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平成２４年度 第 2 回図書館協議会議 議事要旨 

 

 

  開催日：平成 25年 3月 8日(金) 18：00～19：40 

場 所：帯広市図書館 3階会議室 

■出席委員  

今泉委員、大平委員、高倉委員、長谷部委員、前田委員、山上委員、山崎委員 

  

■事務局 

吉田図書館長、谷尾副館長、鈴木係長 

 

■会議次第 

１. 任命状交付式 

２. 会長選出 

３. 会長挨拶 

４. 協議題 

（１） 平成２４年度事業報告（中間）について 

（２） 平成２５年度予算・事業（概要）について 

（３） その他 

５. 閉会 

 

■議事要旨 

 

１．任命状交付 

大久保生涯学習部長より前田龍一郎氏へ任命状交付  

       

２．会長選出 

 大平副会長の議事進行で会長を選出 

 会長は、委員の互選により前田龍一郎氏に決定 

  

３．前田会長挨拶 
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４．協議題 

 （１）平成２４年度事業報告（中間）について 

―資料 「帯広市図書館 年間事業一覧」に基づき事務局説明－ 

 

【会 長】  ご質問がありましたらお願いします。 

【委 員】  どの事業も参加者が多いのですが、どのようにPRをしていますか？ 

【事務局】  新聞や雑誌への掲載やラジオ出演、チラシを配布してます 

【委 員】  ピンポイントでの配布もありますか。マタニティ講座なら妊婦さんへ、

小中学生が対象なら小中学校へなどです。 

【事務局】  はい、そのようにしています。 

【委 員】  すごいいろいろな分野で行っておりますね。 

  誰が考えているのでしょうか。１３０年事業もあるのでしょうが、今年

新たに企画されたのは何割くらいありますか。 

【事務局】  講演会については、半分は新しいです。そのほとんどが館長への持ち込

み企画です。 

【事務局】  回想法のレコードの講演についても、講師の方が館長室に来て「こんな

ことやりたいんだけど」と持ち込まれました。また、文章教室についても

市民文藝の編集委員さんが「応募していただくだけではなく、書き方につ

いて教えてみたい」とお話しをいただきましたので企画しました。 

  職員は大変ですが、お話をいただける施設であるというのはとても光栄

です。 

 

【委 員】  ４館連携事業というのがありますが、道立美術館との連携は難しいので

しょうか。 

【事務局】  市の社会教育施設が対象となっていますが、緑ヶ丘の連携にはなると思

います。 

【委 員】  美術館の学芸員を招いて講演会などはしていないですか。 

【事務局】  そこまではやっていないです。 

   

【委 員】  横浜ミエさんの「今西祐行の世界」の講演会の人数はわかりますか。 

【事務局】  ２１名です。作品は児童文学ですが、子どもでなく大人の方が対象でし

た。 
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（２）平成２５年度予算・事業（概要）について 

― 資料 「平成２５年度 図書館予算一覧」に基づき事務局説明－ 

  

【委 員】  市民文芸誌や帯広叢書などが自宅に送られてきますが、皆さんはこれを

どのように利用されていますか。 

  読み終わったあとに病院などに持っていってもいいのでしょうか。 

  病院へは寄贈していますか。 

【事務局】  病院には寄贈していません。寄贈は、コミセンや学校、各図書館や過去

の編集員さんです。あとは販売用です。 

【委 員】  私が読んだ後で、病院などに寄贈してもいいのでしょうか。 

【事務局】  私どもも販売で歳入をあげておりますので、みなさんに寄贈というわけ

にはいきませんが、もし読み終わって病院に置いていただけるのでしたら

お願い致します。 

 

