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 私が図書館で仕事をするようになった 30 数年

前は、まだ図書館にコンピュータは導入されてい

なかった。貸出処理も、ブラウン方式といって本に

付けられたカードを抜き取って、利用券と一緒に

返却時まで保管しておくという、きわめてアナログ

な方法だった。 

 予約本を掴まえるのも、毎週回覧される全館分

の予約一覧（それも〝青焼き〟という時代）の書名

を覚えておいて、その本が返却された時に捕まえ

るのである。だから、予約一覧をしっかり頭に入れ

ておかないと、折角返却された予約本を取り逃し

て先輩職員から発破を掛けられることにもなる。本

の分類も目録書きも装備もみんな自分でやるから、

受け入れた本はその内容まである程度覚えてい

た。 だから、80 年代はじめにようやく図書館業務

のコンピュータ化が取り沙汰されはじめると、いま

からは信じられないことだが、人員削減や仕事の

質的変化を危惧して、コンピュータ導入の是非が

大きな議論にもなった。 

 コンピュータの導入がなければ、今日のような膨

大な蔵書管理も、貸出も予約処理も不可能である。

何より全国の図書館の所蔵状況が、居ながらにし

て検索できるようになるなど、当時は夢にも思わな

かった。それなら、コンピュータ導入を巡るあの議

論は、時代の先行きを読めなかった愚かさとして、

一笑に付されるべきものだったと言えるのかどう

か。 

近年の図書館現場はよく知らないが、IC タグを

利用した自動貸出機、予約本の「セルフ」受け取り、

自動化書庫など一段と機械化が進んでいるように

見える。市民向けの説明では、異口同音に利便

性の向上が謳われ、新たなサービスの有効性がＰ

Ｒされている。 

 だが、果たして本当にそれが目的なのか。実は、

職員削減の代替手段としての機械化であり、同時

に新たなシェア拡大に鎬を削る情報産業の格好

のビジネスチャンスとして推し進められているにす

ぎないのではないか。 

 自動貸出機は、貸出カウンターでの待ち時間が

短くなるとか、職員を介さずに本が借りられるから、

個人情報保護の観点からも望ましい、などとＰＲさ

れる。だが、本当はカウンターに職員を十分に配

置できないための手段で、例えばこれまでなら延

滞資料のある利用者には、カウンターで職員が直

接事情を確認しながら返却を促すことができたの

に、自動貸出機ではそれができない。一定期間以

上延滞したら自動的に貸出停止にするシステムの

導入も、それと同じ軌道の上にあるように思われる。

待ち時間の短縮というが、そもそも年がら年中カウ

ンターが長蛇の列などということではなかったろう。 

 予約本の「セルフ」受け取りコーナーというのは、

膨大な予約本を仕分けする職員の手間を省くの

が目的だから、それを採用したことで「自分の予約

資料を探すのが楽しいという利用者の声がある」

などと説明されても、何か後ろめたさの言い繕い

のように聞こえる。 

 わが図書館では採用していないが、自動化書庫

なども近年の公共図書館で導入するところが増え
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ているようだ。職員すら入り込めない書庫に、コン

