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平成 26年度 第 2回図書館協議会会議 議事要旨 

 

開催日：平成 26年 10月 30日（木）18：00～19：50 

場 所：帯広市図書館 3階会議室 

 

■出席委員 

金山会長、大平副会長、亀井委員、坂井委員、菅原委員、山﨑委員 

 

■事務局 

   大久保生涯学習部長、本江図書館長、鈴木副主幹、小松係長 

 

■会議次第 

   1.部長挨拶 

   2.協議題 

    （1）平成 25年度決算について 

    （2）第三期子どもの読書活動推進計画について 

    （3）その他 

   3.閉会 

 

■議事要旨 

 

１．部長挨拶      

 大久保生涯学習部長より挨拶 

 

２．協議題 

 （１）平成 25年度決算について 

【会 長】   事務局から説明をお願いします。 

        ＜小松係長より年間事業一覧等に基づき内容説明＞ 

 

【会 長】   市民一人あたりの貸出冊数の目標値（H31年度末で7.0点）の根拠・背 

景などがあれば教えてください。 

 

【事務局】   明確な根拠はないが、旧図書館から新図書館に移行した直後に貸出が 

急激に伸びたことから、当時の道内主要都市でトップの数値である 
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7.0点を目標値に設定している。 

        H25年度数値では1位 江別市 6.98点、2位 旭川市 6.69点、 

3位は北見市 6.06点、帯広市は5.67点では道内4位となっている。 

 

【会 長】   市民文芸賞・準賞の受賞者が昨年、今年と該当者がなかったという事 

で残念に思う。 

        単に該当者がいなかったという受け止め方で良いのか？ 

 

【事務局】   今年第54号発行という歴史を重ねている事業だが、2年連続受賞者が 

いなかったという事も踏まえ、今後どういう方向へ向かっていくのか 

検討する時期に来ていると考えている。 

        市民文芸を始めた頃は管内他町村で文芸誌発行をしている所はほとん 

どなかったが、今では全ての町村に広がっており、市民文芸が大きな 

役割を果たしたと考えている。 

        また、平成22年度から高校生以下を対象としたジュニア文芸を開始し 

たが、年々応募者が増加しており市民文芸に繋がっていくと考えてい 

る。 

 

（２）第三期子どもの読書活動推進計画について 

【会 長】   事務局から説明をお願いします。 

        ＜鈴木副主幹より資料に基づき内容説明＞ 

 

【委 員】   課題のうち、ボランティアの人数不足とあるが、具体的にどのような 

団体のことか？ 

 

【事務局】   絵本との出会い事業や居場所づくり、土曜学校図書館開放など。 

 

【委 員】   土曜日の学校図書館開放事業では、ボランティアは具体的にどんな仕 

        事の内容なのか？ 

 

【事務局】   具体的な内容については把握していない。 

 

【会 長】   課題に対して、第三期計画でどう対応していくのか？ 
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【事務局】   課題に対しては“三期における主な取組”の欄で対応している。 

        たとえば、3つ目の課題である移動図書館バス等の利用促進について 

は、主な取組みの中で、コミセン図書室等の図書資料の整備・充実と 

いう所で対応していく予定である。 

        また、1つ目の課題に対しては、引き続き学校と図書館で連携してい 

くことに加え、自宅での取組みとして“うちどくの取組みの推進”を 

進めていく。本編では 8ページに記載している。 

        また、ボランティアの課題については本編 10ページで語り手育成講 

習会の実施や高校生等によるボランティアの実施などにより対応して 

いく。 

課題の 2つ目、学校図書館の整理率については計画的な整備を進める 

とともに、ボランティアや専門員、教職員の協力を得ながら使い勝手 

のいい図書館にしていきたい。 

        学校司書が法律改正により努力義務として明文化されたが、資格要件 

はまだ示されていない。第三期の計画では学校司書を配置するという 

所までは至っておらず検討していくこととしている。 

 

