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○事務局（緒方）  それでは，定刻となりましたので，平成３１年度第２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，またお暑い中，お集まりいただきまして，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。本当に蒸し暑い日が続いて外に出るのが

嫌なのですけれども，そんな中，集まっていただいてありがとうございます。 

 今日は，この期としては最後の会になるかと思いますけれども，本日もいろ

いろお話を聞かせていただければと思っております。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 この２カ月ぐらいで図書館関係の話って何かあるかなと思ったときに，前回，

「ニューヨーク公共図書館」の話をちょっと話題にしましたけれども，杉山委

員はもう御覧になっていたという話もあったりして，その後，見ていると，東

京でも上映するところが，岩波ホールは終わりになっても別のところが上映し

たりとか，全国的には結構まだ広がっているようです。 

 ちょうどこの前の会の後，大阪でトークショーみたいなものがあるというこ

とで聞きに行ったのですけれども，やはり大阪でも反応がよかった感じもあり

ますし，今，図書館の世界では，１つの図書館の方向みたいなことを考える材

料になっているのだろうと改めて思ったところです。 

 今後，日本がそのような図書館になっていくかどうか，ふさわしいかどうか

はまた違いますけれども，基本的なところが語られていたのかなというところ

で，ワイズマン監督が言うところの民主主義の柱という表現をしているかと思

うのですが，やはり民主主義のよって立つところとしては情報だろうし，一人

一人の人が自分の考えを持つことが大事なのだということをワイズマンという
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人は図書館に見出したのかなと思っているところです。そんなところでもあり

ますけれども，調布は調布ということの中で進んでいくことになると思います。 

 もう１つ，調布にかかわる話としては，御覧になった方もいるかもしれませ

んけれども，竹内悊さんが書かれた『生きるための図書館』という本が岩波新

書から出されました。これは，実は調布の図書館を第１章のところで触れてい

るのです。名前は出していませんけれども，調布の図書館の分館――具体的に

は深大寺分館なのですが――を４年ほど前に見学というか１日滞在されて，そ

こで見聞きしたこと，感じたことを，ある地域の図書館ということで触れられ

ています。 

 そういうところで先生がまとめて，図書館ってどういうものなのかというの

を述べてくださっていて，それがニューヨーク公共図書館との比較で考えたと

きにも，１つのあり方なのかなと思っているところです。図書館にも入ってい

ますので，よろしかったら御覧いただければと思います。 

 今日も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。 

 なお，本日の資料は，次第と一緒に事前に郵送させていただいております。 

 お手元に資料の準備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３１年度第１回調布市立図書館協

議会議事録（案）」。 

 資料１「図書館で利用カードをつくりませんか？」というＡ４のチラシが１

枚でございます。 

 次に資料２です。「夏休みにすすめる本」。 

 資料３「図書館で調べものをするときに…」。 

 資料４「暮らしに役立つ法務ミニセミナー『お菓子の箱のひみつ』」と書い

てあるチラシになります。 

 そのほか，本日机上配付いたしました，「分館の夏休み事業」についてのチ

ラシをクリップどめで一式配付させていただいております。 

 以上が本日の資料となります。資料はすべて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。 
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○野末委員長  改めまして，こんにちは。ただいまから平成３１年度第２回

調布市立図書館協議会を開会いたします。今期としては最後ですが，年度とし

ては第２回です。今申しあげたように今期最後ということなので，今日は皆さ

んに後ほど振り返りをいただくというお知らせが入っていて。今日は時間にや

や余裕がある会ということもあって，せっかくの機会ですので，皆さんから言

い残したことか分からないですけれども，いろいろ御発言をいただければと思

っております。 

 では，最初に定足数の確認をしたいと思います。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，委員全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。 

 審議に先立って，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。御覧いただいて分かるように，非公開とする理由は特にない

と思います。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ですが，５人とさせていただきました。会場が変

わったので，もう少し余裕があるような気がしますが，通例で５人といたしま

した。本日の傍聴希望者の有無について事務局からお願いします。 

 

○事務局（緒方）  傍聴希望者はいらっしゃいませんでした。 

 以上でございます。 
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○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らないとい

うことですので，このまま審議に入りたいと思います。 

 では，早速ですが，議題の第１号です。「平成３１年度第１回調布市立図書

館協議会議事録（案）の承認について」です。こちらは，開催通知と併せて事

前に事務局から送付を受けております。委員の皆様には御確認いただいている

かと思いますが，何かお気づきの点，修正を要する点はございましたでしょう

か。よろしいですか。大丈夫ですかね。 

     （「なし」の声あり） 

 ありがとうございます。それでは，修正のお申し出は特にないということに

いたしまして，署名により確定をいたしたいと思います。では，事務局は署名

の手続きを進めてください。今回指名を受けたのが大作委員でした。後ほど署

名をお願いします。 

 以上で議題の第１号は終了でございます。 

 では，議題の第２号に移ります。「２年間の活動の振り返りと今後の図書館

の展望について」ということになっております。委員長からと書いてあります

が，私は口火を切る係ということで，ここは事前にお願いしていたとおり，委

員の皆様からも振り返りをいただきたいと思っております。今日はこの後，御

報告を何点かいただく残り時間があればよいので，せっかくの機会ですから，

ぜひ皆様から２年間を振り返って，あるいは調布の図書館について，あるいは

図書館全般について，皆さんの思うところをお話しいただければと思っており

ます。 

 ちょっと裏話をすると，最初，１時間ぐらいしゃべったらどうみたいなこと

だったのですけれども，いやいや，それだったら皆さんにちょっとずつお時間

をということにさせていただきました。私は思い付きで行動をする悪い癖があ

りまして，ふと思い立ちまして，今期の話の中で，職員の皆さんの声も聞く機

会があったらいいのではないかという話が出ましたよね。先ほど開会直前に小

池館長のところへ行って，今日はせっかくですから職員の皆さんからも一言ず

ついただくのはいかがでしょうかと。小池館長からはオーケーをいただきまし

たので，皆さん，館長の許可が出ていますからね。急ですので，それは困ると

いう場合には拒否していただいても大丈夫なのですが，せっかくですから，ぜ
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ひ一言ずつと思っております。 

 最初に委員長からと一応なっていますので，口火ということでちょっとだけ

お話をさせていただくと，まず，皆さんには２年間本当にお世話になりました。

つたない進行で大変御迷惑をおかけしたところが多々あると思っておりますが，

皆さんのおかげで無事に２年間進めてまいることができました。 

 また，前回，協議会のあり方について，行動する協議会ということで，非常

によいものがまとめられたのではないかと思っています。全国的にも協議会が

協議会自身について議論するということは余り聞いたことがないです。そもそ

も協議会があるところ，活発に活動しているところばかりではないので，調布

ならではではないかと思っております。 

 私，今期は協議会の役割について振り返ってちょっと思ったのですけれども，

皆さんがそれぞれの団体とかお立場とかをバックに持ちながらここに来て，そ

れぞれの御意見をそれぞれの分野の代表として御発言をくださっているわけで

すが，それ以外にも調布の図書館がサービスの対象としている市民の皆さんと

いうのはたくさんいらっしゃって，そういう声みたいなものをどう拾っていく

のかということがやはり大事なのだと改めて思いました。 

 私がここであれこれ申しあげるよりも，自分の見聞きした話を少しお伝えす

ると，先々週，池袋にジュンク堂というところがあって，そこでトークショー

があったのです。『ちょっとマニアックな図書館コレクション談義』という本

があって，３冊目なのです。内野先生という，茨城県鹿嶋市の館長をなさって，

早目にリタイアされて，今は物を書いているのですけれども，図書館がどんな

資料をそろえるかという話をしていたのです。 

 そのときに大変興味深かったのは，図書館は予算の限りがある，場所も限り

がある，どういう資料をそろえたらいいのかというので，図書館としてはかな

り根本的なところですよね。それについて私がちょっと意地悪な，予算も限り

があるし，市民ってたくさんいるではないですか，どういうものが必要かどう

やって見極めるのですかということをお話ししていった中で，それは市民の声

を聞きに行くしかないのですと端的におっしゃったのです。図書館から出かけ

ていく，物理的に出かけていくという意味ももちろんおありだったと思うので

すが，気持ちとして市民の皆さんが持っていらっしゃる――ニーズという言葉
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をそのときは使っていたのですが――ニーズをくみ取りに行くのだという姿勢

とか気持ちとか行動みたいなものが資料を選ぶ，「何が今ここで必要か」，

「これから必要になるかということを選ぶ決め手になるのだ」，みたいなこと

をおっしゃっていて，理屈では分かっているのですけれども，実際に図書館を

運営されていた方がそのように語られるのを見て，やはりそういうところが図

書館の本質なのかなと。図書館が何かを用意して市民に提供するのではなくて，

市民側のニーズをくみ取るところから最初始まるのだということが，何かすっ

と腑に落ちて，非常にいい経験をさせていただきました。 

 なぜそんなことを語っているかというと，この話は前回したかもしれません

が，実は私，今年度４月から自分の大学の図書館長を拝命しまして，なかなか

苦労しているわけです。小池館長がにこにこ仕事をされているのはすごいこと

なのだということが痛切に今分かっているところなのです。大学であれば，先

生方とか学生がどういうものを必要としているかということをどうやってくみ

取るのかは本当に難しい問題だと思って，予算がない中で何を用意すればいい

のかということは本当に難しいということを痛感して，館種の違いにかかわら

ず，図書館が何を基準というか，行動原理にするかというと，やはり利用者な

のだということを本当に痛感しています。 

 さっきニューヨーク公共図書館の話があったのですけれども，ニューヨーク

公共図書館もやはりそういうところなのですよね。だから，市民の皆さんが求

めているものがあって，ダンス教室をやったり，子どもに宿題を教えるとか，

本当にいろいろなことをやっているのです。それを図書館でどこまでやるかと

いうことについて，もちろんいろいろな議論はあると思うのですけれども，図

書館ができることで市民が求めていることであれば，それはやるということ。

実は，東京でパネルディスカッションがあったときに，ニューヨーク公共図書

館の役員の方がいらっしゃっていて，お話を伺ったときにそういう言い方をさ

れていたのです。福祉施設ではないので，福祉の領域には入らないのだけれど

もという言い方をしていました。 

 やはり知る権利というか，学ぶ権利といってもいいのでしょうか，それが民

主主義を支えるということから考えると，知る権利，学ぶ権利の保障の仕方と

いうのはいろいろあって，それの中核になるのはコレクションなのですけれど
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も，いい資料をそろえて，いい資料を活用していくというときに，ダンス教室

