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平成２３年度 第２回安城市図書館協議会会議録  

 

日  時   平成２３年１１月２２日（火）午後１時００分  

場  所   安城市立明和小学校  

       安城市立安城南中学校  

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 

 石川勝明  委員 

       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００分  

 

館長館長館長館長：：：： 皆様こんにちは。定刻にお集まりいただきましてありがとうご

ざいました。では、出発いたします。それでは、平成２３年度第２回

安城市図書館協議会を開催します。本日は教育長が三河部の教育長会

議で蒲郡に出向いておりまして、図書館協議会を欠席させていただい

ております。皆様によろしくお伝えくださいとのことです。市民憲章

の唱和を行います。バスの中ですので、着席いただいたままで、私の

後に続いてお願いします。  

＜市民憲章唱和＞  

館長館長館長館長：：：：    ありがとうございました、では、井上会長よりごあいさつをお

願いいたします。  

井上会長井上会長井上会長井上会長：：：：    みなさまこんにちは。新図書館運営ワークショップにも参

加いただきましてありがとうございます。またいろいろ良いご意見を
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まとめて行っていただきたいと思います。今日は現地の学校図書館を

見て、問題点を見つけ、中央だけで無く一環としての学校図書館を考

え勉強していきたいと思います。  

館長館長館長館長：：：： ありがとうございました。次に生涯学習部長の都築よりごあい

さつ申し上げます。  

生涯学習部長生涯学習部長生涯学習部長生涯学習部長：：：： 皆様こんにちは。お忙しい中、定刻にお集まり頂きま

してありがとうございました。日ごろは図書館運営にご尽力いただき

まして、また新図書館に関しましていろいろな面で、いろいろなご立

場でご協力いただきましてありがとうございます。先日の教育委員会

で報告のありました、上半期の図書館利用状況を見ますと、昨年と比

較して利用者・貸出数等、少しですが増加しております。学校でもい

ろいろな取組をしております。安城南中学校は、一部増設をし、新し

い図書館となっております。現場を見ていただいて今日の研修の参考

にしていただきたいと思います。  

館長館長館長館長：：：： ありがとうございました。では本日の日程のご説明をいたしま

す。ただいま明和小学校に向かっておりますが、１時３０分から２時

１０分まで明和小学校の図書館の視察をします。その後、安城南中学

校に行きまして、２時４０分から３時２０分まで視察します。最後に

中央図書館に帰りまして３０分ほど皆様の所感等をお聞きしたいと思

っております。４時終了予定です。  

１１１１時時時時２０２０２０２０分明和小学校到着分明和小学校到着分明和小学校到着分明和小学校到着     

    ＜＜＜＜ほっとエリア（低学年用図書館）、高学年用図書館見学＞  

学習室にて質疑応答  

青山教頭青山教頭青山教頭青山教頭：：：：    何かご質問等ございましたらお願いします。  

委員委員委員委員ＡＡＡＡ：：：： 集団読書というのはどのようにしてやるのですか。  

榊原教諭榊原教諭榊原教諭榊原教諭：：：： 集団読書用の本を教室に持って行って、今日はこれを読み

ましょうと言って読み、図書館ノートに心に残ったことを書きましょ

うというページもありますので、みんなで一緒に読んで感想を出し合

って行きながら、絵を描いて行きながらやっています。  

青山教頭青山教頭青山教頭青山教頭：：：： 同じ本を同じ時間にみんなで読んで行くという読書会のよ

うなものです。  

