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平成２３年度 第１回安城市図書館協議会会議録  

 

日  時   平成２３年７月６日（火）午後１時３０分  

場  所   安城市中央図書館 会議室  

出席者    井上俊一  会長 

中川敬子  副会長 

 榊原重幸  委員 

 鶴田順子  委員 

 後藤理恵  委員 

杉浦正敏  委員 

 石川勝治  委員 

本田則  教育長  

       都築昭彦  生涯学習部長  

       加藤喜久  中央図書館長 

岡田知之  館長補佐  

杉田加代子 庶務係長 

傍 聴 者   なし 

開  会   午後１時３０分  

 

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：： 皆様こんにちは。定刻前にお集まりいただきましてありが

とうございました。若干早いですが、皆様お集まりいただきましたの

で始めさせて頂きます。本日の会議におきましては、節電対策のため

に室温２８度に設定しております。また、クールビズの関係で、ノー

ネクタイで参加させていただいておりますのでよろしくお願いいたし

ます。  

それでは、平成２３年度第１回安城市図書館協議会を開催いたします。

まず、辞令交付をさせていただきます。協議会委員の任期は２年でご

ざいまして、昨年この会議で辞令交付させていただきましたが、前委

員でございました土屋校長先生の役職交代によりまして新たに榊原校

長先生に残任期間を務めていただくよう依頼申し上げました。これよ

り、本田教育長より辞令の交付を行います。榊原重幸様正面にお進み

ください。  
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＜辞令交付＞  

続きまして安城市民憲章の唱和を行います。ご起立をお願いします。

私のあとに続いてお願いいたします。  

＜市民憲章唱和＞  

ありがとうございました。続きまして本田教育長よりごあいさつ申し

上げます。  

教育長教育長教育長教育長：：：： 皆様こんにちは。大変暑い日が続いております。これも天気

自体は直接関係ないですが、節電ということもあり７、８、９月は震

災に伴う電力の問題、自動車産業が休日を変えるということもあり、

特にこの辺は豊田の関係は多いですので、休日が変わったり、市とし

ては保育園等その子どもの受け入れ等考えたりということもあり、な

かなか大変な状況です。電力の面での節電ということも役所ではいろ

いろ心がけています。皆様方ご家庭に置かれましてもいろいろな取り

組み対策を立てられているのではないかと思います。先ほど新たに榊

原委員さんに委嘱状をお渡しいたしました。その他の委員様には昨年

から引き続きということで、まだ任期途中ではありますけれども、特

に昨年におきましては安城市の子ども読書活動の計画等事業から見ま

していろいろな面でお知恵を借りたりご協力をいただき本当にありが

とうございました。おかげで、一応子ども読書活動推進計画について

は出来上がりました。それから、昨年「本に親しむ市民の集い２０１

０」で、読書の講演会等ありました。今日の会議でまた提案されます

が、来年が市制６０周年そしてその次の年が南吉生誕１００年という

節目に当たっております。市としても新美南吉の生誕その前年の６０

周年と新美南吉がらみでいろんな面で安城にとっても大きな財産でも

ある方でもありますので生誕１００年に向けていろいろなことを考え

ていきたいと思っています。この中央図書館もその中心の一つになる

わけですが、公募によって新美南吉のお話を絵本にする。その本とブ

ックスタートをドッキングさせるという計画を持っております。また

後で提案があろうかと思いますが、委員の皆様にもいろんなお知恵を

お借りできたらと思っております。それだけではなく、また良いアイ

デアがございましたら是非提案をしていただいて盛り上げていけたら

と思っていますのでよろしくお願いしまして、始めのごあいさつとさ
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せていただきます。どうぞ今年度もよろしくお願いいたします。  

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：： 次に今年度第１回目でありますので、新委員さんもお見え

