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午後６時００分開会
○事務局
時間になりましたので、これより平成23年度第1回の図書館経営協議会を開催いたし
ます。委員の皆様におかれましては本日から就任いただくことになりますので、よろし
くお願い致します。始めに中央図書館長からご挨拶申し上げます。
○館長
みなさまこんばんは。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございま
す。本日は第二次の第一回目ですので本来なら区長がきてみなさまに委嘱状をお渡しす
るところですが、今議会がはじまっておりまして、今日はくることができません。申し
訳ありません。みなさまの委嘱状は机の上においてありますのでご確認願います。よろ
しくお願い致します。さて、図書館経営協議会を所管している 図書館は文化商工部の組
織になっておりますが、従前は教育委員会の中にありました。文化商工部に移る際に、
図書館経営協議会を設け図書館運営の中立性を担保しなさいと言う話が教育委員会から
ございまして作られたものです。大学の先生、教育委員会、小中学校の校長先生、区民
の方々等で構成されております。任期が 2年ということですので、この二年間で図書館
に対するご意見を提言という形でまとめていただけると有り難いと思っております。よ
ろしくお願い致します。
○事務局
では、申し訳ありませんが、今年度はじめてでございますので、自己紹介をお願いし
たいと思います。私の方で指名させていただきますのでよろしくお願い致します。では
立教大学の△△先生からお願い致します。
○△△委員
立教大学の○○でございます。4月から立教大学で教えております。それまでは筑波
大におりました。専門領域は学術（大学）図書館だったのですが、１０年ほど前から翻
訳を頼まれたり、いろいろありまして、公共図書館のほうに 関わるようになりました。
これはなかなかおもしろい世界だなと思いまして、それ以来、公共図書館のほう にも力
が入っています。
学術図書館の世界というのは、割と世界水準がはっきりしておりまして、その世界水
準をどれぐらい達成しているかというようなところで判断できるのですけれども、公共
図書館の場合は、地域、コミュニティに依存しておりまして、その多様性がおもしろい
と思っております。
○事務局
ありがとうございます。では、続きまして、元東京都職員の△△さんお願いいたしま
す。
○委員
東京都職員ということで、実は、私はどちらかというと、福祉局とか、そういう図書
館と正直言って全く関係のないところでずっと仕事をしておりました。お話があったと
き、どうしようかなと思ったのですが、ただ、豊島区民として、豊島区が行政に少し関
わる機会があれば、それはやりたいなと思っていたことと、それから、全く新しい分野
ということで、これで皆さんのいろんなご意見を聞きながら、自分の視野が、視界が広
がるのではないかなという、そういう個人的なことと、それと、最近の子ども、青少年
の状況というのは、とても不安になりまして、何とかもう少し本になじんでほしいと。
そんないろんな思いがありまして、全く図書館の仕事をやったことがないにもかかわら
ず、大変図々しく受けさせていただくことになりました。皆さんのご意見もいろいろお
聞かせいただければと思っております。よろしくお願いします。
○事務局
では、豊島区教育委員の△△さんお願いいたします。
○△△委員
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△△といいます。よろしくお願いいたします。私は教育委員会の教育委員の代表とし
てここに来ています。本職は日本女子大で、文学部で教授をしております。文学部の学
生自体もそうなのですが、どの学部の学生も、今の若者は本を読んでこないので、基礎
的な思考力というのが大分落ちていると思うのです。ですから、子どものときから読書
の力がつけばいいなと思っております。よろしくお願いいたします。
○事務局
では、西池袋中学校の△△校長先生、お願いいたします。
○△△委員
豊島区の西池袋中学校の校長の△△と申します。よろしくお願いいたします。
私は、この前の１期から引き続きということで、大分メンバーがかわって、△△先生
と△△先生だけが引き続きということなので、少し寂しい感じがいたしますけれども、
でも、私は中学校の研究会の図書館部の部長もやっておりますので、学校図書館と公立
の図書館と、どのように結びつけていければというようなことも考えて入っております
けれども、大変１期はレベルの高いお話がすごくたくさんあって、非常に勉強になりま
した。本当に専門家の方のお考えというのがよくわかって、とても勉強になりましたの
で、また今回も勉強させていただければと思います。よろしくお願いいたします。
○事務局
ありがとうございます。南池袋小学校の△△校長先生、お願いいたします。
○△△委員
こんばんは。豊島区立南池袋小学校校長の△△と申します。今回からメンバーに入れ
させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
今、小学校、中学校では学校図書館を学校の中心ととらえて、その運営をしておりま
して、子どもたちには二つの視点でたくさんの本を読んでほしいなというふうに思って
おります。一つは物語を読んでほしい。これは従前と変わらないのですが、もう一つ、
調べ学習として、教科の思考を進める上で、あるいは幅を広げる上で、そういった図書
の活用、調べ学習の幅をどんどん広げていきたいと思っております。
豊島区は、今年も読書フェスタを行う予定と伺っておりますけれども、そんな形で、
子どもたちの読書活動が広がるとともに、中央図書館と、学校がパイプでつながれて、
より読書活動が充実していくことができればというふうに思っております。どうぞよろ
しくお願いいたします。
○事務局
ありがとうございます。では、図書館ボランティア代表で、ひかり文庫点訳研究会会
長の△△さんお願いいたします。
○△△委員
△△と申します。今回からこちらの会に入れていただくことになりました。
ひかり文庫点訳研究会の代表をしておりますけれども、本が大好き、それと点訳が大
好き、図書館が大好きということで、少しでもこちらのお役に立てればと思ってお受け
した次第です。どうぞよろしくお願いいたします。
○事務局
ありがとうございます。では続きまして、大正大学図書館の△△部長さんお願いいた
します。
○△△委員
よろしくお願いをいたします。現在、大学のほうの図書館におきましては、ラーニン
グコモンズという名称ですか、新しいサービスということで、先ほど先生がおっしゃっ
たように、学力低下が問題になっておりますけれども、それをいかに上げていくかとい
うことで、図書館のほうとしても興味深いところで、協議をしてやるということで行っ
ておりました。区立図書館において、もし、そのようなことが少しでも参考になれば、
若干お話しできるかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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○事務局
ありがとうございます。では、続いて、女子栄養大学図書館の △△さん、お願いいた
します。
○△△委員 女子栄養大学図書館の△△です。よろしくお願いいたします。
駒込キャンパスは、駒込駅からほど近いところにありまして、短大と学部二部と専門
学校があります。坂戸キャンパスは、大学と大学院というふうに、キャンパスが二つに
分かれています。豊島区の駒込キャンパスのほうは、最近、学食の本が出ましたので、
近隣の方が学食に食べにきていただいています。プランタンというお菓子のお店もある
ので、こちらの中央図書館の図書館報の図書館通信にも紹介していただきましたけれど
も、誰でも購入いただけますので、お近くに寄られましたら、どうぞ召し上がってくだ
さい。
坂戸のほうの大学で、今年度から読書という授業を１年生は必修でやるようになりま
した。まだ試行錯誤しながら、先生がやっていらっしゃいますけれども、その一つに、
先生方が推薦する図書を図書館に置くというような試みを今年度やりました。なので、
小学校、中学校、皆さん上がっていく、読み慣れている学生さんもいますけれども、あ
まり読んだことのない学生さんも、一律に本に関われるようにということで始めて、そ
れが学年を進めるに従って、レポートを書く力とか、そういったことにつながるという
ことでやり始めたということなので、その一角に図書館も少しだけ参加しているとい う
ことです。お役に立てるかどうかわかりませんが、皆さん、よろしくお願いいたします。
○事務局
ありがとうございます。では、続きまして、豊島区行政政策顧問の △△参与お願いし
ます。
○△△委員
失礼します。私、年なんですけれど、最初は中央公論という古い総合雑誌の編集をや
っていまして、２３年間、中央公論社におりました。その間、１２年間、中央公論をや
っていたものですから、根がそういう雑誌の編集者なんです。そこをやめて、自分のし
たいことを書いていましたらば、今度は東京都の鈴木知事が、僕に東京都の雑誌をやれ
というので、それで東京人というのをつくりまして、１５年ぐらいになりますか。それ
から、外務省のほうからのいろいろ知り合いも多いものですから、外務省から外交フォ
ーラムという雑誌をやらないかと。とにかく外務省の雑誌をやってくれというので、そ
んな二つもできないですと言ったら、一つも二つも同じだからやれという、めちゃくち
ゃな要求で、しようがないから、そっちもやってたのです。今は病気をしましてから、
