと落ちて，中高と読書量はものすごく減るのです。だ

から，どこも考えあぐねているところだと思います。 

 安本委員，どうぞ。 

 

○安本委員  私，１回「ぶちねこ便」の会議を拝見したことがあるのですけ

れども，皆さんとても楽しそうにやっていらして，学校を超えてこういう交流

が中学生にあるのはいいなと思ったのですが，図書館とは別の会議室でやって

いらっしゃいますよね。例えばおはなし室などを提供するとか，図書館の利用

者さんなどが中学生がここで読書とイラストについて語り合っている姿が見え

るようにはできないでしょうか。 

 

○小池館長  アイデアとしてはよく分かるのですけれども，現実に月２回ぐ

らいそれをやるといったときに，できるのだろうかという不安のほうが先立っ

てしまいます。つまり，どういう空間であるかというところを，普段あまりお

しゃべりしないでというところにいるのに，急にあそこで話し声が始まったり

したときに，これは「ぶちねこ便」という集まりでという話にはなかなかなら

ないので，設計上というか構造上それは今無理だと正直思います。 

 例えば先ほどお話しした新しい図書館などを見に行くと，グループ学習室と

かそういう形で持っている図書館もあります。ですから，今後この図書館を改

装することがあるとすれば，そういうレイアウトというか，このようなものを

作るのもおもしろいかもしれないです。つまり音がある程度遮へいできるよう

な間仕切りをするところの中でそういうことがされていると，おもしろいのか

もしれない。 

 この前，京都にある同志社大学に行ったときにラーニング・コモンズの部屋

というか場所を見に行ったのです。そうしたら，今，図書館とは別の建物なの

ですけれども，そこで学ぶということをみんなが見えるのです。つまり，自分

で勉強している人もいる。あるいはディスカッションしている人たちもいる。

あるいはプレゼンをやっている人もいる。それが大きな空間の中で，いろいろ
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なところで行われているのです。つまり見えることで互いに刺激し合い，交流

が生まれるという仕掛け作りをしていました。ですから，図書館建築というか，

建物の建築は，ぽつんぽつんとやっていったら，めちゃくちゃなことになって

しまうので，そういう運用を考えた建築をきちんとしていかないと大変なのだ

と思うのです。ただ，御提案のところは何らかの形で次何かやるときにやれた

らおもしろいかなという感じがします。ありがとうございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。片岡委員，

どうぞ。 

 

○片岡委員  「小学生にすすめる本」ともう１つ，「このほんよんで！」，

図書館で作ってくださって，内容的にもとても良くまとまっているのです。そ

もそもこれの対象は，大人に読んでもらうためのリストですか。 

 

○小池館長  大人に読んでもらうという意味では正しいかもしれない。つま

り，本を選ぶときの参考にしてくださいということなのです。 

 

○片岡委員  ということですよね。この内容を子どもにも知らせたいと思っ

て，何かないのかなと思ったら，今こうやって回ってきたパンフレットやリス

トなどが子どもに配るものということですね。そういう意味ではこれはすごく

良くまとまっていて，大人が選ぶときに参考にしたらとてもいいだろう，すば

らしい本だと思いました。 

 これを子どものコーナーに，いつでも目に付くようなところにぶら下げてお

いてくれると良いかなと思ったのです。「子どものほん」を選ぶときに，例え

ば最初にこれを見ながら，この本は良さそうとすぐに内容が分かって，これが

どこにあるかというのはすぐに検索できるということで，確かに書架には並ん

でいるのですけれども，書架から飛び出た何か目に付くようなところにあると，

この利用がもっと進むのかなと感じました。とてもいい本なので，書架に入っ

ているだけというのがもったいないのです。もちろんこの本を借りたいといっ

て，そこへ行って借りればいいのですけれども，なかなか目に付かないという
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ことがあるのではないかという気がいたしました。 

 