ピュータ制御のロボットアームが行き来して、指定

された本が収められたコンテナを、ベルトコンベア

で出し入れするシステムである。最大のメリットは、

職員がいちいち書庫に行って本を選んだり、分類

順に配架したりする手間を省くことにある。必要な

本はコンピュータで検索して、取り出しを指示すれ

ばよいというのがウリである。だが、実際に導入し

た館の職員に聞いてみると、出納が重なったとき

など出て来るまでに結構な時間が掛かるので、従

来は閉館時間まで受け付けていた書庫出納を、

閉館前の一定時間で締め切るようにしたというの

である。   

もともとコンピュータ画面だけで、利用者が求め

る資料を特定するのは困難な場合が多い。実際

に手に取って目次を確認し、時には該当ページを

斜め読みして、利用者が満足しそうな本を何冊か

選び出して提供するのが普通だ。まして年鑑類を

時系列で調べたい時など、一冊一冊機械で取り

出すのは便利なようで、実はばかばかしいことで

はなかろうか。一旦仕舞われたら、永久に利用者

の目に触れないで終わる本も、従来の書庫以上

に増えるはずである。 

さらに仔細なことを言えば、わが館が新しく導入

したカラーバーコードは、カメラで読み込むために

本の背の一定の場所に貼るよう細かく指示されて

いる。これまでも分類ラベルを貼ってはいたが、で

きるだけ背の情報を隠さないような位置を選んで

貼るようにして来た。いまや、そんな面倒な配慮も

不要という訳である。 

ひと言でいえば、便利さや経済効率のために、

それ以外の価値は捨て去って顧みないのである。

もっとも、こうしたシステム更改には莫大な経費が

投入されているのだから、経済効率というのもじっ

くり精査してみる必要がある。 

職員が利用者と、貸出や返却の合間にカウンタ

ーでちょっとした会話を交わす。そこから何を求め

て図書館に来られたのかを知り、利用者が気付か

ない資料をさりげなく案内したりする。そんなアナ

ログだが人間味のある図書館像は最早失われて、

ただただ黙々と立ち働く職員と、自分の予約本を

黙って貸出処理して帰っていく利用者。少し誇張

が過ぎるかもしれないが、そんな殺伐とした風景が、

わが図書館の日常となりつつあるのかもしれない。

その原因は、むろんそこで働く職員にではなく、何

か訳の分からぬこの国の構造にあるのである。 

 

渡辺京二氏の『逝きし世の面影』（平凡社ライブ

ラリー）という本は、幕末から明治にかけて日本を

訪れた外国人の膨大な日記や記録を渉猟し、江

戸という時代がどのようなものであったかを様々な

位相において描出した名著である。本書によれば、

ともすると江戸時代の庶民は、身分制度に縛りつ

けられ、暗く貧しい社会を耐え忍んで生きていた、

と私たちは思い込みがちだが、外国人たちの目に

映ったその姿は、実は意外に明るく、大らかで、幸

福感に溢れる自足したものであったという。 

渡辺氏は、江戸というひとつの個性的な文明の

滅亡の上に、日本近代は打ち立てられたのであり、

時代によって変容しながらも、何か連綿として日本

文化が持続しているように考えるのは、おめでた

い錯覚にすぎないという。 

社会の変容ぶりにおいて、明治維新、そして 70

年前の敗戦に次ぐとまで言われる近年の「ＩＴ革命」

は、果たして何を滅亡させ、何を生み出そうとして

いるのだろう。          (会員) 

  

町田市立図書館３月５日リニューアルオープン 

利用者の利便性の向上のため、ＩＣタグに 
対応した 図書館情報システムに変りました！ 

１．貸出・返却手続きのセルフサービス化 

 セルフ貸出機・返却機を用いて利用者自身が手

続きをする 

２．予約資料貸出のセルフサービス化 

 中央館・鶴川駅前図書館は、利用者自身でコー

ナーに並べてある自分の予約本の手続きをする 

３．セキュリティの強化  

 新たに、さるびあ・堺図書館にＩＣタグ対応の入退

館ゲートを設置。（既存：中央・金森・鶴川駅前） 

４．図書館ホームページのリニューアル 

 より見やすく充実､新規ｲﾝﾀｰﾈｯﾄサービスも開始 

5．ソフトハードの全面更改 
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侘しくて、ひと言  新しいシステムになって中央