というものが入ったり，宿題を教えるということが入ったり，そういういろい

ろなものが入ってくるのだということが，最近，個人的にはすごく腑に落ちて

いるのです。でも，それを実行するのがいかに難しいかということで，今はと

ても悩んでいる日々です。 

 最後に一言だけおまけの話をしたいと思うのですけれども，ジュンク堂があ

った前の週，７月の第１週だったと思うのですが，札幌市立の図書・情報館と

いうのが去年の９月か１０月ごろにできたのです。札幌市に図書館が幾つかあ

って，中央館ではなくて，地区館まではいかないのかな，ぐらいの扱いなので

すけれども，ちょっと今までにない考え方の図書館で，まず，資料が限定され

ているのです。ワークとアートとライフ。だから，仕事と芸術系と生活にかか

わるものだけを置いている図書館。まずそれが絞られているということです。

分館的な扱いだからそれができる。それから，貸出しをしない。市立図書館な

のに貸し出さないのです。それから，場所は限られているのですが，１階で飲

食ができる。あとはおしゃべりもできる。多分，我々がイメージしている図書

館とはかなり反対側にあるような図書館なのです。 

 私はそれを見たときに，その場所に行って，確かに資料がいつもあるという

メリットがありますよね。家に帰ってじっくり見ることはできない代わりに，

いつ行ってもそこにあるというメリットがある。なるほど，そうだと。静かに

読書ができる空間というのは，静かに集中して読書ができたり，周りがうるさ

くなくて，それはいい空間でメリットがあるのですけれども，本を媒介して少

し会話をしながら何か新しい事柄についてディスカッションできたりするとい

うのもメリットですよね。 

 だから，図書館というものについて市民が求めるものというか，こうでなけ

ればいけないというものが実はあるわけではなくて，使い手側がどういうもの

を求めるかによって，もしかするとメリット，デメリットのバランスみたいな

ものは変わって，もっとバリエーションがあっていいのかなと個人的には思い

ました。 

 ただ，それは札幌がそういう位置付けの図書館だからできたのであって，今，

そういう図書館は実際に増えているのですよね。飲食が少しできたりとか，に



 

8 

ぎやかにしてもいいよとか，そもそもそこはＮＤＣを使っていないので，日本

十進分類法ではないのです。違う形の分類。本屋さんに近い分類といったらい

いのかな，みたいなのですけれども，そこは司書の皆さんが，例えばアートの

中で映画だったら，映画の中で自分で分類を決めて，どんな資料を置くかを決

めて，ちょっと見出しを付けてマネジメントしているというところだったので

す。それも１個のやり方で，そういうところも実際今，ちょっとずつ増えてい

るのです。 

 ここから先は個人的な意見ですが，だからといって，それがすべての図書館

で当てはまるかというと，またそれは違う問題だと私は思うのです。調布の図

書館は，やはり全国的に見ても今まですばらしい活動をしている図書館で，そ

れを多分市民の皆さんがかなりの程度使いこなしているのではないかと私は思

っているのです。だから，今のあり方が市民の皆さんのニーズをくみ取ってい

て，そのサービスがまたそのニーズを育てているみたいなところがあるので，

本当に個人的な思いですが，余り流行に乗るよりも，やはり調布らしさみたい

なものが残っていくといいかなと思います。 

 ただ，一方で，そういう図書館が少し増えてきて，あるいはそういう図書館

で育ってきたような人たちが調布の図書館にも来て使うようになると思うので，

もしかすると少しそういう部分を取り入れることはあってもいいのかもしれな

いと感じました。 

 ちなみに，本当に最後に雑談で終わるのですが，今，私が勤めている大学で

新しい図書館を作ろうとしているのです。この計画はとても大変なのですが，

ちょっと欲張りなことを考えて，伝統的な図書館の部分と伝統的でない図書館

の部分を作ろうと思っていて，ＮＤＣのところはやるのですけれども，ＮＤＣ

でないところ，つまり学校図書館にちょっと近いのですかね，授業で必要なも

のごとにそろえるようなところで，ここは貸出しをしない。つまり，授業で先

生がこれを読みなさいと言ったときに図書館に行って，誰かが借りていたら，

もう読めなくなってしまいますよね。だから，ここはもしかすると貸し出さな

いほうがいいのかなということで，貸出しをしないようにして，分類も授業ご

とだし，貸出しもしないし，ここは友達同士でわいわいやっていいので，にぎ

やかな空間にしようかなと思っていて，その二段構えみたいな図書館を構想し
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ているのです。多分できるのが４年後ぐらいなので，もしできたら，ぜひ皆さ

んにもいらしていただいて，御批判，御意見をいただければと思っています。 

 皆さんとはいい意見交換がここまでできたので，本当に感謝をしているとこ

ろでございます。委員長ということで，少し長目に話させていただきましたが，

私からは以上でございます。 

 では，せっかくですので皆さんから，２年間を振り返って，この協議会につ

いて，調布の図書館について，あるいは図書館全般，あるいは皆さんが普段考

えていらっしゃることを少し広めて，どんなことでも結構ですので，一言ずつ

お話をいただければと思っています。 

 では，井上先生から。 

 

○井上委員  ２年間の総まとめということなのですけれども，私はこの前来

たのが初めてで２回目ということで，２年間と２回目は大分違うと思うのです

が，松田さんが図書のほうですごく詳しくやられていますけれども，私はどっ

ちかというと，子どものころ親が本を買ってやると言っても，嫌だと言って外

で暴れていて，ただ，母親は本が好きだったのです。 

 何で好きだったのかというと，やはり今の時代と違って昔は女が本を読むと

生意気だと言われていた時代があって，母親は友達から借りてきても，ぱっと

布団をかぶって，そこの中に明かりを入れて読んでいた。だから，読みたくて

読みたくてしようがない。こんなおもしろいものはないというようなことは聞

いていました。でも，本を持っていたら親に取り上げられて，どこか隠される

から，それをまた探して返すとか，そんなようなことをやっていたみたいです。

もう亡くなってしまったのですけれども。 

 私も子どもたちを見ていますけれども，いろいろな子どもたちがいます。校

長室に，先生，将棋やろうと言って休み時間によく来るのですけれども，そう

いう子もいますし，とにかく図書室が命，図書室へ行って過ごす。きっとあの

空間がいいのでしょうね。それから，自分が読みたい楽しい本がある。そのよ

うな場所を生きがいにしている子もいます。それぞれいろいろな子がいます。

外で遊ぶのが好きな子もいます。学校というところは，やはり魅力的な居場所

があるということがすごく大切なのです。それが子どもたちの生きがいになっ
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ていきます。 

 今度，新学習指導要領といって，来年，令和２年度から新しい指導要領にな

りますが，その柱として，主体的・対話的で深い学びというのが１つと，カリ

キュラム・マネジメントというのが大きな柱なのですけれども，主体的という

のは，本をしっかり読んで，自分で調べなければいけない。これも主体的な学

習で，物すごく大切。それがカリキュラムでもそうなので，例えばある教科と

ある教科を結び付けるといったとき，その本が役に立つということがあります。 

 そのようなことで，これからの学習に物すごく役に立つし，先ほどバリエー

ションというお話がありましたけれども，対話的というのもそうなのです。こ

の本を読んでどのように思うというのは授業でもやるのですけれども，それぞ

れみんな考え方が違うのです。それをまた交流させるのがすごく大切で，いろ

いろな見方があるのだということを子どもたちが教えてくれる。これも本の大

切な役だと思っています。 

 それから，深い学びというのですけれども，これはいろいろなところで学ん

だもの，例えば社会で学んだ，国語で学んだ，算数で学んだものをほかのとこ

ろで生かす，活用するということなのです。それも本を通しながら，価値づけ

しながらやっていくようなことで，本というのは，そういう点でもこれからの

教育にものすごく役に立っていくのではないかと思っているところです。 

 魅力のある本だとか居場所がこれからも本当に大切だと思っていますので，

私は２年間ではなくて２回目なので，このぐらいでよろしいでしょうか。皆さ

んにこれから深い話をしていただくのですけれども，私は２回目ですので，よ

ろしくお願いします（笑声）。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。では，松田先生。 

 

○松田委員  昨年度，小学校の何校かで学校図書館の司書が不在というお話

をさせていただいて，大分改善されたのですけれども，今年も何と一小さんに

いらっしゃらないということで，看板の一小がみたいな感じですごく残念なの

ですが，実は狛江も――狛江のことを言ってあれなのかもしれないですけれど
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も――緑野小って学校図書館で有名なすばらしいところも今，司書さん不在な

