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別記第１号様式（第７条関係） 

会  議  録 
附 属 機 関 又 は 

会 議 の 名 称 
豊島区図書館経営協議会（令和元年度 第 1回） 

事務局（担当課） 文化商工部 図書館課 

開 催 日 時 令和元年 7月 24日（水）午後 6時～8時 

議 題 

(1) 委員委嘱・紹介 

(2) 会長・副会長の選任 

(3) 豊島区図書館経営協議会について 

(4) 豊島区立図書館の概要について 

(5) 豊島区子ども読書活動推進計画（第三次）の概要について 

(6) 豊島区立図書館基本計画の概要について 

(7) 区民読書活動実態調査(案)について 

(8) 豊島区子ども読書活動推進計画(第四次)および 

豊島区立図書館基本計画の策定スケジュールについて 

(9) その他 

公開の 

可 否 

会 議 

■公開 □非公開 □一部非公開   傍聴人数：0人 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

会議録 

■公開 □非公開 □一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

出席者 

 

(欠席者) 

 

敬称略 

委 員 

上田 修一、三神 和子、北川 英惠、鈴木 美紀、山本 聖志、 

石井 博幸、稲川 香於里、植木 隆司、横瀬 直美、 

山本 裕美子、藤田 力 

事務局 

中央図書館長【図書館課長】 

図書館課 管理係長、サービス調整係長、 

     児童サービス係長、点字図書館係長、企画調整係長、 

     巣鴨図書館長、千早図書館長、管理グループ職員 
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【議題 1 新委員委嘱・紹介】 

○事務局 

 それでは、時間になりましたので、令和元年度第 1 回 豊島区図書館経営協議会を始め

させていただきます。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。 

 今年の 4月から図書館課管理係長を務めております黒田と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

これより、委員の委嘱をさせていただきます。 

委員の皆様には、今年度から新たに委員の委嘱をさせていただきます。 

委嘱状は齊藤副区長から交付させていただきます。 

 

＜委嘱状交付＞ 

  

それでは、齊藤副区長よりご挨拶をいただきます。 

 

＜副区長挨拶＞ 

 

  齊藤副区長は公務のため、ここで退席いたします。 

続きまして、今回が初回の会議となりますので、各委員の皆様より自己紹介をお願いい

たします。 

 

＜各委員挨拶＞ 

 

次に区側の図書館課職員をご紹介いたします。 

 

＜区事務局職員紹介＞ 

 

続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。 

 

＜配布資料確認＞ 

 

ここで、事務局より本会議の議事録及び傍聴の取り扱いにつきまして確認させていただ

きます。 

  議事録につきましては公開とさせていただきます。なお、議事録作成のため、本会議の

録音をさせていただきますことをご了承願います。 

また、本会議の傍聴につきましては、希望があれば本会議にお諮りいたしますが原則、

傍聴を許可させていただきます。 

 

【議題 2 会長・副会長の選任】 

続きまして、資料 1-3豊島区図書館経営協議会規則第５条の規定に基づきまして、会

長、副会長の選任をお願いいたします。 

会長、副会長は委員からの互選となりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○委員 

本協議会に学識経験者の方がお二人いらっしゃいますので、上田先生に会長、それか

ら三神先生に副会長をご推薦したいと思います。 

○事務局 

只今、委員より会長、副会長の推薦がございましたが、いかがでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 
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○事務局 

それでは、会長に上田委員、副会長に三神委員で決定させていただきます。会長席、

副会長席へ移動をお願いいたします。 

会長、副会長より一言お願いいたします。 

 

＜会長、副会長挨拶＞ 

 

○事務局 

これより先は、会長に進行をお願いいたします。 

○会長 

  それでは、これより議題に入りますが、議題に入る前に議事録署名人を毎回お願いする

ことになりますが、議事録署名人を山本先生にお願いしてよろしいでしょうか。 

○委員 

  はい。 

○会長 

  よろしくお願いします。 

  それでは、議題（３）豊島区図書館経営協議会について、説明をお願いします。 

 

【議題 3 豊島区図書館経営協議会について】 

 

＜事務局説明＞ 

 

○会長 

  この協議会について、何かご質問はございますか。 

  特になければ、次の議題に移りたいと思います。 

  議題（４）豊島区立図書館の概要について、説明をお願いします。 

 

【議題 4 豊島区図書館の概要について】 

 

＜事務局説明＞ 

 

