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○事務局（緒方）  それでは，皆様おそろいになりましたので，平成３１年

度第１回調布市立図書館協議会を始めさせていただきます。 

 本日は御多忙の中，御出席いただきまして，誠にありがとうございます。 

 初めに，４月１日付けで組織変更及び人事異動がございましたので，その御

報告と担当職員の紹介をさせていただきます。 

 また，当協議会の委員の変更がございましたので，併せて御報告をさせてい

ただきます。 

 初めに，奉仕係が図書館サービス係に変更となりました。係長の変更はござ

いません。 

 次に，児童奉仕係が児童サービス係に変更となり，前任の上村に代わりまし

て，係長に着任いたしました森でございます。 

 

○森係長  児童サービス係の森と申します。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  次に，ハンディキャップサービス係が利用支援係に変更

となりました。係長の変更はございません。 

 地域奉仕係が地域サービス係に変更となりました。係長の変更はございませ

ん。 

 なお，調査支援係及び資料係の名称に変更はございません。 

 また，館長，副館長，調査支援係長，資料係長に変更はございません。 

 続きまして，委員の変更です。３月３１日付け枡委員の辞任に伴いまして，

後任に井上潔委員が就任されましたので，御報告いたします。 

 

○井上委員  調和小学校の校長・井上です。よろしくお願いします。 
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○事務局（緒方）  次に，本日の職員の体制でございますが，地域サービス

係長の河内が欠席しておりますので，御報告させていただきます。 

 それでは，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。本日はお忙しいところお集まりいただき

まして，ありがとうございます。 

 年度が替わりまして，元号も替わりまして最初の回ということでございます

けれども，どうぞよろしくお願いいたします。 

 先ほどありましたように図書館の体制についても変わりまして，係の名称が

一部変わったこと，また，人事異動があったということがございます。新しい

係の名前についても，担当業務をイメージできるのかというお声もいただいて

いまして，ハンディキャップサービスとずっと言ってきていて，ハンディキャ

ップサービスでなじんできているのですけれども，これが利用支援となったと

きに何を支援するのだろうというような，正直漠然としてしまったかなという

ところもあります。そういうところでの名称の変更ということがあって，仕事

の中身みたいなものと一致するにはまだまだ時間がかかるかと思っております

けれども，浸透するように努力してまいりたいと考えております。 

 図書館を巡る話題といたしまして，「ニューヨーク公共図書館」と，そのま

まのタイトルの映画がこの前の土曜日に公開された。作品自体は３年前ぐらい

の作品になっています。ドキュメンタリーです。ずっと見ると３時間半ぐらい

かかる。途中１回インターミッションというか，１０分とかの休みがあるらし

いのですけれども，東京では岩波ホールで上映しています。ライオンがいる図

書館といって絵本にもなるようなところですけれども，有名なニューヨーク公

共図書館です。８８の図書館がニューヨーク市にあって，通称ニューヨーク公

共図書館と言っていますが，そちらの活動を記録したものになっております。 

 先日，日比谷図書文化館を会場に開催されたイベントの中で菅谷明子さんが

おっしゃっていましたが，この映画は図書館関係者はもちろん見てほしいけれ

ども，そうではない人たち，一般市民の方にも見てもらいたい映画というお話

をされていました。実は自分はまだ通しで見ていないので，１５分ぐらいの短
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いのは見ましたけれども，見に行かなければと思いながら，そういうところで

あります。 

 一般の方に見てほしいというのはどういう意味かと言えば，図書館の働きと

か，それを支える人たちをニューヨーク公共図書館という世界有数の図書館の

活動を通じて知ってもらうのが大事なのではないかという意図でおっしゃった

のかなと思っております。 

 また，図書館は本を読むところではありますけれども，本を読むことを通じ

て何が行われているのか，何が起こるのかというようなところを図書館活動に

かかわる者として認識し続けなければいけないと思っています。 

 本を読むところというのが図書館ですけれども，そこから何らかの創造が行

われる。作られることがあるというところに図書館は次第に変わってきている。

見直されていると言ってもいいのかもしれないけれども，そういうところに

なっているという意識で，長野県立図書館，名称上は長野県立長野図書館と

言っていますが，信濃図書館から，まだ１００年はたっていないようですが，

１００年近い歴史のある長野県立図書館が今取り組んでいることを見ていると，

単に本があるところではなくて，本なり人が集まって何かが生まれる場として

の図書館ということに今県立図書館は取り組んでいらっしゃるのかなと思って

います。 

 本が生み出すものを図書館としては今まで期待していたわけですけれども，

人が何らかを生み出していく場としての図書館という視点もこれからの図書館

の１つの方向性かと今思っているところです。 

 あいさつですので，余り突っ込んだ話はこれ以上しませんけれども，図書館

協議会の皆様にも，そういうことも考える材料としてお話ししたらいいかなと

思いました。今日もいろいろとお話しいただければと思いますので，どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  それでは，本日の資料の確認をお願いいたします。 

 本日の資料は，事前に送付させていただいております。 

 お手元に資料の御用意をお願いいたします。 

 資料番号の付番はございませんが，「平成３０年度第４回調布市立図書館協



 

4 

議会議事録（案）」。 

 資料１「平成３０年度図書館事業報告」。 

 資料２「平成３１年度調布市立図書館事業計画」。 

 資料３「第３次調布市子ども読書活動推進計画」。 

 資料４「第３次調布市子ども読書活動推進計画（概要版）」。 

 資料５「『第３次調布市子ども読書活動推進計画（素案）』に対するパブリ

ック・コメントの実施結果」。 

 本日机上配付しております資料６「調布市立図書館協議会の今後のあり方に

ついて」。 

 資料７「１年生にすすめる本２０１９」。 

 資料８「子どものほん２０１９」。 

 資料９「ようこそとしょかんへ シールブック」。 

 また，本日，委員名簿を配付しております。 

 資料は以上となりますが，すべておそろいでしょうか。――よろしいでしょ

うか。 

 それでは，野末委員長，よろしくお願いいたします。 

 

○野末委員長  改めまして，こんにちは。井上先生，よろしくお願いします。 

 

○井上委員  よろしくお願いします。 

 

○野末委員長  先ほど小池館長から話があった，「ニューヨーク公共図書

館」という映画が今図書館界では大変話題になっておりまして，４月頭でした

か，日比谷図書文化館でそれに先立つパネルディスカッションがあって，私が

モデレーターを務めたのです。そのイベント自体も３時間あるというイベント

だったのですけれども，大盛況で，あそこは多分２００人ほど入るのだと思い

ますが，大々的に宣伝をする前に２日で満席になりました。新聞広告を出した

のですけれども，出したときにはもう人が入れなかったというぐらいずっと話

題だったのです。 

 １８日に公開されたということなのですが，岩波ホールでしかやっていない
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のですけれども，満員御礼の回がかなり出ているということのようです。事前

の試写会も試写会の招待券を持っていっても入れなくて，苦情が結構来たと聞

いています。 

 映画自体は３時間半ある。私も見ましたけれども，最初はちょっとペースが

つかめないのです。ドキュメンタリーですので，つかめないのですけれども，

３０分ぐらいすると，ああ，そういうことかと慣れてくると，そこから先はと

にかくおもしろいです。本当におもしろい映画だと思います。 

 協議会の皆さんにもぜひ御覧いただきたいものだと思います。招待券が必要

な場合はおっしゃっていただければ，どこかから工面できるかもしれませんけ

れども，お運びいただいても見る価値はあると思います。 

 館長からもありましたけれども，図書館とは何かということを見る側にゆだ

ねて考えさせる３時間半なのです。本を読むところなのですけれども，それが

何のために本を読む場として存在したのかということを本当に一人一人が答え

をその３時間半で見出せるように作ってあって，結構感動します。淡々と進む

のですけれども，ものすごくいい映画だと思います。 

 私の解釈は，本と人を結び付けると図書館はよく言うのですけれども，実際

に本は媒介であって，それを書き手であるとか，人がいるわけです。人と人を

結び付けるような活動というのが図書館の本質で，人と人が結び付くことによ

って，そこから何かが生まれていく。それがさっき館長がおっしゃったことな

のかなと私なりに理解をしています。 

 何しろすごいです。リクエストがあれば，ニーズがあれば，なるべくそれに

こたえるということなので，図書館でダンス教室とかをやっているのです。そ

れは地域の高齢の方々がそういう場が欲しいというリクエストがあって，では，

やってみようと図書館でやるのです。あるいは失業者が多いということであれ

ば，職業の紹介をいろいろな方がいらっしゃってやったり，ネットにつなぐ環

境にないというのであれば，あれは何というのですか，ネットにつなぐ機械

…… 

 

○小池館長  モバイルルーター。 
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○野末委員長  そうです。モバイルルーターも図書館で貸し出すのです。本