のです。というわけで，すごく残念なのです。 

 でも，今回も資料に入れていただいた「図書館で調べものをするときに…」

というときに，挿絵も変えていただいたり，中もいろいろと改訂していただい

て，これすごく評判がいい。調布ではこれをみんなに配っているのだよという

と，ほかの地区からはすごいねと。地道にやってくださって本当に有り難いと

思っております。 

 私自身も何か調べものを体験しようということで，実は今年の１月にせんが

わ劇場で市民落語会というのをやって，毎年やっているようなのですけれども，

今年，市内の子どもたち８人と大人５人ぐらいなのですが，それに私出まして，

演目も自分で決めるという中身だったので，まず学校の図書館にある小学生向

けの落語１０巻ぐらいから，これかなというのを選んで，それがすごく簡単だ

ったので，お話にするにはちゃんとした中身がないとと思って，こちらの図書

館に行ったところ，歌丸師匠のテープしかなかったのです。でもちゃんと見つ

かって，それを全部起こして，それで覚えていったのですが，３０分ぐらいの

中身を８分ぐらいに無理矢理縮めて覚えたのです。そのときの資料のやり取り

や，図書館の方がすごく一生懸命調べてくださったし，すごく有り難いと思っ

たし，自分がやってみて，このようにやったらいいのだという自分の調べ学習

にも多少なったのです。 

 ただ，こういうことを申しあげてすごく申し訳ないと思うのですけれども，

やはり行ったり来たりのとき，こんなに近いのに，ちょっとお寄りするのがお

っくうになってしまって，駅のところにやり取りできるところがあったらなと。

うちの子が浦安にいるのですが，浦安は駅で本のやり取りをやっているような

ので，そういうのがもしあったらなというのをちらっと思ったりしました。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。いいですね，落語。 

 

○井上委員  ８分ぐらいですからやってもらえば。 
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○松田委員  やらない（笑声）。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。では，菊池委員，お願いします。 

 

○菊池委員  私がちょうどこの役をお引き受けしたとき，開館５０周年とい

う節目の年で，それと図書館協議会のあり方を協議されている途中から，むし

ろその後半部分から参加させていただいたのです。それがこの協議会に参加す

るに当たってはすごく勉強になりました。最初は質問事項ばかり言っていたな

と自分では反省しているのですけれども，質問をすることによって，今まで実

際にはこんな活動をしているというのが分からなかった点を理解することがで

きたので，その質問もお許しいただけるかなと思っています。 

 前回だったかしら，高齢者対応についてちょっと意見を述べさせていただい

たのですけれども，松澤委員がおっしゃったように，言ってみれば本当にケー

ス・バイ・ケースなのですよね。館長が言う，いつでも，どこでも，だれでも，

その中にそういう人たちも含めてという，それもまた否定できないものだし，

その辺もう少し，職員の方も研修を数多くやられているようですし，ケース・

バイ・ケースにしても，ある程度，基本的な考え方が煮詰まっているほうが，

対応していただくほうもするほうもお互いに楽なのではないかと思いました。 

 それから，私も話を聞いて映画を見てきました。その内容はともかくとして，

映画館の人が，こんなに行列ができて，人数を制限するほどになるのは初めて

なんですって。私もエレベーターに乗るときから整理されて上に上がってみた

いな感じで満席。だから，やはり図書館に対する関心も皆さんかなりお持ちな

のかなと思って，内容は皆さんいろいろおっしゃっていましたけれども，やは

り福祉との一線みたいなことが，さっきの認知症の人たちのこととも結び付く

のかなと思ったり，私もそういう意味で図書館については大分認識が変わった

かなと自分自身でも思っています。 

 本は割と読むのが好きですし，子どもたちにも買って読み聞かせたりもして

いて，いろいろな形で家を出ていくときに，何か１冊，今までで一番好きだっ

た本を持っていっていいよと言ったら，長男が『花さき山』という絵本を選ん

で，次男は『エルマーのぼうけん』を選んで，その下の長女は『ぐりとぐら』
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と言ったのですけれども，『ぐりとぐら』のパンケーキを家族全員で食べたも

のですから，そのページがぐちゃぐちゃなのです。記念にはなるけれども，ち

ょっと持たせるのにはと思って新しく買い替えたら，前は表紙がぺらっとして

いたのに，きちんと固い表紙になっていて，時代を感じたのです。そんな感じ

で，孫とかひ孫などに誕生日祝いは大体「本」を買って与えるようにはしてい

て，選ぶに当たって，最近の本は自分でも余り見ていないので，いただいた資

料を大いに参考にさせていただいております。 

 その程度なのですけれども，ありがとうございました。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。では，杉山委員，お願いします。 

 

○杉山委員  先ほど校長先生が，読書が大切だということを子どもたちに言

っているということで，私は定年になって初めてそれに目覚めまして，サラリ

ーマン時代は時間がなかったという理屈を付けて，なかなか読まなかったので

す。定年で時間もできたので，今はいつも１０冊ぐらい借りているので，年間

にしたら１００冊以上は読んでいるかなと。自分が一番関心があるのは，日本

の古代の邪馬台国，卑弥呼，あの時代がどうだったのかというので，近現代史

も含めて主に歴史物を読んでいるのです。そういう意味では，図書館に一番お

世話になっているかなと。 

 ただ，２年間この協議会に出させていただいて，本の閲覧とか貸し借りだけ

ではなくて，いろいろあるのだということを私も教わった。今回，振り返りと

いうことなので，調布図書館のあり方について，調布らしい図書館を目指して

という立派な，これは私たちが委員になる前の委員の人たちが議論をして作り

上げたもので，私たちは最後のほうでちょっとかかわったかなという感じです

が，もう一回読み直してみたのですが，先ほど委員長が言ったように，調布ら

しさを図書館に出すにはどうしたらいいのかということがここに書かれている

わけですね。この現状認識と，それから今後の図書館のあり方について１４ペ

ージにわたって述べられていて，この１つ，２つでも今後できたら，いいもの

になっていくかなと。 

 この２年間，私も最初の１年は質問ばかりして，やっと２年目になって自分
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の意見も少しぐらい言えたかなと。来期，一応，公民館のほうのバックでもう

一回やるチャンスができまして再任されていますので，あと２年間は委員を務

めさせていただきたいと思っているのですが，この報告書，図書館のあり方の

中の何か１つでも２つでも自分がかかわっていけたらいいなと思っています。

特に私が一番関心があるのは映画との関連ですが，イオンシネマとの連携を何

かやっていきたいということも書いてあります。それに立ち会えたら私も幸せ

かなと思っています。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。行動する協議会ですから，行動して

いくとよろしいかなと思います。鍋山委員，お願いします。 

 

○鍋山委員  ３つほどあるのですけれども，最初に児童図書のことでちょっ

とお話ししたいと思うのです。 

 児童館で読み聞かせをしているのですけれども，今９年目になるのですが，

本選びですごく充実しているのが分かったのです。ほかの図書館に友達に連れ

ていってもらって，杉並の図書館に行ったのですけれども，やはり充実さは調

布はすごいのだというのを再認識したのです。本選びとかも，この中からいろ

いろ選んだりして，数人の人でローテーションで読み聞かせているのですが，

やはり本館にすごくたくさんあって，仲間が「どこの図書館で借りたの」とか

といって，「ほかの地区でもそれを読みたいから教えて」とか，そういう感じ

で連携で今読んでいるのですけれども，それがすごく分かりました。それで，

児童もすごくきちんと聞いてくれるのです。なので，何回も練習して，とちら

ないようにと思って，２週間借りられるのですけれども，なるべく子どもたち

に分かりやすいようにと思って，今，続けています。 

 それから，その中で大人が読んでも感心するような，最近では水俣病のこと

の子ども向けの本が入っていまして，読書会でそれを取り上げて皆さんと話し

合ったときに，児童図書でこういうすばらしい絵本があるのですよということ

を図書館から借りて皆さんに回し読みしたのです。そうしたら，絵もすばらし

いし，内容もすごく分かりやすく書かれていて，ちょっと高学年向き，４年生
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か５年生ぐらい向けなのですが，それがすごくすばらしくて，何かの機会にぜ

ひ。子どもでなくて，我々の年代でもそれをいつか取り上げる機会がほかの読

書会であったらと思って，今すごく関心というか，図書館の本選びのことが先

ほど出ていたのですが，子どもたちに伝えるというところでは，戦争のことも

そうですけれども，環境問題のことについてもこれだけそろえてもらったこと

にすごく感謝しました。 

 それから，もう１つ，私はアカデミー愛とぴあというところに所属しており

まして，そこで講演をするのです。樟まつりというところの講演と，そのほか

に４回の講演があるのですが，講師の先生を呼ぶ際にすごく苦労しているので

す。図書館のバックアップがなかったら，講師の先生は多分来てもらえないだ

ろうという有名な先生たちが来てくれるのです。しかも入場無料ですので，す

ごく評判がいいのです。 

 それで，私は窓口というか，何人来ているかというので番号札を配る係なの

ですが，帰られる方に，どうしてこんな有名な先生が呼べるのですか，お幾ら

ぐらいかかっているのですかと聞かれたのですけれども，ちょっと金額のこと

についてははっきり言わなかったのですが，調布ってすごいですねと言われた

のです。そのこともバックアップがあって来てくださっているのだという，今

までこの協議会に携わっていなかったときは，それほど感じていなかったので

すけれども，この協議会に出て再認識した感じで，この協議会に参加できてよ

かったと思いました。 

 それから，ちょっと気になることなのですけれども，今，図書館の職員の方

たちの倍以上の人数の職員ではない方が働いていると思うのです。その方たち

もすごく親切に対応してくれているし，本とかを運んだり，結構肉体労働だと

私は思うのです。そういう対応に対してもすごく親切にしてくださるし，資料

のことを聞いてもすごく丁寧に，何十冊もそろえてくれるのです。そういうこ

ともほかの地区というか，都のほうの図書館の活用のことについて聞いたら，

これほどではないというように聞いて，やはり調布に住んでいてよかったなと

いうことを感じて，大変な思いで運営されていると思うのですけれども，やは

りそういう職員以外の方たちにも働きやすい環境でいてもらえるような場所で

あってほしいと思うのです。なので，女性が８割ぐらいを占めていると思うの
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ですが，彼らに対しても働く女性だった私としては応援してあげたいと思いま