榊原教諭榊原教諭榊原教諭榊原教諭：：：： 種類がたくさん出ているものですから学年ごとにふさわし



 3

いものを持って行けます。  

委員委員委員委員ＡＡＡＡ：：：： どの時間を使うのですか。  

榊原教諭榊原教諭榊原教諭榊原教諭：：：： 学活を使ったり、朝の読書タイムや国語の発展授業でやり

ます。  

岡田補佐岡田補佐岡田補佐岡田補佐：：：： 集団読書用の本は何種類かありますが、学校のほうで順番

に買い足しをして充実をさせて来たということですか。  

青山教頭青山教頭青山教頭青山教頭：：：： そうですね。もう何十年とかけています。ちょっと古いも

のもありますが。図書館教育の歴史の中で、集団読書というものが最

初流行だったのですが、その後指導要領の改正がありまして、きちん

としっかり読む、個々がそれぞれ読むという方向になりました。今年

から指導要領の改訂がありまして、現在は、たくさんの本を読んでそ

の中の感想を言い合ったりと、注解的な方向に変わって来ております。

ですから、図書館の果たす役割は、今年からとても重要になって来て

いると思います。授業で使ってさらに図書館でバックアップするとい

う形に変わって来ていますので、いち早くその辺を取り入れています。  

委員委員委員委員ＣＣＣＣ：：：： それは、教科書の後ろについている参考図書だけなのでしょ

うか。先生方が独自に選ばれた物も入っているのでしょうか。  

青山教頭青山教頭青山教頭青山教頭：：：： おすすめの本というところに入っていますが、どこの学校

に変わっても同じものが見ることができるように市の図書館協会が選

んだ物が入っています。  

岡田補佐岡田補佐岡田補佐岡田補佐：：：： 先ほどの集団読書の件でお伺いしたいですが、コンテナに

学年別にいくつかの種類の本を用意するということはどこの学校でも

やっているのでしょうか。  

青山教頭青山教頭青山教頭青山教頭：：：： はい。どこの学校でも有ります。  

委員委員委員委員ＤＤＤＤ：：：： 今見せていただいた明和１００選は、１年生から短歌や俳句

がありますが、これを選ばれた基準はありますか。  

青山教頭青山教頭青山教頭青山教頭：：：： 平成２１年度に作ったのですが、ほぼ１年かけてみんなで

選び抜きました。  

委員委員委員委員ＤＤＤＤ：：：： ６年間やればほぼ暗記されますね。  

青山教頭青山教頭青山教頭青山教頭：：：： 週に１回朗読タイムというのがありまして、１年間に３５

週やっています。  

榊原教諭榊原教諭榊原教諭榊原教諭：：：： 最後に全部覚えると校長先生に直々に聞いていただけると



 4

いうすごく良いプレゼントがついております。  

委員委員委員委員ＤＤＤＤ：：：： 子どもたちがインターネットで調べたりするのは別の部屋が

あるのですか。  

榊原教諭榊原教諭榊原教諭榊原教諭：：：： コンピュータ室で調べたりすることはあります。  

委員委員委員委員ＤＤＤＤ：：：：    先生の図書は（職員図書）というのはありますか。  

榊原教諭榊原教諭榊原教諭榊原教諭：：：： 職員室にあります。  

館長館長館長館長：：：： 学校間の図書の連携というのは取れていますか。  

榊原教諭榊原教諭榊原教諭榊原教諭：：：： あまり聞いたことはありません。  

岡田補佐岡田補佐岡田補佐岡田補佐：：：： 学校間は無いです。  

館長館長館長館長：：：： 集中的に調べものをする時に他所の学校が使っていなければ物

流でやるとか、将来的には中央図書館とコンピュータで連携できると

良いかなと思っていますが、登録が大変ですね。  

岡田補佐岡田補佐岡田補佐岡田補佐：：：： 公共と連携しようと思いますと今のデータではデータベー

スが一緒にできないので・・・。  

青山教頭青山教頭青山教頭青山教頭：：：： システムは市内全部の小学校同じものが入っているのです

が、それぞれの学校で入力作業を行っています。  

委員委員委員委員ＢＢＢＢ：：：：それぞれの内容まで各学校で入力してるのですか？  