図書館の入り口を入った時、スゥーと胸の中が真空

になった。いつも居てくれていた図書館員がいない。

「無人駅だ」、と足が止まってしまった。 

いつものように児童コーナーへ行く。貸出機があ

る。図書館員も目で見えているのに、利用者の声も

聞こえるのに人を感じない。 

仕事からまだ戻らない親のいない食卓で、お母さ

んの用意しておいてくれた夕食を 1 人で食べ、塾へ

出かける子どもの吐息を背中に感じた。 

何度図書館へ行っても、この無人のショックは消え

ず、並んでいる本は風景にしか見えない。 

７月になって予約本を受け取りに行った。通知の

葉書をカウンターに出すと図書館員がすぐ対応して

くれた。私の心がほほえんだ。カウンターを出てきて

くれた人は、「予約本のコーナーはこちらで・・・」と通

知に書かれた数字と棚の数字の意味を説明してくれ

た。「あー、またまた図書館の方と話をする機会がな

くなったのね」と吐息まじりの言葉を出してしまった。

予約本を棚から取って借りてきたが、教えて下さった

お礼を言ったかどうかおぼえがない。 

これまでは、図書館員に手続きの終わった本を「ど

うぞ」と手渡された時“にこっ”として借りていく子ども

の姿を何度も見かけた。「どうぞ」の一言で図書館員

と読書という温かさを共有したことであろうに。せめて

子どもたちに温かく本を手渡してもらいたい。 

              （かえで文庫／高橋臣子） 

我が家の娘（40歳代）は、中央図書館利用者です

が、新システムについては肯定的で借りるのに以前

の様に並ぶことはなくなったし、一度にまとめて処理

してくれるのでスピーディで良いという意見です。 

私自身も、新しいやり方にかなり慣れたので借りる

にもパっパッとやれます。重ねて何冊も一度の操作

ですみます。確かに並ばなくなりました。 

ただ実に不便だなと思ったのは、翻訳書を探すと

きに作者しかパソコン上に出てこないことです。有名

な本は何人もの翻訳者が訳しているのに機械上で

は検索不能なのです。新システムになるまえは訳者

も記載されていました。 

文学館でときに町田ゆかりの作家紹介するときな

ど、非常に不便を感じました。 （会員／丸岡和代）               

今年４月に中央図書館を利用した際、利用の仕

方が変わったのを初めて知った。まず入り口にいた

職員の方がいなくなっていて、御用の方は電話を、と

電話がおいてあったことに驚いた。本の借り方も

Tsutaya ですら店員がバーコードを読んで貸し出

しするのに、利用者年齢が高いにも関わらずセルフ

サービスでタッチパネルで借りる事にとても驚いた。 

また予約サービスもカウンターの奥に予約本の本

棚があり、無断持ち出しのないようにあるゲートを通

ると 1,2,3…と棚に書いてあり、自分のカードを通すと

番号がでてきて○番棚の上から何段目という指示に

従い自分で本を探すしくみだった。 

また、図書館のホームページもわかりづらく、本の

予約がしづらくなっていた。そしてパスワードがわか

らなくなったから、カウンターでパスワードを変えたい

と言ったら、それは自分でマイページで行ってくださ

いとページに入れないから変えたいのにシステムを

理解していない答えが返ってきた。結局紙で予約し、

その場で出したが予約完了通知がハガキのままです

と言われ、もしカウンターでパスワードを変更できれ

ばハガキ通知をメール通知にでき図書館側も経費を

節約できただろうにと思った。便利にしたようで詰め

が甘く、反対に残すべきところがなくなっているように

感じた。 また、たまたま図書館に配属されてしまった

人なのかパソコンのことも図書館のことも何もわかっ

ていないような職員もいた。 

小学生の頃から利用しているため、なじみのあっ

た図書館が味気のない場所に変わろうとしていること

に悲しい気持ちになった。   (20代／Ｍ・Ｈ) 

本を借りたり返したりをすべて機械ですませるよう

な時代になるとは、長生きしたものである。新しいも

のには大いに興味がありすぐに出かけてみる。入口

近くのカウンターには返却機が２台並んでいて、「こ

んにちは」と声を掛け合う人が見えない。貸出機の方

には、何人かの人が回りに立っていて、もたもたして

いる人に親切に説明をしている。 

返却口に本を入れるとずーっと音がしてドン！と

落ちた。「ありがとう」と小さい声で言う。貸出機もドキ

ドキしながら前に立つ。本を乗せてカードを・・・、つ

い、差し込むところを探してもたもたしてしまう。何冊

も本を乗せて一度に読み取り貸し出しOKなのはあり

がたいが、「お願いします」「ありがとうございます」と

借りる楽しみや言葉のやりとりなしで借りる本は少し

価値が下がる気がする。つい先日紙芝居を返却口

に滑り込ませたら、横から顔が出て「紙芝居は、手渡

しでお願いします」と言う。「これから気をつけてくださ

い！」と。「あ～ すいません」と思わずあやまりながら、

はて？ と思う。手渡しはこちらの願うところ、高い返

却機はもう少し低くして、中で働く人たちが見えて楽

しい言葉のやりとりができたら・・・。  （７０代／C子） 
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戦時中の言論責任をとって朝日新聞社を辞めた