○会長 

  私から質問させていただきます。一つは、指定管理以外のところで、巣鴨と千早を直営

にしたということですが、職員数は昨年度と今年度とどう変わっているのでしょうか。 

○中央図書館長 

  直営になったのが、２８年度、２９年度になります。２８年度に巣鴨図書館、２９年度

に千早図書館ということです。人数的には、今まで館長がおりませんで、中央図書館の館

長である課長が兼務しておりました。そういう意味では、正規職員が館長として１名ずつ

就いたということになります。それから、それまで非常勤職員が運営しておりましたが、

業務委託をなくして、直営になりましたので、非常勤職員が１０人くらいずつ増えたとい

うような形になります。 

  そのほかに臨時職員や、さまざまな職員が増えたというところですが、それについては、

開館日を今まで指定管理を導入するまでは、毎週月曜日または火曜日を休館日としており

ましたものを、月１回の休館日という形にしました。そういう意味で、その分の人が増え

たということでございます。 

○会長 

  そもそも直営にして、職員の方だけで月１回だけの休館というのはできるということで

すか。 
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○中央図書館長 

  はい。 

○会長 

  もう一点ですが、千早図書館の費用が昨年度から大体倍増になっているのですが、これ

は何か理由がありますか。 

○中央図書館長 

  それにつきましては、空調機のリース交換の費用とご理解いただければと思います。実

は昭和４５年にできた大変古い建物で、複合施設化を検討しているところです。東京２０

２０が計画されたため、なかなか建設費等が難しいということで、東京２０２０の後に、

もう一度計画を見直すということになっております。そのため空調機他の修理という形に

なり、毎年一つ一つ修繕していくというような形になっております。 

○委員 

  図書館システム更新の関係なのですが、利用者の立場からいうと、非常にいいシステム

になっていて、図書館で借りた本を山積みにして、ピッとやれば、全てがばっと出てくる

という優れものだというふうに思っているのですが、今度のシステム更新というのは何が

狙いで、どれくらいの期間がかかるのか。その辺をご説明いただければと思います。 

○事務局 

  今回システムの更改につきましては、基本的には、機器のリースが５年で満了するとい

うもので、５年で一巡して更新時期が参ります。それに合わせて、ソフトウエアのバージ

ョンアップも図られますので、機能追加するものです。外国語対応や、音声読み上げ対応

により障害者の方への対応というものです。あとはホームページ等のトップページの使い

勝手や、アクセシビリティ等の改修等を図っていきたいということです。 

  大きくシステム自体が変わるわけではなくて、一段階バージョンが上がるようなイメー

ジで、今のところは考えております。 

  期間的には年末から年始にかけて更新しますので、お正月休みだけでは７館すべての機

器の入れ替えができないものですから、休館をとらせていただきながら、機器の配置等も

含めて、これからスケジュールを組んでいく予定でおります。 

○委員 

  ありがとうございました。 

○会長 

  それでは、次の議題に移りたいと思います。議題の５、豊島区子ども読書活動推進計画

（第三次）の概要について、お願いします。 

 

【議題 5 豊島区子ども読書活動推進計画（第三次）の概要について】 

 

＜事務局説明＞ 

 

○委員 

  以前、数値目標に対してご説明いただいた機会がありました。その際に、例えば今でし

たら、小学校の児童数が非常に増えてきているということがありますが、児童数の増加と、

先ほど説明のあった２９年度の実績値に何か関係性があるということでしょうか。子ども

が増えているから、貸出数が実は増えていて、１人当たりの冊数が果たして増えているの

かどうかというところの検証はどうなっているのか。その点を伺いたいと思います。 

  あと、学校図書館もそうですが、子どもの数に合わせての基準の数値というものが確か

あったと思うのですが、今年度は、そちらは満たされるのかどうか、わかるようでしたら、

お願いいたします。 

○事務局 

  児童図書の貸出冊数ですね。一人あたりの児童に関しては、データとしては把握してお

りませんので、分析を出せるようにしたいと思います。 
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○会長 