した。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。嘱託の方ということですかね。で

は，大作委員，お願いします。 

 

○大作委員  私は第２期目でしたので，かかわって計４年目になります。所

属は明星学園という私立中学校の司書教諭という立場で参加させていただいて

います。少し学校のことをお話しすると，本校では昨年度から，井上委員がお

っしゃったように新しい学習指導要領に向けて先行してといいますか，実際は

２５年ぐらい前から卒業研究というのに取り組んでいて，それを昨年度から総

合探究科という新しい教科として立ち上げてということを始めました。 

 私は司書教諭という立場で，図書館と情報という科目を１科目新しく作り，

そこで図書館のことを子どもたちが学習するという中身を教えています。授業

の中で図書館が科目名に付く学校は恐らく全国でもないかなと思うのですけれ

ども，その中で意識していることは，もちろん図書館の中に本がどのように配

列されているかということはあるのですけれども，それよりも前に，本という

ものとか，本になる以前，人類がどういったメディアに記録してきたかとか，

そういった歴史のこともやったり，さらには，やはり生涯学習者として図書館

を一生涯使う利用者になってほしいという思いから，公共図書館との連携を意

識しています。 

 学校は三鷹市にあるのですけれども，今年度は三鷹市立図書館の方と連携し

ながら，公共図書館でどういうサービスが受けられるのか，あるいは学校図書

館に向けてどういったことをされているのかというのを打ち合わせしながら，

２学期の授業を作っていきたいと思ってやっているのですけれども，その中で

も，私はもともと調布の地元で生まれているので，やはり調布の図書館との差

も正直感じるところもあって，いろいろな委員の方がおっしゃっているように，

やはり何より他市と比べても資料の数が圧倒的に豊富で，少し調べようと思っ

たら他市にないような資料が調布にはあるということがすごく魅力的だと思っ
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ています。今日，資料で出ているような「図書館で調べものをするときに…」

といったものですとか，夏休みに必ず出るお勧め本ですとか，こういったこと

を継続的に働き掛けているところも本当にすばらしいと思って，これは日々勤

務の中で感じているところです。 

 振り返ってみて，私自身が有識者という立場で協議会に参加させてもらって

いるのですけれども，何ができたかなと思うと，やはり今期は協議会のあり方

を検討してきたことが大きく，私自身よかったかなと思っているところです。

行動する協議会といういい名前もできて，では，これから協議会としてどう行

動できるかなと考えてきたときに，今まで議論してきたことというのは，図書

館側から今年度の運営計画はこういう形ですよとか，昨年度はこうでしたよと

かということはあって，それに対して質問だとかコメント，意見をそれぞれ言

ってきたということがあったかなと思うのですけれども，運営計画といっても，

具体の中身を実行しているときに，やはり図書館職員の方々がどういう課題を

その中で持たれているのかというのが，多分何回も言っているのですけれども，

なかなか見えてこないというネガティブな言い方ではないのですが，そういっ

たことを意思疎通しながら，計画はあるのだが，実は図書館はこういう課題を

持っているというようなことを相互にオープンにやり取りしながらできたらい

いのかなと思っています。 

 鍋山委員が言われたようなことも，多くの嘱託員の方が働いている中での待

遇の改善もそうだと思うのですけれども，資料はどんどん増えていく一方で，

でも物理的な書架のスペースもある中で，どうやってそれを計画していくのか

とか，そういったさまざまな課題をきっと抱えていらっしゃると思うのです。

その中のすべてでなくても，やはり相互に交流しながらやっていけるといいの

かなと思っているところです。 

 私自身も実は学生のときに嘱託員として調布で仕事をさせてもらって，その

ときには児童室の季節ごとの展示を作るだとか，あるいは本の修理ですとか，

地下書庫から本を取り出してくるだとか，やはり図書館のサービスって見えな

いところで実は非常に体力もそうですけれども，労力がかかっていて，それで

初めて利用者の皆さんに一冊一冊の本が手渡されるところにつながっていくの

で，そういった見えないところをどう支えていくかとか，どう運営していくか
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ということも本当に大事なところ。それは利用者の方だけではなくて，行政も

そうだと思うのですけれども，なかなか見えづらいとは思うのですが，そうい

ったことも含めて考えていけるといいのかなと思っているところです。 

 きっと協議会でできることは，行動するというのは，いろいろ形はあるかな

と思っていて，潜在的な利用者という言い方をしますけれども，図書館にまだ

登録していない方たちがどういう課題意識を持っているのかとか，どのように

したら利用してもらえるのか，そういうアンケートをやったらどうですかみた

いな話もさせていただいたことが昔あったかなと思うのですけれども，いろい

ろな形で協力できることがあって，さらによい図書館サービスにつながること

があるかなと思うので，まだまだ協議会のあり方も考えていけるのかなと思っ

ています。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。嘱託職員の皆さんの声とか，図書館

に普段はいらっしゃらないような方の声とか，確かにそうですよね。次の期に

引き継いでいきたいと思います。では，佐藤委員，お願いします。 

 

○佐藤委員  私も３点ほど考えてきたのですけれども，皆さんのお話を伺っ

ていて，私は高齢者ですとか認知症の方とのかかわりの中でこちらに入ってき

て，図書館というものにほとんど縁がない状態で来たものですから，本当に一

つ一つの言葉ですとか，そういうものにまず戸惑って，そういうことを理解す

るところから始めてきましたので，なかなか皆さんのように協議会の中にきち

っと入り込めなかったかなという感じはしています。 

 後半，少しずつ分かってきたような気がしますけれども，やはり図書館に行

けば本があるとか，貸出ししてもらえるということは分かっていても，本当に

これだけ多様な事業が行われているということは協議会に入って初めて理解，

まだ理解し切れていませんけれども，こういうことが行われているのだという

ことがわかったことはとても大きかったと思っています。それは，やはり地域

とのかかわりの中で，宅配サービスがあるということも伺って，それはそうい

う関係の中で出てきたサービスなのだろうと思いますし，深いのだなというこ
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とが分かりました。 

 私は図書館大会に去年と今年と参加させていただいたのですけれども，図書

館のことについて学ぶ機会としてとても充実していましたし，楽しかったです。

呑海先生も含めてですけれども，今年の図書館とその地域とのかかわりという

お話も，先ほど民主主義の話が出ましたが，どう向き合っていくのか，どう覚

悟するかみたいな，言葉はちょっと違うかもしれませんけれども，そのような

お話もあって，とても有意義でした。 

 ２つ目は，多様な事業の中で子どもへのサービスが本当に充実していると思

っています。今，皆さんがおっしゃったみたいに，人生の基礎になる部分です

ので，これからも大切にしていってほしいと思うのですが，私ごとですけれど

も，２年ぐらい前に石井桃子さんの言葉に出会って，ちょっと感動したのです。

子どもたちよ，子ども時代をしっかり楽しんでください。大人になってから，

老人になってから，あなたを支えてくれるのは子ども時代のあなたですという

言葉が，今自分が年をとってみてとても身に染みたのです。 

 小さいときに昔話を聞いたこととか，小学校のときに先生が読み聞かせをし

てくれたとか，個人的に入院していたとき，おとなしくしていなければいけな

い病気だったのですけれども，子どもなので，看護師さんの目を盗んですぐに

走り回ってしかられたりしていたのですが，そのときに病室の方が本を借りて

きて読み聞かせをしてくれたのです。そういうことを思い出したときに，何の

読み聞かせだったかは覚えていないのですが，すごく気持ちが温かくなる。図

書の中身が自分の中に入っていないものでも，そういう読み聞かせをしてもら

ったという肌で感じるようなものというのは，とても大事なのだということを

感じたのです。なので，その点を大事にしていってほしいということ。 

 私は高齢者の関係でここに入ってきていますので，そのことで一言お話しし

たいと思うのですけれども，認知症も含めて高齢者の問題というのは福祉とか

医療とかにかかわる問題だと思うのですが，高齢者の方が図書館がとても居心

地がいいとか，ほかのところに行くときには理由が要るけれども図書館に行く

ときは理由が要らないということで，行きやすいのだということもいろいろ含

めていくと，やはり図書館が高齢者の問題をどう受けとめていくかというか，

これからどう進めていくかということは，とても大きいことなのではないかと
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思っています。なので，勉強会も含めてだと思うのですけれども，図書館とし

て高齢者のことに関してどのように進めていくかというのをぜひ考えていって

ほしいと思っています。 

 １つ質問というか，吞海先生の学習会のときに，認知症に優しい図書館ガイ

ドラインというのを配っていただいたのです。とても参考になるというか，あ

れがそのまま生きるということではないにしても，こういう考え方があるのだ

ということでの参考にはなるかなと思ったので，学習会に出た人だけに配られ

たのか，だとすれば皆さんに一度見ていただくということも大事ではないかと

思いました。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。ガイドラインは図書館にあるのです

よね。 

 

○小池館長  配るような形状にしていないので，知る人ぞ知るという感じな

ので，吞海さんに職員研修に来てもらったときには共有していて，職員には全

員配っています。利用者の人にということはしていないです。 

 

○佐藤委員  協議会の委員の皆さんにはないのですか。 

 

○小池館長  協議会には配っていないです。 

 

○佐藤委員  もし協議会の皆さんにも読んでいただけたらいいかなと思いま

した。 

 

○小池館長  では，また次の機会に。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。では，深沢委員，お願いします。 

 