岡田補佐岡田補佐岡田補佐岡田補佐：：：： どこもそうですね。図書館で全部の本のデータは買ってい

ますので、それを連携して使えば内容を入力する必要が無くなります

ので、今は、それが安城はできていないということです。公共と学校

の連携をやっているところは、システムも統一化されているのですけ

れど。  

委員委員委員委員ＧＧＧＧ：：：： 学校図書館の先生同士の連携も無いのですか。  

岡田補佐岡田補佐岡田補佐岡田補佐：：：： それは、先ほど先生が言われた図書館協会という組織があ

ります。小中高の図書館担当の先生と中央図書館による組織です。  

委員委員委員委員ＡＡＡＡ：：：： 南吉の幼年童話１０作品集を利用していますか。  

岡田補佐岡田補佐岡田補佐岡田補佐：：：： 半田市が作られた１０作品を１冊にまとめたものですが、

４０冊単位で用意はしてありますが、ＰＲもしていますが、まだこれ

からです。  

委員委員委員委員ＤＤＤＤ：：：： 年間どのくらい図書費があって、どれくらい買えるのですか。  

榊原教諭榊原教諭榊原教諭榊原教諭：：：： 予算は資料にもありますが、６０万円ほどです。購入は、

４～５百冊くらいです。  
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岡田補佐岡田補佐岡田補佐岡田補佐：：：： 児童会の予算があったり無かったりですが。  

青山教頭青山教頭青山教頭青山教頭：：：： 児童会の予算は今年は図書に使いますよ、翌年は○○に使

いますよと決まるので、毎年図書費に当てられるわけではありません。  

委員委員委員委員ＦＦＦＦ：：：： 団体貸出で図書館から本を借りる場合、借りに行ったり返し

に行ったりするのはどなたでしょうか。ＰＴＡの方や、ボランティア

さんがやっているところもあると聞いていますが。  

青山教頭青山教頭青山教頭青山教頭：：：： クラスの担任教師が行っています。  

井井井井上上上上会会会会長長長長：：：： 予定の時間が参りましたので、どうもありがとうございま

した。  

（安城南中学校へ移動）  

 ＜安城南中学校  図書室視察＞  

質疑応答  

大見校長大見校長大見校長大見校長：：：： 職員の自己紹介をおこないます。  

岩月教諭岩月教諭岩月教諭岩月教諭：：：： 図書館の担当をしています岩月と申します。今年から参り

ました。よろしくお願いします。  

錦見教務主任錦見教務主任錦見教務主任錦見教務主任：：：： 教務主任の錦見です。よろしくお願いします。資料等

でお気付きの点がございましたらお願いします。  

岡田補佐岡田補佐岡田補佐岡田補佐：：：： ここの図書館の特徴を教えてください。  

岩月教諭岩月教諭岩月教諭岩月教諭：：：： 読書センターと、学習・情報学習センターとしての機能が

あります。クラスとして授業で使っていますが、本を読みに来るとい

うのはまだありません。去年までは開館ができない状態で、今年から

開館をしましたので、まだあまり浸透していなくて、来てくれる子が

決まっている感じです。これからもっと宣伝していかないといけない

かなと思っています。  

委員委員委員委員ＢＢＢＢ：：：： 今年のいつから開館ですか。  

岩月教諭岩月教諭岩月教諭岩月教諭：：：： ６月からです。  

委員委員委員委員ＡＡＡＡ：：：： 生徒数はどのくらいですか。  

錦見教務主任錦見教務主任錦見教務主任錦見教務主任：：：： ９０１名です。  

委員委員委員委員ＢＢＢＢ：：：： どのような基準で購入書籍を選んでみえますか。  

岩月教諭岩月教諭岩月教諭岩月教諭：：：： 司書教諭で子どもが興味を引きそうな物と、読ませると良

いなと思う物を選び、あと調べ学習で必要な物を選んで行きます。そ

れから、職員にアンケートを取り、入れたい本・読ませたい本を入れ
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るようにしています。今年からは、子どもたちにもアンケートを取り