【委 員】  学校へのご支援が来年も続くようにお願いいたします。 

  なうまん号は僻地の学校ではみんな楽しみにしています。また、学校に

本を郵送してもらえるシステムがあります。これからも一番図書館を使う

のは子ども達ですので、支援活動をお願いします。 

【事務局】  図書館と学校との連携は、これからも図書館として協力していきたいと

思っております。 

【委 員】  学校への図書費の予算が非常に少ないです。学校司書への予算や新聞を

置く予算がつくのですが、現場レベルでは、うちの学校は３００人位生徒

がおりますが、新しい本は１００冊買えるかどうかです。 

【会 長】  図書館のリサイクル本を学校に供給するのはどうでしょうか。 

【事務局】  図書館に、「全集をよまなくなったので寄附したいのですが。」とお話を

頂くことがありますが、昭和４０年代とか５０年代だと誰も手にとりませ

ん。今の子ども達は、コミックのような表紙になったものや劇画タッチの

絵のものが人気で、古いものはリサイクル市に出しても持っていってもら

えません。 

【会 長】  需要と供給のミスマッチのようなものがあるのですね。 

【委 員】   学校へ本を購入して欲しいと現金の寄附と本の寄贈がありますが、古

い本は断っています。 

  うちの学校で一番本を読んでいた子は、一年間に１２０冊位読んだそう

です。この子は歴史の本を読んだのがきっかけで歴史に興味があり、それ
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で図書館の本を読み始めて１２０冊読みました。何か働きかけるきっかけ

が有効だと思います。 

【【委 員】  そうですね。きっかけが大事です。 

  新しい本で興味が出来て来たところから古い本を読むことにつながり

ます。いい本を寄贈してもらうことが重要です。しかし、どうしても寄贈

してくれる本は古い本が多いので、寄贈にたよるのは危ないです。  

  それでは、学校の予算がなかなか増えないとなるとどうやってきっかけ

をつくるか。「ぶっくーる」とかを利用し、新しい本を読んでもらって本

はおもしろいと思ってもらう。帯広市図書館からの「ぶっくーる」も置き

つつ、学校図書館の本も利用する。 

  ４～５年生に本を読む習慣が身につかないとその後が続かない。そして、

本を読むスピードが遅いと長い文が読めなくなってきます。 

 

【委 員】  生涯学習のステップアップで、ある人が小学４年生の時に先生が本を読

んでくれて、そこから本が好きになったと言ってました。 

  担任の先生が本が好きな先生だといいですね。 

【委 員】  横浜ミエ先生のように、大人にすすめて攻めていかないと。 

 

【会 長】  畜大でもそうですが、生物を見かけたときにどの本をどのように探し出

すか、これを大学生にやろうと思っています。自分で情報にアクセスでき

るように、子どもが興味を持ったときにこの本のここにあるよと教えてあ

げることが重要です。 

  学生は、インターネットでキーワード検索して答えをひっぱってくる子

が増えてきています。また、教官にすぐ答えをきく。私は、答えを絶対教

えないで図書館のこのへんにあったよと図書館を利用するようにさせて

います。 

 

【事務局】 「ほねほねサイエンス」はおもしろそうにやっていました。子ども達は本

当に楽しそうに犬の骨を組み立てていました。学んだことを最終的には本

に結びつけていきたい。  

  講演会では、当日関連する本を会場の中に持ち込み、講演会だけでは

なく、その後、自分でも読んでみるということを定着できればいいなと思

っております。 
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【委 員】  図書館のHPを見たら図書館の利用貸出のページがあるのですが、「障

害者サービスについて」という項目を載せて欲しい。 

  障害者サービスについて道内の他の図書館を探したところ、宅配サービ

スについてとか郵パックについてとか、また送料が無料や有料があります。 

  標茶町は、図書館の移動バスが個人のお宅まで本を届けるようで、「高

齢者の方、身体障害者の方は自宅前まで巡回いたします。 詳しい巡回時

間は図書館におたずねください。」と載っていて、これは楽しそうだなと

思いました。 障害のある方で若い方はＨＰを見ることができるし、図書

館バスに本を載せて自宅まで届けてくれるといいと思います。 

  たぶん障害がある方は、図書館へ行かないと本を借りられないと思って

いる方が多いと思います。ぜひ、ホームページに載せてください。 

【事務局】  検討できない項目ではないので、前向きに考えてみます。 

  標茶町の図書館は、うちの移動図書館バスみたいにスケジュールが混ん

でいません。 

【会 長】  可能性としては恐らく帯広のようなわりと人口が多いところでは、本を

届けるよりは、その地域の拠点を利用した使い方を考えるほうが現実的な

ような気がします。 

【委 員】  私も図書館に本を借りに来ていますが、車いすの方を見かける事がない

ので、なかなかここまでくるのは難しいのではないかと思いす。 

【事務局】  移動図書館バスの実現は難しいですが、HPに載せることは検討してみ

ます。 

 