○小池館長  先ほど松田委員からもありましたように，本の薦め方１つだと

いうのが一方であると思っているのです。先ほどの概要のところにあるように，

どのように手に取ってもらえるかというのが，勧めたい本を手に取ってもらう

ための工夫ということで，ここにはリストがたくさん並んでいるように見える

かもしれませんけれども，大事なのはやはり展示だと思うのです。つまり，こ

の本って，何かテーマを持って並べておく。例えば，こういう著者が来るから，

そういう著者の本を並べておくとか，展示はいろいろあります。そういうこと

を常に考えてやっていく。かといって毎日替わってしまったら次に来たときに

分からなくなるので，やはり一定期間は必要ですけれども，そういうことを一

生懸命やっているというのが１つ。 

 それから，今紹介があったものは子ども室には一応一緒に展示しています。

ですので，新しい本が出ているときにはそれを一緒に並べたりなどもしている

というのが実態です。例えば「このほんよんで！」は今４０４冊入っているは

ずですけれども，それをいわゆる常備品として，図書館としては切らさないよ

うにして，これは絵本中心ですので，極端な言い方をすると，絵本のところは

いつも埋め尽くすようにしておくのです。「このほんよんで！」という小さい

シールをバーコードのところにはっておいて紹介し続けるということを今やっ

ています。小学生のほうは確かに逆になかなか目立たないのかもしれないので

すけれども，読み物が多いですので，それはまた工夫が必要かもしれないです。 

 先ほど，松田先生が言われたように，やはりおもしろい本をおもしろいのだ

と伝える大人の努力があって，子どもは自分で何がおもしろいか，見た目でお

もしろいものに反応するのは当たり前ですけれども，ちょっとしたサジェスチ

ョンでおもしろいといって，また本が動き出すということはよくある話ですの

で，それを常に繰り返していかなければいけないと思うのです。展示すること

もガイダンスで話をすることも含めて必要かと思っています。 

 すみません，お答えとしてそんなことで。 

 

○片岡委員  これは私の個人的な意見ですけれども，この本の良いところは，
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本の表紙が出ているということなのです。もう１つ欲を言えば，例えば低学年

のところの紹介の本だったら全部ルビを振ってくださると，もっと良かったか

なと思いました。漢字を覚えたての学年の子はどうしてもそれを読みたがるの

で，ルビが振ってあれば，ますます読みたがるかなという感じがしました。と

ても力作だし，もったいないので，ぜひ多くの人に手に取っていただけるよう

に何か工夫があるといいなと思いました。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。宅間委員，どうぞ。 

 

○宅間委員  こちらの「このほんよんで！」はすごく前に出て，ずっと受け

継がれているリストだと思うのですが，こちらは大体毎年，中身も改訂されて

いますか。 

 

○小池館長  はい。 

 

○宅間委員  ちょっとお聞きしたいのですけれども，これを出して多分展示

とかもなさると思うのですが，それを実際子どもたちが，どのように出ている

ことで貸出しが増えたりとか，すごく反応があったということが分館ですとか

こちらであるのかというのをお聞きしたいのですが，実際職員の方が感じられ

るものがありますか。 

 

○高原主査  ２０１４というのは，去年１年間に出た本の中から図書館でお

薦めする本を４つのジャンルの中のグレードに分けてやっているのですけれど

も，ちょうど子ども読書の日，４月２３日に合わせてそのリストを発行し，そ

れと同時にその本を複本でたくさん購入して子ども室に展示しておきます。そ

うしますと，大変よく利用されます。私たちが自信を持って薦めたいと思う本

を並べておくと，それがどんどん利用されるのが間近で見られて，私たちもそ

れがとてもうれしいのです。 

 さらに，そのリストは毎年発行していますので，発行したものの蓄積をバイ

ンダーとして子ども室に置いていますので，そうすると過去のものも見られて，
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それを見て本を選んでくださるお母様方もたくさんいるので，そういった形で

お薦めする本が読書に結び付いてうれしいなと感じているところです。 

 

○宅間委員  実際に本当に動きが見えている感じで，すごくいいと思います。

ありがとうございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。 

 それでは，ほかにいかがでしょうか。――よろしいですか。 

 時間もございますので，もしよろしければ，ここで議題の第３号をいったん

終わりにいたしまして，議案の第４号に移りたいと思います。 

 それでは，議題第４号「その他」に入ります。報告事項が３件あります。１

件目は利用者懇談会についてです。これも返田係長から御説明をお願いいたし

ます。 

 