だけではなくて，我々が生活上必要なものであれば，それは貸し出す。ただし，

福祉をやっているわけではないので，そこは一線があるのだという言い方をし

ていました。そこは当日のディスカッションでもおもしろかったところです。

何でもやるのですかと私が伺ったら，そうではないのだと。図書館は生活する

ための情報を得る方法について支援する場所で，福祉ではないので，それはま

た別の話。ただ，つなぐようなことはやるのだけれどもというような理解を私

はしました。 

 ３時間半なので，なかなか気軽にどうぞというわけにはいかないのですが，

ぜひ御覧いただければと思います。 

 さて，それでは，前置きが長くなりましたけれども，協議会を進めてまいり

たいと思います。 

 初めに，定足数の確認をさせていただきます。本日の出席委員について事務

局から御報告をお願いします。 

 

○事務局（緒方）  本日，１１名全員の委員の御出席を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とお

り定足数に達しております。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。定足数に達しているということです

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

かをお諮りします。通例どおり非公開とする理由は特にないと考えます。御異

議ございませんでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 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は，これも通例どおり５名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お願いいたします。 
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○事務局（緒方）  御報告いたします。傍聴希望者，１名いらっしゃいます。 

 以上でございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。傍聴希望者がいらっしゃるというこ

とですので，議題の第１号が終わりましたら御案内をお願いいたします。 

 それでは，議題の第１号でございます。議題の第１号「平成３０年度第４回

調布市立図書館協議会議事録（案）の承認について」です。こちらの資料は先

日，開催通知と併せて我々委員は送付を受けております。委員の皆様には既に

御確認いただいていると思いますが，修正，お気づきの点ございますでしょう

か。いかがですか。何か先ほど菊池委員からちらりと。 

 

○菊池委員  内容にわたることではないので，事務局に言えばいいのかなと

思ったのですが，１９ページの松田委員の発言の上から７行目のところに「そ

のときの自流というか」というのがありまして，意味としては，そのときの時

の流れの「時流」ではないかと思いましたので。 

 

○松田委員  そうです。時の流れでした。 

 

○野末委員長  １９ページの７行目の「自流」という漢字を修正する。 

 

○事務局（緒方）  失礼いたしました。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。自分ではなくて，時の流れにすると

いうことです。では，これは修正した上でということですね。丁寧に読んでい

ただいて，ありがとうございます。私，完全に見落としております。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 丁寧に見ていただいていますので，大丈夫かと思います。それでは，修正は

以上といたしまして，こちらで進めたいと思います。事務局は署名の手続きを

進めてください。今回は佐藤委員にお願いしております。では，後ほど署名を
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お願いいたします。 

 それでは，事務局は傍聴希望者の御案内をお願いします。 

     （傍聴者入室） 

 では，続きまして，議題の第２号です。「平成３０年度調布市立図書館事業

報告について」です。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１をお願いいたします。「平成３０年度図書館事業

報告」についてです。 

 開いていただいて２ページから８ページまで，６２事業を整理させていただ

いております。 

 ３０年度は，多様化し質的にも高度化する市民の要求にこたえるため，図書

館の基本事業である資料の収集及び提供，調査支援事業などを着実に実施し，

図書館協議会の開催を初め，記載の事業を実施いたしました。また，第３次子

ども読書活動推進計画を関係各部署などと調整を図り作成いたしました。 

 図書館運営事業といたしましては，図書館協議会の開催のほか，利用者懇談

会，中央図書館書庫の見学や布の絵本などを含めた図書館が収集，提供してい

る本以外の資料の紹介なども行ってきたところです。 

 児童サービス関連といたしましては，おはなし会を各館で実施するなど，引

き続き子どもたちに読書の楽しさを伝え，習慣を持ってもらえるよう各種事業

を実施いたしました。 

 市内で読み聞かせの活動を行っている方々にお集まりいただき，交流会を開

催いたしました。ページでいいますと，３ページの最下段，そちらには１０人

ほどの御参加をいただいたということで，皆様の現状の把握，また，参加者同

士の交流の場となったと考えているところです。 

 また，高校生を読者対象とする「ｐｒｉｍｅ～高校生の今」を作成，発行を

いたし，定着を図ってきたということです。 

 調査支援サービス関連といたしましては，調布まちゼミ開催に合わせた図書

リストの作成，本の展示などの協力を行ってきました。 

 ページを変えまして，これは事業報告ですので，前の係名で入れさせていた

だいていますが，ハンディキャップサービス関連といたしまして，点訳，音訳，
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布の絵本製作などを行う協力者の方との懇談会，利用者との懇談会を開催し，

また，協力者の方のスキルアップを含めた養成講座を行ってきたところです。 

 ボランティア関連といたしましては，新たに図書館でボランティア活動を希

望する方への説明会を例年どおり行ったところです。 

 また，地域情報化関連といたしましては，引き続き市民の手によるまちの資

料情報館の情報更新に努めてきたところです。今回，新しく「写真で見る調布

の昔」に取り組み始めましたけれども，実際は年度が替わってからの公開にな

っていますが，市内にお住まいの方，関連する方から提供いただいた写真をい

わゆるデジタル化をして，まちの資料情報館の中に公開するという形を今行っ

ています。やはり写真というのは訴える力があって，機会がありましたらどう

ぞ御覧いただければと思います。どんどんそういうものが集まってくるとうれ

しいと思っているところです。 

 成人対象事業といたしまして，文化講演会を初めといたしまして，各種の講

演会，読書会など１９事業を実施してきました。 

 最後のページ，８ページ，施設整備といたしましては，大きいところでは，

佐須分館エレベーター改修工事に取り組みました。もう４０年近く使っている

エレベーター，さすがに制御装置など修理が利かない状況になってきますので，

壊れる前に新しいものに変えようとか，そのような老朽化対策を行ってきたと

ころです。 

 ８ページ，最後のほうに３０年度図書館利用状況も併せて掲載いたしました。

――失礼しました。今日の資料にはプリントしておりませんけれども，１０月

から３月までの状況と年度全体の状況を掲載するようにいたしました。全体と

いたしましては，利用登録を増やす取組を昨年春から行ってきたのですけれど

も，来館者への声掛けやら，展示の工夫などを各館で行った結果，昨年度まで

は全体的には減少傾向にありましたが，新規登録や予約，貸出しが増える傾向

にあるということになっております。今年度も利用を増やすような取組を行っ

てまいります。 

 説明は以上でございます。 

 今日作ってお配りした資料，最後のページに年度全体のをプリントしておく

べきだったのですが，機会を見て差し替えをさせていただきたいと思います。
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失礼いたしました。 

 

○野末委員長  御説明いただきました。昨年度の図書館の活動について，委

員の皆様から何かお気づきの点，お感じになった点，御意見，御質問をちょう

だいいたしたいと思いますが，いかがでしょうか。今年度はどうなのだという

話はこの後に出てくるので，昨年度の実績，どんな様子であったかとか，そう

いったことをお気づきの点があればと思います。よろしいですか。お願いしま

す。 

 

○杉山委員  報告書の最後のページの利用状況，報告のところですけれども，

有効登録者数というのはどういう意味なのか，その件と，蔵書数のほうで増え

ていますが，増加傾向というのはずっと続いているのかということと，雑誌と

かそういうものはこの蔵書の中には入っていないのかどうか，その辺もちょっ

とお聞きしたいのですが。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。館長，お願いします。 

 

○小池館長  新規登録者と有効登録者についてですが，新規登録というのは，

その年度の初め，４月から毎月集計していきますけれども，新しく登録された

人の数が新規登録です。有効登録というのは，２年間のうちに一度でも貸出し

のあった利用者を年度末に１回締めて，翌年度の初めに何人いたかということ

を積み上げていくのが有効登録者になります。 

 ですので，例えば，今回の資料で言えば平成３０年度の年度末では８万

８，３４２人有効登録者がいるというのは，この方たちは平成２８年４月以降

利用があった人がこのぐらいあるというような見方になってきます。 

 次に，蔵書ですけれども，例えば増減で言ったときには，平成３０年度は前

年度に比べまして全体では１万２，２３３冊増えたとなっていますが，正確に

言えば，新しく入ってきたもの，また，除籍で減るものがありまして，その年

度末の状況でどのぐらい前の年より増えていたか。この１万２，２３３冊が差

し引き増えたということになります。図書館としては本は増え続けていくのが
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通常ですので，増加傾向というか，増え続けているというのは変わりはない。