  大体どのくらい買ったかというのはご存じでしょうか。 

○中央図書館長 

  それも、具体的には入っておりません。 

○会長 

  今のところ、毎年増えているということですか。 

○中央図書館長 

  児童数でしょうか。 

○会長 

  はい。児童数。 

○中央図書館長 

  児童数は、小学生は毎年増えているということでございます。 

○事務局 

  ２点目の図書標準ですが、進捗率、昨年度の実績について各館に調査をかけておりまし

て、次回の会議でご報告できると思います。達成率につきましても、そのときにご報告を

いたします。 

○委員 

  よろしくお願いいたします。 

○中央図書館長 

  １点だけ補足させていただきますと、図書標準と申しまして、学校図書館にある図書と、

児童数の割合を示すものでございまして、委員からお話がありましたように、例えば小学

校は非常に児童数が増えていて、教室を増やすことが問題になるくらいです。 

  この調査をした２７年、２８年辺りですと、図書標準を満たしている学校がかなりあっ

たのですが、今、このような状況で急に図書が増えるということが、なかなか難しいもの

ですから、児童数が増えたことによって図書標準の達成が厳しい状況というところです。

達している学校と達していない学校という意味では、達しなくなった学校が増えていると

いう状況があるということは、次回のときにご報告させていただきたいと思います。 

○委員 

  前回は、子ども読書活動推進会議にも出させていただいて、豊島区はアニメも文化の一

つだということで、貸出冊数の中にアニメも入っているというお話をいただきました。小

学校では、よく言う学習漫画というものがあって、それは、歴史や科学的な読み物という

もので、子どももすごく大好きな本ではあるのです。図書館に置いてあるアニメが、どの

程度のアニメを置いているのかという所がわからないという事と、やはりアニメも豊島区

の特色として入れるのはいいのだけれど、アニメと純粋な読書と、図書との違い等がわか

ってくれば、それも今後の子どもたちを活性化するのには生かせるのではないかなと思い

ました。 

○会長 

  今のアニメというのは、漫画・コミックということでよろしいですか。 

○委員 

  どの程度のアニメとして冊数の中に入れていることになっているのかというのが質問で

す。本当にコミック系のものも、例えば実家のところの図書館には、コミック系の本があ

ります。豊島区は知らないので、そういうコミック系も貸出冊数の中に入っているのか、

それは入れないのかというところもわかるといいと思いました。 

○会長 

  事務局は、いかがでしょうか。 

○事務局 

  児童につきましては、漫画は手塚治虫ですとか、トキワ荘関係のものが中心になってお

ります。あと、アニメにつきましても、児童コーナーにありますが、大量の冊数ではなく、

書棚に一面強ぐらいのものですので、１００冊とか、そのぐらいの程度の所蔵です。中央
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図書館では、そのようになっております。 