になりますので委員さんと事務局の自己紹介をお願いしたいと思いま

す。  

＜各委員、事務局の自己紹介＞  

それでは議題に入ってまいります。１役員の選出でございますが、安

城市図書館管理規則第２０条第１項の規定によりまして「会長、副会

長は委員の互選による」となっており、同条第２項の規定により「会

長、副会長の任期は１年で再任は妨げない」となっております｡どなた

かご推薦をお願いします｡ 

委員委員委員委員 DDDD：：：：  はい｡昨年に引続き会長には井上俊一委員、副会長には中川

敬子委員を推薦いたします｡ 

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：：  他にございませんか。  

     （他に発言する者無し）  

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：：  それでは、会長に井上さん、副会長に中川さんでよろし

い方は拍手をお願いします｡ 

＜拍手＞  

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：：  では、お二人にお願いしたいと思います｡席の移動をお願

いします｡それでは、会長副会長が決まりましたのでごあいさつをお願

いします｡ 

井上会長井上会長井上会長井上会長：：：：  昨年に続きまして会長をやらさせていただきます｡文化協

会の副会長が､この協議会の委員ということでやってきております。初

めて図書館の関係のところにやってまいりました｡知らないことばかり

でございましたが､５年目になり少しずつ図書館行政というものがわか

りかけてきたような気がします｡まだまだ勉強不足でございますが､皆

さんのご協力をよろしくお願いいたします｡ 

中川副会長中川副会長中川副会長中川副会長：：：：  昨年に引続きまたやらさせていただくことになりまし

た｡皆さんのご意見をたくさん出していただいて､いい図書館ができる

ようお力をお借りしたいと思います｡よろしくお願いいたします｡ 

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：：  ありがとうございました｡それでは､議事に入っていきま

すが､議題の取り回しにつきましては規定によりまして井上会長にお願

いいたします。  
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会長会長会長会長：：：：  それでは議題に入ります｡（２）平成２３年度事業計画及び重

点目標について事務局より説明をお願いします｡ 

事務局事務局事務局事務局：：：：  議題（２）を資料１及び、資料⑤により岡田補佐説明  

会長会長会長会長：：：：  何かご質問はございませんか。  

委員委員委員委員 BBBB：：：：  はい、安城市の図書館はサービスも良くて貸し出し数も多い

というところは当然目がいきますが､もう一つ職員数にも目がいきます｡

安城市は図書館状況一覧から見ても上位にいるが､職員数が非常に少な

いが、これで新しい図書館を計画していくにあたって大丈夫かな、職

員数が少なすぎないかなという感想です。それは回答はいいです｡感想

ですので｡それから、新刊本などで、回転数が０というのもあるのでは

ないでしょうか｡その辺をどう考えてみえるのか、今後どうして行かれ

るのか疑問なのですが｡ 

事務局事務局事務局事務局：：：：  まず、資料⑧で安城市は利用密度が高い割には職員数があ

まり多くないのではないか。職員数はサービスに直接影響する部分で

すので。他の同規模の市と比べましてもかなり少ないです。もともと

安城市は他の部門でも職員が少ないと私個人的には思っております｡ 

実職員一人当たりの貸し出しを見ていただいても安城市は全国一位で

す｡常に財政当局には増員の要求をしていますが、平成２０年度までの

業務の一部委託をやめて新しい図書館を見据えて直営にしました｡直営

にしたことで民間会社のマージン分が経費的には年間３００万ほど節

減できましたので､臨時さんの数も一日当たり２人増やす事ができまし

たので、その分直営に切り替えて､経費の節減、サービスの向上になっ

たのかなと思いますが､相変わらず正規職員はなかなか増やしてもらえ

ません。次に回転率のお話の中で全く利用のないこともあるのではな

いかと言うことですが、これが直接いい答になるか分かりませんが､こ

の４月に雑誌の見直しをしました｡大相撲という雑誌をずっと購入して

来ましたが､ほとんど貸出が無かったものですから４月から購入をやめ

ましたところ何人かの方から楽しみにしていたのに、というご意見を

いただきましてクレームにも取り上げまして、厳しいご意見もいただ

きました。今月から復活させています。専門的なものについてはいつ

かは利用があるだろうという観点で、またこのタイミングでしか購入

できないもの等専任職員の長年の経験で判断して選書しています。  
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委員委員委員委員 BBBB：：：：  わかりました。もう一つよろしいですか。平成２３年度重点