先ほど説明の中で申しあげた増加傾向というのは，貸出しの冊数が例えば２万

冊ぐらい増えたとか，新規の人が２４１人増えたとか，そちらの傾向が今まで

は，ここ５，６年減る傾向だったのが，逆に増えてきているという内容になり

ます。 

 それから蔵書数の中には雑誌は集計していません。雑誌の場合は数え方がタ

イトル数というか，雑誌の名前の数で見るか，あるいは月刊誌から，年刊誌と

いうのは余りないですけれども，年に何回か出るものまでは基本的に雑誌とし

て考えるのですが，そうすると，冊数というのが意味がないというか，見方に

よって変わるものですから，蔵書統計の中には入れていないです。よろしいで

しょうか。 

 

○杉山委員  はい。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。よろしいですか。 

 それでは，恐らくこれを踏まえて今年度の計画が立てられているということ

ですので，議題をいったん先に進めまして，その後でもし必要がありましたら

事業報告についても，御意見，御質問をお受けするということにしたいと思い

ます。 

 それでは，議題の第２号を終了いたします。 

 続いて，議題の第３号です。「平成３１年度調布市立図書館事業計画につい

て」です。引き続き小池館長から御説明をお願いします。 

 

○小池館長  では，次に，資料２をお願いします。「平成３１年度調布市立

図書館事業計画」です。３１年度と呼ぶのか，令和元年と呼ぶのかというのは，

お役所的には切りをどこにするかにしたものですから，これを作成したときに

は平成は３１年度であるということですので，言葉としては平成３１年度で通

していく予定になります。５月１日以降作成される書類関係は全部令和元年と

なっていきます。それは余計な話ですけれども。 

 平成３１年度調布市立図書館事業計画については，前回，１月の協議会でも
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御説明させていただいたところですけれども，大きくは違っておりませんが，

改めて説明させていただきます。前回説明させていただいた内容よりやや細か

く申しあげるかもしれませんが，よろしくお願いいたします。 

 開いていただいて，１ページ，２ページと進んでいくわけですけれども，１

ページのところには，大きく方針ということで，調布市立図書館は中央図書館，

１０の分館から成る図書館システムを構築しながら，いつでも，どこでも，だ

れもが気軽に利用できる図書館を目指して活動してきているということです。 

 市民の読書活動を推進し，さまざまな情報・資料の収集及び提供を行いなが

ら，調査・研究の支援拠点であるというところの活動になります。 

 先ほども申しあげたように，このところ利用がやや減少傾向にあるわけです

けれども，多くの市民の方に関心を持っていただけるような展示などをこれま

で以上に工夫し，ホームページやＳＮＳの活用，出前講座などを含めた図書館

を利用していない市民の方にも届くＰＲ活動に積極的に取り組みたいと考えて

おります。 

 ３０年度は，先ほども申しあげましたけれども，子どもの登録を増やすため

の取組やら，各館での来館者を増やすための取組などを幾つか行いました。結

果として，子どもを中心に利用が増加しているということがあります。引き続

き取り組んでまいりたいと思います。 

 ３１年度からは，図書館の組織に関しまして，市民の皆さんにサービスや業

務内容を分かりやすく伝えることを目的にし，分掌事務の変更などはありませ

んけれども，係の名称を変更いたします。奉仕係を図書館サービス係，児童奉

仕係を児童サービス係，ハンディキャップサービス係を利用支援係，地域奉仕

係を地域サービス係といたしますということです。 

 サービスの各部門につきましては，２ページ以降です。また，５ページ以降

には主要な事業を記載しております。図書館の運営体制として，利用状況を踏

まえながらサービス内容の見直し，改善に努めてまいります。 

 図書館事業の根幹は本や雑誌などの図書館資料の選定，収集，整理，保存に

よって市民，利用者の皆様に御利用いただくサービスとなります。３１年度も

引き続き継続してまいります。 

 ５ページをお開きいただきまして，運営関連事業といたしましては，広報を
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加えさせていただきました。これまでも図書館活動を知っていただく活動を行

ってきておりますけれども，先ほど説明しましたように，図書館を知ってもら

う活動をより意識的に進めたいという思いがあり，追加しているということで

あります。 

 児童サービスといたしましては，テーマ別調べ方案内，「図書館で調べもの

をするときに…」といったいわゆるパスファインダーを作成，配付してまいり

ますということです。 

 途中少し飛ばしますけれども，中学生・高校生世代へのはたらきかけを今回

は項目として立てております。「ぶちねこ便」，「ｐｒｉｍｅ」の発行を継続

しながら，特に高校生への働き掛けといたしまして，市内都立高校から提供い

ただくポスターなどの掲示を継続してまいります。現在，４階，５階をつなぐ

中階段，らせん階段のところに都立神代高校の生徒さんが作成したポスターを

掲示しているところです。 

 図書館としては，そういうことに今年は少し力を入れるような形で進めてま

いりたいということになっております。 

 説明は以上となります。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。これは今年度，年度が終わるまで

平成３１年度なのですね。 

 

○小池館長  予算も３１年度です。 

 

○野末委員長  分かりました。平成３１年度の図書館の事業計画の御説明で

した。これについて，あるいは先ほどの事業報告でも構いませんので，御意見，

御質問がおありの委員の方は挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。 

 では，口火を切って私から。広報の項目を新たに立てたということについて，

それはとても重要なことだと私は考えています。それに当たって，１つが，そ

のように考えるに至る経緯というか，きっかけというか，あえて広報という項

目を立てたほうがよいという理由というか，経緯がもしあれば御紹介いただき

たい。 
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 もう一点は，項目を立てると何か予算が増えたり，そういうよいことはある

のでしょうかという御質問です。いかがでしょうか。 

 

○小池館長  では，担当の図書館サービス係長から説明をさせてもらいます。 

 

○五十嵐係長  五十嵐と申します。よろしくお願いいたします。 

 今まで主要事業の運営関連事業の中で広報は入っておりませんでした。とこ

ろが，広報というのは，私たちの日ごろ行っているサービスを市民の方，利用

者の方にお伝えしていく大事な仕事になります。こういったことをきちんと入

れるべきではないか，こういった働きをしているということを今回から入れさ

せていただいております。 

 それから項目を立てることによって予算が増えるかということは特に入れた

からということではありませんが，入れることによって，協議会の方々にも示

すことができ，文章化することは必要と思います。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。予算は増えるのでしょうかと言った

瞬間に副館長が首を横に振っていらしたのですが（笑声），確かにすべてにか

かわるので，なかなか項目を立てづらかったかもしれないです。横ぐしですも

のね。だけれども，立てることによって，我々もそれを認識できますし，この

協議会自体も広報的な役割も担うわけです。だから，こうして横ぐしの項目で

も立てていくことでうまく進むことがあるかと思いましたし，予算も増えると

よいですね。今の広報は要するに媒体を作ればいいわけではなくて，担当者，

人員も必要になってくる部分があると思いますので，ぜひそういう方向に行け

ればと願っています。 

 ほかにいかがでしょうか。お願いします。 

 

○杉山委員  実は私も「ニューヨーク公共図書館」，おととい，火曜日に見

に行ってきました。３時間半ですが，アメリカ人の議論好きというのですか，

最初から会議，会議の，予算ぶんどり会議みたいなものでも延々と議論してや
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る。これがずっと続くのかなと思って，でも，野末先生の言うようにだんだん

慣れてきたら監督の意図も分かってきて，監督は奥深いというか，図書館の貸

出しとか蔵書をそろえるとか，まずそれがあるのでしょうけれども，そのほか

にいろいろな文化事業をやっているということを延々と見せるのです。 

 私の感想としては，日本でも図書館，それから公民館とか美術館，郷土館，

講演会のホールとかコンサートホール，この辺を映画でこういうこともやって

いるということをずっと映し出している。私もすごいと思ったけれども，よく

よく考えてみれば，日本でも公民館事業というのがアメリカにあるのかどうか

分かりませんが，そういうものをひっくるめたらいいところ，勝負できるかな

という気がしてきているのです。 

 先ほど館長が言ったように，方針でも，いつでも，どこでも，だれでも気軽

に利用できる図書館を目指す。これは非常にいいこと。ニューヨーク図書館で

もだれにでも開放しているのだということをうたい文句にしてやっているみた

いです。だから，要はやっていることは一緒かなと。それで，事業報告とかを

見たら，随分やっていることはすごいなと。だから，ニューヨーク図書館の全

部を包含したものは，図書館でもやっているし，ほかの美術館もそういう事業

をやっているのだというのは，文化事業全体で言えば評価できるのではないか

というのが私の感想でした。 

 だから，事業報告，それから今度の計画，今までずっと続いてきた流れとい

うのは，それを確かなものにしていくのは非常にいいと思いますので，私はそ

れに賛成でございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。私が余りしゃべり過ぎてはいけない

のですが，アメリカとは制度というか仕組みがちょっと違いまして，日本は一

般的に社会教育の分野は図書館，博物館，公民館，もちろん資料館とか少し分

散してそれぞれ機能を持たせようという考え方を一般的にとっていて，アメリ

カの場合は，公共図書館が担う役割は少しそれを合わせたようなものになって

いるのですよね。本当におっしゃるとおりだと思います。特に調布の場合は，

全国的に見ても大変すぐれた活動をしていて，図書館と類縁の機関を合わせる

と地域の皆さんに根差したものを展開している。高く評価できると私も思いま
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す。 