○委員 

  ありがとうございます。 

○委員 

  豊島区の子ども読書活動全部ですので、区全体、各課でこのことについての取りまとめ

をしていただいていると思いますが、先ほど、一つ指標として重要なのが、この厚い冊子

のほうの５４ページにその項目が明記されています。５４ページの３６番の事業内容に、

先ほどあった学校図書標準を基準とした学校図書館資料の充実ということで、右を見てい

くと、小学生、中学生、それぞれ学校図書標準、２８年度の時点ですけれどもそれぞれ６

０％。それが第３次計画の中で上がるようにということで、継続的に取り組んでいきます

よというのがあるのですが、学校現場から見ると結構頑張っていると感じます。ほぼ学校

図書標準について、児童生徒数に対しての学校で備えるべき冊数については、まあまあい

い線を行っているなというのが現場の実感です。 

  ただ、この中にも書いてあるように、冊数がそろっているから充実した図書館というも

のでもありません。やはり入れ替えをしなければいけない。それは、中央図書館、各図書

館も同じことだと思うのですが、古いものを廃棄しつつ、新しい図書との入れ替えを進め

ていくということで、単なる冊数が多ければいいということでもない、それが充実という

ことではない。現場では、冊数そのものは結構あるが、よく見てみたら随分古いものもあ

る。その辺りについては、廃棄も進めていかなければいけないことも、現場からは重要な

進捗状況になっていく。この中では、その進捗がわからないので、どこかで現在こうなっ

ているということを教えていただけると、非常に参考になります。 

  それから、もう一点、この薄いほうの概要版の指標を数字目標として３点取り扱ってい

ますとあったのですけれども、最後の（３）のところ、中学生・高校生の１日の平均読書。

これを全く読まない割合を減らしていきましょうという逆説的な目標設定になっているの

ですが、例えば中学校、小学校も読書の時間などを行っています。中学校も朝読書に取り

組んでいますので、基本的には、区内の公立の中学校であれば、全く読まないなんていう

子はほとんどいないということになります。 

  ただ一方で、ここに表れてこない数字の中に、スマホの所有率が増えてきて、スマホの

利用時間は着実に増えています。夜を徹してスマホをやって、それこそ睡眠不足に陥って

みたり、あるいは依存症になってみたりという、読書を阻害する要因も現代では問題にな

ってきているので、直接的にはこの推進計画には入らないかもしれませんが、そういう副

次的な資料もどこかで取り合わせていただくと、直結はできないと思いますが、スマホの

所有率であるとか、使用率であるとか、それとこの読書の時間との関連というのですか、

そういうものも見えてくると思われます。次の時代の、次の目標設定というものが、少し

ヒントが見えてくるのではないかと思いますので、図書館の側で、そうしたスマホとどう

いう関係があるのかということが論議されているのか、いないのか。そんなことがあった

ら教えていただきたいと思います。 

○会長 

  中央図書館長どうぞ。 

○中央図書館長 

  それにつきましては、非常に課題だと思っておりますし、国の指針、国の計画のほうも、

その辺のことに言及しております。今回資料が多いので、国の資料等については、次回に

お示ししようと思っていますが、今回、この後でご説明させていただく、区民読書活動実

態調査の中にもそのことに触れた調査項目を設けておりますので、できる範囲にはなりま

すが、議論いただくもとになるような調査をしたいと思っております。 

○委員 

  ありがとうございます。 

○委員 

  関連して。本当に小学校でもスマホ関係が多くなっています。そこをなぜかなといった
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ときに、やはり家庭で、親が見せる姿がスマホしている姿になっている。親が新聞を読む

姿はなくなってきているのではないかなということがありますので、この中にも保護者や

家庭に対する啓発等がありますので、ぜひ、そういった資料がありましたら、出していた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