武野武治氏は、「戦争は始めさせてはだめだとい

うことです。『ああこりゃひどい、こんなことになるな

ら』といってやめさせようにもやまないんです。やら

せないために何が必要か。簡単な事です。現実の

世界で何が起っているのか、アメリカが、中国が、

ロシアが、その他の国々と何をやっているのかとい

う現実を正直にお互いに知らせ合う事です」と、

『日本人はなぜ戦争へと向かったのか』(NHK

出版下巻)の中で述べています。 

 安倍内閣は昨年７月１日集団的自衛権容認を

閣議決定し、今年７月 15 日には１１本もの安保関

連諸法案が無謀にも一括審議にかけられ与党（自

民、公明）が２/３以上占める衆議院の安保特別委

員会で採決を強行しました。翌 16 日には衆議院

本会議場で自民党、公明党に「次世代の党」が加

わり圧倒的多数で採決されてしまいました。 

 国会周辺では５月以来「戦争させない」「アベ政

治を許さない」「９条壊すな」「戦争反対」等プラカ

ードを手に老若男女が国会を取り囲んでいます。

若い学生さんたちの SEALDs（シールズ）は私のよ

うな老年にとって希望の星です。世論調査でも国

民の６割がこの法案に反対です。 

 私は敗戦後の 1947 年中国から引揚げた経験か

ら、「戦争は悲しく辛いもの」でした。戦争の放棄を

規定した現憲法のもとで戦後 70 年間戦争をしな

かった、明治時代以来こんなに長く戦争をしなか

った時代は日本にはなかったのです。わが国が引

き起こした第二次世界大戦で 310 万人の国民と

2000 万人ものアジアの人々の死を無駄にしては

ならない！二度と再び戦争を引き起こしてはなら

ない、安倍政権の安保法は絶対反対です。日清

戦争から太平洋戦争、敗戦に至る日本の歴史の

反省の上に立つ日本国憲法の見方は歴史認識と

深く結びついています。 

 安倍晋三氏は戦前の歴史を懐かしみ、それを取

り戻すための自主憲法制

定・改憲派として今日に至

っています。ですから、立

憲主義を無視し、憲法違反

の集団的自衛権を盛り込

んだ時代錯誤の安保法を制定し憲法改正（特に

九条）へとつなぎたい、彼の本音です。 

 第一次安倍政権時の 2007 年に 47 年教育基本

法を「改正」し愛国心を盛り込み、道徳教育を教科

化しました。2012 年・第二次安倍内閣では改憲を

公約しています。改憲には時間がかかるので 2004

年自民党幹事長のとき岡崎久彦氏との対談本『こ

の国を守る決意』（扶桑社）に「60 年安保の祖父・

岸信介総理はアメリカの日本防衛義務を条約の

中に書き込んで日米安保の双務性を実現しようと

した。自分の時代には堂々たる双務性にしていく

と誓った」「軍事同盟とは血の同盟で、アメリカの青

年が血を流すのであれば、日本も血を流さなけれ

ば日米は対等になれない」と述べてます。このよう

に集団的自衛権・安保法は戦争法です。 

 私たちは今、歴史の岐路に立っています。私た

ちの選んだ議員たちがどのような行動をしている

か、しっかり見届け、これから行われる参議院の法

案審議を監視し、戦争法反対の意思表示をしよう

ではありませんか。来年７月は参議院選挙です。

投票行動によって、戦争法を葬り、憲法破壊を止

めさせましょう。再び愚かな戦争時代をくり返さな

いために。 

 歴史はくり返す 愚者は経験に学び、賢者は歴

史に学ぶと言われています．少し遅いかもしれま

せんが私は賢者になりたいとしみじみ思います。  

                （会員  住田啓子） 

  先週、立憲フォーラム、立憲デモクラシーの集

会に参加しました。雨でしたのでデモには参加しま

せんでしたが、個人の意志で参加している人が多

く、若者の多さに少しほっとしました。先の総選挙で

は投票率が６０％弱、自民党は３割弱の得票率

で、６割もの議席を得、むき出しの横暴さ。 

            みんなに見てほしいですね。 

         この悔しさをバネに頑張りましょう。 

          (7/17 住田) 

｢戦争は始めさせてはだめです」（むのたけじ） 

今私たちは運命の岐路に立っています 

安倍内閣の愛国心教育・特定秘密保護法・集団的自衛権容認は 

戦前回帰への三位一体改革 
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 ７月 18日から町田市民文学館で、「宮沢賢治 