実際の実務は全部、若い人に譲りまして、今、ほとんど会社にも出ないのですけれど、
雑誌を見ると、僕は目次を見ると大体わかるのです。ですから、そういう意味では、眺
めていて、若い人がやったいい仕事に関してはほめてやろうということをやっているの
です。
そうしたら、今度、豊島区が、実は僕は豊島区で生まれて、豊島区で育っているの で
す。僕の家は南池袋小学校の隣なので、それでだんだん遠くまで行くのが疲れるもので
すから、では豊島区の仕事が一番いいかなと思って、豊島区の図書館の仕事をお引き受
けするようになったのですけれども、豊島に関しては本当に素人なので、ただ、自分が
やっていて不思議なことがあるものだという疑問がいろいろありまして、国会図書館か
ら公共自治体の図書館に至るまで、東京都の大体図書館というのは、また言うように、
問題を僕は抱えていると思うのですけれども、そういう意味で、だんだん自分の身近な
ところで動いていきまして、いろんなことを知っているのですけれども、実に雑然たる
知識でありまして、専門家から見ると、非常に雑なことしか言えませんけれども、ただ、
図書館はこれからますます僕は重要になってくると思うので、今の豊島の形態がいいの
かどうかということについて、僕は非常に疑問があるわけです。ですから、そういうこ
とを言えるというのは、なかなかすぐにということはあるのでしょうけれど。 ただ、そ
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ういう公共図書館を資格のある専門家をどう生かすかということが、僕は大問題だろう
と思います。
ほかにもいろいろありますけれども、そのぐらいにしておきます。どうぞ よろしく。
○事務局
ありがとうございます。では、利用者代表として、公募でご応募いただきました △△
さん、お願いいたします。
○△△委員
△△と申します。よろしくお願いいたします。私は、普段は東京大学の大学院でフラ
ンス文学を研究しております。なので、ずっと本を研究する立場でいたわけですけれど
も、研究室の手伝いで、本の管理ですとか、整理ですとかということをしていた頃から、
図書館というものにも興味を持ち始めまして、昨年から司書講習を受けて、春に司書の
資格を取得しました。
研究に関しては、もちろん大学図書館を主に使うのですけれども、８歳になる息子が
おりまして、息子と一緒に豊島区の図書館をよく利用しております。私自身も１０歳ぐ
らいから豊島区に住んでおりますので、もう２０年ちょっと住んでいることになるので
すが、自分の子どものころのことを考えますと、今ほど調べ物学習の重要性というよう
なものが叫ばれていない時期でしたので、豊島区の図書館に行ったといえば、何か娯楽
の本を借りにいく、あるいは読みにいく、それが主な目的だったように思いますが、今、
息子とともに豊島区の図書館に足を運びますと、母親として児童サービスがもう少 しこ
うあったらいいのではないかなというふうに思う点がたくさんあります。ですので、一
区民として、豊島区の図書館サービスをより充実させるお手伝いを少しでもできたらい
いなと思っております。よろしくお願いいたします。
○事務局
では、最後になりましたが、利用者代表の△△さん、お願いいたします。
○△△委員
法政大学建築学科に所属しております△△です。僕自身は、生まれてから２６年間、
ずっと豊島区椎名町のほうに住んでいまして、子どものころから、近くの目白図書館を
利用させていただいております。中央図書館ができてからはこちらもよく利用するよう
になりまして、そのあたりから何かお役に立てることがあればと思っています。よろし
くお願いいたします。
○事務局
ありがとうございます。なお、図書館からは館長が参加させていただいております。
では、続きまして、事務局のほうの自己紹介をさせていただきます。
○△△係長
中央図書館の企画調整グループで係長をしております、△△でございます。後ほど説
明をさせていただきますが、主に講演会であるとか、企画展示であるとか、そういうよ
うな部門を担当しております。どうぞよろしくお願いい たします。
○△△係長
点字図書館グループの△△と申します。視覚障害者のための点字資料の貸出、製作等
を担当しております。よろしくお願いします。
○△△係長
児童・ＹＡグループの担当係長をしております、△△といいます。児童・ＹＡグルー
プですので、小学校、中学校、学校関係とか、あとＹＡとか、そういったコーナーを担
当しています。よろしくお願いいたします。
○△△係長
サービス調整グループ、△△と申します。一般の図書館のほうのサービス部門、現場
の担当係長をしております。よろしくお願いします。
○△△主査
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管理グループの△△と申します。よろしくお願いいたします。
○△△係長
最後になりましたが、管理グループの△△と申します。この司会ですとか、皆様方と
の連絡役を務めさせていただきます。少し耳が遠いものですから、とんちんかんなこと
を言ったりするかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
では、続きまして、一つお願いがございます。この経営協議会ですけれども、公開を
原則としております。今回は傍聴希望の方はいらっしゃいませんでしたけれども、希望
があれば傍聴を受け入れております。また、議事録もホーム ページ等で公開をしており
ますので、ご承知おきいただきたいと思います。
では、早速ですが、初めに、この経営協議会の会長、副会長を選任をしなけれ ばなり
ません。事務局としては、勝手ですが腹案がございまして、 △△先生に会長を、副会長
を△△さんにお願いしたいというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。
（拍手・・・）
ありがとうございます。では、お二人にお願いしたいと思いますので、よろしくお願
いいたします。
では、会長、進行のほうをよろしくお願いいたします。
○会長
非力ではございますけれども、私のほうで進行役を務めさせていただきます。ご協力
のほどをよろしくお願いいたします。
それでは、まず本日の案件でございますが、これについて、事務局のほうからご説明
をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○事務局
本日配付させていただきました資料の確認でございますけれども、資料１から７まで
ございます。１から５までが一つにとじてございます。資料１が当協議会の規則です。
資料２として、協議会の名簿。資料３で、豊島区立図書館の概要。資料４で、豊島区立
図書館の課題と統計等。資料５で、経営協議会の 第２期スケジュール（案）。また資料
６として、豊島の図書館２２。資料７として、豊島区子ども読書活動推進計画第二次が
お手元に配られていると思います。もしお手元にないという方がいらっしゃったら、声
をおかけいただければと存じます。
○会長
本日の議題は、今、２まで済んで、資料の確認を行ったということでありますので、
３の豊島区立図書館の概要説明をお願いいたします。
○事務局
これから豊島区内の図書館の概要をご説明させていただきます。
豊島区は、こちらにございますように、１３．０１平方キロメートルという、都内で
も小さな区です。人口の数は、小さい区ながら非常に多くて、人口密度が２３区で一番
大きい区になっております。
こちらは南北が４キロ、東西が７キロという形でして、鳥が翼を広げたような形の区
になっております。その中に図書館が、ご覧いただけますように、赤い円で囲った 真ん
中が図書館です。この赤い円というのは、例えばこちらの駒込図書館でしたら、半径８
００メートルで円を描いてみました。そうしますと、この７館でもって、ほぼ豊島区内
を網羅しているのかなと。８００メートルというと、徒歩１０分ぐらいで行ける範囲と
いうふうに思います。ただ、こちらの雑司が谷の地区ですけれども、こちらの雑司が谷
の地区は、昔は雑司が谷図書館というのがあったのですが、副都心線が開通した際に、
ちょうど雑司ヶ谷の駅の出入り口に当たってしまいまして、出入り口を使わせてほしい
という話と、当時、中央図書館が東池袋五丁目から四丁目に移ってくるという話、また、
豊島区の財政が困難な時期で、経費の節減をしなくてはいけないと、そういった要素が
絡んでしまいまして、こちらは現在、雑司が谷図書館を廃止しまして、雑司が谷図書貸
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出コーナーになっております。
ただ、８００メートルといいましても、どうしても外れてしまうところはございます。
ただ、近隣区、こちらには北区の滝野川西図書館、滝野川図書館、こちらの空白部分に
は新宿区立の西落合図書館、こちらには新宿区立中央図書館等がございまして、こちら
の区は豊島区民の方も本を借りられたり、利用ができるものとなっておりますので、お
互い様ということで、ほぼ図書館が網羅できているのかなというふうに考えております。
ここには文京区の図書館がありました。
では、豊島区内の図書館を順番にご紹介させていただきたいと思います。
豊島区の図書館の沿革等、先ほど館長からもお話がございましたように、通常、図書
館というのは、どこの区も、どこの自治体も、教育委員会の中にございます。それは平
成２０年、ちょうど区が文化芸術創造都市宣言というのがございまして、文化に力を入
れていきたいと。文化の中に図書館をという、文化の分野でもって力を発揮したいとい
うようなことで、図書館を教育委員会の所管事務から外して、文化行政の中に位置づけ