それを入れて行こうかなと考えています。  

委員委員委員委員ＧＧＧＧ：：：： 今蔵書が１万６千冊あるということですが、子どもたちが家

に借りて行くというのはどれくらいあるのでしょうか。  

岩月教諭岩月教諭岩月教諭岩月教諭：：：： 本を見に来る子はいますが、月に５人くらいしか借りて行

きません。  

委員委員委員委員ＧＧＧＧ：：：： と言うことは、この教室は主に学習・情報センターの役目で

すね。  

岩月教諭岩月教諭岩月教諭岩月教諭：：：： はい、そうですね。そちらの方は割合に使っていただいて

いますが、本を借りて行くという方はなかなかまだ宣伝不足で、やっ

と図書館で貸出ができるようになったという形ですので、これから盛

んにしていかないといけないと思います。  

委員委員委員委員ＧＧＧＧ：：：： 例えば、読書感想文などの大会などがありますが、そういう

時にこの図書室の利用状況はどうですか。  

岩月教諭岩月教諭岩月教諭岩月教諭：：：： 感想文の時はあまり利用されていませんね。読書週間の時

は、借りに来る子も少し増えます。  

館長館長館長館長：：：： ここは、新しいだけに冷暖房完備なので夏は利用者はどうでし

たか。  

岩月教諭岩月教諭岩月教諭岩月教諭：：：： ６、７月は混んでいました。  

館長館長館長館長：：：： 冷暖房完備は市内小中学校でもそうは無いでしょう？  

大見校長大見校長大見校長大見校長：：：： 当学校ですと４か所ですね。図書館と保健室、職員室と校

長室です。他校もだいたいそれに準じています。コンピュータ室もあ

りますね。  

委員委員委員委員ＢＢＢＢ：：：： ここは、何冊入れる予定で作られたのですか。  

岩月教諭岩月教諭岩月教諭岩月教諭：：：： 一応 16,800 冊くらいが図書標準の１００％になると思いま

すが。まだ全部出ていません。奥にもあります。  

委員委員委員委員ＢＢＢＢ：：：： 学校は普通の書店で購入ですか。  

岩月教諭岩月教諭岩月教諭岩月教諭：：：： 市で購入先が決まっていると思います。  

委員委員委員委員ＢＢＢＢ：：：： 安くていいところでは買えないわけですね。  

岡田補佐岡田補佐岡田補佐岡田補佐：：：：    中学校で読み聞かせのボランティアさんを導入されている

のはここだけではなかったかと思いますが。効果はどういうものがあ

りますか。  
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錦見教務主任錦見教務主任錦見教務主任錦見教務主任：：：： 朝の１０分ですがシーンと本当に静まりかえります。

スタートの時間ですので、部活が終わって教室に入る。一旦切り替え

のためにも、とても良い時間になっています。読み聞かせの方々の選

考される本も良いと思いますし、お話の仕方も良いと思います。今と

ても意義深い時間になっています。現段階では、１年生と特別生の学

級ですが続けて行きたいと思います。大変熱心にやっていただいてい

ます。終了後１階の会議室でメンバーの方と相談して次回の本を決め

て次に備えていただけるという大変熱心にやっていただいています。  

委員委員委員委員ＤＤＤＤ：：：： クラスには、学級図書というものはありますか。  

錦見教務主任錦見教務主任錦見教務主任錦見教務主任：：：： はい、あります。１０冊から５０冊くらいですが、担

任の意識で変わってきます。  

井上会長井上会長井上会長井上会長：：：： 今日はどうもありがとうございました。  

＜中央図書館会議室＞  

館長館長館長館長：：：： 大変お疲れ様でございました。それでは、会長さんの取り回し

で各委員さんの所感をいただいて行きたいと思いますのでよろしくお

願いします。  

井上会長井上会長井上会長井上会長：：：： 学校で先生とお話をしている中で、図書室はどこにあった

かなという話をしていまして、中学校のころにはほとんど図書室の存

在すら知りませんでしたし、本に親しむ機会も無かったように思いま

す。安城南中学校ではすばらしい図書館を見せていただきました。ま

た、明和小学校では読書に対するきめ細かい授業がされていますこと

に感心をいたしました。それでは、明和小学校、安城南中学校を視察

された感想をお一人ずつお願いします。  

委員委員委員委員ＦＦＦＦ：：：： 学校図書館に入る機会が自分の子どもの通っている学校以外

ですとありませんので見せていただいて、こういう図書館だったら本

を借りて行きたいなと、明和小学校さんの取組はすばらしいなと思い

ました。特に低学年の本の貸出が、籠に分類してあり、本を取出して

持って来て借りて、また返すということが自分たちでできるというの

は良いなと思いました。また、明和１００選というのを見せていただ

いたのですが、自分がどのくらい言えるかしらと思いながら、こうい

う積み重ね、みんなで楽しみながら覚えるというのは小さいときにや

っていたらもっと楽しいこともあったかなと思ったりしながら、たい
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へん取組がすばらしいなと思いました。高学年ではクラスが同じ本を