○返田係長  資料４をお手元に御用意をお願いいたします。毎年行っている

利用者懇談会ですけれども，今年も２回行いました。 

 第１回が平成２６年１１月２０日木曜日，午後２時から４時，たづくりで行

い，参加者は５人でした。第２回は１週間後の平成２６年１１月２７日の木曜

日に午後２時から４時まで，こちらは神代分館で行いました。こちらは利用者

の方４人が御参加くださいました。 

 毎年テーマを決めていまして，今年は「図書館で始める介護予防」というテ

ーマを前半に持ってきまして，第１部として，高齢者支援室支援センターの職

員の協力を得て，「検診体験やってみよう！」ということで，介護予防検診

「おたっしゃ２１」をやっていただきました。その結果を参考に，支援センタ

ーの職員から介護予防のためにできることのお話を伺いました。さらに，図書

館からは関連する本を紹介し，中央図書館ですと５階で医療健康情報提供サー

ビスというコーナーを設けておりますので，そちらのコーナーの説明もさせて

いただきました。 

 第２部として，懇談会を行いました。今年一番多く寄せられたのが利用者懇

談会の参加状況が少し少ないということで，やはり工夫が必要ではないかとい
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う御意見をいただきました。あとは，座席の利用について，特に居眠りをした

り，席取りをしたりして使えない人がいるという御意見をいただきました。そ

れから，選書についてもどのように選んでいるのかとか，時には何でこの本が

選ばれたのかという思いをすることもあるという御意見をいただいて，図書館

の選書について少し説明させていただきました。あと，図書館での読書環境と

して，テラスなど滞在できるような利用環境があると，さらに良いというお話

もいただきまして，一番新しく作った深大寺分館でそのような席を設けたとい

うことをお話しさせていただきました。 

 簡単に報告を終わらせていただきます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。それでは，御意見のある委員は挙手

をお願いいたします。いかがでしょうか。 

 私から１点だけ。今，利用者懇談会の参加者が少ないことの意見も出たとい

うことなのですが，実際にいらっしゃっている５人や４人の方はどういう方々

かというのはお分かりになりますか。返田係長，どうぞ。 

 

○返田係長  皆さん，日々来て利用されている方がほとんどでした。 

 

○野末委員長  よくいらっしゃる方ですか。 

 

○返田係長  そうです。よくいらっしゃる方が多かったです。分館の状況は

分からないのですが，おいでになった方の様子ですと，本当に毎週いらっしゃ

っている方においでいただきました。 

 

○野末委員長  図書館に関心がある方が多分集まりやすいのだと思うのです

が，図書館にそんなには来ないのだが，もう少し改善してくれればいいなとか，

こんな意見があるという方が参加しやすい工夫が多分必要になってくるのだろ

うと思うのです。何かその辺は手だてがあるのですか。お茶とお菓子を出すと

か，よく分かりませんけれども，何かで呼び込みをするとか，そういう工夫は

今お考えがありますか。小池館長，どうぞ。 
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○小池館長  経緯を申しあげれば，利用者懇談会自体はかなり長くやってい