ております。ただ、先ほど先生からもお話がございましたように、そのときにそういっ
た経営協議会等を設けて、教育機関としてのチェックをしていただいたりとか、教育委
員会とはいろいろ密接な連携をもって運営をしているところです。
中央図書館と地域図書館の役割、特徴というふうに書いてありますけれども、中央館
は地域館の機能を果たしながらも、全体の統括をしています。地域館は地域に密着した
要望や読書相談等を行っていて、特に貸出・児童サービスというのがサービスの中心に
なっておりますけれども、それにプラスして、いろいろな庶務的な事務ですとか、広報
ですとか、そういったかなめとなるようなものは、中央図書館でもって担っております。
では、中央図書館ですが、こちらは地下鉄有楽町線の東池袋駅直結ということで、平
成１９年開館しております。それ以前は、東池袋五丁目、都電の向原駅のすぐそばにご
ざいました。そこから引っ越しをしてきました。面積３，０６５平米、これは４階・５
階の面積ですけれども、これは２３区の中央図書館というのは、大体４，０００平米ぐ
らいございます。それに比べると、少し手狭かなというふうに思います。 特徴としまし
ては、休館日を少なく、開館時間を長くということで、休館日が今、月に２回です。第
２月曜日と第４金曜日。第４金曜日は館内整理日ということで、職員は出勤をしていま
す。開館時間を長くということで、朝１０時から夜１０時まで開館しています。
先ほど、文化との連携という話がございましたけれども、２階・３階に「あうるすぽ
っと」という劇場がございます。この劇場との連携ということで、例えば劇場のほうか
らチェーホフの演劇とかをやりますと、図書館ではチェーホフの本のコーナーをつくっ
て、特集コーナーをつくって、演劇帰り、また演劇前に寄っていただく、そういったよ
うな形で連携をしておりまして、あうるすぽっとの特設コーナーというのを常設してお
ります。
あと、「ときわ荘コーナー」というのは、豊島区の、昔、南長崎のほうにトキワ荘と
いう漫画家、手塚治虫ですとか、赤塚不二夫、石ノ森章太郎、そういった漫画家の皆さ
んがいたアパートがございまして、そこの関係の蔵書を集めたコーナーをつくっており
ます。
また、区内大学図書館との協力ということで、区内の大学図書館と協定を結びまして、
図書のやり取りをしております。
また、小中学校との連携ということで、団体貸出、１００冊４週間の団体貸出ですと
か、ブックトーク。ブックトークというのは、本の紹介です。図書館の職員が小・中学
校に出向いていって、本の紹介。また、職場体験ということで、小学生なり中学生を図
書館に招いて、図書館の仕事を経験してもらう機会。あと、おはなし会、主に読み聞か
せですね、そういった連携をしています。
あと、ビジネス支援ということで、毎週土曜日には、４階のところに「ビジネスなん
でも相談」というコーナーを設けまして、ビジネスの相談も受けております。また、ビ
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ジネス関係の本を１カ所に集めたり、また就労支援ということで、就労に関する本を１
カ所に集めたりして、利用をしていただいています。
あと、区役所各課との連携ということで、特集コーナー、先ほどあうるすぽっとでの
特集コーナーというお話をさせていただきましたが、それ以外にも、例えば季節物で、
がん検診の時期にはがんの関係の本を集めたりですとか、区役所だけではなくて、ちょ
うど今は都電荒川線が終わって、鉄道関係の本を集めたコーナーをつくったりとか、普
段は書架の片隅にあって、なかなか目につかないものを特集コーナーでお見せ して、利
用していただくような、そういった特集コーナーをつくっています。
あと、閲覧席一部入替制の実施ということで、これは図書館というと、昔、朝来ると、
夕方までいらっしゃる方がいらっしゃったのですが、座席が足りないという声が非常に
多うございまして、５階の座席については、今１日３時間程度の交代制をしいています。
交代で利用していただくことで、多くの方に利用していただくということになっており
ます。ただ、４階は従来と同じやり方をしておりまして、朝来れば、夕方、夜までとい
う方が多いです。
これが中央図書館です。こちらがサンシャインで、サンシャインがあって、有楽町線
があって、この図書館、実は、有楽町線というのが、昭和４７年に開通しています。サ
ンシャインが昭和５３年にオープンしております。その二つがオープンしたことで、こ
の周り、有楽町線とサンシャインの間に挟まれたこの地域でもって、再開発の機運が高
まって、再開発をしようということで、この地域、今、高層のマンションが２棟建って
おりますけれども、その後から生まれた再開発してできた地域です。
これは５階から４階を俯瞰した写真です。
では、続いて駒込図書館です。駒込図書館は区内の東の外れでございます。従前は都
電の車庫の跡地でしたが、１・２階が日赤の血液センターになっておりまして、４階が
地域文化創造館ということで、併設の建物になっております。
特徴といたしましては、この地域、昔から植木屋さんが多かった、染井といえば植木
屋でソメイヨシノ。ですので、ソメイヨシノ関係の本が多く集中しています。築３０年
ということで、施設の老朽化も進んでおりまして、今改築の案を練り始めたところです。
ちょうど東の端でして、周りが北区と文京区です。ですから、北区、文京区の方も多く
利用していらっしゃいます。
これは写真です。ちょっと暗いですけれど。
続いて、巣鴨図書館です。区内で今は一番古くなってしまった図書館です。築４３年
ということで、巣鴨の地蔵通りの裏手に当たります。巣鴨駅と大塚駅から８、９分とい
うところにございまして、隣には巣鴨体育館がございます。住宅街の中の図書館という
ことで、図書館には珍しく、障子を巡らせてありまして、閲覧席とか書庫の周りはすべ
て障子になっております。
地蔵通りのすぐそばということで、地蔵通りは旧中山道に当たりますので、中山道関
係の資料収集に力を入れております。
こちらも施設の老朽化がひどくて、改築は喫緊の課題だろうと思っております。
こちらが巣鴨図書館です。地蔵通りがこういうふうになって、ここら辺がお地蔵様で
す。こちらも障子です。館のこういった障子は珍しいと思います。
上池袋図書館は、平成５年に開館した区内の地域館では一番新しい図書館です。ＪＲ
の車庫がございまして、ＪＲの車庫の一部を買収して、豊島区でもって公園と図書館を
建設した公園の中にある図書館というふうになっております。
障害者サービスとしては、ＣＤの貸出をしておりまして、ＣＤを取り扱っている のは、
区内では中央館と上池袋図書館だけです。
また、対面朗読室、独立した朗読室もございまして、対面朗読も実施しております。
もともと鉄道の敷地であったということで、鉄道資料の収集に力を入れております。
こちらが東上線の北池袋駅で、歩くと、池袋からだと２０分ぐらいかかってしまいま
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すけれど、北池袋からだと５分ぐらいで着くものでございます。
池袋図書館ですが、池袋図書館は池袋の西口にございまして、繁華街を抜けたところ
にトキワ通りという通りがあるのですけれども、そこをずっと行ったところに立地して
おりまして、駅から１５分ぐらいかかりますでしょうか、そばに御嶽神社と公園がある
区画です。もともと池袋ということで、アジアの文化資料の収集に力を入れております。
外国の方が大勢いらっしゃるところです。
こちらが池袋で、トキワ通りをずっと行くと練馬区でございます。
こちらの建物は一見新しそうに見えますけれども、先日の地震であちこちひび割れを
しております。とりあえずの補修はしましたけれども、地震のときに結構ひび割れがひ
どかったところです。
あと、目白図書館ですが、昭和５６年に開館しましたが、平成２０年、３年 前に改装
をしております。西武池袋線の椎名町駅から７分、目白駅からは２０分程度で着くとこ
ろでございます。
目白は、児童文学の成立に、明治時代、力を尽くした鈴木三重吉さんが主宰した雑誌
「赤い鳥」を刊行したところですので、赤い鳥関係の資料収集に力を入れています。
なお、赤い鳥の関係で、図書館のほうで地域ゼミナールというのをやっておりまして、
先月から赤い鳥の講座が始まったところです。
屋上には省エネということで、太陽光発電装置を取りつけています。
こちらが目白図書館です。椎名町の駅から比較的近く、目 白駅からだと２０分ぐらい
かかると思います。ここは改装したのできれいです。
最後ですけれども、千早図書館です。千早図書館は、築４０年という割と古い建物で
す。千川駅から７分ぐらいのところにございます。
非常に古い建物ですので、今現在、近くの平和小学校というところが廃校になりまし
たので、そこに複合施設として建てかえる計画が進んでおります。平成２７年、３年後
には開館する予定で、今、準備を進めているところです。
こちらの図書館ですが、近くに漫画家の横山光輝さんのプロダクションがございまし
て、横山光輝さんの漫画の収集を。また、館内にはパネルやフィギュアを展示しており
ます。鉄人２８号の大きな人形とか展示をしています。
千早図書館友の会という利用者さんの団体さんがございまして、区内の図書館で利用
者の団体が活動しているのはこちらだけなのですけれども、長年にわたって本の活動を
されていらっしゃるということです。
こちらが図書館でございます。こちらが千川駅。千川駅から７分ぐらいのところにあ
ります。
こちらが鉄人２８号です。若い方は知らないかもしれませんが、お年寄りには少しな
つかしいものです。