読むという集団読書を今回初めて見せていただきました。南中さんは

新しい施設で、環境がすごく整っていまして、本がまだ全部出ていま

せんと言われていましたが、あそこを中学生の方が活用されて行くと

良いと思いました。  

委員委員委員委員ＥＥＥＥ：：：：    明和小学校に来ていただきましてありがとうございました。

この機会を頂いたので、図書館を整備する機会があったということで

す。その前から低学年図書をどうするかという話はあったのですが、

思い切って今まで使っていた一つの部屋、ほっとエリアという部屋で

したが、生活にしか使っていなかった所を、１・２年生しか使わない

わけですが、半分にしてやってみようといって取組をさせていただい

たということです。やはり子どもは自分の同じ階にあると使い易いと

いうのは持っていってみてそうだなと思います。南中さんのように端

にあると活用しにくいけど、うちの様に真ん中にあると子どもたちが

よく来てくれるという図書館の位置も非常に大切だなと作成しながら

感じました。今日見ていただいて皆様方から良かったことよりも、こ

うしたほうが良いということを言っていただけると今後参考になるの

かなと思います。今日は良い機会を頂きましてありがとうございまし

た。  

委員委員委員委員ＤＤＤＤ：：：： 先ず、明和小学校ですが、地域の特徴、明治村のころの戦争

の写真が貼ってありましたし、明和１００選にしましても地域色とい

うものをとても重要視していらしてそれは多分あの地域が昔からずっ

と住んでいる方が多いので、きっと目標が定めやすいということもあ

って町部の学校とまた違うかもしれませんが、特徴があって子どもを

どういう風に育てていこうかという学校の目標が見えてきて子どもが

とっても明るくて、学校ってこんなに明るいのかと思ってうれしくな

りました。学級ごとにありました移動する書架はすぐに手にとって見

れたり借りたりできるので良いことだなと思いました。それから、明

和１００選の小学１年から詩、短歌、俳句が出てきて、５年生では漢

詩が出てきて、論語が出てきてすごいなと思いました。小さい子は覚

える能力がありますので、結構覚えて行くのではないかと思いうれし

くなりました。良いことだなと思いました。自然にみんなで覚える楽
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しさがあると思いました。日本人の常識というか基礎ですので本当に