イーハトーヴの鳥たち」展が開かれています。 

 宮沢賢治の童話や

詩には、多くの鳥が登

場します。「よだかの

星」「二十六夜」「烏の

北斗七星」「雁の童子」

「林の底」など、鳥が

主役になっている作

品や、「セロ弾きのゴ

ーシュ」や「十力の金

剛石」「まなづるとダァ

リヤ」のように主役でな 

くても重要な役目で出てくる作品もあります。賢治

の代表作「銀河鉄道の夜」は死後の世界を描いた

ものですが、もうひとつの世界にすむ星座の世界

の鳥たちがいろいろ出てきます。 

 町田市民文学館では、鳥が登場する賢治の童

話を、絵本や紙芝居の原画を展示して見てもらお

うと考えました。本物そっくりのバードカービング

(木彫りの鳥)、野鳥図鑑の絵もならべ、賢治文学の

鳥の世界を楽しんでもらおうと思っています。 

 宮沢賢治は、山や森、草原などをいつも歩きま

わっている人でした。登山がすきで、岩手山には

40 回も登っています。また、地質調査・土性調査

のために、盛岡周辺や稗貫郡を何日も何日も歩き

まわり、しょっちゅう野宿もやっていました。野山を

歩きまわりながら、山や林でよく出会い、親しんだ

のが鳥でした。鳥は、人里にも林にも、草原にもい

ます。冬鳥、夏鳥といったように、季節が変わって

も鳥はいつもいてその姿を見ることができます。姿

が見えなくても、さえずりを聞くことができます。賢

治は、いろんな季節に、いろんな場所で鳥に出会

い、鳥のことが好きになっていったのです。 

 また賢治は、見知らぬ世界、自分が行けない世

界への憧れをだれよりも強く持つ人でした。人間

は地上でしか生きられませんが、鳥はつばさを持

ち、自由に大空を飛ぶことができます。高い山を

越え、広い海を飛んで、どんな遠い世界へも行くこ

とができます。そこで賢治は、地上で生きる自分の

願い、憧れ、祈りなどを、つばさを持つ鳥に託そう

としたのでした。 

 童話「雁の童子」では、天上にすむ人が鳥、ガン

の姿になって地上に下りてきます。「よだかの星」

ではよだかは最後に、天に上っていきます。このよ

うに、現実世界と非現実の世界、この世とあの世、

三次元と四次元、２つの世界を自由に行き来する

ものとして、賢治は鳥を登場させたのでした。 

もうひとつ、賢治は、鳥のさえずり、鳴き声に興味

を持ち、つよく魅せられていました。風の音、水の

音、雨の音…自然の中の音楽に敏感だった賢治

は、いろんな声でさえずる鳥の音楽に、どんなもの

よりもつよく惹かれたと思います。 

今回の展覧会は、ちょうと夏休みを中心に開か

れます。そのため、子ども向けの行事、ワークショ

ップをたくさん用意しました。 

 ・折り紙で鳥をつくる 

 ・バードカービングの講座 

 ・夜空の星の中に鳥を見つける会 

 ・賢治のおはなしモビールづくり 

 ・賢治童話・紙芝居上演会 

８月後半からは、大人向けの行事もあります。 

展覧会場を使っての、チェロとヴァイオリンのコン

サート、賢治文学についての講演会などです。 

国松も、９月５日(土)の 14：00 から、「イーハトー

ヴの鳥を読む」という話をします。 

賢治の童話や詩にはたくさんの鳥が登場して、

とても重要な働きをしています。賢治文学では、鳥

はとても大切な要素なのです。 

ぜひ、この夏は町田市民文学館にお出で下さい。

そして、イーハトーヴのさわやかな風と光にふれて、

リフレッシュして下さい。お待ちしています。 

                      (本会会員) 