あと、先ほど少しお話しさせていただきましたけれども、雑司が谷貸出コーナーとい
うことで、雑司が谷図書館が閉めた後、貸出コーナーとして運営をしているところです。
本の受け渡しだけです。本を予約していただいて、予約していただいた本の受け渡しだ
けをしております。蔵書は子ども向けに、数百冊の本とかが置いてありますけれども、
普通の図書館のように普通の本が置いてあるというところではありません。予約された
本の受け渡しだけをしているところです。ここに映っているのは、子ども向けに置いて
あるところです。
次は企画事務、△△係長お願いします。
○△△係長
それでは、企画事務について、私からご説明をさせていただきます。
主に５点ほど挙げさせていただきました。お手元の資料３の別紙１ をご覧ください。
まず１点目として、地域研究ゼミナールと称しまして、豊島区に関係の深いテーマを取
り上げて、その勉強会が終わった後も自主的に研究 や勉強を続けるものです。
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これまでやってきたものといいますと、池袋モンパルナスであるとか、この図書館の
すぐ横にありますが、雑司ヶ谷霊園であるとか、あとは巣鴨の先に染井霊園がございま
して、著明な方が眠っているお墓等がございます。そういうような テーマを取り上げて
勉強会をしております。
あと、△△先生にもお願いしましたが、すぐ横に巣鴨プリズンがございましたので、
昭和史と東京裁判も取り上げました。
ちなみに、本年度につきましては、先ほども出ましたが、目白で児童文学を最初にや
ったといっても過言ではない鈴木三重吉の赤い鳥、こちらを今取り上げております。先
日、第１回目を開催いたしまして、７０名ほどの参加がございました。
それから、特別講演会といたしまして、この中央図書館が新しくオープンしてから、
著名な方とかをお呼びして、講演会を行っております。今年度は１１月３日に、ＮＨＫ
の大河ドラマで「江」で時代考証を担当している小和田先生にお願いをしました。 小和
田先生は小さいころ、雑司が谷にお住まいだったと。あと、豊島区史を編さんした方で
もありますので、快くお引き受けいただきました。
次に、区内の六大学、さまざまな区全体としても協力関係にあるのですが、図書館と
しても協定を結んでいただいて、いろんなことをやっております。その中で大 学とのイ
ベントということで、東京音楽大学さんであるとか、また大正大学さんにご協力いただ
いております。今年度は女子栄養大学さんと調整中でございます。
また、お手元にも置かせていただいたのですが、図書館通信と題しまして、四半期ご
とに図書館に関する情報やエッセイなどを掲載したものを発行しております。
それから、読書会、これは毎月原則として１回、古典文学読書会と現代文学読書会と
題しまして行っております。毎月２時間ほどなのですが、今大体、古典のほうで２０名
ほど、現代のほうで２５名ほどの方が参加をなさっておりま す。
そのほかに、イベント的なものではないのですが、実際、レファレンスサービスを担
当する職員を対象とした研修なども、実施しています。今年でいいますと、ブックトー
クでありますとか、あとは接遇でありますとか、年４回ほど実施しております。
それから、先ほども出ましたが、こちらの４階に六角柱とか特別展示コーナーがある
のですが、その季節季節に応じた話題であるとか、また、豊島区全体として情報提供し
ていきたいというテーマ、例えば豊島区は現在、がん対策に力を入れておりまして、そ
れに関連した図書ですとか、そのほかにもいろいろな部門がございまして、そこの情報
を図書館から発信できるようなことでやっているところでございます。
企画事務については以上です。
○会長
では、続いて、点字図書館の説明をお願いいたします。
○△△係長
点字図書館について説明させていただきます。
昔からひかり文庫という名前できておりまして、点字図書館、それ自体は、身体障害
者福祉法に規定されるものでございまして、厚生省の認可をもらって設立したものでご
ざいます。
蔵書数は、点字が平成２３年４月１日現在のものでございますが、点字図書が１， ８
６３タイトル、テープの図書が２，１４３タイトルと。デイジーという 特殊な形式のＣ
Ｄの図書が３，１３３タイトルでございます。
事業は、そのような資料の貸出や、あと利用者の方にこちらに来ていただいて、朗読
ボランティアの方が、利用者の方が希望する図書や雑誌等を読む対面朗読もやっており
ます。あと、ボランティア団体の方が図書を朗読 して、テープ図書やデイジー図書をつ
くっていただいておりますし、点訳研究会のボランティア団体の方には、点訳図書をつ
くっていただいております。
登録者は、現在１，０００名足らずでございます。
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貸出数は、これは雑誌も含んだ数字でございますが、２２年度は、点字図書の貸出は
４，６８８タイトルで、録音図書はテープ、デイジーを含めて、雑誌も含めて、８，２
７４タイトルでございました。
ひかり文庫の蔵書がそれほど多くありませんので、希望があって、ひかり文庫にない
ものは、全国から取り寄せて貸し出しております。
以上でございます。
○事務局
では、こちらの職員体制というふうに書いてございますけれども、今現在、図書館が
どういった体制で運営されているかということで、今というよりは前、平成７年には、
正規職員１０４名で運営しておりました。それがその後、区の財政状況の悪化、昔は豊
島区の職員というのは三千数百人いたのですけれども、今それを２，０００名体制にす
るということで、人員削減を進めております。そうしないと区がもたないということが
ございまして、そういった関係もございまして、職員の非常勤化を平成１１ 年度から実
施して、あと、窓口委託、今現在、図書館のカウンターに立っている人は、ほとんど委
託業者の人たちです。職員が立つことは、読書相談、レファレンスなどは職員がやって
おりますけれども、それ以外、図書の貸出・返却は委託業者さんに任せております。
そういった関係で、今現在、正規の職員２４名、非常勤６ ３名、あと退職後の再雇用
については８名、あとは委託業者さん。この数字 は程度ということで、月々変わります、
運営ができる人数でやってくれということで、委託業者さんにお願いしております。こ
ういったような人員体制でもって、図書館は運営されています。
以上をもちまして、図書館の概要説明を終わらせていただきます。
○会長
ありがとうございました。図書館の概要のお話を承りましたが、皆さんのほうから何
かご質問なり、コメントなりございますか。何でもよろしいかと思うのですが、いかが
でしょうか。
○委員
最後の職員体制のところですが、一番下のほう、窓口委託は１５年から実施なのです
けれども、人員削減……なのでしょうけれども、夜間開館をなさっていますよね。それ
との関連というのはあるのですか。夜遅くまでやらざるを得ないので、窓口業務を委託
とせざるを得なかったと。何か労働法のあれにひ っかかるとか、何かそういうことで窓
口のほうについては委託をしているとか。
○館長
開館時間を拡大するとか、それから休みを減らしているというようなことで、それも
開館時間の拡大になるのですけれども、それを正規職員だけではとても回り切れません
ので、その部分、事業拡大した部分に委託を入れざるを得ないという部分もございます。
例えば、この中央館でいいますと、サービスの職員は９時半に来るのですが、いろい
ろシフトしまして、正規職員がいるのは８時１５分までなのです。８時１５分以降、１
０時までについては、委託業者だけで運営するというような格好になっています。
そういった部分で、業者を利用しながらサービスを拡大しているというようなことが
ございます。
○会長
そのほかにいかがでしょうか。
○委員
僕もしょっちゅう、ざっくばらんにいろいろ疑問なり、批判をやっているのですけれ
ど、区民のなかに、ある意味ではいろいろ勝手なことを言う人たちがいて 、子どものた
めの寝そべって本が読めるコーナーをつくれというふうに言って、そんなことはちょっ
とおかしいのではないかと、僕は常識的に考えていたのですけれど、それは全然できな
かった。ただ、僕はいまだにわからないのは、ビジネス支援というやつで、それから就
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労支援、あれも僕は、ハローワークがあって、何でこの図書館があれをやらなくてはい
けないのか。図書館にまだあるのですか、ビジネス支援は。
○館長
ビジネス支援の相談コーナーは、毎週土曜日開催しています。
○委員
実際に浪人していて、就職したいと思う人たちは、みんなハローワークへ行っている
んじゃないの。
○館長
就労支援のほうは、それに関係する本を１カ所にまとめているというもので、ハロー
ワークとかにつないでいくという。
○委員
だから、それは大いに、僕は決してビジネス支援やあれが悪いというのではなくて、
ただ、図書館でそういうのは機能するのかなと思って、そこがわからないのですよね。
どうですか、ご専門家は。
○会長
そういうサービスを最近は図書館でも市民サービスといって、世界的に実施する傾向
が強くなっています。もともとは、アメリカなどの移民社会で、移民たちを受け入れる
ための支援、就労支援などが行われ、ハローワークのような就労機会そのものを得ると
いう話ではなく、就労するための支援ですね。履歴書の書き方とか、あるいは履歴書を
打つタイプライターといった機械を図書館に用意して提供する、そういったところから