【委 員】   課題の 1つ目と 2つ目に対して意見。 

        アンケート調査からもわかるように子どもたちは本が好きである。 

        学校では朝読書やボランティアの活動によりよく読んでいる。課題は 

家庭である。調査によると北海道の子どもは家庭でテレビやゲームを 

している時間が 4時間と多い。教育委員会と市 P連がノーテレビデー 

を呼びかけている。うちどくを是非推進して欲しい。 

        2つ目の課題に関して、学校図書館に新しくて読みたい本がない。 

        1年に 1人当たり新しい本を 1冊購入したくても、3～4人に 1冊しか 

当たらないのが現状である。 

        学校図書館の整備については使える本を 80％揃えて欲しい。 

        学校司書についてはすべての学校に一斉配置するのではなく、何校に 

1名の割合でいいので配置して欲しい。 

 

【事務局】   報告ですが、最近児童保育センターから要望があり、いくつかの児童 

保育センターに 10月から団体貸出を行うことになった。 

        選書は図書館司書が行い、学童の先生が月に 1度取りに来る形。 

子どものいる場所に本がある環境を作っていきたい。 
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【会 長】   目標数値の④について、二期の数値はどうだったのか？ 

 

【事務局】   ④は今回新たに設定した項目。 

        本編 5ページに二期計画の取組目標では小中学校の図書館の 1人当た 

りの貸出冊数としている。小学校は目標 10.7冊に対して 14.8冊、中 

学校 2.1冊に対して 3.7冊と既に目標を達成しているため新たに④の 

項目を設定した。 

        なお、小中学校の貸出冊数については教育基本計画での指標にもなっ 

ているため、こちらのほうで進捗管理を行っていく。 

        また、④のH20年に行ったアンケートの結果を概要版の②に記載して 

いて、小学生 69.7％、中学生 65.0％となっている。 

 

【会 長】   小さい子で図書館から離れている人はどうやって来るのか？ 

 

【事務局】   一人ではなかなか来られないので親と一緒に来る。親の影響が大きい。 

 

【会 長】   親が一緒に来てくれると良いが、そうでないとなかなか来ないという 

        ことですね。 

 

【事務局】   とにかく図書館に足を運んでいただくのが第一と考え、映画会など多 

様なイベントを実施している。 

 

【委 員】   小学生の場合、学童保育の場に本があるかどうかが重要になってくる。 

 

【事務局】   コミセンは市内各所にあるので、そこも充実させていきたい。 

 

【委 員】   ぶっくーる便は学校に対する貸出だと思うが、学童に対しては同様の 

貸出は行っていないのか？ 

 

【事務局】   学校への貸出は低価格での配達をしているが、学童には適用されない。 

        先ほどお話ししたとおり、10月から団体貸出として貸出をしている。 

 

【委 員】   団体貸出という事は自分たちが借りに来るということか？ 
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【事務局】   本を選ぶ時間がなかなかないようなので、選書については人数などを 

考慮し図書館司書が行い、取りに来たらすぐ渡せるようにしている。 

 

【委員】    指定管理者になって状況が変わって来ているので厳しいのでは？ 

 

【事務局】   逆に申し込みがあったのは指定管理者のところである。 

        その取組みについては本編の 14ページ（4）③に記載してある。 

 

【委 員】   本編 10ページ⑦のサークルというのは学校の図書局のことか？ 

 

【事務国】   図書館で行っている中高生対象のヤンアダ応援隊のこと。 

        現在は高校生しかいないが既に活動を行っている。 

 

【委 員】   各学校の図書局と連携を取ってはどうか？ 

 

【事務局】   図書局の生徒とは交流はないが、学校公共図書館研究会の先生方とは 

情報交換を行っている。生徒と交流するのが一番いいが、時間設定な 

どなかなか難しい。 

 

【委 員】   うちどくの取組みの話しがあったが、教科書にはあらゆるジャンルの 

ものが採用されていて質の高いものが入っている。それに関連する作 

者の作品や文献など、家庭でも関心に繋がると思う。うちどくという 

と家族・保護者の協力・関心が大事。教科書に関連するところから入 

っていくのが家庭にとっても入りやすいし、伸びしろがある。図書館 

の蔵書の状況や書籍の紹介など家庭に届くような取組みをして欲しい。 

 

【委 員】   自分も教科書がきっかけで文学が好きになった。 

        ぶっくーる便や他の部分も教科書と関連ある図書の充実・展示をして 

はどうか？ 

 

【事務局】   ぶっく－る便が教科書と全く連動していない訳ではないが、見せ方な 

どを工夫していきたい。 
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【会 長】   大学の図書館でも講義などの関連本をまとめるようにしている。 