「宮沢賢治 イーハトーヴの鳥たち」展 を開きます 

児童文学作家 国 松 俊 英 
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【館長報告】 

１．平成 27年度第 2回町田市議会定例会について／

図書館関連の質問なし 

２．その他 

 ・嘱託員の採用／6月 24日、1次選考合格者 30

名と面接し、6名を採用決定 

・前回定例会での質問に応えて 

▷ 2009 年度からの館別図書購入費（図書、雑誌、

AV 資料）の推移：2015 年度は全館合わせても

2009 年度の 46％に過ぎない。この間 2 館増えて

いるので１館当たりの図書購入費はさらに減額。

中央館でいえば 2015年度は 2009 年度の 36％。

館数が増えたことにより、雑誌購入費の総額は増

えたが、1館当たりは減額 

▷ 忠生図書館の利用状況 2015 年 5 月の町名別

貸出人数（地域別利用者動向） １．忠生 1805 人

（22％） ２．図師町 1656人 ３．木曽西 671人、以

下根岸、山崎町、小山田桜台、常磐町（ここまでで

ほぼ 75％）。今後も継続して動向確認。 

〈主な質問・意見〉 

・予算について／AV資料購入費の前年比が他の

ものに比べて 55％と著しいのでは／町田市全体

の予算の中で、図書館の予算が特に減らされてい

るのか／システム更改による維持費の増減はあっ

たか／資料費を増額するためにはどのように動け

ばよいのか／町田市全体の予算は増えているの

になぜ生涯学習の予算は減少しているのかなど、

予算に関しては各委員とも危機感を感じていて、

様々な質問が出た。 

〈館長から〉 この 7年間で2館を新設し、さらにシス

テム更改をしているので、図書館費全体の予算は

2014 年度がピーク。しかし、各館に配分される資

料費を取り出してみると 2009 年度から一貫して減

少しており、2015 年度には 2009 年度のほぼ半分

になっている。すでに資料費以外は削減しており

これ以上減らせるところはない状態になっている。

町田市は中央図書館にしか AV資料がなく充実し

ているとは言えないので削減しないようにしていた

が、継続困難のため、図書と同様に 2009 年度の

およそ半分という線にあわせた。 

 システム更改後もシステムに関する費用はほぼ

同じ。以前は情報システム課が賄っていたが、今

年度は図書館で負う様になった。また、バーコード

と IC タグ両方を装備するため、IC タグ分のコスト

は増加。資料費の現状については良いとは思わ

ないので、資料費を含めた図書館費の増額を要

求していく。 

【協議事項】 

１．「町田市子ども読書活動推進計画推進会議」

委員の推薦／砂川委員を推薦することに決定 

２．図書館評価について／図書館より：第2期の図

書館評価の依頼は 8 月より始まる第 16 期の図書

館協議会第 1回定例会で依頼する 

３．図書館への要望書について／要望書案を委

員長が提示、内容について検討。 おはなし会等

の情報を図書館の HP にアップすることも要望す

る。 

★次回第 20回定例会：7月 23日(木)15：00～  

    町田市立中央図書館 6階中集会室にて  

    傍聴自由！ 

  第 101 回 全国図書館大会のお誘い 

 10月 15日（木）・16日(金)に全国図書館大会が東

京で開催され、昨年に引き続き市民の部会（第２２

分科会）も開催されます。図書館に関心のある市民

の方は是非ご参加下さい。 

詳しくは日本図書館協会 HP に掲載。 

      (申込締切９月３０日、１日参加３000円) 

～おすすめ～ 

・１０月１６日午後 第２２分科会 

 「市民と図書館：図書館を支える市民の力」 

基調報告：犬塚まゆみ氏（伊万里市民図書館元館長） 

テーマ「市民力に支えられて」 報告：石倉賢一（としょ

かんふれんず千葉市代表）「『としょかんふれんず千

葉市』の目指すもの：図書館と市民のつながりの中

で」、パネルディスカッション。 

・１０月１６日午前 第１４部会「図書館を語る」 

基調報告：竹内 悊氏（元日本図書館協会理事長） 

テーマ「図書館のめざすもの」 報告：嶋田学（瀬戸内市

新図書館開設準備室長）、加藤容子（津山市立北陵中学

校学校司書）、濱田幸子（図書館友の会全国連絡会） 

第 15期図書館協議会 第 19回定例会 

6月 25日(木) 15時～17時 

於：町田市民文学館大会議室（傍聴 1名） 
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去る6月13日（土）、１時半から総会を開く。2015