始まったのですが、今ではそれ以外にさまざまな、要するに図書館の敷居が非常に低い
ので、市民がちょっと頼りたいと思ったときに、図書館が応えるという サービスが非常
に多くなりました。特に、この１０年ぐらいで、ほかの国々でもそういう傾向になって
います。
ＩＳＯ（国際標準化機構）というものがありますが、その中に図書館経営に関する、
図書館統計のワーキンググループというのが設定されていて、そのワーキンググループ
に出ますと、こういう話が非常に盛り上がるのです。
ただ、日本の図書館はこれまで、割とこういった動きは少なかったのですが、課題解
決型の図書館とかというようなものを文部科学省が出してきて、今ではそういった方向
にはあるような気がします。この図書館としても何をするかということを考えていく必
要はあるかと思います。
○会長
そのほかにいかがでしょうか。
○委員
ひかり文庫というのは、中央図書館だけにあるのでしょうか、そういう視覚障害者の
ための。
○館長
中央だけです。ただ、対面朗読は、地域館でも何館かできる館があります。どことど
こだっけ。
○△△係長
上池袋図書館と駒込図書館と千早図書館でございます。
○委員
その対面朗読、私は視覚障害者の人のそういう読書というのは、本当に大変だろうと
思うので、ちょっと関心があるのですけれども、対面朗読をしてもらうというと、手続
的なことをどういう方法でやっているのでしょうか。
○△△係長
まず、ひかり文庫を利用される方は、登録していただくのですが、先ほど９９３名と
出ましたが、あとは登録していただければ、いつ電話でお願いしても、部屋が空いてい
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る限り。
○委員
行けばよろしいわけですか。
○係長
ええ、部屋が空いていて、あと、私たちが読むのではなくて、朗読ボランティアさん
にお願いしますので、朗読ボランティアさんがその日に都合がいい方が見つかれば、普
通見つかりますが、５０人近くいますので、普通はオーケーです。
○委員
大体、希望すれば、何日の何時にこの本を読んでほしいというような、あるいは新聞
を読んでもらいたいということが可能なのですか。
○△△係長
部屋が空いている限り。中央図書館の対面朗読室は二部屋ありますので、普通、かち
合ってだめということはあまりございません。希望があれば、普通は可能 です。
○会長
関連して、私も質問いたします。そういう朗読の成果というのは、録音されるのです
か。
○館長
録音したものもございます。
○委員
録音図書もあるのでしょうけれど、実際にそういうボランティアさんが朗読したのを
録音すれば。
○館長
それそのものは録音していないですね。
○△△係長
例えば、経営関係の雑誌とかを持っていらっしゃるのですね。鉄道関係の本が好きな
方もいらっしゃいます。そういう個人的なものをお持ちになって、それ自体を録音して
も、あまり一般的には……。
○会長
一般的なタイトルではないからですか。
○△△係長
はい、そう思います。
○会長
わかりました。
○委員
小学校の立場から、今、障害のお話が出ていますので、いいタイミングかなと思いま
すので、感想と、それから子どもたちの状況をということでお話しさせていただきたい
と思います。小学校には本が読みにくいお子さん、例えばＬＤであるとか、いろいろな
ことで、本は好きなのだけれども読みにくいというお子さんがいます。このような形で、
中央でこういう取組がされているのだなということを今改めて知りまして、すばらしい
なと思ったのですけれども、このあたりは一般のレファレンスをしていただいて、図書
ネット便で学校はいろいろな資料を借りているのですけれども、そういった貸し出しと
いうのはしていらっしゃるかどうかというのが１点と、それからもう一つは、小学校の
子どもたちの場合には、やっぱり自分を勇気づけてくれる本、障害のある子どもたちが
それを読んで、非常に勇気となったという本がいろいろあるのですけれども、「夢をあ
きらめない」という本だとか、「満月をきれいと僕は言えるぞ」とか、そういう本に出
会うということがすごく大事なのですけれども、そのあたりの、これは選書 は、どのよ
うに取り組んでいらっしゃるかなということを教えていただけると、大変参考になりま
す。２点、お願いします。
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○会長
お答えいただけますか。
○委員
まず、デイジーの貸出というのか、それは。
○△△係長
デイジーは、今貸出は、登録されたご本人に郵送で渡して おりますので、団体、学校
に貸出というのは今のところやっておりません。
○委員
今のデイジーの件は、ぜひ今後は何か、双方に工夫できていったらいいかなというふ
うなことも思います。
もう一つは、選書に関わったことで、障害のある子どもたちのための本、読むための
ケアではなくて、今度は中身の点で、障害がある、それを一つのエネルギーにしながら
頑張ったというような、そういういろいろな本が出ていると思うのですが、なかなか出
会いにくい。そういう本を図書館ではどのように選書をされて、入れていらっしゃるか。
例えば、すごく積極的にそういうものを選書で入れているのだとか、そのあたりの状況
を伺わせていただけるとありがたいと思うのですが。
○△△係長
ひかり文庫というのは、中央図書館とは別に併設されているという立場をとっており
ます。それで、今お話しされた例とはちょっと違うのですが、障害者の関係は、ひかり
文庫のほうで主にやっておりまして、中央のほうでその分野について、特に力を入れて
収集をしているとかということは、残念ながらございません。
○委員
どういう本をデイジー化しようという、この本をしましょうという、その選択という
のは、誰がどういうふうにしているのか。
○△△係長
職員が、ボランティアさんの意見も取り入れながら決めております。
○会長
ということは、今先生がおっしゃったような、子どもたちにこれを読ませたいという
か、聞かせたいという本を意見としてもらえれば、それを選択していくことはできる の
ですか。
○△△係長
ただ、一般に、今、利用者は子どもさんというのは少ないですね。
○会長
デイジーという便宜があるわけで、それを障害を持 つ子どもにも広げるかどうかとい
う問題が一つと、あとの貸出の話は、多少運用で何とかなっていくような気もしますの
で、少し、今日出た話をご検討いただくとよろしいのではないかと思います。
○委員
僕が顧問を始めたときに、図書館をぐるっと回ってみたのです。七つありましたでし
ょう。あれを全部回ってみたのですけれど、僕の見た感じでは、やっぱり千早図書館が
一番いいですね。友の会というのができているということで、それが自主的に活躍をし
ているということもありますけれど、住宅街の真ん中にありまして、非常に、どうもこ
こはいいなと思った。あと、巣鴨図書館がよかった。巣鴨図書館は染井墓地の近くにあ
るのです。墓地というのは非常におもしろいのですよね。一番、これはやりにくいだろ
うなと思ったのは駒込で、ほかの施設と重なってしまっているものですから、人があま
り来ないような感じがしまして。それから上池袋も結構熱心になっていると思いますけ
れども、いいのは千早図書館ではないかなと、僕はそういう印象を受けたというだけで、
皆さんもぜひ、実際に全部ではなくても、どこかへ行ってご覧になると、中央図書館と
はまた違う、こういうことをやっているのだという参考になると思いますので。
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○会長
ありがとうございます。私からも質問してよろしいですか。この配付資料、豊島の図
書館というのを拝見して、幾つか質問がありますけれども、 まず９ページの区民当たり
の蔵書冊数というのが３．１冊となっていますが、 この登録者１人当たり貸出冊数とか
いう数字は、先ほど伺ったようにかなりたくさんの豊島区以外の方が登録をなさってい
ますよね、それを含めた数ですか。それとも豊島区の登録者の数ですか。
○館長
これは登録者ですから、区外も含めてすべてです。
○会長
それも含めて１８．９と。
○館長
そういう意味で、中央館がオープンしてから登録者も増えまして、利用者が増えたと
いうことで、そういうことで１人当たりの貸出冊数が落ちてしまっているのです、逆に。
分母のほうが大きくなっているものですから。貸出数も増えているのですけれども、そ
れ以上に登録者数のほうが増えているものですから。
○会長
登録者はよく使っているけれど、区民はあまり使っていないと、そういう話で すか。
○館長
いや、区民も登録者が増えていますので。
○会長
それと、もう一つお伺いしたかったのは、図書購入費が下の欄にありまして、この数
字は、こう言っては何ですけれど、そんなに大きな数字ではないのですけれど、７，０
００万円に今達して、２３年度も多少上がっているのでしょうか。 また、それを区民当
たり、図書館費と割ってみると、６，０００万円の段階では５，０００円でやられたの
が、７，０００万円になったら４，０００円台になっていると、この辺がちょっと感覚
と違うなと感じました。
○館長
これも人口が増えているのです。豊島区、日本一の過密都市になったのですけれども、
去年だか、一昨年だか。人口が増えていまして、これも分母が大きくなっているも ので
すから、１人当たり割り算すると、減ってしまうという格好です。
○会長
人口が増えた割には、税収（したがって資料費）が伸びていない。
○館長
そうですね。
○会長
そうですか。それで、もう一つだけお伺いします。中央館の蔵書冊数が、１８年が１
８万ぐらいあって、２２年度が２４万になっていますが、といっても、２１年とか２０