目標の具体的な取組①の（４）にクレームの減少に努め、とあるがど

ういうクレームがあるのですか。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  安城市全体でＩＳＯ９００１品質管理を取り組んでいます

が、その一環で市民の方のクレームということでＳ、Ａ、Ｂ、という

三つの区分で集計を取っています。それ以外にご意見ご要望なども常

に集計を取っています。図書館のクレームにつきましては、返却した

はずの本に督促が出てしまうというのは損害とまではいかないが、ご

迷惑をおかけしたということでＢランクで集計をし、それ以外にシス

テムがダウンして一日利用することができなかった場合、多大な影響

が出てしまった場合は、ＡとかＳになります。ＣＤ、ＤＶＤの中身の

入れ違え等はＢで集計しています。今までクレームで一番多かったの

はＡＶ資料の貸し出しミスです。平成２１年度からＩＣタグを付けま

したが、それ以前は空ケースと本体との貸出ミスが月に１０件ほどあ

り、年間にしますと１００～１５０件となり非常に多くありました。

ＩＣ貼付後はうんと少なくなりました。他の課と比べて図書館はダン

トツにクレームの数が多かったので、それを何とかしようということ

で副市長が直接現場を見に来られたこともありました。今では、ＡＶ

資料の貸出ミスはほとんど無くなり、年間で１００件を超えることは

無くなりました。  

委員委員委員委員 AAAA：：：：  貸出冊数を増やすにはということで言いますと、西尾市は今

年１月から一人１０冊から２０冊までになりました。このあたりの市

は１０冊でしょうか。他のところを調べられていますか。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  貸出冊数につきましてここには資料を持ち合わせておりま

せんが、安城市の場合は、平成１７年に利用をもっと伸ばしたいとい

うことで図書館推進計画を作りまして、最初に取り組んだのが、貸し

出し冊数が従来５冊だったのを１０冊に増やしました。貸出期間２週

間を変更することは考えていませんでしたので、児童書や紙芝居の貸

出冊数を増やす目的で５冊から１０冊に変更しました。全体で２割強、

子どもの本は３割以上貸出数が伸びました。その変更の際にＣＤ・Ｄ

ＶＤも本とは別に５点としましところ貸出が５割以上伸びました。  

委員委員委員委員 AAAA：：：：  西尾市の図書館で２０冊になったので便利になりましたよ。
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文献など調べる時には一度にたくさん借りたいですから。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  貸出期間は田原市と豊橋市は３週間です。みよし市はＡＶ

資料以外の貸出数は無制限でやっています。冊数を無制限にしても利

用者が自分で制限を付けられるのではないかと思っております。私個

人的には今の状態から変えるつもりはありませんが、最近市民の方の

ご意見で３週間にしてほしいというご意見もありますので、検討の余

地はあると思います。  

委員委員委員委員 AAAA：：：：  返却期限についてですが、利用者になかなか言いにくいので、

期限が過ぎて返却される人に期限を守るように言ってないのではない

ですか。予約本がきてもいつまでも取りに来ないとか、その扱いはど

うですか。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  図書館の立場としては公平平等に利用していただきたいの

で、予約取置き期間は１週間、予約本で延滞している場合は電話によ

る督促をしております。その他の場合は、はがきによる督促をしてい

ます。利用者のモラルも千差万別です。  

委員委員委員委員 BBBB：：：：  期限の設定について、予約が入っている本は３週間に変わる

と非常にきついです。  

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：：  そうですね。人気のある本ですと予約がかなり入ります

ので、杉浦委員のご意見もわかります。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  メールの督促もしていますがメールの督促は全く効果無し

でしたので、はがきの督促に戻しました。  

委員委員委員委員 AAAA：：：：  複本の考え方についてお聞きします。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  複本につきましては、中央、公民館というのは考えており