るのです。それこそ調布の図書館が始まったころから利用者懇談会はやってい

て，中断することもありながらというところですが，毎年やりましょうという

のは確か平成１３年ぐらいからだと思うのですけれども，やってきました。た

だ，平日の昼間に来る人はだんだん限られてくる。そうすると，ヘビーユーザ

ーというよりは１人，２人の世界になってしまうので，これではどうなのだろ

うかというところで，分館でやることは難しいだろうということで，中央図書

館でやることにしようと。ただ，分館でもやろうということで，同時期に２箇

所でやろうということをここ数年やってきています。 

 そうすると，今度は図書館に日ごろ思っていることを話すだけ話しに来る人

が来る。つまり，別に利用者懇談会でお話ししなくてもよろしいのではないで

すかという内容のことを話しに来る人が出始める。そうすると，ほかの人たち

はちょっと何かというところで，今度はそういう人たちが来にくくなるという

雰囲気ができる。であれば，せっかく集まっていただくのであれば，図書館を

前向きにとらえる議題として話をしてもらえるほうが図書館としてはありがた

い。というところの中で，では何か付随するセミナーみたいなものを付けたら

どうだろうかということで，ここのところを工夫してきている。去年は介護予

防，今年も介護予防ですけれども，検診というところでやってみたらば，今度

はそれに関心のある人が来るようになる。そうすると，平日の昼間にこういう

ことに関心のある人は一定の年齢層であるということの中で，それは男女の比

は関係ありませんということであります。それが今の経過なのです。 

 ですから，工夫とすれば，時間を変えてやってみるとか，テーマを変えてみ

るということもあるかもしれない。ただ，時間を変えてやったこともあるけれ

ども，結局曜日や時間を変えても，来る人は来るが，来ない人は来ないという

言い方になってしまうというのが現実なので，そこは工夫がなかなか難しいで

す。ほかの図書館で長くやっているところを見ると，やはり土曜日とか夜にや

っているところはあるみたいです。ただ，自由に話してくださいとなると，そ

のときのトピックで話がなってしまって，ちょっと図書館としてどうなってい

るのかなという話が聞こえてくると，やはり何かテーマを持って，今回はこの
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テーマをやりましょうと，図書館協議会とは違う意味での利用者の方の生のお

話を聞く場としては重要かと思いますので，今後も続けていきたいと思います

し，何らかの工夫はしていきたいと思っているところです。具体的なものはな

いです。 

 

○海本委員  利用者懇談会は私も２，３度出たことがあるのですけれども，

本当にすごい意見を持った人が発言の場にしていらっしゃるというイメージも

ありますが，平成２６年度は「図書館で始める介護予防」というテーマをお付

けになったのはとてもいいことだと思うのですが，これはどのようにも解釈で

きるかなと。こちらを見ましたら，図書館から関連する本の紹介とかそちらの

ほうかと。介護予防と図書館とは，もっとはっきりと図書館が役立ちますみた

いなテーマにして具体的に――このテーマはいろいろな解釈の仕方が出てきて

しまったのではないか，惜しいなと思いました。何とかしてその時々の関心の

あるものを，どう図書館とのかかわりを，このようにして皆さんの意見を聞い

ていくということは大切なことだとは思っています。頑張ってください。 

 

○安本委員  名前が悪いのではないでしょうか。利用者懇談会という名前が

何となく行きにくいなと。例えば「図書館にお願い」とか，会議のタイトル自

体をもうちょっと行きやすい，それこそ小学生でも行ったら何か図書館にお願

いできるのかなとか，困ったことが相談できるかなという感じのタイトルにさ

れると，変わらないかもしれませんが，何か変わるかなとも思うのです。 

 

○野末委員長  懇談会のイメージですね。進藤委員，どうぞ。 

 

○進藤委員  介護というテーマにしなくても，今までの過去の例として，結

果として来られる方は高齢の方が多いのですか。 

 

○小池館長  そうです。 

 

○進藤委員  若い人は行かないなと思ったのだけれども，タイトルでなく，
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通常の形でも来ないのですね。 

 

○小池館長  平日の昼間にやれば，そのときに来る若い人はどういう人かと

いうことになるので，なかなか難しいです。どういう人に来てもらいたいかと

いったときに，その人たちが時間を作ってでもそういうことに参加しようとい

う時間帯や条件をどう設定するかです。それがなかなか見極めにくい。すべて

の人たちに来てもらうというのはもともと不可能なので，そうすれば回数を増

やしていくとかということになるのかなとは思っています。 

 ただ，最初の話ではないですけれども，図書館の仕事の大事なところはきち

んとしたサービスであって，介護をやることはそうではないといったら変です

が，やはり有限の時間の中で何を優先してやるかといったときに，どうしても

こういう会は回数を絞らざるを得ない。密度を濃いものにしたいと思うと，逆

に人が集まらないという話になるジレンマみたいなものは実際にあるというこ

とです。 

 別に利用者懇談会だけがすべての利用者の声を聞くすべてではなく，日ごろ

来る投書やメールがありますので，普段はそれを踏まえながら要望をお聞きし

ていると思っていますので，そういうこととは違う，もうちょっと深く話をし

てみましょうというのが利用者懇談会なのではないかと思います。意見を言っ

てみましょうと言ってしまうと少し違うかもしれませんが，図書館の未来を語

りましょうということについて今シリーズでやっていますが，子どものサービ

スについて考えましょうみたいなお話を持ってくれば，やはり集まりやすいの

かもしれないので，また次回の参考にさせていただければと思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。ぜひ参考にしていただいて，御検討

ください。 

 それでは，ほかにいかがでしょうか。――よろしいですか。 

 ありがとうございます。それでは，以上で利用者懇談会についてを終了いた

しまして，２件目の映画の図書展についてです。こちらは五十嵐係長から御説

明をお願いします。 
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○五十嵐係長  御説明させていただきます。皆様，お手元の資料５を御覧い