【委 員】  子どもが男の子で活発なので、図書館に来てすぐ本を借りて、子どもが

騒がないうちに帰りたいと思っています。 絵本を読んであげたいのです

が、絵本がたくさんあってどれを選んでいいのかわかりません。たとえば、

「男の子を育てているお母さんに読み聞かせをして欲しい本のコーナー」

や「あたまのいい子に育てる本のコーナー」とかに分かれていたらいいと

思います。 

  赤ちゃんを連れているお母さんは、荷物は重いし、赤ちゃんは抱いてい

るし、他の子どもはいなくなるしという事で選ぶにも大変です。 

  入り口におすすめ図書のように、テーマ別にあったら嬉しい。 

【事務局】  子育て中のお母さんが役立つコーナーができないかなと私も思ってい

ますが、職員はかなり渋ると思います。 

  別置コーナーがたくさんあると本が非常に探しにくくなります。 
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  図書館も２階の医療健康コーナーは、あちこちの分類から持ってきてコ

ーナーを作っています。 

本当は、お母さんに「男の子を育てるためにこんな本を読んで欲しいコ

ーナー」ができればいいのですが、これはちょっと考えさせてください。 

  絵本は、画家のあいうえお順になっています。 

  絵本は、図書館によって作家順、出版社順、画家順に並んでいるところ

がありまして、帯広市図書館は画家順になっています。 

セット貸し出しでは「プチトマト」というのがあり、女の子と男の子は

分かれていませんが、１０冊セットになっています。 

【会 長】  大変ということはわかりますが、イメージとして私が思うにはデーター

ベースにして、本は画家順に並んでいるとしても、今おっしゃったように

たとえば５歳というキーと男の子というキーを押して検索すると、だいた

いこんな本がうちの図書館にありますよというのが出てくるような検索

ができるといい。 

  結局、男の子の親が自分の子ども達がこんな本を読んでましたよという

情報を集めることをベースに、図書館の検索場面で検索できるようになっ

てすぐ分かる。確かに並びかたを変えるのは大変なので、目的に沿った検

索の仕方をどうシステム化するかというのが一つの方策ではないかと思

います。 

【事務局】  いい方法ですが、システム全般のことなので、すぐ出来ますとはいいが

たいです。 

【会 長】  そうですよね。 

図書館の中にお母さん達がチャットできるようなコーナーを作ります。

たとえば、同じ年頃を持った男の子のお母さんが情報をプールできる「男

の子のお母さん方のコーナー」を作っておくだけで、案外一定のところま

でいくんじゃないかと思います。 

【委 員】  平常化できるといいですね。 一年間とか、紙でもいいのでおすすめの

本を書いてもらい、それを図書館が集計しリストにして張り出しておけば

いい。それ自体がおもしろい企画だなと思います。 

【会 長】  つまり、“利用者がつくる図書館情報”というコンセプトで作り上げて

いく。今はたまたまお母さんが子どもに対してということでしたが、園芸

好きの退職者でもいいわけです。そんな人たちがこんな本を読んで為にな

ったよというのを、図書館はクチコミをまとめる。逆にそこにアクセスす

ると友だちができる。そういうシステムをつくるとおもしろいのではない
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かなと思います。 

【事務局】 ご意見ありがとうございます。 

 

（３）その他 

 

【事務局】 ・雑誌スポンサー制度について報告いたします。 

  昨年度８社３６誌 308,000円の契約です。  

 これにより新たに雑誌、新聞を購入いたしました。 

 

 ・新年度より試行として新しいなうまん号で大きな企業を昼休みに巡回す

る予定です。 

 

 

以上で終了 