ません。予約の殺到する本は購入のルールがあります。ブームが去っ

てからはあまり利用が無さそうだなという物については１０冊までを

めどにしております。予約者が２００人を超えるものもありますが、

そういうものにつきましても、予約者１０人につき１冊で１０冊まで

購入し１０冊を超える場合はよく検討をして購入しています。寄贈の

呼びかけリストをつくっている図書館もあります。  

委員委員委員委員 BBBB：：：：  貸出数を増やすためには予約数を増やしてはどうか。岡崎は

１０冊です。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  最近はインターネットで予約される方が増えていまして、
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回収作業が大変な状況です。先ほどの職員数の関係もございまして、

予約は５件までとしております。  

会長会長会長会長：：：：  他によろしいですか。時間の関係もございますので、（２）

につきましては原案について了承ということにします。続きまして、

（３）新図書館整備水準（案）の策定について事務局よりご説明をお

願いします。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  議題（３）について岡田補佐説明  

委員委員委員委員 BBBB：：：：  コンサル５社がどんな考えを持っているのか、もう把握され

ていますか。  

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：：  私もプロポーザルの選定委員の７人のうちの１人ですが、

それぞれ５社からプレゼンを受けまして、点数化によりまして最高得

点のところに決まるということで、いま決裁が始まったぐらいかと思

いますが、中旬には業者も決定します。そこと詳細を打ち合わせると

いうことになります。東京の業者です。指名方プロポーザルですので、

どこでも良いわけではなく図書館とかを手がけている実績のある業者

を指名して選定しましたので、点数化でも極端な差は出ておりません。

見積書をいただいている中で、高いところ安いとことがありますので、

総合点で最終決定をしていくということで、市長決裁まで下りれば決

定になります。  

委員委員委員委員 BBBB：：：：  平成２１年度の新図書館基本計画の中で、図書館運営は直営

または指定管理でも可能ということは、この理解は、指定した業者さ

んが提案するということですか。どちらかにするというのは。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  そういうことではなくて、今年度来年度で、実施方針、要

求水準を策定していく段階でコンサル会社は図書館の運営が直営であ

ろうと、指定管理であろうとそれに関係なく要求水準書等の作業は進

められますという意味です。  

委員委員委員委員 BBBB：：：：  直営か指定管理かどちらかになると思いますがその是非の議

論はあると思いますが、安城のこれだけ高い水準のサービスをしてい

るところが、指定管理にしてうまくいくかどうかということが心配で

す。最近の新聞によると名古屋で三つの区がやりましたよね。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  あれは、没になりました。とりあえず１年間は議案上程は

しないということに。来年度はどうなるかわかりませんが。  
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委員委員委員委員 BBBB：：：：  指定管理をやる市町村は特殊なところが多分多いだろうと思

います。これを見る前に岐阜県の市で、新図書館のことでもめている

ところがありまして、もめているところでありながら市民の意見は指

定管理に反対で、直営という意見が出ていたが私もなるほどと思いま

した。私自身も、指定管理にすればコスト面は下がるかも知れないけ

れどサービスも同時に下がる可能性が非常に高い、危険だと・・だか

ら今の良さを残したまま直営でいくのがいいのだろうと思っています。

そういう意味で、その辺が変な方向に向かわないように願いたい。直

営・指定管理については、本当に良い面・悪い面を分析した上で、的

確な誰もが納得できるような判断をしてもらいたい。他のところは後

からでも修正できると思いますが。一度おかしくなると、とんでもな

いことになりますので。実際に図書館で働いてみえる司書の方等の意

見も十分に反映していくべきだと、実際に現場を知らない人が判断し

てもしょうがないと思っています。基本的には、私は指定管理に反対

ですから。  

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：：  今の指定管理か直営かということは、市の内部組織で図