 ただ，日本人全体がそうなのかもしれませんが，ちょっと奥ゆかしいので，

アメリカ人みたいにばんばん広報はしないので，ぜひ広報を立てたことで市民

の皆さんにもそういうところが広がっていくとよいと思っています。 

 ちなみに，アメリカの議論好きは，当日も資金調達担当の副館長相当の方で

したか，パネルディスカッションにいらしていたのですけれども，とにかく納

得して進めるのが仕事なのだということを感じました。とにかく議論する場面

が多いので，これは延々続くと映画としては駄目だと思うのですけれども。ど

うぞ。 

 

○杉山委員  それと，もう１つ，ニューヨークの市の政策と非常に絡み合っ

ているような，図書館があそこまでやっていいのかというようなところはちょ

っとびっくりしたのです。例えばホームレス問題を図書館で一生懸命やってい

るのです。ホームレスの人が入館してきたらどうしますというような，入れま

すとかとか入れませんかとか，舞台裏を描き出すのが監督の技術なのでしょう

けれども，それは１つの例で，市の政策に関与していきたいというのが，ちょ

っと日本とは違うなという気がしました。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。今の点，あるいは先ほどの点でもな

のですけれども，どうなのですか。調布の図書館としては，市の政策，あるい

は教育委員会の政策と言ってもいいのかもしれませんけれども，やはりそれは

踏まえて展開していると思うのです。最近だと，あるいはここ数年でも構わな

いのですが，どういったところを，特に意識されているといったことはありま

すか。 

 

○福島副館長  では，まず私から話した後，調査支援係長にと思いますけれ

ども，行政支援とか行政との連携は市民に最終的に還元するためにもとても大

切なサービスだと考えております。行政のいろいろな部署が調べ物をするとき

にも図書館を使ってくださいというようなことで，ネットだけでは得られない

情報，図書館でしっかりした情報を提供しますというようなことをお伝えして
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います。 

 あるいは市でやる事業のＰＲに図書館を使っていただくということで，講演

会とか何かをするときにチラシを置いても図書館でチラシを見てきましたとい

う方はかなり多い。いろいろな部署で，ほかの社会教育施設とか，地域福祉セ

ンターとか，そういうところに置くよりも図書館は効果があるというところか

ら一歩進んで，講演会とか何かをやるのは，その施策を推進したくて各課でや

ると思うのですけれども，図書館の展示をタイアップしてやって，その事業を

お知らせするだけではなくて，それに関連する資料を集めて展示するなどとい

うことをしています。 

 最初は，こちらからお話を持っていってしていたのですけれども，このごろ

はやるので図書館でやってくださいなどということで話が来ることも増えてい

るかと考えています。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。 

 

○海老澤係長  調査支援係の係長の海老澤と申します。よろしくお願いいた

します。 

 ただいま副館長からありましたように，市のいろいろな部署から図書館宛て

にいろいろな依頼が来ることもございます。今申しあげたように展示に関して

は最近かなり活発になってまいりまして，例えばオリンピック・パラリンピッ

クですとかラグビーワールドカップといったものは，今，市全体で盛り上げよ

うとしているところなのですけれども，そういったものについての資料配付で

すとか，各部署宛てにどんなことができるかというような問い合わせもまいり

ますので，そういったときに図書館では，資料を絡めた展示などもしておりま

す。また，例えば健康推進課で今度ピンクリボンのキャンペーンを打つという

ようなときに，やはりそれに関連した展示を行うですとか，そういったことも

積極的にしております。 

 それ以外にも，“庁内支援”を意識して仕事をしているのですけれども，庁

内の部署から，例えば議会の関係で必要な資料を明日までにそろえてくれとい

う問い合わせが来たりする場合もあります。そういったところはスピーディー
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に対応しております。もちろん市民の方へのサービスもスピーディーにさせて

いただいているつもりですけれども，先ほどお話に出たように，予算のほうに

いい効果を及ぼすためにも，なるべく積極的に，要望された以上のことができ

ないかを考えながらやっているというところはあります。 

 以上でございます。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。どうぞ。 

 

○菊池委員  直接今の話に関係するかどうか分からないのですけれども，昨

年度，認知症の方の対応というか，職員の研修会にも参加させていただいたり

して，高齢者が増える中で，そういう問題もだんだん大きくなってくると思う

のです。今回，そのような目で読んだときに，どこにも触れられていない。文

字化する難しさもあるし，例えば利用者支援みたいなところに一括される問題

であるかもしれないのですけれども，せっかく研修している，職員の方たちは

それを生かして対応されているのだと思うのですが，一般的に図書館というの

はそういう人たちは余り来ないのではないかと思っている人が多い中で，図書

館でそういう人たちとの出会いがあったときに職員の対応というのはある程度

何かあったほうがいいかと思ったりしたのです。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。今回，中・高校生に少し力点を置い

ているということだったと思うのですけれども，今の菊池委員の御意見を私な

りに解釈すると，高齢化が進む中で高齢者，あるいは高齢者の認知症であると

か，そういったこともこれから大きな問題になってくるので，項目を立てるか

どうかは分からないですが，研修もやっていらっしゃることなので，図書館と

してどういう方向で対応していくのかということかと理解したのですが，どう

なのですか。どういう方向になるのですか。 

 

○小池館長  大きな話のようなので，先にお話ししますと，いつでも，どこ

でも，だれでもというところのだれでもをどう見るかという話かと捉えていま

す。例えば人はいろいろな状況にあって，生活困窮というのも最近あります。
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そういうときに，では図書館に行って，お金を使わないで本が借りられるから

いいやというような話がよくあります。そうすると，本が売れないみたいな話

につながって，そっちのほうに話が流れるのは，図書館としては余りいいとは

思いたくないのですが，現実，皆さんの感覚はそうなのだと思います。 

 しかし，例えば先ほどのニューヨークの話がありますけれども，なぜアメリ

カはそういうことをやるのかというと，経済的な状況や精神的な状況でいろい

ろあって，社会的に難しい状況にある人たちもアメリカ人だということを包摂

していくというか，まちとして，国として抱えていかなければいけないのだと

いう感覚が基本にあるから，今大変な人に何が支援できるかというところがあ

って，多分そういうものを余り隠さない社会なのだと思うのです。もちろんホ

ームレスといって嫌われるみたいことはあるだろうし，いわゆる排除されると

いうこともあると思いますけれども，日本とはそこが基本的に考え方が違って

いて，今大変な状況にあって，何かすればその人はいい状況になって，逆に極

端に言えばお金を出してくれる人に変わるということがあって，それが循環す

る社会だというのが根底にきっとあるのだと思うのです。 

 日本でも，例えば経済的にきついといったときに，本を読むことでやすらぎ

もあるだろうし，あるいは新しい職業に就くきっかけにもなるかもしれない。

図書館としては使ってほしいというか，来てほしいという感じがありますけれ

ども，図書館に行ってはいけないとか，敷居が高いという意識がどうしてもあ

るのではないかと思うのです。でも，そういう状況にあるときでも図書館に来

たほうがいいということをどうやって伝えるかというのが，だれでもといった

ときにすごく難しい話かと思います。 

 何か回りくどい話で申し訳ないのですけれども，図書館の基本的な考え方と

いうのは，そこによっているべきなのだろうと。でも，具体にやるといったと

きになかなか話が通じなくて，時間をとられてしまってというようなことが現

実にあると，そういう人よりは普通に話ができる人の対応をしたほうがいいみ

たいな話になりかねないところを，前のときにもあったかと思いますけれども，

やはり職員の意識も含めてすごく変わっていかなければいけない，あるいは継

続して，みんなそのように向いていかなければいけないというのはいつも思う

のですが，現実は正直なかなか難しい。 
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 あと，例えば認知症といったときに，別に年がいったから認知症になるわけ

ではなくて，若年性ということもあるし，病気だとすれば３０代，４０代でも

同じ状況になる人はいるわけです。認知症というのは状態なので，何らかの病

気で認知症的状況に行くという人はいて，そういうときにどのように図書館を

使って暮らしていくのか，生きていくのかみたいなところに行くべきものでし

ょうから，年齢で切っていくというよりは，その人の状態で切ると言ったら変

ですけれども，区別していって，その状況に応じたものができるといいのだろ

うというのは思うし，それを職員も含め，あるいは市民の人も含め，そのよう

に認識していってほしいというのは，いつも思うことです。繰り返しですけれ

ども，でも現実はなかなか厳しいのもあると思います。ちょっと大きな話にな

りますけれども。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。でも，いつでも，どこでも，だれで

もとかはそういうことですよね。どんな人がいるかということが前提なので。

――どうぞ。 

 