年とか、大体同じ、横ばいなのですが、中央館は書庫があるのでしょうか。
○館長
閉架書庫がございます。
○会長
どの程度の本が入るのですか、冊数としては。
○△△係長
冊数は約１０万でございます。
○会長
そうすると、かなり捨てないといけないですね。それで、区としては、残したいもの
をここだけで残していますか。それとも、各地域 図書館でも書庫があるのですか。
○△△係長
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書庫そのものは全館に閉架書庫を持っておりまして、どの本を除籍するかというのは、
各館の司書が中央に集まりまして決めています。
○会長
かなり大量の本を除籍しないと、公共図書館にはスペース的にいって新しい本が入ら
ないと思うのです。一方でコレクションの蓄積も必要ですから、中央館はかなり大きな
書庫を持たないと、ストックはできない。ストックをつくるというのは、意識されてい
ますか。
○館長
その前に、「豊島の図書館」１５ページの（５）のところ見ていただきまして、現物
廃棄というところで、除籍の中の不明分というのは行方不明になってしまったやつなの
ですが、現物廃棄というここの部分、年間約４万冊は廃棄していると。中央図書館では
５，０００冊ほど、毎年廃棄しているということです。
○会長
３％ぐらいですか。
○館長
この本はとっておこうと、蔵書にしておこうという判断は、この中で、司書を中心に
考えているということです。
○委員
図書館員としての判断として、うまくとっていけるような状態ですか。
○会長
どうですか、△△さん。
大抵容量１０万冊だと、ちょっときついでしょう。
○△△係長
満杯じゃないですかね。
全体を見た上でというのは、なかなか難しいと思います。
○委員
前も委員をやらせていただいて、ずっと疑問に思って解けなかったのですが、図書館
と本屋とどこが違うかということなのですが、サービスを考えると、新しい本が需要が
あるわけですよね。こちらで本を買うと、今話題になっているように、本がいっぱいに
なって余ってしまう。そうするとどうするかというときに、新しい本ばかりを揃えると、
本屋さんと同じになってしまう。けれども、ちょっと古い本を揃えておく。だから、公
共サービスのときに、もっと本屋さんのように言いなりになって、新しい本ばかり購入
するのが公共図書館なのか、それとも、知的にもっと啓蒙をするとか、図書館の役割と
いうことに対しては、私はちょっと前に言わせていただいて、解けなかったので、ぜひ
皆さんと一緒に考えたいと思うのです。これは本の購入のところも考えますし、それか
ら廃棄するときも、どの本を捨てるときに、誰がどう選択するかということ。どういう
スタンスをとるかということが、ずっと疑問でした。
○△△係長
その問題なんですが、ただ一方で、公共図書館で廃棄はかなりしないと、実際に書庫
はかなり古いものばかりになります。それは一方であります。と同時に、中央館あたり
が、かなりきちんと揃えないと、文化的な蓄積はできませんと。両方なのですが、そこ
のバランスは難しいというよりも、施設的に、もう１０万冊の書庫だと、かなりきつい
と思います。
○会長
コンパクト書庫だとか、あるいは自動化書庫だとか、そういった非常に集密度の高い
設備を持たないと、かなりきついでしょうね。特に、こんなに地代の高いところで書庫
を持つのは大変だと思います。
私は、伺いたいことを伺いました。どうぞ。○○さんは何か。
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○委員
今おっしゃられた意見と、本当に同じなのですけれども、私も図書館は、中央図書館
という今私が関わっているのは、ひかり文庫の点字図書館のほうなのですけれど、やっ
ぱり同じように、選書とか、そういうところがとても、どうやって決めるのかなとか、
やっぱりさっきおっしゃったように、普通の本屋さんと同じような感じで、流行の本、
はやって皆さんが読みたい新刊、推理小説とか、その娯楽のための本というのはもちろ
ん必要なのですけれども、やっぱりずっと残っていくような本も点訳したいなというと
ころがありまして、ひかり文庫の点字図書館のほうにお願いはしているところなのです。
やっぱり今、そういう方向にお考えいただいているところだと 思います。
○会長
だんだんと課題に関する議論になってきましたので、このあたりで４番目の議題に移
って、必要であれば質疑をするという形で、議事を進めさせていただきたいと思います。
事務局のほうに、この４番目の議題についてのご説明をいただきたいと思います。
○事務局
今回の課題のお話をさせていただくのは、先ほど館長からも若干お話しさせていただ
きましたけれども、この経営協議会でもって、今回皆さん２年という任期でもってお願
いをしております。この２年間の中でというか、２年間が終わるときに、できれば提言
をまとめていただきたいなというふうに思っております。どういうことかといいますと、
図書館がこうあってほしいとか、こうあるべきではないかとか、ああしたらいいのでは
ないかとか、そういった図書館のあり方に対する何か、あまり難しいものは考えていな
いのですけれども、何かまとめて、２年間のいろんな論議の末、まとめていただけると
ありがたいなと思っていまして、今回、資料５にスケジュール表というのを出しており
ますけれども、年３回、こういった経営協議会を予定しておりまして、２４年度の終わ
りのほうで、何らかの形でまとめていただけたらあ りがたいなというふうに思っており
ます。そのための材料といたしまして、先ほど、図書館の概要のお話をさせていただき
ましたので、今度は図書館がこんな課題を抱えているのだということで、ちょっとお話
をさせていただきたいというふうに思います。
では、資料４ですけれども、豊島区立図書館の課題と統計等というふうに書いてあり
ます。図書館で今年度の重点施策というのがございまして、これは子ども読書活動推進
計画の推進ということで、本年度、読み聞かせのボランティアさんの養成をいたしまし
て、その人たちでもって、ボランティア人材バン クという組織を今つくり始めたところ
です。夏の間に養成講座をいたしまして、２０人の方の募集をしたところです。結局、
全部通して受講していただいたのが１９名ですよね。１９名の方が読み聞かせのボラン
ティアさんとして養成いたしましたので、その方々にいろんな施設、今は保育園とか幼
稚園とか、そういったところが多いのですが、そういったところから始めて１４人、い
ろいろ小学校とか広げたいなというふうに思っておりますけれども、そういった形でボ
ランティア人材バンクをつくって、子どもの読書活動を推進していきたいというのが今
年度の重点施策です。
あと、図書館の抱える課題ということで、２番として出しておりますけれども、これ
は私どもが日頃考えていることですとか、いろいろ区民の方の意見、現場の意見を踏ま
えて、ちょっと例示として出したものです。このほかにもいろいろあるだろうと思うの
ですけれども、こんなことが課題ですということで出しました。
一つは、資料の購入費が少ない。これは前回の経営協議会でよくご指摘を受けたとこ
ろです、もっと資料費を確保しなさいということで。少ないといいましても、確かに少
ないといえば少ないのですが、資料４の別紙２、一 番最後のページですけれども、図書
購入費の２３区比較というのがございます。これで見ますと、１人当たりの図書購入費
の金額、確かに２３区では１９番目です。確かに下のほうです。ただ、これは全国的規
模でいえば、かなり上のほうになるとは思います。ただ、２３区の中では、比較的下の
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ほうに位置しておりまして、残念ながら、豊島区は非常に財政状況が厳しいというのが
あって、この資料費も場合によっては、財政当局からねらわれる場合もございます。そ
れをいかにして確保していくかというのが、私どもの課題になっております。
２番目といたしましては、中央図書館の座席が少ないということで、特に夏時になり
ますと、よくお客様からご意見、おしかりの言葉をちょうだいします。もっと座席を増
やせ、どうにかしろという声を夏になると数多く寄せられています。そのために、先ほ
どお話ししましたように、５階については席を入れかえする等実施したのですけれど、
それでも今年も何件もおしかりをちょうだいしております。
あと、パソコン利用者の増加と世の中のＩＴ化が図書館に及ぼす影響ということで、
図書館は今後、世の中のＩＴ化にどう対応していくかというのは、これはどこの図書館
も同じだろうと思いますけれども、課題となっているだろうというふうに思います。
あと、マナーの向上ということで、図書の延滞、資料の汚損、また危ない人たち。図
書館というと、誰もが出入りするところですので、この図書館でも年に三、四回は、警
察を呼ぶような事件とかが起きております。そういったことで、マナーの向上です。
あとは、地域館の老朽化ということで、先ほども何件かお話しさせていただきました
けれど、かなり老朽化が進んでおりますので、課題となっております。
あと、利用者の声としまして、資料４の別紙１というこ とでお出ししておりますけれ
ども、平成２１年度から２３年度に受けた声をここに入れさせていただきました。
これは特に文書でもってちょうだいしたご意見ばかりですので、これ以外にも口頭で
のおしかり、ご意見等は数多く受けております。文章化されたものでまとめた数字が、
こういった数字です。
幾つかご紹介しておきますと、２１年度には、「ホームレスを追い出してほしい」と