書館が中心で音頭を取りながら企画・財政・経営管理等全ての関係部

署によって、杉浦委員にもご心配いただいているように、指定管理に

して失敗したから後で直営に戻すかというようにそんなことはなかな

かできることではないし、やはり導入に当たって慎重に将来を見据え

ていきたいということで、すでに何回か会議もやってきております。

主管課としては杉浦委員の言われるとおり直営の方向でいきたいとい

うことでいろんな資料を提示しながらやっている中で、先ほどの経費

節減といったようなことは企画・財政部門の方はそちら中心で押して

きますので、調整を図って何とか直営で行けるようにもって行きたい

と会議を進めております。いろいろご心配ありがとうございます。  

委員委員委員委員 BBBB：：：：  そこだけは非常に心配になったので。  

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：：  名古屋の方でも一時そんな話題になって、やはり市民の

方々の意見で中止になったようです。ここにも、中川委員や後藤委員

が見えますが、本当に今市民ボランティアも含めて一生懸命やってい

ただいている中で、お話会とかいろんな要素が指定管理で全部できる

のかかなり危惧されますので、そういった状況も執行部に伝えながら
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理解を願ってなんとか直営の方にもって行きたいと私たちは思ってお

ります。  

委員委員委員委員 BBBB：：：：  よろしくお願いいたします。  

生涯学習部長生涯学習部長生涯学習部長生涯学習部長：：：：  図書館職員の人数増とかもあり、人員整理等で、指

定管理の話が出てきます。先ほどの実績の中で、少ない人数でありま

すが市民の皆様に理解をいただきながら実績もある程度あげている。

そういうご意見も大分いただいておりますので、全体の図書館の運営

経費はどのくらいかかるのか等そちら方面の数字をいろいろ出しなが

ら検討して行きますが、個人的にはできれば今の部分で直営でいけれ

ばと考えておりますが、指定管理については特に経費節減の部分があ

りますので、大きな変更等があればご相談させていただきます。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  安城の場合、新しい図書館の移転の一番大きな目的は中心

市街地の賑わいを取り戻しましょうということで、図書館の機能を街

なかに持っていきましょうということですので、それをやるために、

いきなり運営が指定管理や民間に切り替わってしまうと、本来にぎわ

い創出でやりたいと思って他の部署と連携でやろうとしていることが、

たぶん指定管理になるとかなりやりにくくなる部分が出てくると思い

ます。そういう面でも直営で行きたいということで、図書館としては

できるだけやっていきたいと思います。  

＜参考資料の⑧の資料で悪循環の例を岡田補佐説明＞  

会長会長会長会長：：：：  新図書館基本計画を大事にして進めていっていただきたい。  

事務局事務局事務局事務局：：：： 今年度来年度でやります要求水準書、実施方針計画書もベー

スは新図書館基本計画になっています。新図書館基本計画自体すばら

しいものですので自負しております。  

図書館長図書館長図書館長図書館長：：：：  プロポ－ザルのコメントの中でも基本計画が大変よく練

られていると評価されています。他の複合の関係ではまだ具体的には

なっていませんが、図書館部門につきましては、基本計画をベースに

して行けばあとは、お金しだいで進めていけると思います。  

会長会長会長会長：：：：  それでは、（４）市制６０周年・南吉生誕１００年事業につ

いて事務局よりご説明願います。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  議題（４）資料１について岡田補佐説明  

委員委員委員委員 AAAA：：：：  南吉の出前事業授業については､安城と南吉とのかかわりに
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ついて授業に行きます。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  入り口にありますパネルは、半田の南吉記念館で数年前に