良いことだなと思いました。南中学は、私、南中の５回生でして、校

長室に入って見せていただいたら第２代の高木先生を覚えていますの

で・・・大きくなって明るくなって立派な学校になったなと思いまし

た。図書館はエレベーターがあって立派ですが、中身はまだまだだな

と思いました。並んでいる本もどういう順序に並んでいるのか、空き

空きのところがあるかと思えば、いっぱいで入りきらないで上に並ん

でいるのもあったりして、やはり中学は人手が足りないのかなと、先

生方は忙しくて、開館して間がありませんということなので仕方無い

と思いますが、今年買った本がまだ１冊も出ていないということを聞

いて、もったいないな、どうしたらこういうことがもう少し潤滑に行

くのかなと思いました。施設の明るさといい設備はとても良かったで

す。学校の図書館を見せていただくのをとても楽しみにしていました

ので、参考になりました。少し気になったのは、小学校で本を読むと

ころがソファーだけでしたので、読んでいるうちに姿勢が悪くなって

しまうのではないかなと思いました。何か書いたりすることもあるの

で、テーブルもあったほうが良いかなと思いました。短い時間ですの

で落ち着いて読む時間は無いのかもしれませんが。以上です。  

委員委員委員委員ＣＣＣＣ：：：：    もう出尽くしたかと思いますが、私も明和１００選には驚き

ました。中も充実しておりこれを子どもたちが覚えたらすごく良い財

産になるなと思いました。低学年の図書館は上履きのまま入るのだな

と思いました。錦町小はじゅうたんが敷いてあるので、上靴を脱いで

利用していますが、一長一短があるなと思いながら見ました。季節ご

との飾りもきれいにできていておかあさん方は大変だろうなと思いま

す。南中学は学習に使うというのがメインになっていて書架はあまり

整理されていないなと思いながら見ました。図書館は、やはり４階の

隅に追いやられるのかなと思い、立派な施設があるのにちょっともっ

たいないなと思いました。  

委員委員委員委員ＢＢＢＢ：：：： 良かったのは明和小学校で、１００選は非常に良いなと思っ

ています。先日、横浜で開催されました第１３回図書館総合展に行っ

て来ましたが、その中で、学校図書館関係のフォーラムというのは二

つしかなかったですが、高山市図書館の学校支援というのと、札幌市
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の例でした。まず、どちらが参考になるかというと、札幌のほうは、

札幌市の図書館と教育委員会は、学校図書館の連携にあまり力を入れ

ていません。ある意味これは、司書教員個人の熱意によって非常に有

名になった例です。いろんな資料もあります。高山市は指定管理を入

れたのですが、指定管理者一辺倒かなと思ったらどうも違ったようで、

主なところは職員が押えたようで、ただ単に指定管理者を使っている

ような感じで、非常に参考になると思います。なぜ、高山市が良いか

というと、高山市図書館と教育委員会の意識が非常に高くて学校支援

をしようという方針を前面に打ち出してやっているというところです。

もし、安城市がこういう考え方に共鳴されるのであれば、参考にされ

てもいいのかなと感じました。個人の力よりも公の市の図書館や教育

委員会の意識の高いところを見られたら良い。組織的に学校図書館を

良くして行かなければいけないと思うのでそう思いました。  

委員委員委員委員ＡＡＡＡ：：：：    明和はアットホームで読書指導がきめ細かくされていたと思

います。南中学ですが、中学生は、やはり部活が中心であって、なか

なか読書までは行かないのかなと思います。小学校に比べ中学校の図

書館利用率が非常に少ないです。中央図書館と公民館図書館の繋がり

は非常にうまく行っていると思いますが、学校図書館との連携を深め

て行くことによって中央図書館の利用率が上がってくると思います。  

井上会長井上会長井上会長井上会長：：：： 先ほど石川委員から学校図書館と中央図書館の連携に付い

て言われましたが、その件で少しご説明願います。  

事務局事務局事務局事務局（（（（岡田補佐岡田補佐岡田補佐岡田補佐）：）：）：）： 先ほど杉浦委員からも話がありましたが、毎年

１１月に行われています図書館総合展で、学校連携のブース、フォー

ラムを中心に見ていただいたというのも、自費で行かれるということ

を聞きましたので、ぜひ、学校連携のフォーラムと新しい図書館の関

係で、最新の技術の資料をお取り寄せいただければとお願いいたしま

した。学校連携に関しまして手短に申し上げますが、子ども読書活動

推進計画の中でも項目として出していますが、先ず一つはシステムの

連携です。システム連携をすることで、発注・装備・受入まで図書館

と同じように全部業者に委託することが可能になります。それをやれ

ば、先生やボランティアさんの手を煩わせることが無くなります。そ

の反面、市内の本屋さんで購入するのが無くなってしまうという地域
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経済に関して言えば、デメリットもあると言えます。もう一つは物流、