○副会長 

  最後の扉の関係機関との連携の強化というところは、学校図書館が入っていますが、学

校そのものとはどのような関係かを知りたいですね。 

  やはり、たくさん読んでもらう、いいものを読んでもらうというのは、学校の宿題が一

番だと思うのですが。今、どのぐらい出しているのでしょうか。国語の先生とか、社会の

先生は、例えば昔だったら夏休みの読書の宿題がいっぱいあったと思うのです。そこで活

字に慣れるとか、この作家はおもしろいと思ったとか、こういう系統の物語を次に読みた

いなというのがあったと思うので、そしてやはり先生方が連携しないといけないと思うの

で、学校そのものと連携していったほうがよいと私は思います。その辺、どのようにお考

えになっているのかと思います。 

○会長 

  事務局はどうですか。 

○事務局 

  学校との連携につきましては、学校、小中学校に図書館から図書資料の貸出を行ってお

りまして、団体貸出ということで、毎月お申し込みをいただいた本になります。 

○副会長 

  授業で、例えば国語の時間に宿題をどのぐらい出しているのだろうと思います。調べる

ことが目的ではなく、読書そのものはどのくらいでしょうか。やはり、足りないような気

がするのです。小さい時というか、中学生は強制的に読む。そこから始まると思うのです

が、この頃はやらないようだと思いました。 

○委員 

  私から一言。豊島区は実は図書館との連携の中で、読書フェスタ、今はＲ＆Ｃフェスタ

と言っていますけれども、結構進めています。夏に読書の課題を出して、読書カードをつ

くってなどということで、そういう意味では連携をしています。 

  宿題をもっと出しましょうというようなお話も聞こえてきますけど、実は今、宿題を減

らしましょうという方向性でもあるのです。国全体が子どもたちに負担が増えているので

はないかと指摘されています。 

  読書については、学校、小中学校、それから私立も含めてだと思うのですが、いろいろ

あるとは思いますが、夏の期間に読書に課題として取り組んでいる学校は、ほぼ１００％

だと思います。何冊読むかとかということはまた別問題ですけど、学校では、子どもたち

がなるべく読書に親しむようにしているのは事実だと思います。ただし、何冊ぐらいとか

というと、ばらつきが出てしまって、あまり有効な資料にはならない。やっているかやっ

ていなかという単純な比較であれば、パーセンテージは出ると思います。ほぼ１００％で

はないでしょうか。 

○事務局 

  実際、夏休みに入り教育委員会が推薦する図書１２０冊というものがございます。それ

を読むようにということで、特定の学校から生徒に指示が出たようです。図書館に来て、

その１２０冊を読みたいということで、幾つかの図書館に学校からこの本を読みなさいと

いうことで夏休みにテーマが出されて、児童が区立図書館にお見えになっているというケ

ースが夏休みに入ってすぐにあります。 

○委員 

  ちょっと別の角度からお話しさせていただきたいのですけど、第一点は、私は企業で人

事部の採用担当をやっていたことがあります、１０数年前ですけれど。学生の視力がすご

く落ちています。 
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○委員 

  視力がすごく落ちています。ですが、履歴書の顔写真を見るとみんな眼鏡をかけていな

いのです。視力はいくつですかと面接で聞くと、０．０幾つです。０．１ではないですよ。

０．０幾つという学生さんが結構いるのです。実際は、どうしても眼鏡をかけると印象が

悪くなるというように思ったのかもしれませんけれども、履歴書は眼鏡をかけていない。

大体コンタクトです。 

  日本の今、子どもたちの視力は、多分相当悪くなっているだろうなと思うのです。それ

は、委員がおっしゃったようなスマホで、私が体験したような人たちは、多分ファミコン

世代だと思うのです。あの辺りからずっと日本の若者の目が悪くなっているということに

ついて、本を読め、読めというのはすごくいいことですし、大事なことなのですけど、そ

の辺の関係はどういうふうにフォローされているのかというのが、第一点。 

  それから、もう一点は、子ども食堂。子どもの貧困との問題で、本が一番必要なのは、そ

ういった親がなかなか面倒を見てくれないような子どもたちに、どうやって本の楽しさ、

別の世界を体験させるかということで、子ども食堂で、どうやって本を提供できるかとい

うのがすごく大事なことだと思うのです。 

  結構、今やっているのは、スポーツ系が多いですよ。サッカーをやるとか、野球をやる

とか。そうではなくて、もう少し本に親しんでもらって、意欲を持たせるというような、

大人になったらこうなりたいというような。その辺のことについては、どうお考えなのか

ということをお聞きしたいと思います。 

○会長 

  区として、何かお考えですか。 

  教育委員会でも、事務局でも、図書館長でもいいですが。 

○委員 

  本当に感想にしかならないですが、子どもたちの視力が落ちているな、落ちている子が

増えているなというのが実感です。それは、おっしゃるように、例えばファミコンの影響

もあるでしょうし、最近だと実は斜視が増えているのです。斜視というのは、目が真っす

ぐ向かない。これはスマホの影響だと言われていて、着実に影響がスマホであれ、その前

のファミコンゲームであれ出ていると思います。まだ出切っていないと思います。これか

ら、さらにその影響が広がるだろうなというのは、現場から見ていても心配で、おっしゃ

るとおりの部分もあります。 

  それから、貧困家庭、子どもの貧困ということで、これを救済する意味では多分、まず

は栄養、食ということで始まった子ども食堂だと思うのですけれども、それ以外に活動の

幅が広がっているのは事実です。 

  ご指摘のような本をもって、子どもの貧困を救いましょうという発想は、実は、今まで

私はあまり聞いたことがなかったです。多分全く取り組まれていない内容ではないと思い

ますが、まずは、それよりも何よりも、食べることにも困っている子どもたちを救ってい

きましょうというのが初期の発想でしょうから、だんだん成熟してこの取り組みが、もし

かしたら心の栄養というか、その部分の観点が新しい取り組みとして広がってくる、事業

として成立してくる可能性は大きいかなというふうに思います。 

○委員 

  豊島区は、この間、子どもの貧困の話を区役所１階、センタースクエアでやったのです

が、すごく先進区ですよね。 

○委員 

  そうですね。 

○委員 

  やはりこの次に、先生がおっしゃるとおり、心の豊かさをどう取り戻すかというところ

をぜひ進めていただけたらありがたい。 

○委員 

  そういう意味では、例えば公立、私立を問わず、学校において図書を推奨していくとい
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うのは有効であると思います。学校では貧困という問題はあまり直接的には取り扱わない

ですが、子どもたちに区別なく差別なく読書に親しむ環境をという観点では大切なことで

あると思いました。 

○会長 

  では、６番目の豊島区立図書館基本計画の概要について、ご説明をお願いいたします。 

 

【議題 6 豊島区立図書館基本計画の概要について】 

 

＜事務局説明＞ 

 