教え子が特別展を開催されたときに作成したパネルだそうですが､安城

で活用してくれということで寄贈を受けましたので､こういうものを活

用しながら安城として安城と南吉とのかかわりをもっともっと市民に

理解していただく一つのきっかけ作りとして出前授業を研究会の皆様

にこれからお願いしたいなということでございます｡それも一つの大き

な南吉関連の継続していきたい事業になると思います｡子供たちが安城

と南吉を理解することによって保護者の方も安城と南吉を理解するき

っかけになると思います｡ 

委員委員委員委員 AAAA：：：：  今までに中部小学校と桜林小学校に行きました｡東部小学校

は､加藤さんという教え子の方が３年ほど行っておられるそうです｡ 

事務局事務局事務局事務局：：：：  今、石川委員からお話のありました教え子の方が安城にも

何人かお元気でお見えになりますが､あちこちに散らばっていますので､

半田の時もそういう収集はされたようですが安城として今の生誕１０

０年のタイミングで､教え子の方の生の声を映像と記録で残しておく必

要があるのかなと。前々から南吉の会の澤田さんからも何とかして欲

しいと言われておりますが、それを市のどこが予算取りをしてやるの

か調整はしておりませんが､図書館か文化財課が予算をつけて映像を含

めた記録として南吉についての生の記録を生誕１００年までの間に進

めて行きたいと考えております｡南吉につきましては市長も南吉による

街づくりを進めて行きたいということを申しておりますので図書館も

大いに関わりをもってこれからも進めて行きたいということで､一番大

きなメインの事業としてブックスタートに絡めた南吉の作品の絵本化

ということを来年度進めて行きたいと思っております｡ 

＜続けて、資料２、３、４、５について岡田補佐説明＞  

委員委員委員委員 BBBB：：：：  参考情報として一つ｡新美南吉というのは安城にゆかりの人

というのは分かっていますが､実際に小学校の本で読んだことはないし､

ということで実は、先日２９日に東京に行って国立国会図書館国際子

ども図書館に行きました｡「日本の子供の文学」という展覧会がありま

して、宮沢賢治と新美南吉というタイトルのパネルがありました｡そん

な位置付けで書いてあるのかと、非常に驚きました｡この時代ですと宮
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沢賢治と新美南吉しか出ていなかったです。そういうことを参考まで

に｡ 

事務局事務局事務局事務局：：：：  杉浦委員が言われましたとおり､石川委員はご承知だと思い

ますが､東の宮沢賢治、西の新美南吉と言われまして､戦後、童話作家

の再評価をするときに賢治と南吉を双璧に見るという位置付けにある

ということは間違いありません。そういう意味でも、生誕１００年を

機に安城を全国発信するツールという言い方をしては南吉さんに失礼

ですが､南吉の作品をもっともっと全国の方に親しんでいただき､つい

でに安城を売り込むという。  

委員委員委員委員 AAAA：：：：  現実に安城の５年間というのは作品がものすごくたくさん書

かれています｡ 

事務局事務局事務局事務局：：：：  新図書館との絡みもありまして､市長も震災の視察に先月行

かれた時に、合わせて宮沢賢治記念館も見てこられて､市長も安城で南

吉を知っていただくには新図書館のできるあそこの位置に何らかの記

念館までとは言いませんが､南吉のコーナーを作ることが一番いいので

はないかと言っておられたということを聞いておりますので､新しい図

書館の要求水準書の中にも南吉のことは又重点的な項目としてあげて

いきたいということは図書館としては考えています｡ 

委員委員委員委員 AAAA：：：：  それと、南吉ノートを復刻して全国発信をお願いします｡安

城と新美南吉の関わりを非常によくあらわしております。多くの部数

を発行し全国発信をすると良いですよ。  

事務局事務局事務局事務局：：：：  この関連事業も来年度行いたいと、資料１の４番目の南吉

ノートの復刻再版ことも図書館としても南吉顕彰の魁となった貴重な

資料ですので､文字の誤植などを手直しをして再版を復刻していきたい

と思っていますので、これくらいの金額が、必要ではないかと考えて

います｡ 

委員委員委員委員 AAAA：：：：  以外にたくさんの人が、この本を知らないので是非お願いし

ます｡ 

会長会長会長会長：：：：  ありがとうございました｡では、（５）市内の学校図書館訪問

について事務局より説明願います｡ 

事務局事務局事務局事務局：：：：  昨年度最後の協議会で、子ども読書活動推進計画のからみ

で、是非２３年度の図書館協議会で視察として市内の学校図書館を訪
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問してはどうかというご意見を頂戴しております｡その関係で、スケジ