か、「閲覧席を交代制にしてほしい」とか、２２年度は「予約した本の待ち時間が長過
ぎる」。今もいろいろ受けておりますけれども、今、図書の貸出のうち、３分の １ぐら
いは予約でもって貸出をしています。パソコン等、インターネット等で本の予約ができ
ましたので、３分の１ぐらいは予約になっております。そうしますと、予約が殺到する
本というのが数多く出てきます。一時は、村上春樹の「１Ｑ８４」、そういった本を数
百人、数百単位でお待ちいただくようになります。
図書館では、最大２０冊まで購入しておりますけれども、上限を引き上げています。
２０冊でも、例えば５００冊の希望があれば、１人当たり２５人待ちというふうになり
ます。２５人待ちということは、１人読むのに２週間、本の貸し借りに１週間かかると、
もう１年以上ですね。どうしても待っていただくことになります。そういったこともご
意見をちょうだいしております。
２３年度には、節電関係、３月１１日の地震の頃の関係で、節電して時間短縮、月曜
休館とかいろいろやりましたけれども、いろんなご意見等をちょうだいしております。
こういったお客様の意見です。
それから、統計としてもお示ししておりますけれども、資料４の別紙２として、図書
館の統計を抜き出してつくっております。ここで見ていただきたいのは、館別の登録者
というのは、徐々に微増で増えていると思います。ただ、登録率、豊島区の区民の登録
率、ほぼ横ばいになってきたのかなというふうに思います。４番の館別の貸出冊数とか
を見ていただきますと、２１年をピークに少し減っております。その辺をどういうふう
に整理しているか。いわゆる頭打ちなのか、ずっと右肩上がりの状態が終わっているの
かどうなのかというのが、ちょっと今はまだつかみかねておりますけれども、ずっと右
肩上がりがいいのかどうかというのはちょっと別な話ですけれども、ちょっと頭打ちの
季節があったのかなというような感じもしております。
そういった現在の図書館が抱えている課題と統計とかもお話しさせていただきました。
こういったものを参考にしていただいて、ご意見等をお出しいただければありがたいと
思っております。
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以上です。
○会長
ありがとうございました。ということで、２年といっても、実質１年余りだと思いま
すが、提案に向けて、私どもが課題を検討するという任務を負ったようであります 。今
日は最初ですから、ブレーンストーミングふうにいろんな意見をお出しいただき、次第
にまとめていくという形になるかと思いますが、ご質問を含めて、ご意見のほうはいか
がでしょうか。特にまだご発言のない皆さんに、いかがでしょうか。区民代表の方。ご
意見がありましたら、どうぞ。
○委員
今お話が出た予約資料の件なのですが、私も「１Ｑ８４」を予約して読んだのです。
インターネットから予約ができるので、もちろん簡単に予約は入れられるのですが、入
れた時点で、七百何番だったのです。もし図書館に届いても、それから受け取りまでに
１週間ぐらい猶予があって、それから２週間借りて、例えば読み切れない人が延滞して
ということを考えると、ものすごい１人当たりの時間はかかるわけですよね。それで、
あの本、実際に３冊ありまして、３巻本ですよね。２とか３とかというのは、もちろん
皆さん予約をしていないのです、１を読めないので。１を読んでからでないと、次の予
約が入れられないということになると、１巻目を読んだ後に、ものすごいまた時間が空
いて、何の話だったか本当にわからなくなってしまうぐらい、すごく時間がかかりまし
た。人気の本なので、それは仕方がないというのはもちろんわかっていて、すぐ読みた
いなら買えばいいというのはもちろんそうなのですけれども、もし、それが仮にそうい
った小説などではなくて、実用書のたぐいのものですとか、今すぐに欲しい知識の本が
書棚に並んでいないとか、予約で回ってしまって、自分がこれを知りたいのに、こうや
って見て探しても、必要なものがない、あるいはちょっと古いものしか置いていないみ
たいな状況になると、やはり図書館の意義というものはどうなるのかなというのがすご
く疑問に思っていて、今皆さん、インターネット、ヤフーとかグーグルでもの すごく情
報はすぐに入手できると思うので、もしちょっと間を置いたような情報しか例えば書棚
に並んでいないというような状況というのは、これは仕方がないものなのか、それとも
何か少しずつでも策を練ることができるのかというのが、ちょっと私の一つ疑問なので、
そういうことを申し上げます。
○会長
今の話は二つほどに分けられまして、一つは、いわば人気のある本の持ち方、あるい
はサービスの仕方の問題。それからもう一つは、住民が必要な情報は図書館で調べられ
るようにしてほしいという点です。とくにＩＴ時代になって、デジタルな形で情報が出
ているのに、図書館のレファレンスブックを見ますと、古いのがいっぱい並んでいたり
する。統計などは、それこそｅ－Ｓｔａｔ等によれば、最新の情報が手に入るのですが、
多くの図書館のレファレンスサービスでは、それをあまり参照していない といわれます。
ちょっと極端な例で申しましたけれども、最新の情報をきちんと揃えてほしいという話
が出てきたように思います。
今日はご意見を言うだけの機会ですけれども、△△さんはいかがですか。
○委員
これまでのお話を聞いて、蔵書数の問題とかお金の問題というのは、数字の話になり、
財政にも関係しますので、ほかの区との比較を含めて、その話をどんどん議論していっ
ても、あまり発展性がないなと思っています。今回資料を拝見しましたが、今いろんな
お話を聞いた中で、何のための図書館なのかという ことが、何となくぼんやりあいまい
なのかなと思いました。先ほど出ていた本屋と違うというのが、まず一番大きな問題だ
とは思うのです。最新の本が並んでいるのが果たして図書館としてのメ リットなのかと
いうのも、重要な課題なのかなと思います。単純に本の冊数が多ければいいのかという
のも、意味が違っていて、誰がどんな本を借りているのか、地域によってどういう本の
- 19 -

貸出の特性があるのかというのは、いまのコンピュータ社会ならわかると思うのです。
それに応じて、地域ごとに図書館にどういう本を揃えていけばいいのかというのは変わ
ってくるはずです。アマゾンでいう「ほしい物リスト」のシステムのように。本屋に並
ばない本が手に入るというのが、アマゾンの一番大きな特徴だと思うのです。流行の本、
それこそ村上春樹の本を２０冊揃えるのが果たしていいのか、それとも、 子どもにとっ
て大切な子どものための絵本名著を２０冊用意するほうがいいのか、それをもし年に１
回しか借りられなかったとしても、果たしてどっちがいいのか 。実は単純に数字でいう
と、２０冊という話になってしまいます。しかし中身でいうと、豊島区民なり利用者に
とって、どういう本をどういうふうに提供するのかというのが、図書館の一番本当は重
要な問題だと思います。さっき選書という話が出ましたが、どういう本を選んで企画展
示するか、学校に貸し出すにしても、どういう本をとい う、冊数ではないような気がし
ます。そこに専門的な話だったり、企画の話になったりしてきて、それが図書館をどう
いうふうに運営していくのかという根本的な大きな問題になるのかなというふうに思 い
ます。数字のマジックに陥ってしまうと、どうしても豊島区というのは下のほうだよね
という話になり、ではその数字を上げていこうよというふうになってしまうと、すごく
こういう機会というのはもったいない。せっかくいろんな人たちが 集まり話し合いをし
ているので・・・・。
それともう一つ、図書館を今後豊島区らしい豊島区の六つある地域図書館らしい地域
の図書館をつくるとしたら、多分中央と地域の性質は全然異なってくると思 いますし、
置く本ももちろん全然違うと思います。その辺を含めて、ここに出ている課題もそれに
連動してくるのかなというのが、お話を聞いていて思いました。
○会長
私がまとめる必要はないのですけれども、今の話を私なりに理解させていただくと、
豊島区らしい、豊島区というコミュニティに合った図書館をつくりましょうというのが、
ねらいですよね。
○委員
そうです。でなければ、多分、他の区の図書館のほうが開館時間が長かったり、予算
を持っていて……。
○会長
それを選書だとか、本の持ち方で特色を出そうと、そういうことですか。
○委員
それも含めて、もちろん利用者の層というのも一つあると思いますし、企画の段階で
豊島区らしい内容で、本の展示だったりもされているのを見ると、その辺で、いわゆる
公共サービスというのは全国一律という意味ではなくて、一定のサービスには共通性が
ありますが、さらにどこか独立性を持たないといけないと思います。正直言えば、新宿
区や千代田区のほうが本を持っているので、本を借りる ということだけを考えてしまえ
ば、そちらのほうが便利ということになってしまいます。しかし、人によって、利用す
る目的がいろいろ違うと思うのです。地域に住んでいるお子さんを持っている親御さん
だったら、わざわざ違う図書館まで行って本を借りるかといったら、それはちょっとと
いう話になります。ビジネスの人だったら、たまたま自分の通勤圏に図書館があって、
ビジネスに対して対応していけば、利用は増えていくと思います。例えば中央図書館の
ように。全てを住民に対してサービスする、ビジネスに対してオールマイティである必
要はないような気もするのです。その辺がうまく出てくると、変な話、少ない予算でも
うまく図書館のカラーというのは出せるのではないのかなというように思います。
○会長
だから、クリティカルマスみたいなものがあって、ある一定の予算額がないとやはり