○会長 

  私から一つ。今、やはりこれについても目標値というものがあって、１２ページですか、

現在はどういうことになっていますか。目標値の達成状況は。 

○事務局 

  ２９年度の参考値を申し上げます。来館者数、人数が全体で２０８万８，５９８人、中

央図書館におきましては９０万７，３０１人。貸出冊数につきましては、全体の冊数が  

２１６万２，５７６冊、中央図書館につきましては６０万３，８５８冊。登録者の人数に

おきましては、全体が１１万２，４４７人、中央図書館が５万６，９０１人。蔵書数につき

まして、全体が７８万７，０８３冊、中央図書館が２６万３，１４５冊となっております。 

○会長 

  中央図書館がやや低いのはなぜか。これは何か理由はあるのでしょうか。 

○中央図書館長 

  ただいま分析しているところでもございますが、幾つかあります。これはあくまで推測

によりますが、近年、近隣区でも非常に図書館が改築され、新しくなっているところがご

ざいます。新宿区、板橋区等、新しい図書館等により影響が出ているのというようなとこ

ろも、１点挙げられます。 

  あとは、やはり全体的に読書離れがやや見られるというのは、実感しているところでご

ざいます。 

○会長 

  この次の基本計画の策定はいつされるのですか。 

○事務局 

  今年度、区民に対して実態調査を行い来年度策定します。 

○会長 

  ２０２１年度実施のために、来年度２０２０年度にやるわけですね。 

○事務局 

  はい。 

○会長 

  次の議題に参ります。議題の（７）、今の議題にも関係するのですが、区民読書活動実態

調査（案）について説明をお願いします。 

 

【議題 7 区民読書活動実態調査（案）について】 

 

＜事務局説明＞ 

 

○会長 

  これは変更できないということでよろしいですか。要するに追加やこれを入れてほしい

ということはもうできない。 

○事務局 

  はい。 



  

- 10 - 

○会長 

  そうした前提なのですが、何かご意見、ご質問があれば。 

○委員 

  調査対象者について、確認させていただきますが、区内の小学校、中学校、高校となっ

ていますが、これは区立ではなくて、区内にある私立とかも含めるということですか。 

○事務局 

  小学校、中学校につきましては、区立の小学校と中学校です。小学校が１０校、中学校

が６校。区立の小学校、中学校です。 

○委員 

  では、２２校のうちの１０校とか。 

○事務局 

  はい。２年生と５年生、それぞれ６００名になるように、各学校のクラス数を調べさせ

ていただいて、調整させていただきました。 

○委員 

  では、その学年の学校単位という感じですか。 

○事務局 

  そうです。学校単位です。学校が１０校あり、その１０校の各学年です。 

○委員 

  ２年生と５年生。 

○事務局 

  学校の２年生と５年生を対象に実施させていただいたということになっております。 

○委員 

  ありがとうございます。 

○事務局 

  高校につきましては、都立高校２校にご協力をお願いして、実施をさせていただくこと

になっております。 

○委員 

  ３ページ目のところに、本に含まれるものは云々で、新聞・雑誌などというのを書いて

ありほっとしたのですが、これは回答の仕方、例えば新聞の場合は、どういう回答の仕方

なのでしょうか。ここに何冊というふうに書いてありますよね。５０冊より少ない。例え

ば問いの１５だと５０冊より少ないと。これは、新聞を１紙読むことは１冊という、そう

いう解釈でしょうか。その点について教えてください。 

○事務局 

  １紙、１回で１冊と考えていますが、ここに注釈を入れたほうがいいですか。 

○委員 

  いや、それはいいですけど、要するに毎日、新聞を、例えば子ども新聞を２０日間読む

ならば、２０冊読んだというカウントになる。 

○事務局 

  はい。 

○委員 

  わかりました。それで結構です。 

○会長 

  では、この結果は、次回以降にご報告いただけるということでよろしいでしょうか。 

  それでは、次の議題に参りまして、８番目の議題、豊島区子ども読書活動推進計画の（第

四次）および豊島区立図書館基本計画の策定スケジュールについてご説明をお願いします。 

 

【議題 8 豊島区子ども読書活動推進計画の（第四次）および豊島区立図書館基本計画の策定

スケジュールについて】 
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＜事務局説明＞ 

 