○佐藤委員  私も菊池さんと同じようなことを感じてきたのですけれども，

認知症の人を含めて高齢者問題をこれからどうしていくのかを考えたときに，

そういう方たちが何をしてほしいですかと言われて，簡単に要求がぼんぼん出

てくるとは思えないのです。どういうものがあって，そういうことだったら，

こういうことを要望したいというようなことは，学習を積み重ねていかないと

出てこないのかなと思うのです。なので，そういうことをこれからどんな手順

をたどって，内容を掘り下げていくのかということがすごく大事なのではない

かと思っています。 

 大人のための読み聞かせをやっている方もいらっしゃるのですけれども，例

えばそのような取組につなげていくとか，それに関して言うと，この間，私が

行っているひだまりサロンのところで，『花さき山』の演奏と語りをやってい

ただいて，そういう会を大人向けにやったのです。とても豊かな，すてきな時

間でした。お琴２台，それから尺八と語りとということで，もちろん絵本があ

って，大きな絵本をこちらから借りてきてやったのですけれども，そういうこ
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とも私も初めての経験で，ああ，こういうことって大人がとても楽しいのだと

いうことが分かったのです。なので，そのようなことも拾い上げながら，何か

考えていくきっかけというか，場というか，そういうものを作っていかないと

なかなか先に進まないのかなという感じはしています。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。どうぞ。 

 

○松澤委員  認知症の話，たしか前にも出ていたと思うのですけれども，今，

母がそういう状態なのです。そうすると，図書館の方に言いたいことは，多分

１人で来られないのです。家族が付いていかなければいけないのです。そうす

ると，こういうところで，図書館の方たちとかで進める話ではなくて，そうい

う方たちを含めた上で何をしてほしいのかという話を進めないと，連れていく

のは大変なのです。私などは仕事をしているので，そんなことはできないので，

今はデイサービスに行っているのですけれども，簡単な話ではないので，机上

で決められる話ではないかなと。もっといろいろな立場を含めてするべきかな

と思ったのです。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。どうぞ。 

 

○佐藤委員  関連して，もう１ついいですか。この問題を地域の方たちとど

のようにつなげていくのかというので，包括支援センターが調布に１０箇所あ

るのですけれども，そういう場所とどういうつながりを持って，どんな話し合

いをしていくか，ともに勉強会を持ちながら，何ならできるのか，どういうこ

とが望まれるかみたいなことが出てくるといいのかなというようなことも感じ

ました。 

 以上です。 

 

○野末委員長  どうぞ。 
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○福島副館長  高齢者の方とかいろいろな方が毎日図書館にはいらしている

というお話は前にしたかと思います。何かあったときにこちらの対応を確認す

る，あるいはその方を支援に結び付けるためにということで，地域包括支援セ

ンターとはそれぞれの地域で連絡は取っているところです。では，図書館と地

域包括支援センター，高齢者支援室と話し合いをするというところまでは今は

至っていないのですが，本当に佐藤委員，菊池委員がおっしゃったように，実

際にそういう活動をしている，参加したという方の御意見を聞いて，とても参

考にさせていただき，また，これからもお聞きしたことを受けて，図書館でも

何をしていったらいいのか考えたいと思いました。 

 『花さき山』の大きな絵本という話もありましたけれども，前にも御案内し

たかもしれないのですが，大人のための紙芝居というものを入れて，高齢者支

援室のほうにもこういうもののリストを作りましたので，デイサービスや何か

の方にも使っていただけたらなどということでお持ちしたりもしています。よ

り一層連携しないと図書館だけではできないことだと思うので，検討して進め

ていけたらと思います。 

 

○小池館長  地域包括支援センターの存在は，特に分館の場合は実際すごく

身近なものとしてあるのです。つまり図書館にいらっしゃる方で家に帰れない

というか，帰るところが分からないという方も時々いらっしゃるし，特に今，

独居の方，ひとり暮らしの方が図書館に１日いてという人もいるし，そういう

ときに発見すると言ったらあれですけれども，まさに地域でみんなで見ている

ということが実はあって，気になる場合には連絡を取って，場合によっては来

てもらってとか，だれか分かれば訪問してもらうというようなことは実際には

行っています。 

 佐藤委員がおっしゃったような場を作っていくというところは，今はピンポ

イントでところどころでやっているのが現実なのですけれども，そういうこと

がもう少し組織立ってやれると確かにいいのかなと。例えばピンポイントでと

いうことで，地域福祉センターと併設している染地の分館ですと，地域福祉セ

ンターもあるし，市民活動支援センターのブランチもあるということの中で，

そこでの小さなイベントに図書館の人もかかわりながら，お話もするし，図書
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館利用を進めたりとかということは現実には行っています。それが少し広がっ

ていくと実践としてはつながっていく，全市的なものになるのかなと思ってい

ます。 

 それと，松澤委員がおっしゃったように，１人で外出するのが難しい，でも

家族が一緒に行くのもなかなか難しいといったときに，今はデイサービスでそ

ういうところに出掛けるということは確かにあるのかもしれないけれども，行

く先に図書館も作れないものかと前々から思っていまして，いわゆる散歩した

り，お買い物に出掛けたりすることの支援の仕組みというのが，今，保険制度

ではちょっと外れるというお話なので，そこを何かできないものか。ひとり暮

らしの人がお買い物に行ったり，図書館だとかどこかに出掛けるときの同行支

援みたいなものが何かできないものか。それは通常の介護保険ではなくて，何

らか別の仕組みということができないのかなといつも思っていて，福祉の人な

どと話す機会があれば，そんな話をしたりしているぐらいに今はとどまってい

るというところです。そういうところがちょっとあるかと思っています。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。よろしいですか。とても協議会らし

いやり取りだったと思います。どういう問題があって，それに向けてどんな解

決のアイデアがあるかということを率直に皆さんからお出しいただいているの

で，今とてもいいやり取りができたのではないかと受け止めています。 

 ほかにいかがでしょうか。計画，あるいは事業報告について。一足跳びには

変わらないかもしれないのですけれども，こういうところで出たことが１つず

つでも反映されていって，よりよいものになればと思っています。かつては，

こういうものが出てくると個別の話が多かったのですけれども，最近は少しず

つ内容が充実してきたので，我々も少し大きな話ができるようになってきたの

かなと理解しています。ありがとうございました。どうぞ。 

 

○佐藤委員  すみません，もう１つお願いします。広報が独立してできたと

いうことで，大変期待したいと私は思いました。先日，図書館大会に参加した

ときにお話を伺いながら思ったことが１つありまして，障害者サービス，今そ

ういう言葉は使わなくなりましたということなのですが，そういう方のサービ
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スをしていくときに，そのサービスの内容を一般の人たちに知らせていくこと

が大切だというようなお話があったのです。障害者の方とか，そういうハンデ

ィキャップがあって，必要とする人とか，その関係者に知らせていくだけだと，

どうしても落ちてしまう。今は大丈夫だけれども，やがて何かあるということ

だってあるわけなので，一般の人たちがいかに広く情報を持っているかという

ことが，お隣で何かあったときに，こういう制度があるみたいだよという声掛

けができていく。そういうことでの広がりがとても大事だというお話がちょっ

と心に残っていましたので，発言しました。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。確かにそうですね。自分が当事者，

または近隣の方，家族が，だれが当事者か分からないわけですからね。ありが

とうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。――よろしいですか。もしお気づきの点がありま

したらいつでも戻っていただいて差し支えありませんので，では，いったん議

題の第３号を終了いたします。 

 議題の第４号に入りたいと思います。「第３次調布市子ども読書活動推進計

画について」です。こちらは福島副館長から御説明をお願いします。 

 

○福島副館長  私から，「第３次調布市子ども読書活動推進計画について」，

御報告いたします。資料は３，４，５になります。 

 この計画の策定に当たっては，２９年度から図書館協議会において御審議い

ただき，多くの貴重な御意見をいただきまして，本当にありがとうございまし

た。 

 １月の協議会でお示しした素案を１月３１日から２月２８日にパブリック・

コメントに掛けましたところ，御意見いただいた結果というのが資料５になり

ます。こちらを反映させまして，３月に行われました調布市教育委員会平成

３１年第３回定例会で御協議いただいた上で策定ということになりましたので，

ご報告します。本当にありがとうございます。 

 第３次調布市子ども読書活動推進計画は，調布市の子どもの読書環境を計画

的に整備し，子どもの発達段階に応じた読書活動を支援するため，第２次計画
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の成果と課題を踏まえ，今後の施策の指針となる計画です。子どもが成長や興