○深沢委員  至れり尽くせりの図書館サービスの中で，私が入って何をした
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らいいのかなと思いまして，そんな気持ちで参加しました。そうしましたら，

こちらの委員の方々も皆さんお歴々ばかりで，いよいよ肩身が狭くてどうして

いいのかなと思っていたのですけれども，大した意見も出せなかったのですが，

館長や委員長のお人柄で大きな恥もかかずにやってこられました。ありがとう

ございました。 

 本当に形はそうなのですけれども，私の中ではいろいろ勉強させていただい

て，特に分館のことというのは全然分からなくて，いろいろな活動をされてい

て，こちらのイベントにしても本当に見えないところの御苦労が少し分かった

かな，そういう意味でもためになりました。本当に何もできなかったと思うの

ですけれども，図書館のあり方をこういう文章にしていただいて，家に帰って

読むと，なるほど，ああ，なるほど，すごい文章を作っていただいたのだと思

って，本当に次期の方々も，それから私たち自身もこれで陰ながら参加できる

かなというのもありますし，次期の方々に活用していただきたいと思います。 

 話は違うのですけれども，二十数万の調布市民の中で有効登録者数が９万

５，０００人というのは，私にしてみたらすごい数だと思うのです。半分とは

いかなくても，かなりの方が図書館に関心を持ってくださって，ただ，図書館

としてはきっとそれではまだ物足りなくて，全市民に活用していただきたいと

思っていらっしゃるのかもしれませんし，そうであれば，関心のない方々にど

うしたら興味を持っていただけるかを考えたときに，市全体が参加するような

イベントにじろちゃんのしおりなどを配って，そのじろちゃんのしおりに今度

来てねとか，待っているよとか，ちょっと一言書いてあったら，もしかしたら

興味を持ってくださるかなとか，それから，図書館までの道しるべの数をもう

ちょっと増やしていただいて，そこにじろちゃんを張り付けてもらうと興味を

持ってくださる人も出てくるかなという気もするのです。私もじろちゃんのか

わいらしい，ちょっと品のいいキャラクターが好きなものですから，これから

じろちゃんをどんどん活用していただきたいと思っています。 

 図書館の展望については，全く心配していないのです。皆さん図書館が好き

ですし，図書館に来ているとほっとしますし，いい空気が動いているような中

で楽しませていただいていますので，心配はしていないです。ありがとうござ

います。 
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○野末委員長  ありがとうございました。多分，後でじろが活躍するチラシ

の話がきっと出てくるものと思います。では，松澤委員，お願いします。 

 

○松澤委員  ２年間お世話になりました。その前からやっていたので４年間

で，多分もう一度再任ということで次もやると思うのですけれども，これから

もよろしくお願いします。 

 私，調布に戻ってきて家業を継いで３３年ぐらいたつのです。その間いろい

ろな会議に出たり，いろいろな委員会に入ったりとかとやってきまして，この

協議会に限らずなのですけれども，若いときは余り意見を聞いてもらえず，ど

ちらかというと，ある程度の地位と権力がある方が結構進めていろいろなこと

を決めてやっていったりということが多くて，そんな中で自分が年をとってく

ると，それなりに肩書きがついたりとか，ある程度地位があったりすると，い

ろいろな会議に呼ばれて発言することもできるようになって，それがちょっと

は聞いてもらえるところもあるかなというのも感じるのです。 

 ただ，そうなってくると，やはりある程度の地位と肩書きのある方が決めて

どんどん回してしまう。特に今，まちも変わろうとしていて，まちづくりのそ

ういう会議に行ったりとか，市の説明会を聞いても，年配の方が自分の意見を

押し通そうみたいな感じの進め方ってすごく多く感じているのです。それが悪

いとは言わないし，正しいことで進めていただければすごくいいと思うのです

けれども，そんな中で本当に思うのが，こういう会議にしても，若い方たちの

意見が反映される場が全くないのです。若い子を集めた会議とか，意見を聞く

場はあったとしても，今まで何十年見ていて，それが反映されるってほぼない

のです。 

 例えば，この協議会に中学生を入れるということとか，多分いろいろな会議

がそうなのですが，これからの調布を担っていくであろう子どもたちが意見を

言えて，それが反映される場を何かちゃんと作っていかないと，自分が若いと

きに経験したことと一緒だなというのをここ何年かすごく感じるのです。 

 なので，難しいのですけれども，年配の方とか知識のある方は当然大事です

が，子どもたち，若い子たちがこのまちをどうしていきたいのだろう，どう思
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っているのだろう，例えば図書館はどうしたいのだろうって，多分，若い子だ

から，今さら図書館なんか要らないよと言ってしまう子だっていると思うので

すけれども，そういうことも含めて考えていかないと，大人たちの自分の考え

と経験値だけで物を決めてやっていっても，多分まちって変わらないのですよ

ね。 

 極端な言い方をすると，自分なんかはあと何十年かしたら死んでしまうので

すから，そういう人たちがこれからのまちを決めるのではなくて，これからま

ちを担っていく人たちがこのまちについての意見を言えて，変えられるという

場を何か作れないかなとここ何年かすごく思っているのです。今の自分はその

橋渡しとしてそういう場を作っていきたいと思っているし，例えば自分が若い

人の意見を聞いてこういう場で言っても，多分，説得力がないのですよね。何

かそういうことができないかな，やりたいなとここ何年か思っていて，図書館

のことに限らず，まちがいろいろ変わろうとしている中でそういうことが何か

できないかなとずっと思っていました。ちょっと話が逸れてしまいました。済

みません。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。確かにそうですね。若い人たちの声

も聞きたいですよね。ぜひ次の期に引き継いでいきたいと思います。では，安

本委員，お待たせしました。うまくまとめてください（笑声）。 

 

○安本委員  いいえ，とんでもない。かえって荷が重くなってしまって（笑

声）。 

 この協議会には随分お世話になりましたが，毎回図書館のほうで本当に十分

な御準備をしていただきまして，議論がしやすい環境を整えていただけたと思

って感謝いたしております。ありがとうございます。 

 ちょっと思い出話になりますけれども，私，地方で育ちましたので，まちに

図書館というものはなくて，図書室はもちろん学校にありましたけれども，図

書館はありませんでした。ですから，図書館と名前の付くところに大変なあこ

がれを持っていて，中学生のときに公民館の中に１部屋だけ図書室が作られま

した。でも，行ってみると大人の本ばかりで，児童書はなかったです。それで
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も何となくやっとできた図書室，恐らく司書さんではなかったと思いますが，

市の職員さんが１人そこで仕事をなさっているぐらいのところだったのですけ

れども，やはりその場所の大切さとか居心地のよさはとてもうれしく思いまし

た。 

 そこは大人の本ばかりで，子どもの本がなかったというのが１つ惜しいとこ

ろで，両親は意外と十分に本を買い与えてはくれましたけれども，田舎なもの

ですから，福音館の絵本が本屋さんにたくさん置いてあるような環境ではなか

ったのです。ですから，大人になるまで『ぐりとぐら』を知らずに育ったので

す。 

 実際に調布で我が子を育ててみて，一緒に図書館に行って絵本を選ぶときに，

自分の時間を取り戻すように一緒に絵本を読めて，どんな本があるよというこ

とを図書館で教えていただいて，こんないい絵本がありますよということを教

えていただいて，読み聞かせの方法も教えていただいて，自分が本を与えるだ

けでなくて，子どもと一緒に楽しみ学ぶことができたというのは，とても幸せ

な時間をここの図書館にいただいたと私は思っています。 

 自分の故郷の図書室で今申しあげたことは物足りなかったことなのですけれ

ども，１つよかったと思うこともありました。中学生のときはそこでお勉強を

していたのですけれども，社会の勉強で，たしか自治体の財源についてのこと

を勉強していたと思うのですが，授業で聞いただけでは国庫支出金とか地方交

付税というのが何のことなのか具体的にさっぱり分からないのです。そのとき

に職員さんが，何をやっているのと声をかけてくださって，自治体の財源を勉

強しているのだけれども，どれがどれなのだかさっぱり分からないと私が言っ

たら，ちょっと待っていてとおっしゃって，しばらくしたら，隣に役場が建っ

ていたのですけれども，役場から税金担当の職員さんを連れてきてくださって，

ちょっと図書室の中だからこっちへおいでといって，ちょうど空いていた隣の

講習室に私と友達が２人入れられて，一からその違いについて説明をしてくだ

さった。それは言ってみればレファレンスみたいなことなのかな。１時間近く

時間を取ってくださったと思うのです。そのようにして本は少なかったのだけ

れども，臨機応変に学ぶ機会を私は図書館でもらったと思っています。 

 そういった学ぶ機会のある図書館は，やはり市民が声を上げて，こんな図書
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館が欲しいということを言い続けなければ実現していかないのだということを

ふるさとの図書室と調布の図書館で学ばせていただいて，そしてこうやって意

見を述べる機会もいただけて，大変有り難かったと思っております。ありがと

うございました。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。そんなに田舎だったのですか。 

 

○安本委員  はい（笑声）。 

 

○野末委員長  とてもいいメンバーに恵まれた会だったと改めて認識しまし

た。本当にありがとうございました。 

 では，せっかくの機会ですので，図書館の皆さんにも一言，二言，三言でも，

２年間を振り返ってどのようにお考えだったかということもちょっといただけ

ればと思うのですが，小池館長，順番はお任せします。 

 

○福島副館長  私からしゃべって，館長に最後締めてもらいます。 

 

○野末委員長  分かりました。 

 