○委員 

  先ほどの読書活動実態調査で伺ってもよかったのですが、これは結構なサンプル数にな

るので集計は大変というふうに思うのですが、集計は皆さんがやるのですか、それともコ

ンサルのような形で入るのでしょうか。 

○事務局 

  実態調査に関しましては、業者に業務委託をしております。 

○委員 

  当然、分析は、皆さんも深く関わっているとして、基本的な集計は省力化というのか、

予算化されているというふうに捉えていいですか。 

○事務局 

  はい。 

○委員 

  それは良かったです。 

○会長 

  図書館経営協議会は、そうすると９月の末に予定されているようですけれども、今の読

書調査を単純集計程度が締め切り直後ぐらいに出るのであれば、もう少し遅らせて、簡単

な集計を報告していただくというわけにはいかないでしょうか。 

○中央図書館長 

  すみません。この時期に経営協議会と教育委員会報告というふうに挙げさせていただい

たのは、実はその前に行っております現計画の進捗状況を取りまとめたものをご報告した

いというところでございます。 

  実際に、次の計画、もちろん調査も大切ですが、現計画がどのような形で進捗されてい

るかということについてご報告する意味でも、この９月に計画しているものでございます。 

○会長 

  それでは、最後のその他ですが、何かございますか。 

○委員 

  １点だけよろしいですか。 

○会長 

  はい、どうぞ。 

○委員 

  希望ですけれど、図書館の取組方針という基本計画の６ページ、各館の特色ということ

で、豊島区はさすがアイデアマンがたくさんいるなと、それぞれの地域性を考えてキーワ

ードになるような図書館づくりをやっている。 

  上池袋の鉄道なんていうのは、なかなかグッドアイデア。非常にいい目のつけどころだ

と思う。さらに、もう一歩ステップを上げていただいて、地球儀を見て、今まで大人たち

があまり意識をしていなかった国々に子どもの目を向けさせるということが、これからす

ごく大切になるなと感じています。 

  例えばアフリカ。ブラック・パワーということで、今、ハーフの方たちが、いろいろなと

ころで活躍をしていますが、私たちが義務教育を受けたころは、アフリカというのは、場

所もよくわからない、遥か向こうの方にあるようでしたが、それが今、これからの子ども

たちは、アフリカをきちんと見ておく。それから、日本人が全くわからない南西アジア。

何であんなふうになっているのかということも、子どもたちに知っておいてほしい。それ

から、特に東南アジア。カルチャー都市として、豊島区が頑張っていくわけですので、１

００万人に満たない子どもたちに、今まで私たち大人が教えてもらってこなかったこと、

それをぜひ教えてあげたい。それが多分、この後の子どもたちにとってみると、すごく重

要なキーワードになってくるという気がするのです。 

  だから、例えば駒込図書館に、北アフリカ地域の文化や本や、どれくらい日本にあるか
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わかりませんけど、何かそういうこれからの子どもにとって必須になるであろうことを大

人が先取りをして、勉強する機会を与えてあげるという、そういう視点をこの図書館の取

組方針の中に入れていただくと、さすがは豊島区ということになるという気もしますので、

ぜひ９月の末に、また会議があるようですが、その辺をしん酌していただければありがた

いと思います。これはあくまでも希望です。 

○中央図書館長 

  直接、それが結びつくかどうかはわからないのですが、ちょうど来年が、まさに東京２

０２０で、実は豊島区のホストタウンというのが決まっておりまして、一つは、バングラ

デシュです。もう一つが、セントルシアというカリブ海にある島になっております。 

  そういう意味で、ちょうど再来週からですが、中央図書館でそうしたホスト国を紹介す

る展示や本の紹介などをしております。正直申し上げて、大変本の収集に苦労しておりま

す。 

  今申した趣旨については、十分、私どもも心して取り組んでいきたいと思っています。 

○会長 

  ほかにご意見はございますか。 

  なければ事務局からお願いします。 

 

【議題 9 その他】 

 