 

【事務局】   本を探しやすいように、本の場所を紹介するリストの作成なども工夫 

していきたい。 

 

【委 員】   子どもは保護者が送迎して来館する事が多いと思うが、駐車場が満車 

になっていることが多い。 

        夏休み中などの繁忙期に混雑を緩和する方法はないのか？ 

 

【事務局】   大きな事業を行う場合には、時間をずらしたり公共の交通機関を利用 

していただくよう呼びかけている。 

        スペースをこれ以上確保するという事は難しい。 

待ち時間自体はそれほど長くないので我慢していただくしかない。 

 

【委 員    帯広市図書館のように学校図書館と支援・連携している公共図書館は 

道内の図書館を見ても他にあまり知らない。 

例えばぶっくーる便、ブックリスト、クリニックなど。 

        それを前提にお話しするが、学校でやるべき事と公共図書館でやるべ 

きことを棲み分けしないといだめだと思っている。 

        来年の教科書が決定していて、その中でどういう参考資料が入ってい 

るかリストを作ったものがある。それを 1～6年生までに配りたい。 

アンケートの中で学校図書館によく行くと行かないが増えた。読む子 

と読まない子に別れている傾向がある。読まない子は読まないのでは 

なく何を読んだらいいのか、保護者もどういう本を選んだり買ったら 

いいのかわからない。授業と連動させた読書教育の充実が望まれてい 

て、その手立ては学校がすべきだと思っている。すべてを公共図書館 

でやることではない。そういう連携も関係機関でできればいいと思う。 

 

【事務局】   現在図書館では 0・1歳向け、2・3歳向け、4・5歳向け、お兄ちゃん・ 

お姉ちゃんになる子向けというリストがあり、子育て支援課と連携し 

て、5ヶ月健診、1歳半健診、3歳健診などで配布している。 

        また選ぶ時間がない方用に 10冊セットのプチトマトや、しつけの本 5 

冊をセットにしたプチコーンなども貸出している。 

        小学生向けには 1年生にこの本をトライというリストを配布している。 
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【会 長】   この本にトライはどういやって配布しているのか？ 

 

【事務局】   学校を通じて配布している。また、小学校 3年生には図書館活用術 

という冊子を全生徒に配布している。 

 

【会 長】   先生方と連携を取るコミュニケーションの場はあるのか？ 

 

【委 員】   学校公共図書館研究会という組織があって情報交換をしている。 

 

【事務局】   学校図書館クリニックなどはそこを通じて依頼が来る。 

 

【事務局】   道の計画で公共図書館と学校図書館との連携状況というのが目標数値 

となっていて、H30年度で 80％という目標になっている。実績とし 

てはH23年度小学校が 66.6％、中学校が 46.3％となっている。 

         

【委 員】   コミセンについては以前から上手く活用していきたいという話しがあ 

り、人の配置や管理の問題が課題となっていたと思うが、今回計画に 

入っているという事は人の配置とか環境を変えていこうと考えている 

のか？ 

 

【事務局】   人の配置は現状では難しい。まずは図書の入れ替え・見せ方の工夫 

をする。 

        またコミセンの運営委員会のうち、熱心な所に協力を得てモデル的に 

        うまく運用して行く方法を考えていきたい。人の配置は厳しい。 

 

【委 員】   人の配置、資料、拠点になる場所の３点が大事である。 

        先ほど話があったとおり、学校がやるべきことと図書館がやりべきこ 

とは違うはず。ぶっくーる便で本が行くのは良いことだが、基本的な 

本、関連本くらいは本来は学校図書館に揃っているべき。連絡のやり 

とりについても先生も忙しいので、だからこそ学校司書が本当は必要 

で、それなしでは上手くいかないと思う。 

コミセンを拠点にするという話については、子どもがコミセンに出入 

りしているように見えないので、学童や各小学校を拠点にすることが 
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必要で、常駐している人が居ることが必要。 