味に応じて，本の楽しさを発見し，読書の習慣を作ることができるよう，これ

からも家庭，地域，学校，行政が一体となって，子どもの読書活動の推進に取

り組んでまいります。 

 この計画は，市立図書館全館で閲覧及び貸出しをしているほか，市内の学校

を初め関係部署，公文書資料室などに送付しております。市報では，４月２０

日号で計画の策定をお知らせしたほか，ホームページにも掲載しております。 

 説明は以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。それでは，御意見，あるいは御質

問のある委員の方は挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。お願いしま

す。 

 

○安本委員  この子ども読書計画，読書に関して，最近ショックだった，意

外だったことがあったので，お伝えしたいと思って今日は来たのです。この子

ども読書の計画の中にも，幼稚園とか保育施設との連携といったことがきちん

と明示されていて，私たちも図書館もきちんと取り組んでくださっていますし，

乳幼児からの読書習慣を身に付けさせるということで，大切なことだと認識し

ているのですけれども，近所の私立の保育園の園長先生とお話しする機会があ

って，その園長先生とお話ししている中で，子どもたちに絵本をたくさん読ん

でもらいたい。調布の図書館は子どもの読書に関しては，とても力を入れてい

らっしゃいますということをお話しして，おはなし会などもなさっていますし

ということも伝えたのですけれども，やはり保育園の親御さんたちはなかなか

おはなし会に参加することができない。土曜日にやっていらっしゃるというこ

とはここには書いてありますけれども，図書館が開いている時間に行くことが

できないと思い込まれている。そして幼稚園とか保育園向けの図書館の取組に

関しても，それは公立の保育園に向けてのことでしょう，私たちは違いますよ

ねとおっしゃったのです。いや，そうではないと思うのだけれどもと私はその

お話を聞いて思ったのですが，敷居を低く，本当にだれでもということを図書

館としては，その姿勢を前面に出してはいらっしゃると思うのですが，受け取
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る側が私たちは違うわよねと思っている人がいらっしゃるのだというのがとて

も印象に残りました。 

 それで，事業報告の３ページのところに，保育園児・幼稚園児へのおはなし

会として，来館されたときにおはなし会をやっているというようなことも，公

立保育園だけの取組ではなくて，市内のすべての保育園や幼稚園，あるいは保

育施設に関して開かれているものであるということを個別にも訴えていかない

といけないのではないかと感じました。だれでもどうぞというようなお知らせ

の仕方では，ハードルを作ってしまうような保育園もあるのかなと感じて，ど

うにかしていただけたらいいなと思いました。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。いかがですか。お願いします。 

 

○森係長  確かにおっしゃっていただいたように，市内のすべての保育園さ

んが図書館にいらっしゃっているわけではなく，ただ，図書館としては，公立，

私立関係なくサービスをしているのですけれども，やはり図書館のサービスが

届いていない，敷居が高いと思われている部分は確かにあると感じています。 

 案内などは公立，私立に限らず，すべての保育園さんには出すようにはして

いるのですけれども，今後そういった課題については取り組んでいきたいと思

っています。 

 私自身も知り合いに調布市内に勤めている保育士の方がいるのですけれども，

団体貸出しのサービスは知っている？ と言うと，そんなのあるのと言われた

り，図書館に園児を連れてきてもいいのだよと言うと，図書館は静かにしなけ

ればいけないから連れてきていいなんて知らなかったと。あとは園児は歩いて

くるので，そういった距離にない保育園さんもたくさんあるので，そういった

方はやはりどうしても図書館の近くにある保育園さんとは図書館の使い方が違

ってきてしまうのかなと思うのですけれども，そういったことも含め，今後の

課題として，広く図書館のサービスを伝えていくようにしていきたいと思って

います。 

 あと，保育園に通われている保護者の方は平日は働いていて，図書館では，
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平日の水曜日におはなし会をやっているので，どうしても平日のおはなし会に

参加できないという声はよくいただいています。昨年はスペシャルおはなし会

として土曜日に開催したこともあったのですけれども，そのときに土曜日だと

とても参加しやすいので，今後も開催してほしいというお声をいただいており

ます。今年度は，また回数を増やして，土曜日，日曜日のおはなし会ができる

ようにしてまいりたいと思っています。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。そういったことを一つ一つ工夫して

いくということで。どうぞ。 

 

○安本委員  土曜日，日曜日におはなし会が開催されるというのは，図書館

に来ている方だとお知らせが届きやすいのですけれども，そうでない方はなか

なかお知らせが届きにくいと思うのです。ですから，土曜日，日曜日に開催さ

れるときには，市内の幼稚園，保育園にお知らせを出していただいて，張り紙

の１つでも張っていただけたらと思います。 

 それと，小さな子どもを見ていて思うのは，小学生の団体貸出しというのは

頼みやすいのですけれども，学習に使うということで管理がしやすい。ただ，

小さな子ども向けの団体貸出しというと，やはり本を汚してしまうのではない

かとか，傷めてしまうのではないかというような心配が先立ち，団体貸出しは

心理的なハードルがあるのではないかと思うのです。ですから，そういったこ

とも，例えば破損してしまった場合の対応なども説明していただけると団体貸

出しに対する心理的なハードルが低くなるのではないかと思いました。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。コメントはございますか。 

 

○森係長  やはり小さな子が目が届かないところで破ってしまうということ

もあって，保育士の方とかもすごく気を遣ってくださるのですけれども，図書

館に直接来られない人へ保育園，幼稚園が窓口になって子どもたちに本を渡し
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てくれる。その窓口ですので，破ってしまっても気にしないでくださいという

ような対応を心掛けていかなくてはいけないと思っています。 

 

○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。お願いし

ます。 

 

○松田委員  第２次調布市子ども読書活動推進計画のときは，調布市の関係

ではなく，本当に多くのいろいろな学校図書館の関係の者がすごく励まされて，

ここにこのように文が書いてあるからこれを目指そうと，いろいろな人たちが

これをとても評価していただいて，第３次もそのように皆さんが東京都の計画

を２歩も３歩も先んじて進めていく，すばらしいものを作っていただいている

ということを有り難く思っています。 

 ただ，私もパブリック・コメントに入れればよかったのですけれども，あと

お礼というか，具体的には，例えば１１ページに学校図書館支援センター機能

の充実ということで，すごく具体的に書いてくださって有り難いと思っていま

す。こういうことを目指していきたいということが文言としてきちっと書いて

いただいて有り難いと思います。 

 ちょっと拝見して残念だなと思ったことは，学校ですと，小学校の一番最初

の取組について概要版にも載っているのですけれども，小学生の表のところに

１年生から６年生までという中に授業でいろいろ使っておりますので，調べ学

習も含めて，図鑑であるとか百科事典をこのように使っているみたいなことも

していますので，もうちょっと読書活動，授業でこのようにやっていますとい

うのも入れていただければよかったかななどということはちらっと思ったりし

ます。 

 あと，もう１つ，後ろの写真については，学校図書館の部分は仕方ないのか

もしれないのですけれども，例えば４４ページとかですと，これはもちろんす

ばらしい展示ではあるのですが，子どもの姿が全然なくて，子どもが実際利用

して，調べ学習をしているとか，そのような活動をしている，そんな写真も本

当は入れていただければよかったかななどとちらっと思ったりしました。 

 以上です。 
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○野末委員長  ありがとうございます。何かありますか。 

 

○森係長  まず，この計画を励みにということでおっしゃっていただいてあ

りがとうございます。この計画を作って終わりではないので，今後，各関係部

署にどのようにこの計画を推進してもらうかという進行管理が大切になってく

るかと思いますので，この４年間，この計画が実行できるように努めてまいり

たいと思います。 

 あと概要版の学校図書館の項目について，もう少しいろいろな活動があった

ということで，またこちらのことについては，学校の現場司書の方や指導室の

方に相談しながら，次の改定に向けて留意して，こちらのほうを充実させるよ

うにしていきたいと思います。 

 写真の件なのですけれども，確かに子どもの姿があるととても生き生きとし

ていい写真になるかと思います。学校に，こちらの展示のほうではないのです

けれども，ガイダンスの写真を学校の方から使わせていただく許可を取るとき

に，子どもの顔が写ってしまうとまずいというような御意見もいただいたので，

個人情報に配慮したような形で，こういった子どもの姿が写っていない写真に

なっています。図書館の職員が出向いて写真を撮らせていただいた部分もある

ので，授業時間にお邪魔できなかったという点もあり，このような写真になっ

ています。 

 次の第４次に向けて，いただいた意見を踏まえて，こちらをまた作成してい

きたいと思います。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。計画ですから，これを踏まえて何を

していくかというところで，御意見を取り入れながら進めていただければと思

います。 

 ほかにいかがでしょうか。とても充実した内容だと個人的には思います。充

実しているので，なかなか大変だなという感想も持たないではないのですが，

調布の図書館であればできるだろうと受け止めています。 
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 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。――では，ありがとうございます。