年度の活動は、活動計画の一つ、「すべての町田

市立小中学校図書館に『専任・専門の学校司書』

の配置を実現する為に、町田市教育委員会との

面談・学校見学等の活動をすること」に、特に重点

を置くことを確認。 

引き続き ２時より交流会。 

参加者 13名（図書指導員７､司書教諭１､市議会 

          議員２､その他３、/内会員６） 

１．ブックトーク 低学年向き「こわいぞ～ おばけが

いっぱい」谷釜房子(会員）。「夏と言えば？怖いと

言えば？そうおばけです」という呼びかけから始ま

って、『うさんごろとおばけ』（瀬戸恵子/グランままシ

ャ）、『おばけのジョージー』（ロバート・ブライト/徳間

書店）、『おばけやかたのひみつ』（大島妙子/偕成

社）等７冊を紹介。「他にも怖いおばけの本が見つ

かったら、教えてね」と締めくくった。 

２．改正学校図書館法の解説と町田市の動向・教

育部長との面談の報告／水越規容子（会員） 

 2014年６月に学校図書館法の一部が改正され、

学校司書を置くよう努めなければならないと定めら

れ 2015 年度より施行が始まった。考える会では、

5/22 教育部長他４名と面談をして、法改正に伴

い、町田市ではどのように対応するのかを聞いた。

その際、学校図書館に関する要望書と町田市の

図書指導員の現状（『知恵の樹』193 号 P．6 参照）

を提出。考える会としては、「○年後にこういう形に

する」といった約束を頂きたいと申し出たが、教育

委員会側は、国の直接的な指示がまだ出されて

いないし、予算が関わることなので、今は具体的

なことは言えないとの回答だった。そこで、要望書

の 5 番目「校長などの管理職や一般教員に対し、

改正学校図書館法の意義と学校司書の役割の重

要性について十分な理解を促すため、機会を設

けること」は是非行ってほしいと最後にお願いし

た。 

司書教諭の発令から 15年が経つが、学校図書

館にあまり変化はない。先進的な実践校には必ず

学校司書がいる。今回の法改正は、学校図書館

の充実に学校司書が欠かせないことを国が認め

た証といえる。 

 町田市は 2002 年に図書指導員を有償教育ボラ

ンティアとして全校に配置。2013 年度より、ボラン

ティアの枠を外し当初 1 日４時間まで 2000 円を

3000円、年 140日を 175日（週 5日で 35週）と、

少し待遇改善が見られたに留まり、未だ、公募で

もなく、資格も問われないので、学校によりかなり

の格差が生じている。 

３．情報交換 

図書指導員：法改正のことはあまりよく知らなかっ

たので、今回話が聞けてよかった／図書指導員が

入らない学級の児童からの要望で、全学級の図

書の時間に入っている。学級数が多いので、１日

に４時間以上やらざるを得ない。⇒1 か月の図書

館使用時間数を調整し、事務作業ができるように

したらどうか？／図書委員会や選書について、図

書指導員に丸投げ状態／司書教諭が替ったら、

全く選書をやらせてもらえなくなった。⇒選書は、

蔵書のことをよく知っている図書指導員が中心に

やるべき／準備室が無いので、本の装備をする場

所が無くて困る。時間外に作業をすることになる。

議員より：学校教育部自体は、学校図書館の改善

を考えているが、財務部を説得しないと実現でき

ない。／学校司書が行政の枠に入ると、図書館の

自由が脅かされるのではないかという懸念もある。 

司書教諭：司書教諭の役割が分かり、勉強になっ

た。 

 学校図書館を作るのは、学校司書、学校図書館

を使って何ができるかを教員に広めるのが司書教

諭の役割だと考える。既に近隣の自治体で成功し

ている学校もある。教育の質的格差が広がらない

内に、町田市の学校図書館が豊かになるよう活動

していきたい。   （市川） 

 

 

 

2015 年度 総会・交流会  報告 
於：町田市立中央図書館中集会室 

町田の学校図書館を考える会 
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  会報 194 号 掲載予定記事について. 

  講演会企画・・・佐々木央
ひさし

さん（共同通信社）を

講師に、11 月に実施。２，３希望日をあげ講師と

調整（⇒後日、11/15（日）15 時から開催するこ

とに決定）. 

  図書館見学＆図書館サポーターとの交流につい
て…いくつか候補が上がるが、次回に持ち越し. 

  図友連会費納入の件・・・今年度分は大会参加の

際山口さんが立て替えて支払う。会計から振り込ん

だ２千円は、次年度分として処理した. 

  町田市立図書館システム更改について・・・町田市
の図書館の基本は、「貸す」方向だったのに、今回の
改正で、住所未確認（1か月）や延滞（42日）が続くと、
借りられなくなった。職員の中で十分に議論されない
まま、実施されたのが残念。図書館協議会でも話題
にしたい （１ｐ参照） . 

  資料費（図書購入費）増額に向けた取り組み・・・図

書館資料費が大幅に減額されている。増額獲得に

向けた具体的策が話し合われる。まず、協議会を通

じて経過を見て、すすめる会は動く（ｐ６参照）. 

  夕涼み会について…8/27（木）、予算￥4000.  