図書館を良く利用して本が好きな学生の多くは、学校の帰り道に図書 

館があったようだ。自分の好きな本を自由に取って読み始め、面白く 

なければまた新しい物を取る。自由さ、無駄があって始めて本を好き 

になる環境ができる。 

ぶっくーる便で、ある程度は本があってもすぐに読みたい本がなくな 

ってしまうので、調べ学習には使えたとしても使えない。 

各拠点の所ではある程度の資料が必要になって来るし、人の配置がな 

いと本がなくなったりとかが出てくるので置きにくいとは思うが。 

 

【事務局】   本がなくなる事についてはある程度は覚悟のうえ。それくらいコミセ 

ンに人が入ってくれれば良いと思う。 

コミセンを利用する方からは子どもだけではなく大人からもリクエト 

などの要望がある。ナウマン号もあるので、コミセンとナウマン号を 

うまく組み合わせて市内各所に本を運べるように考えていきたい。 

 

【委 員】   学校司書についてもできれば置く事を前提にという表記にしてもらわ 

ないといつまでも置かないのだろうなと思う。 

        学校司書のような人がいれば、こういう本が欲しいという意見が通り 

やすい。実際に借りている様子を見ていて、このあたりが必要だとい 

う事を常駐している専門員がいると見ることができる。ボランティア 

がいてくれるのは嬉しいことだが、ボランティアは頼るものではない 

ので、例えば高齢でリタイヤしたような人を安い給料でもいいので常 

駐するようにして欲しい。 

 

【委 員】   電子書籍について今後活用は考えているのか？ 

 

【事務局】   導入についてはもう少し様子をみたい。 

        販売元が倒産するケースなどの対応が不透明な状態である。 

        可能性としては地域に関連するデジタル図書を導入しているところが 

あるので、その辺を参考に検討していきたい。 

        また媒体についても貸す側、借りる側がどこまで用意しなければなら 

ないのかという点も落ち着いていないところである。 
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【委 員】   私たちの年代は本のほうが馴染みがあるが、若い子たちは目が早いの 

でパッパパッパ読んで行くほうが楽しいのかなと感じる。 

高校 2年生の娘がいるが、携帯小説を読んでいて、学校や部活がある 

中で図書館まで来るというのがなかなか難しくて、悪いものも良いも 

のもあり危ないかなと思う部分もあるが携帯小説を読ませている。そ 

れも勉強かなと思う。 

上の兄が大学生だが小学生の時は本が嫌いだった。保育園時代にはよ 

く本を読んでいて、リストのうちの 8割くらいは読んでいる。小学校 

に入って読まなくなったが、ゲーム攻略本だけは読んでいた。それが 

きっかけで今は小説も読むようになった。ゲームにはまってしまった 

子たちを呼び戻すのに攻略本を読ませるというのはどうかな、と思う。 

ヒントになればと思い発言した。 

 

【事務局】   まんがも素晴らしいのがある。なんらかの形で読む行為をしてくれれ 

ば良いと思う。 

 

【委 員】   同じような事例を聞いたことがある。ゲームから読書に！ 

 

【委 員】   ゲームを理解するために一生件名読み込んで読み込んで本に戻ってき 

てくれた。 

 

【会 長】   読み慣れるんでしょうね、活字に。 

 

【事務局】   先ほどの話で教科書の関連本のリストを学校現場で作成しているとい 

う話があったが、もう少し細かく学期別に作る事は可能か？もし可能 

であれば図書館での展示などに活かせると思う。 

 

【委 員】   リスト作った者が別にいて実際にリストは見ていない。 

        可能だとは思う。 

 

【事務局】   どの学校も時期がかぶってしまうので難しい。 

        ぶっくーる便についても敢えて同じ本を何冊か入れて欲しいという声 

も出ているので検討している。 
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【委 員】   実践が出てこないと難しい。 

        同じ本を何冊か使用しての読書会などもあるが、学校では実施されて 

いない。 

        もし実践が出てくれば良いが、ニーズがないとせっかくそういうセッ 

トを作っても活用されない可能性がある。学校司書の件と同じで、カ 

リキュラムと連動していないので、まずは実践がないとうまくいかな 

いと思う。 

 

（３）その他 

 

【事務局】   教育懇談会のチラシを配布していますので、是非参加願います。 

        次回の協議会は年明けの2月か3月に開催する予定。 

        時期が近づきましたらご連絡しますのでご協力お願いします。 

 

【会 長】   他になければ、平成26年度第2回図書館協議会を終了いたします。 

 