別に先を急いでいるわけではないのですが，よろしいですか。 

 では，もしお気づきの点がございましたら，後ほどでも結構ですので，お戻

りいただいて，御指摘いただければと思います。これについては，我々もこの

場で検討してきましたし，パブリック・コメントもありましたので，次はこの

計画をどう実行に移していくかというところでまた御協力ができればと考えま

す。ありがとうございました。それでは，議題の第４号を以上にさせていただ

きます。 

 続きまして，議題第５号「その他」に移ります。まず「その他」のア「調布

市立図書館協議会の今後のあり方について」です。 

 こちらは，本日机上配付させていただいた資料６を御覧ください。確認とい

う形になろうかと思います。前回，御議論いただきまして，修正の意見を１箇

所いただきました。その後，御欠席の方も含めて御意見を募らせていただき，

最終的には最後のページの上から３行目，４行目の辺り，研修に参加する部分

を少し表現を修正いたしたということです。前回の協議会で出た御意見を反映

させたと。ほかはそのままになっております。 

 前回御議論いただきまして，本日これを最終確認といたしまして，文言とし

ては確定できればと思っております。先ほどの修正した１箇所以外は基本的前

回と一緒なのですけれども，もしお気づきの点がありましたらお伺いしたいと

思いますが，いかがでしょうか。 

 これからの扱いなのですけれども，これを少し事務的に体裁を整えていただ

いて，審議の日程と委員の名簿ぐらいでしょうか，そういったものを付けてい

ただいて，これは図書館に置く……公開は。 

 

○小池館長  まとめという形でよろしいのではないかと思います。今日のあ

いさつで申しあげませんでしたけれども，図書館協議会の期が２年で１つの期

になっています。今日が５月で次は７月に開催予定でお願いしていますけれど

も，次の７月の回でいったんこの期はすべて終わりになる予定です。任期につ

いては８月いっぱいまでということですので，９月から新しい委員の委嘱に入

っていくわけですけれども，そのときに例えばどういう構成にするかというこ
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とは，今この時期ではちょっと難しいのもありますので，いわゆる公募の部分

については，次の次の期というのですか，今から見れば３年後のところまでに

考えたいというのが今事務局的には思っているところです。 

 協議会のあり方ということで表題を残しながら，図書館協議会とは何なのか

ということを皆さんで確認したということと，今後のあり方について確認とい

いましょうか，御意見をいただいたということを踏まえて，協議会の次の次に

なりますけれども，そこで実現できるところは実現するというようにさせてい

ただければと思っております。 

 改めて協議会とは何ぞやということを皆さんで御確認いただいて，次の期の

人，ないしは次の次の期の人たちが考える材料になったのではないかと思って

います。 

 付け加えれば，協議会について，今，全国的には結構注目されているのでは

ないか。一番最初に状況説明をさせていただいたときに，国がわざわざ全国調

査をしたというのは，図書館協議会は必置ではないが，重要なものだという国

の認識があって，その上で現状はどうなのかという確認の調査であったと思い

ますので，そんなところで，協議会はあるけれども，箇所によっては年１回か

ら，６回とか７回とか結構頻繁に行っているところがあるという回数の問題や，

あるいは構成メンバーについてもいろいろな状況があるということが分かった

わけですし，その中でやはり住民自治なりなんなりということの視点でどうな

のかという議論の材料になったと考えていますので，今回，それを踏まえての

意見交換がされたということで，調布の図書館の協議会はどうするかというこ

との意見としていただければと思っています。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。それでは，我々として図書館側にこ

れをお渡しして，また次の期の皆さんにもお読みいただいて，行動しろと書い

てありますから次の期の皆さんにはかなりプレッシャーですよね（笑声）。こ

の資料というのは議事録などと一緒に公開されているのでしたか。――そうで

すよね。ですので，御確認いただきたい市民の皆さんも確認ができる形である

と思いますので，我々としてはこのように考えたということを図書館の皆さん，
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あるいは次の期の皆さん，あるいは市民の皆さんにまとまった形でお伝えでき

るというように受け止めたいと思います。 

 それでは，特に御意見よろしければ，文言としてはこれで整えさせていただ

くということで進めたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは，その他のイ「『１年生にすすめる本』について」，それからウの

「『子ども読書の日』『こども読書週間』の取組みについて」，こちらをまと

めて児童サービス係長の森さんから御説明をお願いします。 

 

○森係長  それでは，まず，イの「１年生にすすめる本」です。資料７のも

のになります。毎年４月に発行しておりますこちらの「１年生にすすめる本」

は，図書館でお勧めする推薦図書リストになります。公立小学校の新１年生全

員に配付しているものになります。 

 次のウ「『子ども読書の日』『こども読書週間』の取組みについて」です。

まず，資料８「子どもの本」，こちらは４種類ございます。毎年４月２３日の

子ども読書の日に合わせて発行しているものです。こちらは今年度初めて調布

市内の書店組合に加盟している書店４店にこちらの資料を送付しております。 

 また，資料９「ようこそとしょかんへ シールブック」，こちらは昨年度も

実施しましたが，小学生以下を対象とした事業になっておりますが，図書館で

本を借りた人に１日１枚シールを上げている。また，自分の名前の利用カード

を持っている人にまた別のシールを差し上げているということで，利用促進，

また図書館の継続利用を促進するための事業を６月３０日まで実施しています。 

 こちらのシールブックなのですけれども，今年度は市内の公立小学校に各

５０部ずつ送りまして，学校図書館で配布をしていただいています。お子さん

はシールをとても楽しみにしているのですけれども，それ以外に学童クラブと

かユーフォー，また学校図書館の現場の職員，スタッフの方から，子どもたち

がとても喜んでやっているといった現場の声などもいただいて，子どもたちに

楽しんでもらっていると思います。 

 昨年度，こちらのシールラリーを実施したところ，この期間，子どもの新規

登録，また，児童書の貸出し点数が増加しましたので，今年度も実施いたしま

した。 
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 私からは以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。御意見，あるいは御質問のおありの

委員の方は挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。じろは大人気ですね。

ちゃんと用語集にも出てくるだけあって。皆さん，お気づきですか，これの用

語の中にじろがちゃんと出てくるのです。解説が含まれています（「では一

言」の声あり）。どうぞ，お願いします。 

 

○井上委員  とても有り難いです。 

 以上です。 

 

○野末委員長  学校ではどんな様子でこれは受け止められているのですか。 

 

○井上委員  枡先生がおやめになったので，私，今年から図書館部に入った

のですけれども，この前，早速，調小研があって，そこでこういうものが配付

されまして，各教員のほうにお勧めのこういうあれでいいのですよというのを

図書館の方が説明していただいて，それを各学校のほうに持ち寄って広げてい

くというような活動なのです。こういうものがあると非常に参考になりますの

で，ぜひ続け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。 

 

○松田委員  こういうものを都小研，都の研究会とかに持っていくと，調布

はいいわね，調布はすごいねと，欲しい，欲しいと大変なのです。 

 

○野末委員長  こういった取組があるところがすべてではないですし，それ

が学校の中にきちんと伝わっているところもまたすべてではないので，調布は

そういう点では大変恵まれていると理解しています。ありがとうございます。

うれしいです。 

 ほかにいかがでしょうか。本当に余談なのですけれども，大人のシールラリ
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ーみたいなものはないのですか。前にも雑談で申しあげたかもしれませんけれ

ども。どうぞ。 

 

○小池館長  記録にはとらなくていいと思いますけれども，余計な話かもし

れませんが，これは子どもということで，去年のゴールデンウイーク前からや

ってみて，今年は第二弾でやっているのです。それに刺激を受けたのか，分館

のほうでは……何でしたか。 

 

○福島副館長  読書マラソンとか読書リレーとかをやっていて，読書通帳を

作り，パスポート型の１００冊，１５０冊，２００冊かな，東日本編，西日本

編，世界とちゃんとキロメートルも調べてどこまで到達するなどというのを職

員が作り，読書マラソンで全部マスがいっぱいになると，好きな本の推薦リス

トを個人ごとに作ってあげるとかとやって，今度，それからまた，さらに読む

と，その子が好きな本を展示してくれる。○○ちゃんの推薦本というコーナー

を今３人分ぐらい深大寺分館では作っています。そうすると，僕のだと言って

人を引っ張ってきて見せたりしているようです。恐竜が好きだったお子さんの

ようで，恐竜の本で，その子向けのリストを作る。 

 

○小池館長  ○○君の本とかと書いていて，マイライブラリーみたいな感じ

で何冊かぽんっと置いてあって，あれはどのぐらい広がっていくのかななどと

思って。 

 