ただけますでしょうか。 

 映画の図書展は，公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団と調布市

が主催する毎年，年１回行われている調布映画祭と同時に行われているもので

す。来月の３月４日水曜日から３月８日日曜日まで，調布市文化会館たづくり

２階の北ギャラリーで開催いたします。時間は午前１０時から午後７時まで行

います。 

 展示を行う主なテーマについてですが，追悼高倉健さん，映画のまち調布，

そして上映作品特集を行います。 

 昨年１１月に高倉健さんが亡くなりましたが，「幸せの黄色いハンカチ」で

第１回日本アカデミー賞や最優秀主演男優賞を受賞しました。それから，２０

１３年には文化勲章を受賞するなど多くの賞を受賞されています。今回の高倉

健さんの追悼特集では，幅広い役柄で観客の心を魅了した主演作品のポスター

を数多く展示して，改めて日本を代表する映画スターの歴史を振り返りたいと

思っております。 

 また，映画のまち調布では，御存知のとおり調布市内では日活や角川大映ス

タジオなど，映画関連企業が数多くあります。どんな企業がどこにあるのか，

調布の地図の中にはったボードに所在地を示して紹介する予定です。さらに，

調布では映画に関連したイベントもたくさん行われておりますので，その一部

も紹介する予定でおります。映画作品特集では，調布映画祭２０１５で上映さ

れる作品の中で調布市立図書館が所蔵するポスター，チラシ，原作の図書等，

パンフレットの一部を展示して紹介いたします。 

 映画の図書展では，調布の図書館が所蔵しているコレクションを展示いたし

ますので，通常では見ることができない資料なども紹介いたします。新しく制

作された作品に限らず展示いたしますので，ぜひ御覧いただければと思います。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。御意見，御質問ございますか。――

皆さん，ぜひ足を運んでいただければと思います。ありがとうございました。 

 それでは，３件目は樟まつりについてです。こちらは返田係長，お願いしま
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す。 

 

○返田係長  資料６をどうぞ御覧ください。今年で第４３回になる樟まつり

のパンフレットになります。毎年アカデミー愛とぴあと共催して行っておりま

す。 

 中を開けていただきますと，６つの講演会の御案内があります。それから，

裏面には市民歌会，市民句会，名画鑑賞会，展示を御案内しています。２月い

っぱいこうした催物を行っております。明日，２月１３日，澤地久枝さんによ

る「人から人へ，思いをつなぐ」という講演が午後２時からありますので，ど

うぞ御参加いただければと思います。 

 なお，市民歌会，市民句会では今年初めて市長賞，教育長賞を設けました。

当日の発表になります。歌会は昨日発表させていただきましたが，市民句会は

２月２０日，当日発表になりますので，御興味のある方はどうぞ御参加くださ

い。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。それでは，御意見，御質問はござ

いますか。――よろしいですか。ぜひこちらも足を運んでいただければと思い

ます。ありがとうございました。 

 それでは，以上で一応一通り議題が終わったのですが，最初のほうの議題で

もし言い足りないこととか，聞き足りないこと等がありましたら，お受けした

いと思いますが，いかがでしょうか。海本委員，どうぞ。 

 

○海本委員  これはちょっと検討していただけないかなと思うことなのです

けれども，映画の画面に字幕を入れる試みをしているどこかの図書館の話が載

っていたのですが，耳が不自由になられた方とかに見てもらえるように，この

辺のところにそういう養成講座はできないかなと思いました。 

 

○片岡委員  字幕を入れるというのは実は別作業なのです。映画の場合には，

先に映像ができていて，後から字幕を入れる作業になるのですが，これも話を

している音声そのものを全行入れる訳ではなくて，ある程度字幕の字数と行数
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が限られてくるので，それを縮小する技術を持っている人でないとできないの

です。ですので，某放送局の研究所でも，出来上がったニュースに字幕を付け

るのはできるのだけれども，それもベテランの方がそれを担当するようになっ

ているのです。なので，普通の人という言い方はちょっとおかしいのですけれ

ども，付けましょう，やりますという訳にいかないのが現状です。 

 

○海本委員  あらすじが分かる程度でも，話の進行がと思いますけれども，

今回もちょっと分かりにくい映画だと思って不安なのですが，せめて千九百何

年とか，そのぐらい入ってくるといいなと思ったものですから，本当に大変な

のですね。 

 