本の流れを作る必要があります。最後は人の配置ですが、図書館専任

の学校司書が配置できるような形にしたいと思っています。その全て

の面で子ども読書計画の中にも項目としてはうたっていますが、実現

させるには、そういうことを一つずつ解決していかなければいけない

のかなということを思っております。  

        今日お配りしました資料に付きましても先程石川委員さんからお言

葉を頂きましたが、利用の多いところは毎月１回クラスごとに利用し

ていただいていますが、先生が借りて先生が返すというのが忙しくて

なかなかできないということで、学校によっては、返却はボランティ

アさんにお任せしているところもあります。先生だけでやってみえる

学校では図書館祭り、読書週間の時だけ利用されるのが現状なのかな

と思っています。それも、物の流れなので、先生が駄目ならボランテ

ィアさん、ボランティアさんが駄目なら予算を取って宅配業者がやる

という事例が近隣でもありますが、安城市はまだそこまではできてい

ません。  

委員委員委員委員ＧＧＧＧ：：：： 図書館ボランティアの中で学校担当というような感じでボラ

ンティアはできないでしょうか。  

事務局事務局事務局事務局（（（（岡田補佐岡田補佐岡田補佐岡田補佐）：）：）：）： 限られた時間にＰＴＡなりボランティアが入る

のはいいのですが、長時間そこに入り込むというのは、なかなか抵抗

が有る面があるのかなということを実際に教育委員会の学校教育の先

生も言われています。南中学は図書館が新しくできた最初の年は図書

館の教室すら開けられる状態ではなかったと。２年目にようやく中に

入れたけれど本の貸出はできなかった。３年目今年になってようやく

貸出ができるようになったそうです。そのようなこともありますので、

子どもによっては、そこがいつもあいていると悪い意味の溜まり場に

なってしまう面もあるようで、それを地域の人に現状をあまりお見せ

したくないということもボランティアさんに入っていただけない一つ

の面なのかなということも学校教育の先生が言われていました。  

委員委員委員委員ＧＧＧＧ：：：： それを検討事項ということでやっていただければと思います。

せっかくの設備があってもそれを活用するようなものを考えてみる必

要が有るような気がします。  
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委員委員委員委員ＡＡＡＡ：：：： 明和の校長先生にお聞きしますが、今のボランティアのこと

ですが、小学校のボランティアの場合、学区の父兄だけという限定を

されていますか。  

委員委員委員委員ＥＥＥＥ：：：： 内は地域と密着してやりたいということがあるので、保護者、

またその地域の方々に来ていただいています。  

井上会長井上会長井上会長井上会長：：：： 小学校の場合は保護者ＰＴＡの方と図書の関係は結びつく

と思いますが、中学校の場合は、ＰＴＡでも図書委員の組織があるの

か、それが全然分からないものだから、何か、もう少し開かれた方が

いいのではないかという感じがしますが、まあこれは私の意見ですの

で。他に何かありますか。  

委員委員委員委員ＦＦＦＦ：：：： 学校連携ということで前に新聞で読んだのですが、近隣の西

尾市さんですと学校に司書資格のある方がいるというのを１～２年前

に見ましたが、そういう他市の動向というのは、今、高山市の話を杉

浦委員さんがされましたが、県内や碧海５市ではどうされているのか

図書館では把握されているのでしょうか。  

事務局事務局事務局事務局（（（（岡田補佐岡田補佐岡田補佐岡田補佐）：）：）：）： はい。今、中川委員がおっしゃられたように西

尾市は、すでに学校に専任の司書が入っています。豊田市もエリアを

分けて入っていることを承知いたしております。西尾市さんは、市立

図書館との連携もかなりうまく行って学校図書館支援センターという

ような名称で、図書館の中に学校支援の組織を作っていることは承知

しております。  

委員委員委員委員ＡＡＡＡ：：：： 西尾市は初めは教科書センターと言っておりまして、それか

ら数年で学校支援センターと両方でやっていて、そこに専任の人がい

ます。あれはちょっといいモデルになりますね。  

事務局事務局事務局事務局（（（（岡田補佐岡田補佐岡田補佐岡田補佐）：）：）：）：    安城市もその辺のところがやれるのかどうかと

いうことを今の子ども読書推進計画の中で研究検討していくという表

現にしていますので、今から皆様のご意見をお聞きしながら方向性を

出していきたいと思っています。  

井上会長井上会長井上会長井上会長：：：： 他に何かございますか。  

＜発言なし＞  

 それではこれで第２回図書館協議会を終わります。  

加藤館長加藤館長加藤館長加藤館長：：：： 長時間に亘りまして視察、ご協議いただきまして、ありが



 13

とうございました。次回の開催予定は、３月１４日（水）になります。

午後１時半からこちらの会場で予定をしておりますので、お忙しいと

ころ大変恐縮でございますが、皆様方ご予定の方よろしくお願い致し

ます。本日は誠にありがとうございました。お気をつけてお帰り下さ

い。  

 閉会 午後４時００分  

 