○福島副館長  また完走者が現れましたと言って，そうすると，インタビュ

ーして，何が好きかを聞いて，リストを作る。でも，分館でいろいろな事業を

すると利用者と話すきっかけになる。とても怖そうに思っていた利用者の人が

話し掛けてきたりして，コミュニケーションができる。自分では読まなかった，

選ばなかった本と出会えたからありがとうと言われたりというので，すごく手

ごたえを感じているようです。 

 あと，先ほど高齢者ので分館の話を館長がしたのですが，実際に私，その分

館に昨日行ってみましたら，週末に染地分館のボランティアまつりで図書館が
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出て，読み聞かせみたいなこともさせていただいたけれども，前も紹介したガ

チャガチャを持ち込んでやったら大盛況で，大人も子どもも楽しんでシールを

お渡しし，ボランティアコーナーの方がメモ帳を作ってくださったのです。端

紙みたいなもので作ったのをいただいたのをちょっと図書館で加工して，それ

をガチャガチャで大当たりが出た人にはお渡しする。３０冊用意したメモ帳も

大盛況で売り切れたと。大人も楽しめるイベントをしたと言っていました。 

 前は図書館があります，よろしくお願いしますと言って案内だけ置いて帰っ

てきていたのをやりくりして，週末の行事だと職員が手薄なのですけれども，

出てやって，それも手ごたえがあると言っていました。 

 地域福祉センターに行っているけれども，図書館には来ていないという方も

いらっしゃるので，その辺りの方に呼び掛けていけたらと思います。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。とりあえず分館に出掛けてみます。

――どうぞ。 

 

○松田委員  先ほど担当の方が言った５０部は，学校にもらったら困るだろ

うと思うのです。だから，１年生にはこれだし，３年生と５年生はこれをいた

だくので，２年生全員に配るとかとしたほうが，小さい子だと親も付いていく

からよろしいかななどと思ったりします。５０部はすごく…… 

 

○井上委員  ５０部だと渡し切れない，どうしようもない。うちだと１学年

１００名ぐらいいるので，どう渡したらいいか。 

 

○小池館長  学校は担任の先生が自分のクラスが例えば２０人いる，３０人

いるというと，その分分けて持ってきてほしいと言われるのですが，仕分ける

のが大変なので，できれば年に１回ぐらいにとどめたいと考えています。お渡

しするので，あとは学校で分けていただけないかなと思っています。 

 

○松田委員  もうちょっと数を増やしていただけると，百幾つとかあればま

だいいのですけれども，５０はちょっと厳しいかな。 
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○松澤委員  児童数は東京都の教育委員会のホームページを見ると出ていま

す。 

 

○福島副館長  ４月１日現在の児童数で送ったつもりが足りませんというの

が数校から来るというようなこともあります。 

 

○小池館長  プラス何部か乗せておけば，足りないよりは多い分にはいいの

ですよね。５月１日時点でクラス編制が決まりますが，４月１日で何人いるか

というのは変更することがあり，プラス５部とかしておけば間違いなく配付で

きますね。 

 

○井上委員  間違いないです。５部あれば大丈夫です。 

 

○安本委員  子どもがそんなに喜んでいるのだったら，もうちょっと厚紙っ

ぽくとかならないのですか。 

 

○小池館長  それこそ予算にかかわる話です。先ほど福島副館長が紹介した

分館で読書通帳を作ったときは厚手の紙を使ってやったのですけれども，それ

は残っていた紙を使っていました。余りにも好評で紙があっという間になくな

ってしまったということもあって，もしやるとすれば，何部ぐらい刷るかとい

うことを考えた上で刷っていかなければいけないので，その分の紙の調達を考

えなければいけない。確かに厚紙のほうが大事にするし，持ったときにもいい

のかなという気はしますので，それはまた考えて。 

 

○松田委員  すみません，ちょっと言っていたのですけれども，４月，５月

は学校が忙しいので，もうちょっと後とかは駄目ですか。数も安定するので。 

 

○小池館長  では，逆に夏休み前ぐらいのほうがいいですか。 
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○松田委員  そのほうがいいかなと思います。 

 

○小池館長  ４月２３日が子ども読書の日とされているので，それに合わせ

た事業として図書館としては事業を組みたかったので，それで４月に１週目，

２週目にばばばっと実はやっているのです。発行は２３日で構わないけれども，

子どもたちへの配付を学校現場のことを考えたら６月以降のほうがいいという

ことでよろしければですが。 

 

○福島副館長  期間を長くして。 

 

○小池館長  １年を通して，あと夏休みの本のリストが出るので，それとの

絡みも出るのかなと。それはまた現場で。 

 

○福島副館長  あと，もう１つ，次回では広報が遅いかしら。調査支援係で

子ども向けの事業，こちらでいただいた御意見も踏まえて，法務ミニセミナー

の開催がほぼ決定したので。 

 

○海老澤係長  これから広報をいたしますけれども，７月２０日土曜日に昨

年，一昨年とさせていただきました子どものための法務ミニセミナーを行いま

す。一昨年は８月の終わりごろに事業を行ったものですから，もっと早い時期

であれば夏休みの調べ学習にも役立ったのではないかという御意見をちょうだ

いいたしまして，実は昨年度は夏ではなく冬にしてみようということで，会場

の関係もあったものですから，冬に開催したのですけれども，こちらも人が少

なかったもので，今年度は７月の夏休みに入ってすぐに設定させていただいて

おります。 

 ６月２０日の市報で募集を開始する予定なのですけれども，７月２０日土曜

日に子どものための法務ミニセミナーということで，対象としては，４，５年

生を主にと考えておりまして，行政書士の方にお願いしまして，図書館の資料

を使いながら法律を考える。昨年は「図書館のひみつ」という図書館を題材に

して法律を学んでもらおうというような講座だったのですけれども，今年は
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「お菓子の箱のひみつ」というのを考えておりまして，お菓子の箱に表示され

ているいろいろなものを読み解いていくというようなことで考えております。

またいろいろなところで広報し，市報への掲載ですとかチラシの配布などをい

たします。また，学校向けにも子ども向けのリストと一緒にチラシの配布をお

願いしようと考えておりますので，ぜひ御協力を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。 

 

○小池館長  今年は公立学校は夏休みは何日からですか。 

 

○井上委員  今年は１９日が終業式ですから，２０日です。 

 

○野末委員長  ちょうど初日ですね。ありがとうございました。それでは，

ほかにいかがでしょうか。――よろしいですか。もし何かお気づきの点があり

ましたら個別にでも結構ですので，御連絡，御意見をちょうだいできればと思

います。では，議題の第５号「その他」，終了いたします。 

 以上で本日の議題はすべて終了いたしました。これまでを振り返って，ある

いはこれ以外でここで取り上げておきたいことがありましたらいただければと

思いますが，いかがでしょうか。よろしいでしょうか。――ありがとうござい

ます。それでは，以上で議題をすべて終了したということにいたします。 

 それでは，事務局から連絡事項をお願いいたします。 

 

○事務局（緒方）  次回の開催でございますが，平成３１年度第２回の開催

は７月１８日木曜日を予定しております。場所と時間につきましては，たづく

り９階研修室，こちらと同じ場所でございます。時間につきましても午後２時

から４時までを予定してございます。 

 本日御出席の皆様の御都合がよろしければ，この日に決定したいと思います

が，いかがでしょうか。 
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○井上委員  私はちょっと無理なので。 

 

○野末委員長  ずらしましょうか。 

 

○井上委員  皆さんがいらっしゃるからいいと思いますので。 

 

○野末委員長  次の候補はありますか。 

 

○事務局（緒方）  予備日としては２５日です。 

 

○野末委員長  ２５日の場合は皆さん，いかがですか。 

 

○菊池委員  ２５日のほうが私はいいです。 

 

○野末委員長  よりよい。図書館としては……ありますか。 

 

○小池館長  木曜日にやりましょうというのは一応決めさせてもらっていた

のですが，７月のその前の週だとちょっと早いかなと。１８日ですと学校の先

生方は終業式とか１学期が終わるいろいろなことがおありかなとは思っている

のですけれども，逆に学校が夏休みに入ってしまって，またいろいろ事業があ

るとというのがあって，正直分からないのです。１８日か２５日かとは思って

いますが。 

 

○野末委員長  ２５日にしましょうか。大丈夫ですか。――もし皆さんがよ

ろしければ，今日は全員いらっしゃっているので，せっかくですから。 

 

○事務局（緒方）  では，２５日に決定させていただきたいと思います。恐

れ入ります，時間は同じですが，場所につきましては，また開催通知でお知ら

せさせていただきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 それでは，最後に，本日の議事録の署名委員を指名させていただきます。今
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回は大作委員にお願いしたいと思いますので，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した。委員の皆様には，議事進行に御協

力いただきましてありがとうございました。お礼を申しあげます。過去最も早

い終了時間ではないかと思われますが，これをもちまして平成３１年度第１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。 

 

                            ――了―― 

 