○福島副館長  ２年間と区切るのが難しいぐらいなのですが，私は図書館に

司書で入って，図書館で働いていた後，市役所に行って１１年働きました。だ

から，先ほどせんがわの落語会と出たときにとても懐かしかったです。せんが

わ劇場にも２年９カ月ぐらいおりました。そんなこともあったり，いろいろな

ことをして図書館に４年前に戻ってきたので，きっちり２年では分けられない

かもしれないのですけれども，図書館協議会の中で皆さんが図書館のあり方を

真摯に話し合いをして，いろいろな意見を出していただいたのを委員長を初め

大作副委員長と安本委員でまとめてくださって，いいものができて，では，図

書館の職員はそれをどうやって実現していくのかというところだと思っていま

す。 

 今，実際には日々に追われているような状態で，特に今日などは人が足りな
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いといって，ではカウンターはどうやって回して，たくさん子どもたちが来て

いるけれどもどうしようかという中でやっているのです。調布の図書館はすご

くいい図書館だと言ってくださる方たちはたくさんいて，私も結構いい図書館

かなとは思うのですが，さっき安本委員がおっしゃった，図書館を市民が求め

続けなければといった言葉，心に響きました。 

 調布の図書館は当たり前にあると思っていらっしゃる市民の方が多い。子ど

もたちも歩いて行ける距離にあって本当にすごく幸せですよね。３年生のとき

には学校で図書館の使い方をみんな学んで，本の紹介をしてもらって育って，

あるのが当たり前と思っているのでしょうけれども，調布市立図書館が今ある

のも，以前に委託の問題が出たときに，市民の方たちが一緒に守ってくださっ

たからなのです。 

 図書館では職員が世代交代していく中で，若い職員がとても頑張っているの

ですけれども，若い職員たちをこれからも皆さん市民として，またいろいろな

立場で見守っていただいて，図書館を育てていただきたいと感じています。こ

れからもどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○野末委員長  よろしくお願いします。ありがとうございます。どういう順

番で。 

 

○河内係長  地域サービス係長をしております河内と申します。本日はあり

がとうございます。 

 昨年度から係長をさせていただいていまして，今年２年目で，皆さんが分館

のことを細かいところも見ていただいているということを知りまして，とても

うれしく思っています。現在，分館は，とてもうれしいことに全館司書が配置

されております。司書はとても若い人たちが多いのですけれども，若いからこ

そ自由な発想で，こちらが驚くような，ガチャガチャを作ったり，おみくじの

神社を作ったりと，かなりいろいろなことをしていて，本人たちもとても楽し

みながら，利用者の方が少しでも来館しやすい魅力的な居場所になるようにと

いうことを考えています。 

 先ほど松澤委員がおっしゃったように，中学生や高校生は図書館になかなか
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来てもらえない世代というところがあるので，そういった世代にも訴えかけて

いけるようなサービスにみんなで取り組んでいけたらいいかなと思っています。 

 分館がいっぱいありますが，よろしかったらどの分館へも足を運んでいただ

き，いいねとか，ここはちょっとどうかなというのを教えていただけると助か

ると思います。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。では，返田さん，お願いします。 

 

○返田係長  今年名前が変わりまして，ハンディキャップサービス係から利

用支援係になりました係長の返田と申します。 

 この協議会で皆さんに利用支援係の布の絵本とか録音したものとか，非常に

興味を持っていただいて，皆さんにとても深く知っていただくことができたか

なと思います。そういった中で，こういった資料をもっとみんなに知らせなけ

ればいけないのではないかという御意見をいただきました。 

 そういった御意見をいただいていたのと，それから，ちょうど地域の方から

もそういったことを知りたいと地域福祉センターのお祭りのときにお声をかけ

ていただいたりして，実際にそこでいろいろな話をするという機会もいただき

ました。今年はまだ計画の段階なのですけれども，秋にある福祉まつりなどで

もＰＲをしていく機会を得られそうなので，力を入れていきたいと思っており

ます。 

 福島副館長や河内地域サービス係長も申していたのですが，非常に若い職員

がいろいろなアイデアを出して頑張ってくれていて，利用支援に関することも

若い職員が今非常に力を付けつつあります。そういった中で，やはり若い地域

の人たちとの交流というのが今後，若い職員と若い地域の人たちも交流をして，

これからの図書館の方向をそういったところで考えていってくれたらとてもい

いと思っておりますので，そのあたりの御支援をまた皆さんにもぜひいただけ

ればと思います。本当にありがとうございました。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。では，加藤さん，お願いします。 
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○加藤係長  資料係長をしております加藤と申します。今日はありがとうご

ざいます。 

 私は，資料の収集や，それを提供，保存して，除籍をするという係をしてい

るのですけれども，割と表だって見えないところです。実は職員一人一人が分

野の担当を持っています。私だったら文学担当とか，返田は社会担当とか，海

老澤は自然担当とか，それぞれの職員が分野の担当として，週に一回選定会を

して，その中で購入する本などを決めております。 

 購入はどんどんしていくのですけれども，その本をどうやって保存していく

か，どういう本を捨てたらいいのかというのは日々悩ましい問題で，４階や５

階を見ていただいても本があふれてしまっている状況は御覧いただけると思う

のです。地下書庫にいたしましても，佐須書庫，高架下資料保存庫にいたしま

しても，入り切らない本が箱詰めになっている状況で，そういったところをど

うしていったらいいかということを協議会の皆様のお知恵も拝借しながら解決

できたらいいと思っております。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。では，海老澤さん，お願いします。 

 

○海老澤係長  調査支援係長をさせていただいております海老澤と申します。

よろしくお願いいたします。 

 何を話したらいいのかと考えていましたところ，副館長の話で思い出したこ

とがありますので，言わせていただこうと思います。今ここにいる職員でほか

にいないと思うのですが，この協議会が始まったのがたづくりが建った平成７

年です。当時，私，図書館協議会に出ておりました。というのは，庶務担当を

しておりましたので，事務局という立場で出席しておりました。その当時はこ

んな感じではなかったというのを先ほど思い出しました。 

 松澤委員からありましたように，当時の協議会は，どちらかというと委員長

が発言されて，あとの方はお聞きになっていらっしゃる。当時は館長の諮問を

受けて答申を出すということで，やはり課題があったものですから，それにつ

いて話していただくという通常どおりのイメージの協議会でした。皆さんから

御意見をいただいて，最終的には委員長がまとめて，あとは事務局で答申を作
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るという，本当に絵に描いたような感じではなかったかなと思うのです。 

 でも，数年前に退職した係長に協議会のことを聞いたとき，今の協議会はと

てもおもしろいわよと言っておりました。職員である館長もかなり発言をして

おりますけれども，委員長を初め委員の皆さんがとても活発に意見を交わして

くださっていて，出ていて本当におもしろいということを聞いておりました。

私もここに座らせていただくようになって，本当に皆さんいろいろなことを考

えて御意見をくださっていることがわかり，本当に有り難いと思っております。 

 先ほど深沢委員が図書館のことを心配していないというように言ってくださ

いましたけれども，返田からありましたように，今，若い職員が増えておりま

す。私どもと若い職員との世代間格差といいますか，かなりありまして，これ

は日本の社会全体的に同じような年齢構造もあるので，仕方のない部分ではあ

るのかもしれないのですが，やはりこの先，１０年，２０年先を心配している

ところがあります。ぜひ皆様にも長い目で図書館のことを心配していただけた

らと思いましたので，今後ともよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。では，森さん，お願いします。 

 

○森係長  児童サービス係の森と申します。 

 私も井上委員と同じで２回目なのですけれども，２回目とはいいましても，

図書館協議会でいただいた意見などはずっと職場でも共有されていて，伺って

おりました。その中で児童サービスに関して言いますと，第３次調布市子ども

読書活動推進計画のことや，前回の協議会で報告させていただきましたシール

ラリーといったことなどに関していろいろと御意見をいただきまして，業務に

も反映させていただいています。毎回とても貴重な意見をいただいていて，と

ても勉強になっております。 

 また，前回のシールラリーの件で小学校２年生全員に配付してはどうかとい

った意見も早速，来年度やってみようと係の中ではそういった話も出ておりま

すので，またいろいろ意見をいただければと思います。 

 今日，委員の皆様からいただいた御発言の中で，児童書の選書について，ほ
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かの自治体に比べて充実していると感じられたという意見がありましたけれど

も，やはり調布はとても力を入れていて，子どもの本に関してしっかりと選書

しています。その選書の流れといいますか，システムを作ってくださったのは

先輩方から引き継がれてきたものがこうして形になって今残っているのですけ

れども，今，若い職員が育ってきているという話がありましたが，そういった

選書に関して今後もずっと調布のやり方，調布らしさというのを残していける

ようにしていかなくてはいけないと思っております。 

 また，野末委員長から最初，札幌の情報館のお話がありましたけれども，利

用者のニーズに合った方法で情報を提供というのはもちろんなのですが，お話

のあったように，調布の基本的な理念をしっかりと残しておく，流行に左右さ

れないという基礎的なサービスを今後も続けていかなくてはいけないというの

を改めて感じました。 

 また，井上委員や鍋山委員など，学校の話だったり児童館でのお話などもあ

りましたけれども，今後，子どもたちに本を届けるために図書館だけではなく

学校や児童館，また地域の方々の活動，そういったところとの連携というのは

これからも重要になると思いますし，図書館だけではできないことは市民の方

と協力して進めていかなくてはいけないと思いますので，その窓口といいます

か，情報をいただくのはこの図書館協議会の委員の方々だと思いますので，ま

た今後ともぜひよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。では，五十嵐さん，お願いします。 

 

○五十嵐係長  図書館サービス係の五十嵐と申します。いろいろありがとう

ございます。 

 私，図書館協議会に参加させていただいて，いつもは係という形で仕事をし

ているのですが，調布の図書館の特徴は何だろうと思ったとき，「いつでも，

どこでも，だれでも気軽に利用できる図書館」，皆さんのお話を聞きながら，

「いつでも」というのは貸出しを中心としたサービス，そのためには展示をし

たり，河内が先ほど申していましたけれども，いろいろな事業をしたり，それ

から「どこでも」というのは分館網であったり，それから「だれでも」という
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のは，先ほど返田が申していましたけれども，ハンディキャップサービス，図