○片岡委員  その内容を縮めるということもできなくて，ある程度著者とい

うか作者というか，やはり了解も要るような形になるので，実際には不可能で

はないのですけれども。 

 

○海本委員  やっているところもある訳ですからね。どうもありがとうござ

いました。 

 

○陸委員  調布にもそういうサークルがありますよね。 

 

○海本委員  そうらしいですね。 

 

○片岡委員  字幕付きといって，特定の映画に関して付けることをやったり

しています。 

 

○海本委員  映画をたくさんの人に見てもらいたいと思うのです。 

 

○片岡委員  昔は狛江などでも，それを専門にやる方がいらして，付けては

いたのですが，それは字幕という概念からちょっと外れたところで，映画の画

面の下に入れるということで，それは個人的にやっているというのが実情だっ



 

40 

たので，ちょっとまだ時期尚早でしょうか。 

 

○進藤委員  今度社会教育フォーラムで，「シャドー・ボクシング」という

演劇を上演するのですけれども，このフォーラム自体，手話通訳と要約筆記が

あると書いてあるのですが，演劇に関しては台本があるので，それに合わせて

パワーポイントで映せないだろうかということを今考えているところです。お

話の進行に合わせて，こっち側に字幕みたいに出すことができないだろうかと

いうことを多分やるような方向なのだと思うのですけれども，今相談している

ところです。 

 

○野末委員長  分かりました。ありがとうございます。宅間委員，どうぞ。 

 

○宅間委員  全体を通してなのですけれども，先ほどヤングアダルトの辺り

のサービスとか選書は，調布の図書館で非常にきちっとした選定の理由とかが

あって，サービスもどのようにしていらっしゃるかというのはよく分かるので

すが，先ほど小金井ですとか武蔵野はやはり若い中高生とかがたくさん来るよ

うになっている。人気のものがあれば，若い層の利用者が集まるということが

やはり実際ある訳なので。 

 ここの図書館はやはり施設上の制約もあるので，なかなか難しいとは思うの

ですけれども，そういう点からいうと，今出た映画の図書展とか樟まつりでは

なくても，イベントのような形でだったらば，本屋さんとか図書館に関してイ

ベントのようなものは結構若い人を集めて行われているので，少し取り組むと

いうことはできるのではないかとちょっと思いました。先ほどあった今年の事

業計画には予算もあるでしょうから載らないでしょうが，中高生のちょっとオ

タク的に本を読むような層の子どもはちょっと手放しかかっているような方向

性があるような気がするので，図書館の施設としては今までの方針もあると思

うのですけれども，イベントみたいなことでは少し仕掛けは調布市としてもで

きるのではないかなと，今日の全体を通して思いました。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。小池館長，どうぞ。 
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○小池館長  図書館が館だという思い込みを外れてしまえばいいというお話