ュール等を考えまして日程の絞込みをさせていただきました｡１１月２

２日火曜日午後に第２回安城市図書館協議会ということで予定をさせ

ていただきたいと思っております｡訪問校につきましては､明和小学校

と南中学校を訪問したいと思っております｡ 

会長会長会長会長：：：：  ありがとうございました｡せっかくですので本日みえている委

員さんに今日の印象と何かご質問がありましたらお願いします｡ 

委員委員委員委員 FFFF：：：：  いろいろお話がたくさん出ておりましたが､ブックスタート

がようやくスタートするということで大変うれしく思っておりますが、

新美南吉と一緒というのはちょっとびっくりしたのが本当のところで

ございます｡公募の絵本がどのレベルのものが出来上がってきて、小さ

い子のお母さん達に渡すのかということも大変興味があるのと、関心

を持ってみているところですが､ブックスタートで小さい子のお母さん

に直に本を手渡すということはとても大切だと思いますので､是非本当

に早い段階でやっていただきたいと思います｡一つだけ､私達は三ツ川

保育園に伺っていますが、読み聞かせの会があったときに、一人お父

さんが来てくださいました。桜井公民館の読み聞かせにも､お父さんの

参加がありました｡中部もお父さん､おじいちゃんの参加がありました｡

そういう人たちも子どもと接するためのツールとして絵本を考えてい

てくださいますので､需要はすごく高いと思います。是非ブックスター

トよろしくお願いいたします｡ 

委員委員委員委員 EEEE：：：：  私も図書館関係のことは知らないことが多かったなと今日聞

かせていただいて分かりました｡うちの学校も今回読み聞かせボランテ

ィアに図書館から来ていただいたりしております｡図書館での活動は学

校側現場が知らない部分があったなとそんな反省をしています。この

会に出て、もう少し皆さんにお伝えしていかなければいけないなとそ

んなことを思いました｡新美南吉に関しては､来年度教育展があります

ので図書館教育部というところが新美南吉記念館に研修に夏休みに出

かけて行って､それを少し学校の現場の先生方にも広めて行けたらいい

なとそんなことを計画しています｡又その時には図書館にもお世話にな

ると思いますがよろしくお願いいたします｡ 

委員委員委員委員 DDDD：：：：  今日はとてもたくさんの議題があって、いろんなことが分
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かってうれしかったこともたくさんありました｡市制６０周年とか南吉