書館の利用に障害がある方たちへの利用支援サービスという形で，そのために

いろいろな取り組みをしているのだというのが，この協議会に参加させていた

だいて改めて認識できたと思っております。 

 それから，年に一度，利用者懇談会をしておりまして，先ほど野末委員長か

らお話がありましたが，市民の声を取りに行くという形で，どのようにしてい

ったらいいのだろうかと考えたときに，この図書館協議会の皆さんからいただ

いたアドバイスをもとにテーマを設定させていただいて，参加した方からも，

実はそういうことで参加したのだというお声をいただいたりして，本当に助か

っております。 

 今日も参加させていただいて，ヒントをいろいろいただいたなという思いで

おります。僭越ではありますけれども，今日は感謝とお願いということで，こ

れからもどうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。では，大まとめを小池館長。 

 

○小池館長  今日，ある意味おもしろいセッティングができて，きっと野末

先生は１人ではしゃべらないだろうなと正直思っていたのですけれども，こう

いう段取りを取るのも１つのやり方かなと思います。 

 幾つかお話しさせていただくと，前にもお話ししたかもしれませんけれども，

調布の図書館は５０年やってきたということで，そのときに何となく思ってい

たのですが，調布市に５０年ほど前に図書館があったのかといえば，図書館と

いうものはなかった。ただ，公民館で本を読む，あるいは勉強するという活動

は実際にあった。もちろん，お寺さんとかで文庫をやるとか，そういう本を媒

介にした何か活動があったというのは間違いないと思うのですけれども，いわ

ゆる公共図書館が始まったのは約５０年前で，どうもそのころは勉強部屋が欲

しかったというのが正直なことと，それからやはり本を読みたいという人たち

がいたということで最初の図書館が始まった。 

 そのころは日本中どこもそうだったと思うのですけれども，図書館を知らな
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い人たちがほとんどで，図書館とは何ぞやと。そこに図書館とは何ぞや，どう

仕事をするのか分からない人たちがとりあえず集まって始まったのが調布の図

書館の最初です。多分，どこもそうなのだと思うのです。 

 次に，そこそこ図書館を分かる人たちと，図書館をやったことのある人たち

が集まってきたのが２期目ぐらいで，３期目になると，転入者も含めて図書館

ってこういうものだよねというイメージを持っている人たちがたくさん住むよ

うになって，図書館はこのように運営するのだよねということを知っている人

たち，私は大体そこら辺で入ってくるのですけれども，それで，次にあるのは，

図書館があって当たり前。図書館ってどうやって作ってきたかを知らない人た

ちが図書館をやっている。今，大体４期目なのだろうと思っています。 

 当たり前ですけれども，だんだん時代の中で変化してくるところで，これか

ら図書館がどう動いていくのかということ，ニーズを捉えるということもある

と思うのですが，それがこれからの課題で，若い人たちはたくさんいるのだけ

れども，その人たちが，ある意味，もしかしたら図書館をやったことのない時

代の人たちに近いような感性を持ってやらないと，今までやっていたことをた

だ続けていけばいいとか，何かこれは人が喜ぶねという表面的な話ではなくて，

これによって何をしたいのかという，最初のころの話を考えていかなければい

けないこれからの時代なのかなというのを今日のお話を聞きながら改めて思っ

たところです。 

 もう１つは，先ほど鍋山委員からもいただきましたが，働いている人，特に

職員というよりは非常勤，嘱託員の人たちがどんな状況の中で働いているのか

ということを考えることはすごく重要な話で，御存じのとおり，調布ではない

けれども，例えばストライキをやろうとした人たちもいる。そういう，いわゆ

る非正規と呼ばれる人たちが今どういう働き方をしているかということについ

て社会問題として取り上げられるときには，大体図書館と保育士なのです。 

 公務労働というところがあって，調布でも，ではハッピーかというと実際に

は全然そんなことはなくて，すごく大変な状況にあるし，大きな組織になって

いるところで簡単には変えられない中で直面している課題として一番大きくあ

るということです。解決の方法については，実際には急にころっと変わること

はないので，少しずつでも続けていける，あるいは調布の図書館としてやって
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いける方法を考えなければいけない時期に来ているということは，確認も含め

てお話ししておきたいと思います。 

 先週，武蔵野市から視察が来ると。武蔵野市さんは図書館協議会というのは

ないのですけれども，図書館運営協議会という――似たようなものですが――

組織があるということで，武蔵野市が視察に来たかった意図というのは，いわ

ゆる直営でやっている図書館，特に中央図書館は直営でやっているということ

について。直営でやって全館直営という，調布のパターンなどはそうなのです

が，もう１つは，中央図書館は直営だけれども，分館がいわゆる指定管理，業

務委託とかも含めてやっているところで，そのことについて研究したいみたい

な問題意識を持っていらっしゃいました。調布と新宿区に行くということでい

らっしゃって，結果については私たちは分かりませんけれども，そのときに，

やはり調布を選んでくる意識というのが，１つ調布がそういう意味で評判にな

っているということであると改めて思ったところです。 

 武蔵野は，まちとしては調布より昔から図書館があるところなのです。多分，

多摩地域においても歴史的な部分でもしっかりあるのだけれども，いろいろな

ところの中で中央図書館と武蔵野プレイス，あるいは今は吉祥寺もそうですが，

いわゆる指定管理でやるといったとき，ただ，武蔵野の場合は指定管理といっ

ても，通常のいわゆる民間事業者さんがやるというパターンとは違っていて，

公共セクターに近いところがやっているというところで，単純に比較はできな

いと思うのですけれども，そういうところの中で悩んでいらっしゃるのかなと

いうことでいらっしゃいました。 

 その中で，１つは，どうやって本を選んでいるのかとか，何かそういう話が

あって，もちろん武蔵野市も予算もたくさんあるところだけれども，選択基準

みたいなことで一定のポリシーを持って本は選んで収集し，残してきていると

いうのは以前から伺っているのですが，それでもこれからどうしていくのだみ

たいなことは１つの課題として残っているようでありました。 

 ちょっと話が関連することとして，今，図書議員連盟という，国会議員の中

でいわゆる超党派で作っている，通称議連と呼ぶものですね。大体課題ごとに

国会議員が集まって何かしら議連というものを作っているのですけれども，そ

の中に図書議連と呼んでいるところがあって，そこがここ数年課題にしている
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のは，本を図書館が買うということについて，指定管理の事業者が本の納入を

セットで請け負うとなってきたときに，それはいいのかという話なのです。 

 何が問題かというと，地元から買わないという話なのです。調布の場合は地

元に書店があるので，地元の書店から購入ができる。実質的にできているので

す。ところが今，実は書店って日本中探したときにすごく減ってきてしまって

いて，図書館のようなところに納入できる書店さんがすごく少なくなってきて

いる。その中で，どうしても東京の書店に頼まなければいけないという現実は

あるのだけれども，そこと指定管理を受託することがセットになると，もっと

本屋さんが立ち行かなくなるという問題意識を国のほうで持っている人たちが

いて，そのことに対してこの５月に公表された公共図書館プロジェクトという

ものがあって，そこの報告書の中では，やはり図書館運営を受託することと本

を買うことは切り離してください，やはり本屋さんをしっかり残していかない

と困るでしょうという問題意識をはっきり打ち出したのです。 

 実はそれが武蔵野市の話につながってきて，調布はそういうやり方をしてい

る。私は武蔵野市の書店状況は分かりませんけれども，やはり本をしっかり集

めて販売できる現状を何とか残したいという思いと，調布の場合は今何とかで

きているというところを１つの図書館のこれからの課題というか，取り組んで

いくべきことなのだろうということを，武蔵野市さんが来て話を聞かれたとき

に改めて思ったことです。 

 ちょっとトピック的な話ではあるのですが，調布の図書館はこれからどうし

ていくのか，今までの図書館のやり方はある程度確立していて，ニーズもある

程度つかむことはできるかもしれないけれども，もう１つ重要なこととしては，

地域の中で図書館があることの意味をそういう側面でも考えなければいけない

時代になるのだと思ったということです。 

 最後のまとめにはなりませんけれども，１期２年ということで，今いらっし

ゃるメンバーの方には本当にいろいろとお世話になりましたし，御意見をいた

だきまして大変よかったと思っています。また引き続きお願いできる方にはお

願いしたいという急に事務的な話になりましたが，交代される方も引き続き図

書館のことに関心を持って，何かの場面では御発言，御意見いただけるとうれ

しいと思いますので，どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうござい
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ました。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。なかなか有意義な時間だったので

すが，そろそろ閉会に向かわなければならないので，議題を進めさせていただ

きます。 

 では，議題の第２号を以上といたしまして，議題の第３号，報告事項がござ

います。４件まとめて御報告いただいて，その後でまとめて御意見をちょうだ

いする形にしたいと思います。 

 まず，議題の第３号のア「『図書館で利用カードをつくりませんか？』につ

いて」，五十嵐係長からお願いいたします。 

 

○五十嵐係長  お手元の資料１になります。高校生を対象とした図書館の利

用促進を目的として，市内の都立３校，調布北高，調布南高，神代高校にお願

いいたしまして，夏休み前に全生徒さんに配布をお願いしております。お手元

のは神代高校バージョンなのですけれども，各高校バージョンを作成いたしま

した。あなたに来てほしいのですということが少しでも伝わるようにしたいと

いうことで，そういたしました。これを持って高校生が各地域の図書館に来て

くれるといいなと思っております。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。 

 それでは，議題の第３号，イとウです「『夏休みにすすめる本』について」，

それから「『図書館で調べものをするときに…』について」，森係長からお願

いいたします。 

 