だと思うのです。例えば，埼玉県が高校，学校司書が選ぶ一冊とかをやります

よね。ああいうのは学校でももちろんやるのでしょうけれども，本屋さんで共

同してやる。埼玉県内の幾つかの本屋さんが共同して，高校，学校司書が選ん

だこの１冊みたいなのを決めて，本を並べておいてもらって，もちろん売れま

す。学校図書館にも置いてくる。そういう形の中のサイクルがうまくいくとい

うときに，ではあれに選ばれている本がそんなに変わった本かといったら，そ

んなことはなくて，やはり高校生がしっかり読んでいるなと。司書が選ぶとい

うのは，お薦め本というよりは，子どもたちとやっている中で見つかってくる

本で，これは今人気がありますよねとか，うちの学校の子たちはこうだよとい

うところから多分選ばれているのだと思うのです。それが例えば神奈川県だっ

たら，神奈川本でしたか，大賞みたいなのをやったりするので，似たようなこ

とは別に図書館でやらなくても，町の中でやることはできるかなとは思います。 

 来年すぐにできるかどうかは分かりませんけれども，きっかけ作りとして，

例えば６０周年記念事業で何かイベントをやるところで一箱古本市みたいなこ

とをやるとか，喫茶店で本を置いているところにちょっと話をして，お互いに

何かできませんかみたいな話ができたらおもしろいかなと。アイデアはあるの

ですけれども，本を読んでもらうことについて，本に出会う場は図書館だけで

はないですということを知らせていく。そのためにはつながっていくというこ

とが必要かなとは思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。それでは，大体よろしいですか。

――ありがとうございました。 

 今日は事業計画と児童サービスについてだったのですけれども，私は個人的

に最後に感想を一言だけ述べさせていただきたいと思うのですが，今日は最初

の事業計画のところも児童サービスのところも，調布の図書館の皆さんは本当

にきちんと本を選んでいらっしゃるというのかな，変な言い方なのですが，本

屋さんでもインターネットでもいいですが，世の中に情報とか本とか資料が本

当にあふれている中で，図書館の方々が責任を持ってきちんといいものを選ん
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で，それが図書館にあるということの意味みたいなものを今日改めて感じまし

た。特に「子どものほん」については，固いとおっしゃいましたか。 

 

○小池館長  固いと言われますよね。 

 

○野末委員長  それもやはり意味のあることなのかなと思うのです。世の中

にいろいろな本があって，今それこそインターネットで読める時代ですから，

でも，調布の図書館としては，これを子どもに読んでほしいというものをきち

んと選んで置いてあるということに意味があるのだろうと思いました。 

 だから，ヤングアダルトについても，どうしても読書量が落ちるので，児童

のうちにいかに読書の習慣を付けるかということがすごく大事だと思うので，

調布市としては多分そこに力が入っているのだろうということで，私としては

固いスタイルはやはり貫いてほしいなと。それだけではないですけれども，ほ

かも大事なのですが，やはり基本的なスタンスは貫いていくことの意味はある

のかなとは思います。 

 少し広げて考えると，今日最初にやりましたけれども，大人の本も同じです

よね。何を選んで置いてあるかということはやはり大事で，インターネットで

適当に調べて適当に読むのではなくて，このことを知りたいとか，こういうジ

ャンルの本が読みたいというときに，調布の図書館としてはこの本が置いてあ

るということの安心感みたいなものはぜひもっと前面に押し出していただいて

いいかなと思ったのです。 

 先ほど返田係長が生きる力とおっしゃっていたのですけれども，事業計画は

単年度の計画なので難しいのかもしれないので，来年でいいかなと思うのです

が，一番最初の方針のところで，今の生きる力的なこと，何か一言あるといい

かなと思ったのです。要するに，図書館を使うことは我々が生きていくうえで

やはり必要なことだと思うのです。より良く生きるみたいな話ですよね。さっ

き貸出しかレファレンスサービスかという話がありましたけれども，図書館が

自信を持ってお薦めできる，そろえている資料とか情報が，たまたま貸出すか

もしれないし，館内で閲覧するかもしれないし，レファレンスサービスで中身

を提供するかもしれないですが，それはあくまでも手段にすぎなくて，図書館
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を使う，読書をするというのがやはりより良く生きるために必要だというメッ

セージみたいなものが最初に出てくると，例えば資料の提供のところ，市民が

求める資料，いい資料を図書館が提供することに意味がある。そこは職員の

方々が人手でやっている意味があるのだと思うのです。だから，もう少し遠慮

なさらずに，図書館としては市民の皆さんがより良く生きるためにやっている

のだということをもうちょっと押し出していただいてもいいのかなと少し思い

ました。何となくちょっと遠慮がちに書かれているかなという気がしたので，

特にこう直していただきたいという訳ではなく，感想までです。すみません，

何か出過ぎたことを申しあげました。 

 それでは，ちょうど時間であると思いますので，以上で議事をすべて終了と

いたしたいと思います。では，事務局から連絡事項をお願いいたします。 

 

○事務局（島田）  次回の開催につきまして御連絡させていただきます。平

成２７年度第１回の開催は５月２１日木曜日を予定しております。場所と時間

は，こちらのたづくり９階研修室で，午後２時から４時までを予定しておりま

す。本日御出席の皆様の御都合がよろしければ，５月２１日に決定したいと思

いますが，いかがでしょうか。――よろしいでしょうか。では，よろしくお願

いいたします。 

 最後に，本日の協議会議事録の署名委員を指名させていただきます。名簿の

記載順で，今回は片岡委員にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。 

 委員の皆様には，議事の進行に御協力いただきまして本当にありがとうござ

いました。 

 これをもちまして，平成２６年度第４回調布市立図書館協議会を終了いたし

ます。どうもありがとうございました。お疲れさまです。 

 

                            ――了―― 