の生誕１００年に向けての。個人的なことですが､うちの大野秋紅も今

年で百年です｡亡くなって１５～６年経つと思いますが、その年になっ

て南吉ノートがまた再び世に出るのかと思い今ちょっとあわ立つよう

な喚起がしましたが、秋紅は南吉先生が３月に亡くなって、９月に南

吉先生の代わりとして国語教師として女学校に赴任してきました｡父は

始め一人できました｡私が疎開してきたのはれんげ畑がすごくいっぱい

で､トラックに乗って来てなんてきれいなところだと思ったから４月だ

ったと思います｡そんなことを思い出しました。よく女学校に遊びに行

きました｡南吉の中に出てくる先生もみんな知っている先生がとっても

多くて､懐かしいです｡一つだけ皆さんに無い経験は､女学校のお風呂を

借りに行きました｡南吉先生が宿直なさって入ったお風呂にわたしも入

りました｡あのころ先生が劇を作って女学生にやらせましたでしょ、学

芸会がすごくにぎやかで､見に行きました｡ 

委員委員委員委員 CCCC：：：：  ブックスタートで、新美南吉絵本が結局同時配布になってし

まうのかなと不安を持っています。ここに関連で配布の仕方と書いて

あるからちゃんと分けてくれるかなと、どきどきしています｡委員で学

校の先生も入ってくださったから絶対に南吉だけは小学校１年生に配

布して欲しいなとすごく思っていますが､こればっかりは､私が思って

いても仕様が無いし。実は私ブックスタートも賛成していなくて、そ

んなの押し付けるなと思っています。個人の好みはそれぞれなので､こ

っちがいい本ですよと押し付けるのは間違っていると私は思っている

方です。だったらいい本ですよと紹介してあげた本を一冊半額で売っ

てあげる方が絶対いいと思っています。これをあげるというのは気に

入らないです｡すごくマイナスイメージばかりで、こんなマイナス思考

ばかりの者が入っていいのかと念を押したくらいです。創作絵本にも

結局入ってしまったのですが、だから逆に是非小学１年生に渡してほ

しいとすごく思っている立場で､申し訳ないなと思いながらも入ってし

まいました｡とにかく南吉は幼稚園入園か小学１年生にあげて欲しいと

思います｡来館者数ですが､節電対策で皆さん図書館に来てくれると思

うので、今年は大丈夫でしょうと私は思っています｡逆に駐車場が足り

ないということになるかもしれません。貸出し冊数を増やすのは、図
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書館や公民館に来れない人を対象にどうやって貸してあげるかという

ことになってくるのではないかと思います｡宅配というと大変になるの

で､病院などに貸し出しコーナーを増やすぐらいしか考えられないんじ

ゃないのかなと思いました｡図書館だとわざわざ来ることになってしま

いますが､動けない人ほど病院には絶対に行くと思うので､個人病院ま

で対象にすると大変なので､総合病院にコーナーを設けてあげるといい

なと思いました｡また、リサイクルフェアのときにいつも思いますが､

雑誌がものすごく出てきて、しかも同じ雑誌がすごく積まれているの

が毎回毎回気になっています。結局残っているので､あの雑誌をどうに

かできないのかなと思い、各公民館に置く雑誌の種類を変えたらどう

かなと思います｡ 

委員委員委員委員 DDDD：：：：  ちょっといいですか｡リサイクルフェアのときにお互いに話

し合っていたのですが、雑誌がすごく重くて滑ってしまって､難儀で、

もっと早い段階で皆さんに差し上げられないのかなと話していました｡ 

委員委員委員委員 CCCC：：：：  過去のものを見たい人はいるので､全部あげてしまうのはま

ずいと思いますが｡ 

委員委員委員委員 DDDD：：：：  でも、リサイクルで出すまでは図書館で持っているのでし

ょ。もっと早い段階で皆さんに持っていってもらうことはできないの

かなあ  

委員委員委員委員 BBBB：：：：  公平さを考えたら一度に出した方が良いのではないかと思い

ます。岡崎は順番に出しているようですが｡ 

事務局事務局事務局事務局：：：：  複本数の見直しにつきましては、１８年度くらいに利用の

多いものは公民館にも複本で置こうという事でかなりのものを複本で

増やしたことがあります｡もう一度複本数の見直しを検討したいと思い

ます｡リサイクルの配布の時期につきましては､雑誌は原則３年で除籍

をしていますので､例えば雑誌だけは年に１回ではなく半年か３か月と

かサイクルを決めて３年過ぎたものは順番に除籍をして早めに提供す

るとかいろいろなやり方ができると思いますので､検討してみたいと思

います｡ 

会長会長会長会長：：：：  だいぶ時間も過ぎました｡大変貴重な意見をいただきましてあ

りがとうございました｡この意見を図書館の方で活かしていただいてよ

り良い図書館を進めていただきたいと思います｡それでは第１回の協議
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会を終わります｡ありがとうございました｡ 

生涯学習部長生涯学習部長生涯学習部長生涯学習部長：：：：  大変長時間に渡りまして貴重なご意見ありがとうご

ざいました｡これから読書活動推進計画をやりますとか、図書館の運営

も今一生懸命やっております｡新美南吉先生の関連事業につきましても

今後どんどん進めてまいります｡図書館のほうに又いろいろなご意見等

ご指導がありましたらお願いいたします｡本当に長時間にわたりまして

ありがとうございました｡ 

     

閉会 午後３時５０分  