どうにもならないという話と、それから、それ以上の話だったら、特色を持たせろとい
うことかなと思いますが、もうひとこと言えば、豊島区の図書館のコンセプトは何だと、
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それを問うているという感じですか。
○委員
そうですね。中央図書館ができて、大体整備も改装も行っていった上で、目指すべき
図書館は何かという。
○会長
文化、文化というけれど、どんな文化かと。
○委員
そうです。抽象的な言葉はもちろん大事だと思うのですけれども、抽象的な言葉の下
には、具体的なものがついてこない限りは、いつまでたっても抽象化になってしまいま
す。文化とか創造とかと豊島区は言っていますけれど、では文化というのは何 かという
ことです。文化とは言っても、具体的にどういう文化を指すのか、あうるすぽっとは劇
場ですので、演劇の文化を育む場所という具体性が出てきます。図書館も何か一つ、す
ごく小さな積み重ねでもいいような気もするのですけれど、何か抽象的な概念の下に、
何か具体的なテーマなり、課題なりがついてくるといいのかなと。
○会長
だんだん時間がなくなってきますので、皆さん、ぜひ積極的にご発言ください。それ
から、ここで発言できなくても、メモを書いていただいて、図書館のほうへ届けていた
だいて、次回の議題にするという形にしたいと思っております 。メモではなくて、とり
あえず今日発言したいという方は、ぜひご発言ください。いかがでしょうか。
○委員
今のお二人の話も、大変僕はおもしろかったのです。さっき○○委員がおっしゃった
本屋と図書館はどう違うのかというのが、僕は非常におもしろい問題の出し方で、僕は、
最初の疑問が、貸本屋と図書館とどう違うのだということなので。たくさん持っている
ということは、そんなにたいしたことではないので、だからどういう本があるかという
ことだと思うのです。新刊本だけがいいというものではないので、では古い本がいいの
かというと、古い本の中でも、価値があるものと価値がないものもあるので、それが僕
は、やっぱり古典ということで返ってくるのだろうと。だから論語でも、老子でも、荘
子でも、中国で言えばそういうものですね。だから英国で言えば、シェークスピア、ア
ウルスポットに小田島雄志さんがいますが、だけどシェークスピアだって、日本人は最
初、歌舞伎調に訳しているのですね、小説神髄で書いた、坪内逍遙。だから、僕は坪内
逍遙の訳も、決して今は悪いものではないという感じがしているのです。僕はあれを読
んで、非常に刺激を受けましたから、子どものころ。だからそういう意味で言えば、繰
り返し、図書館というのは何をするところだということを、僕はもっと問い続ける必要
があると思うのです。それだけです。
○委員
それにしても、やっぱり予算は少ないということは言っておいたほうがいいと思いま
す。
○館長
今の話を聞いていて、逆に予算が少ないのだから、もう流行本をやめてしまって、特
色のあるものだけやっていけと、そのほうがいいのかなと思ったのですが、ただ、それ
では区民需要に応えられないので、そこのバランスをどうするか。区民はやっぱりベス
トセラーを読みたいわけですよね。何百も予約が入るわけで、そこにどう応えるか、そ
の辺のバランスが難しいなという感想を持ちました。
ちょっと時間も押しているのですが、図書館の課題はいろいろあるので、今日ご意見
をいただいた中でも、もう何個か出ていまして、これ全部を議論していくというのはち
ょっと無理だと思うのです。会長が言われたように、この後、今日の概要説明とか資料
を見ていただいて、この問題をやってほしいということをメールでいただくか、文書で
いただくかしまして、それを今日出た意見と合わせて、次回にお出ししますので、その
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中から、やっぱりこれは一番大事だからもうちょっと掘り下げようというのを選んでい
ただいて、議論を深めていただければと思います。
基本的なところについて、今日出た話の中で、基本的に今どうなっているのかと。
我々、今どういう形でやっているのかというのを、例えば選書のやり方とか、その辺は
ちょっとまた、補足的に次回お話をさせていただければと思います。
○会長
△△さんが、例えばコンセプトの、もしその問題を出されるのならば、もう少し具体
的にお出しいただいたほうがよろしいかと思います。どういうコンセプトを豊島区の図
書館としては目指すべきかという話でご提案いただくと、議論ももう少し盛り上がるの
かなと思います。
○館長
正直なところ、明確なコンセプトがあるかというと、中央館をオープンするに当たっ
て、こういう図書館をつくりましょうという、そういうものは出してあるのですが、地
域館を含めて、豊島区の図書館はどこに向かうかというようなことを議論して、今まで
まとめたものというのはないのです。豊島区の図書館ビジョンとかというものがないの
で、逆に言えば、それを議論していただくのか、そういうのをつくりなさいということ
にするのか。
○会長
そういう場合は、要するにお客さんを中心に考えるというのが第一歩だと思うのです
が、実は、お客さんを把握するのは非常に難しいのです。現在、二十何％の登録率とい
うのは、ある種の偏りを持った利用者なのです。それはベストセラーを読みたかったり、
あるいは図書館を場として使いたかったりという話で、その辺の枠を少し取り外して、
お客さんをどうやって見つけるかという話も、実は大変重要な話だと思います。
結局、図書館は何をするところだということを問われたのですけれども、あるいは、
貸本屋さんと図書館はどう違うのかという話も問われたのですね。でも、そういう多少
抽象的な話をもう少し具体的にして、次回は議論をしていただきたいと思っております 。
もうよろしゅうございますか。大体、メモを出していただくということを前提に議論
をして、このあたりで閉めさせていただきます。
○委員
ちょっといいですか。さっき言い忘れたのですけれど、本屋と図書館はどう違うのか
とか、貸本屋と図書館はどう違うのかという問題、僕は子どもが先なのか、親が先なの
かという問題もあると思うのですけれど、今の若いお母さん方は、みんな受験塾に預け
れば済んだというふうになってしまって、自分たちが一体どうしたらいいのかというこ
とについて、あまり見識を持っていないような気がするのです。だ から、公共図書館が
赤い鳥の勉強会をやっていたというのは、非常にいいことだと思うのですけれど。だか
ら、僕などに言わせれば、赤い鳥と少年倶楽部と比較したらどうなのかとか。それから、
昔は岩波文庫だったのだけれども、講談社から岩波文庫へという、終戦直後に出たので
すけれども、僕の実感から言うと、やっぱり岩波文庫というのはあまりたい したものは
なくて、河合栄治郎の「学生叢書」というのは随分出たのですよね。「学生叢書」とい
うのは非常におもしろいので、今でも生きている。最近になってまた生きているので、
毎年、青山墓地に河合栄治郎の墓があるのですけれど、そこへ毎年参拝にいくグループ
がある。だから、河合さんの本も出ましたし、児童文学ということを簡単に言うけれど
も、図書館にある児童文学を読ませればいいというものでもないので、まず若い女性が
もう少し本の知識がないとだめだと思う。
○会長
ありがとうございました。改めてまとめさせていただきますと、今日は質問の中から
幾つか課題が出てきて、そして、また問題提起が出ました。多少抽象的な形の問題提起
もありましたけれども、実際、皆さんがお考えになっているお話には、それほど大きな
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対立点はなかったように思います。つまり図書館がどういうふうなものであったらいい
かということは、皆さんお考えになっていて、その中から幾つかの問題指摘が出たとい
うふうに思いますので、次回、その問題をもう少し掘り下げていきたいと思います。
各委員の方々で、次回以降議論をしていただきたい点をメモに書いて、お出しいただ
ければ幸いかと思います。必ずしも出さなければならないのではなくて、思いついたら
出していただきたいと思います。そんなことでいかがでしょうか。
もう一つ、以前から、この議事録に関しまして、署名をつけているのです。署名 委員
というのを決めて、その方に署名をお願いしています。議事録はまとめていただいて、
回覧されると思うのですが、その後、署名をしていただくと。その署名委員を決めなく
てはいけませんが、本日の署名委員として、これは順番のようですから、△△ 委員にお
願いしてよろしゅうございますか。
ひとつよろしくお願いいたします。
○事務局
補足させていただきます。本日、会議終了したら、私どものほうで、多分１１月のど
こかで議事録をつくり終わりまして、それを皆さんに郵送で送らせていただきます。間
違い等あったら、訂正させていただきます。それを次回のこの経営協議会のときに、署
名委員の方に署名いただいて、完成というふうになります。そうしたら、もう情報公開
なので、ホームページ等で一般の方にも見せるような形にさせていただいておりますの
で、署名のほう、次回の会議の際にしていただきたいと思いますので、よろしくお願い
いたします。
○会長
ありがとうございました。それでは、ほぼ時間でありますので、本日はこれで終了い
たしたいと思います。次回もよろしくお願いいたします。皆様、お疲れさまでございま
した。
午後８時００分閉会

署名
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