○森係長  まず，資料２「夏休みにすすめる本」ですが，こちらは毎年発行

しておりまして，小学校の先生と協働で作成しているものになります。今年度

は市内の書店にお持ちしたり送付したりしているのですけれども，その中でつ

つじヶ丘駅前の書店，書原さんがこちらのリストに興味を持ってくださいまし

て，書店のほうでコーナーを作りたいとおっしゃってくださいました。まだ確
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認はしていないのですけれども，書原に一番近い分館が神代分館ですので，コ

ーナーができ次第，神代分館のほうでもＰＲをしたいと考えております。 

 次，資料３「図書館で調べものをするときに…」，こちらが中学年の人へと

いうものと高学年の人へというものの２部ありまして，小学校３年生と５年生

全員に配付しているものになります。こちらは中に書かれている本を新しいも

のに入れ替えたりしているのですが，高学年向けのものにつきましては，今年

から修学旅行で日光に行くようになりまして，日光の資料を追加してはどうか

と先生からの御意見を受け，日光の資料を追加いたしました。 

 先ほどの「夏休みにすすめる本」についても小学校の児童全員に配付してい

るものとなります。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。 

 議題の第３号のエ「暮らしに役立つ法務ミニセミナーについて」，海老澤係

長からお願いいたします。 

 

○海老澤係長  資料４を御説明させていただきます。 

 先週になりますが，７月２０日土曜日に今年度の暮らしに役立つ法務ミニセ

ミナーの第１弾としまして，子ども向けの法務ミニセミナー「お菓子の箱のひ

みつ」を行いました。昨年，一昨年の反省点を踏まえまして，こちらの協議会

でいただいた御意見なども参考にさせていただき，今年度は夏休みの初めに行

うということで，対象は４，５年生を中心という形で，講師につきましては，

例年どおり東京都行政書士会から来ていただきました。 

 当日の参加者は１５人。ほとんどが４，５年生でしたけれども，兄弟で参加

したいとの御希望等がありまして，３年生２人，６年生１人も一緒に参加して

もらいました。 

 当日，参加者に１つずつ何かお菓子の箱を持ってきてくださいという話をし

まして，その箱に記載されている名称ですとか内容量，消費期限といったもの

がなぜ記載されているかというところを手掛かりに，法律ですとか市の条例な

どの話を先生からしていただき，日常生活でこういういろいろな秘密が隠れて
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いるのだよ，それを調べるためには図書館を利用してくださいという形で先生

からお話をいただきました。そのお話を受け，児童サービス係の職員がそれら

に関連した図書館にある児童書を紹介し，図書館の利用を呼びかけるという形

で行いました。 

 そして，最後に講師から，秘密発見調査隊隊員一同というような名目で図書

館の「お菓子の箱のひみつ」の勉強を修了したことを証します，これからもぜ

ひ図書館で調査研究を続けてくださいというような修了証を作っていただきま

して，先生の発案でじろを使わせてほしいということで，調布市立図書館バー

ジョンの修了証を渡して終了という形にしました。 

 参加してくれた子どもからは，１時間半という時間だったのですが，時間が

あっという間に過ぎました，図書館でまた秘密を発見しに来ますというような

意見をいただいたりしましたので，皆さんの御意見を反映したいい会になった

と思います。ありがとうございました。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。 

 それから，机上配布の資料についてです。分館の夏休み事業について，河内

係長からお願いします。 

 

○河内係長  御説明申しあげます。 

 まず「こくりょうぶんかん５０さいおめでとうビンゴ」という催しを７月９

日から９月２９日まで開催しております。国領分館は，８月１４日で５０歳の

お誕生日を迎えることになりました。国領分館のカウンターでビンゴカードが

配られまして，借りた本の該当箇所についてスタンプを押していくようになり

ます。それがそろったらシールがもらえるという催しでして，かなり盛況です。 

 続きまして，深大寺分館の「ブッククエスト」という催しです。７月２４日

から９月２９日まで行っています。こちらは，まずカウンターで配っています

『冒険の書』を手にしていただき，この中のクイズに挑戦していただきます。

クイズを何問か正解しますと手作りのガチャガチャを回すことができまして，

ガチャガチャの中には最終ページにあるじろの装備品，剣とか武器とか着せ替
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えみたいなものが入っていまして，じろの着せ替えをすることができるという

ものです。これをクリアするともう一冊『冒険の書』が手に入りまして，その

クイズもみんな解けてしまうと，最後に豆本がもらえるというようなものにな

っています。昨日から始まったばかりで，始まる前に案内を張りましたところ，

すごく皆さん興味を持っていただけまして，「いつからやるの」などとお問い

合わせを受けました。大人の方もできるので，ぜひ挑戦してみてください。 

 続きまして，「宮の下分館じろさがし」です。７月２０日から８月２５日ま

でで開催しております。宮の下分館の書架の間にじろの絵が隠されていまして，

子どもたちは書架の案内図を入り口で受け取りまして，隠れていた場所の印を

付けてカウンターへ持っていきますと，全問正解した人はシールかしおりをプ

レゼントするというものです。 

 富士見分館でも同じく「じろ探し」を行っています。春にも行っていました

が，今回は夏休み期間で実施します。こちらも宮の下分館と同様に書架の間に

じろが隠れていまして，それを探すというもので，全部見つけるとシールをも

らえるというものです。 

 最後に，若葉分館では，「こわ～いおはなし会」を８月７日に行います。通

常のおはなし会を行っている枠で，この日だけおはなし室を真っ暗にして，語

るほうも黒い服を着て，３時から３時半までのは小さい子向けで，余り怖がら

せ過ぎないようなちょっと怖いお話を，その後は小学生向けにとても怖いお話

をする予定です。昨年も行いまして，怖くなかったと強がっていた子がいたり

という話もあるのですけれども，どのくらい怖がらせるか加減を考えながら準

備しているところです。 

 以上です。 

 

○野末委員長  ありがとうございました。本当に怖いって怖いですよね。 

 では，皆様から御意見，あるいは御質問をお受けしたいと思いますが，いか

がでしょうか。 

 私からいいですか。資料１は，ちょきちょき切っていけばそのまま使えると

いうことですよね。 
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○五十嵐係長  そうなのです。 

 

○野末委員長  すばらしいですね。 

 

○五十嵐係長  ありがとうございます。 

 

○松田委員  資料１で，メジロの男の子ですって書かなくてもいいかなと。

もう方々に書いているのかもしれないのですけれども，雌でも雄でもどっちで

も。じろちゃんというお名前としては男の子かなと思うのですけれども，雌で

も雄でも今どきなので，どっちでもいいかなって。そうするとコスチュームが

何でも幅が広がるのかなという気がするので，別に男の子ってしなくてもいい

のかなと。 

 

○小池館長  一応，じろの設定は雄なのです。 

 

○松田委員  そうなのですか。 

 

○小池館長  最初に設定したときに雄と設定してしまったので。 

 

○松田委員  でも，何となくファジーに。書かなくてもいいのかなと思った

のです。 

 

○福島副館長  リボンとスカートで，男の子はネクタイのがいて，ちゃんと

その学校に合わせてネクタイの柄とかを変えて作って，名前のところだけでは

なくて，制服もその学校に寄せた形でチラシを作っています。 

 

○小池館長  では，来年の課題ということで。 

 

○野末委員長  いかがでしょうか。どうぞ。 
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○安本委員  感想ですけれども，この「図書館で調べものをするときに…」

の最後に，調べたことを書き写そうって自分で実際に書く欄，自分の言葉でま

とめられる欄があるのはとてもいいなと思いました。 

 以上です。 

 

○松田委員  これ増す刷りして，ここにどんどん張れるようにして。これだ

けでは少ないので。 

 

○野末委員長  これはそうなさるのですね。 

 

○松田委員  ええ，必ず。 

 

○小池館長  ドーナツチャートとか，前々回ぐらいにも松田先生から紹介が

あったと思うのですけれども，我々は先生ではないからドーナツチャートは図

書館員の発想にはないのですが，実際に授業をやったりするときには，こうい

うもののほうがまとめやすいというお話だったようで，そういうことで協働し

て本当にできた。単に毎年増す刷りしているだけでは駄目だということが分か

りました。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。いいですよね，小学校の先生方と図

書館が協力して，今度こちらは書店さんと協力ですものね。それはすばらしい

ですよね。 

 

○小池館長  最後に話したことにちょっとつながればいいかなと前から思っ

ていたのです。 

 

○野末委員長  すぐできそうなのですか。コーナーができるのはいつぐらい

になりそうですか。できたら見に行こうと。 

 

○森係長  １週間から１０日ぐらいでコーナーができるということなので，
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もうそろそろできていると思います。 

 

○野末委員長  分かりました。ぜひのぞきに行きたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。今，いろいろ回覧が回っておりますが，御覧いた

だきながらということにしたいと思います。 

 では，以上で議題の第３号を終了といたしたいと思います。 

 以上で本日の議題はすべて終了でございます。皆様から何かございますでし

ょうか。よろしいでしょうか。今期最後でございますが，言い残したことはご

ざいませんか。 

 それでは，事務局から連絡事項をお願いします。 

 

○事務局（緒方）  本日の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，今回は井上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。 

 

○野末委員長  ありがとうございます。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。ちょうど時間でございますので，改

めて今日及び今期のお礼を申しあげて，今期あるいは今期まで積み重ねてきた

ものを次の期の皆さんに引き継いでいきたいと思っております。本当にどうも

ありがとうございました。以上で終了いたします。 

 

                            ――了―― 

 