○事務局 

  企画調整グループでございます。配付資料の図書館通信について、ご紹介をさせていた

だきたいと思います。ブルーの折られた、資料でございますが、豊島区の図書館の情報発

信のために、平成１９年、この中央図書館ができたときから発行しておりまして、年４回

季刊で発行しております。７月が最新号で５３号が発行されましたので、ご紹介をさせて

いただきたいと思います。 

  巻頭から、昨年、「赤い鳥」創刊１００周年ということで、目白にある「ギャラリア赤い

鳥」の井汲さんに寄稿いただきました。巻頭のコラムでは、ほぼ日の学校長、編集者の河

野通和さんに連載でご寄稿いただいております。 

  また、中を開いていただきますと、今回、図書館を使った「調べる学習コンクール」で、

３年、４年間連続で全国的な賞をとっていらっしゃる久郷さん。池袋第一小学校６年生の

生徒さんにご寄稿いただいたというふうな形で、読み物の多い紙面構成になっておりまし

て、特に東アジア文化都市２０１９年という、今年度の事業のご紹介のために、３ページ

目は各部門の代表者に寄稿していただいております。最後に、豊島区立図書館のさまざま

なイベント、これからのイベントを施設ごとにご紹介するという形で、昨年４回発行して

おりますので、ご紹介させていただきます。 

○事務局 

  お手元に読書ノートという小さいサイズの、こちらは豊島区子ども読書活動推進計画（第

三次）の新規事業としまして、平成２８年５月１日から導入した読書ノートです。豊島区

の図書館に登録している小学生の方に無料でお配りをしています。 

  中を開けていただきますと、ここは本棚になっていまして、２ページ目のところの本棚

に、本を１冊ずつ読んだら、そこに塗り絵をしていって、３０冊読んだら全ての冊数に色

が塗られるという形になります。 

  ３ページ以降は、ご自分が読んだ本のタイトルを記入していただいて、そこに一言、読

んだ感想とか気になったコメントとかを書いていただくようになっています。 

  最後のほうのページには、「おすすめ本の紹介カード」という形で、読んだ本の中から、

こんな本がよかったよというのを書いていただいて、図書館に持ってきていただければ、

図書館に掲示をするという形になっております。 

  ３０冊読んでいただきますと、図書館のほうで、一番裏表紙のところに達成したスタン

プを押します。ノートを５冊達成しますと、このバインダーをプレゼントするという形で、
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なかなか５冊達成される方は、今のところ停滞しているのですが、来週から夏休みで、図

書館タンテイという児童向けのイベントも始まりますので、読書ノートもご案内して、読

書活動の推進に努めたいと思っております。 

○中央図書館長 

  最後になりますが、附属資料の通称読書バリアフリー法について、簡単にご説明させて

いただきます。 

  読書バリアフリー法が制定されまして、その背景になりますけれども、これは、文科省

の話になりますが、点訳・音訳の普及が十分でないということで、全国の公立私立図書館

の蔵書数は約４億２，０００万冊と言われておりますが、そのうち点字図書や録音図書な

どは１００万冊程度に留まっているという、こうした背景を受けまして、図書の環境、点

字図書や音声図書、拡大図書など、こうした図書の体制を整備すること。それから、イン

ターネットを利用したサービス提供の体制の強化ということで、今、実際に利用しており

ます全国ネットワークのサピエ図書館など、運営の支援をするということです。 

  それから、これは結構大きな問題になっておりまして、実は出版社から図書を点字図書

等にする場合に著作権などは問題ないのですが、実際には本という形で提供されるわけで

すので、それを点訳、音訳、拡大、テキスト化するということが非常に大変なことでござ

いまして、この概要の中の中央の基本施策の③のところをご覧いただきますと、出版社か

ら製作者に対するテキストデータ等の提供促進のための環境整備への支援ということで、

これは国の施策でございますが、今、必ずデータ化されていると思いますが、国のほうか

ら出版社にそのデータを私どものように製作している図書館等に提供していただければ、

すぐにそれが点訳、音訳、そうしたテキスト化することができるようになるわけで、すぐ

に製作できるということで、先ほどの蔵書数がかなり近づいていくのではないかというふ

うに言われております。 

  また、もう一つは、⑥に書いてありますように、今、こういう音声データやテキストデ

ータなど、こうしたものを端末機器、これに関する情報の入手支援も新たに盛り込んだも

のでございます。 

  ただ、あくまで支援というような形で国が行うことが中心になっておりますけれども、

区としても、ぜひ何ができるのかということについて、今後考えていきたいと思っており

ますし、また、皆様のご意見をいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○会長 

  事務局からありますか。 

○事務局 

  事務局より連絡事項でございます。改めてですが、本日の議事録につきまして、事務局

で議事要旨等ということで、若干整理させていただいたうえで皆様にメール等でお送りさ

せていただきますので、内容をご確認いただき、加除修正等がございましたら、修正いた

だいたうえ、事務局までお送りいただければと思います。 

  次回につきましては、先ほど継続の課題にもありました、９月下旬ごろということで委

員の皆様にも日程調整等させていただきます。早めに、開催日時について皆様にご連絡を

させていただきます。事務局からは以上です。 

○会長 

  それでは、図書館経営協議会は、これで終わりとします。どうもありがとうございまし

た。 

 

   午後８時３分閉会 

 

 