・嘱託労の定期大会の報告（市川）・・・第 8 回定
期大会を６月 18日に開催。前回大会予定日（2013

年 11 月）まで三役が決まらず、2014 年 1 月に定
期大会を延期、今後の三役選出方法について時間
をかけて話し合ってきた。各ブロックから一定の
人数を出して選挙をする、三役持回り制度を実施
することに決定。今回の定期大会で、新三役と執
行委員が選出された。執行委員長は、山下亜紀さ

ん。【手嶋(手記)：代表として招かれ本大会に出席。
嘱託労の大会は、代議員制度ではなく、組合員がほぼ
全員参加し、自分たちのことは自分たち自身で決めると
いう直接民主主義の体現である。どのような課題であれ、
嘱託労全体で徹底的に議論し、結論を出すという手法
が定着している。この手法が採られている限り、嘱託労
はこれからも幾多の困難を乗り越えていくことは間違いな
かろう。】 

・第５回図書館子どもまつり（清水）・・・実行委

員会を組織する前の説明会が６/23（火）新団体も

加わり 15 団体ほど参加して開かれた。第４回実

施状況を映像写真で紹介後、今後の祭りに対する

期待や具体案などが話し合われた。 

 実施日<2016/３/23（水）～27(日)> 担当者を推
薦…これまで推し進めてきた責任もあり増山が
引き受ける。会企画として、前回同様、広瀬恒子
さんを講師に「子どもの本・新刊紹介」を出すこ
とに。第１回実行委員会は 8/25（火）14 時～中央
図書館ホール． 
・全国図書館大会分科会について(山口）(6ｐ参照)

『図書館雑誌』７月号に詳細が掲載される。是非
実行委員（本日現在：手嶋さん）に名乗りをあげて
欲しい。． 

・市内の文庫等の連絡地図について（鈴木）・・・
子どもと本が出会う場所として、文庫等の連絡先
が書かれたマップが、中央図書館に掲示されてお
り、地域館では、ちらしを配布するとのこと． 

・会費未納者について（丸岡）…会計の引き継ぎ
が終わり次第報告する 

・事務局より（増山）…今年度会員名簿を配布。      
個人情報なので、慎重に扱って欲しい。データで
の配信はしないので、欠席で入用な方はご連絡を． 

・新会員：岡澤陽子さん（日本女子大学図書館司書 

２年目）、中嶋真さん（町田市立図書館副館長） 

 ＊〔№193（ｐ７ 右段 28～29 行目）訂正してお詫びします〕 
  金森図書館では買い替え予算を組んでいないので⇒ 
   金森図書館では買い替え予算が１５万円と少ないので   

 ８月の定例会、会報はお休みです． 

<編>安保関連法案が衆議院を通過。日頃政治に無
関心な友人も国会前デモに参加しているという。現政
権に何を言ってもごまめの歯ぎしり、とあきらめムードの私
に平和を願う吐息が酷暑の熱気以上に熱く迫る。(Ｍ⁴) 

2015年度第５回（通算 99回） 

文学館(主催)で楽しむ おとなのためのおはなし会 

   ８月１６日（木）10：30～11：30  

   町田市民文学館 ２Ｆ大会議室 

            プログラム  

・町田ゆかりの作家：「国松俊英」増山正子 

・紅玉 （後藤竜二作） 大澤里子 

・ドシュマンとドゥースト(イランの昔話)佐藤香織 

・むらさき花だいこん（大門高子作）伊藤倭子 

   直接会場へどうぞ！  保育有 

問合せ：町田市民文学館 ☎042-739-3420 

 定例会 6/23（火） 報告  

・16：30～193 号刷（伊・手・清・丸 他） 

・18：00～20：00 中央図書館中集会室 

             

田井さんを囲んで、図書館見学参加メンバ

ー 

 

出席: 石井、市川､岡澤、久保､清水、   

   鈴木真、高橋､手嶋､増山､丸

岡、  守谷、山口  

    山口、渡辺彰 

 

◇「図書館の自由に関する宣言」 ６０周年記念講演会
／8/8(土)13:30～16:00／日本図書館協会 ２階
研修室／講演：「図書館と表現の自由―法学者か
らみた図書館の自由宣言」講師：松井茂記氏（憲
法学者他）・対談：松井茂記氏＋塩見昇氏（大阪教
育大学名誉教授、前日本図書館協会理事長/無料
/直接会場へ(問:日図協企画調査部 03-3523-0815） 

◇学校司書、委託でいいの？―学校図書館法 改正を

受けてー／講師：水越規容子さん(学校図書館を考える

全国連絡会代表）／８/22(土)13:30～16：30／男女
共同参画センターらぷらす(北沢タウンホール 11 階 

研修室 3,4/下北沢駅南口歩５分)/無料・直接会場へ／ 

問:世田谷の図書館を考える会･三木(03-5438-5763) 


