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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 平成 30年度寒川町社会教育委員会議第 2回図書館部会  

開催日時  平成 30年 10月 30日（火）午後 1時 30分～午後 3時 05分  

開催場所 寒川総合図書館 3階会議室  

出席者名、 

欠席者名及び

傍聴者数 

出席者：青木委員 (部会長 ) 江藤委員 (副部会長 ) 仲田委員  

欠席者：花山委員  原委員  

事務局：長岡教育総務課長  小林教育総務課主査  奥谷教育総務課主査  

指定管理者：山内神奈川営業部エリアマネージャー  嶋田総合図書館長  

石渡東日本支社多摩・神奈川担当次長  

傍聴者：なし  

議 題 

報告事項 (1)モニタリング評価について 

     (2)平成30年度図書館事業中間報告について 

協議事項 (1)「本が大好きな寒川の子どもたちを育てるために」について 

決定事項 
 

 

公開又は  

非公開の別  

 

 公  開  

非公開の場合その

理由（一部非公開

の場合を含む）  

 

 

議事の経過 

1. 開会  

 

2．あいさつ  

青木部会長  

    

3．議事録承認委員の指名について    青木部会長・仲田委員  

 

4．報告事項 

(1)モニタリング評価について（資料 1） 

・事務局から 9月 25日実施モニタリング評価概要について報告 

 

【委員】教育総務課長さんのほうには私の報告をお出しして、どういう意図でやったか

ということをお書きしたのですが、簡単に言いますと、品質マネジメントシステム、

ISO9000という国際規格があるのです。それは文書を見ることによってどういうことを

やっているという、入口から結果としての記録までを文書だけで判断しましょうという

ことで、今回は、実際に現場には行っていません。ですから、次回、現場に行ったり、

あと、Pマークを取られているので、その辺の部分を確認させていただこうと思います。

全体には、水準どおりの内容で管理されておりまして、指定管理者様としては非常によ

くやられていると思います。 

 なぜ私が環境配慮の件について言ったかといいますと、相鉄企業さんは ISO14000、

いわゆる国際的な環境管理システムのリサイクルを含めた環境に配慮した企業として

認定されています。ということは、それなりの企業としての努力をしているだろうとい

うことでちょっとお話を聞いたのですが、全くそれに対する回答がなかったものですか

ら、次回には、その辺のところを少し説明いただき、私のほうで確認させていただくと

いうことで、次回のペンディングになっています。 

 それ以外のものに関しては、利用者の目線で、この項目のうちの人員体制、個人情報

保護、利用者対応、環境配慮、苦情等対応、利用者アンケートという 6項目をメインに
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見ています。その中でも特に問題ございませんので、非常に管理されていたということ

です。また、たかだか 1年半ぐらいですか、その間でよくやられているなというのは素

直な感想です。ありがとうございました。 

 

【副部会長】本当に今おっしゃったとおりで、管理という部分では、委託を受けられて、

まだ、29 年、30 年とやってこられる中で、寒川町が今までずっと継続してやってきた

事業もとても上手に引き継がれているというのを実感しておりまして、なおかつ新しい

企画ということも織り込まれているというのは、ここに足を運んだときに感じるものが

ありまして、そういう点では、ほんとうによくやっていただけているというふうに感じ

ております。 

 

【部会長】他には、そういうとてもすばらしいという意見以外にはなさそうなので。 

 

【事務局】補足説明ですけど、先ほど、まだ公表段階ではないというお話をさせていた

だいたのですが、年 2回、外部モニターさんを含めたモニタリングを実施する予定にな

っております。資料 1のモニタリング票を見ていただくと、外部モニターさんの欄とモ

ニタリング結果という欄があります。外部モニターさんの意見を受けて、最終的に、施

設所管課である教育総務課が評価を出すという形の流れになっています。この年 2回の

モニタリングを実施した後に、1年間の総括評価を行い、指定管理者選定委員会のご意

見をいただき、その後、最終的に、年度を明けて指定管理者さんからの年度事業報告書

の提出を受けて、中身を確認した上で最終確定という形になりますので、最終的に公表

になるのは年度明けになると思います。 

 現在、29 年度のものはホームページに掲載されております。ちょっとわかりにくい

のですが、指定管理の取りまとめを行っている企画政策課の担当ページから見ていただ

ければ探せると思いますので、確認いただければと思います。 

 

 

(2)平成 30年度図書館事業中間報告について（資料 2） 

  ・指定管理者から資料 2説明 

 

【部会長】2番目のぬいぐるみおとまり会は、写真を夕方に撮って、次の日にアルバム

をつくるというのは、すごく短い時間で、ものすごく大変な作業になると思うのですが、

それを職員の方がやられるのですか。 

 

【指定管理者】そうですね。終わった後、すぐ写真屋さんに走ります。それで、必要な

枚数をつくって、それぞれ、どの子がどの写真というのを全部分けます。ただ、アルバ

ムの台紙は全部つくってあるので、貼り込む写真だけを変えて貼って、次の日に渡す形

になります。 

 

【部会長】すごくうれしいだろうなと思うのですけど。 

 

【指定管理者】あとは、夜、いろいろなシーンで撮影をしなければいけないので、それ

で、図書館の中を駆けずり回って撮影しています。 

 

【部会長】何かいろいろな写真を見たのですが、いろいろなポーズで撮っていますよね。

あれも何枚も何枚も撮っていると思うので、そこの時間もすごくとられると思うのです

けど。 

 

【指定管理者】そうですね。撮ってから写真屋に行って、分けて、貼ってという、この

日は結構ハードスケジュールになります。 

 

【部会長】あと、6番なのですが、宿題お助け調べ隊は、本当にこのまま自由研究にな
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ると思うのですが、例えば公民館の事業でジュニア絵画教室って、ほんとうに小学校の

夏休みの宿題とされている規格で描かせて、そのまま提出できるようにというのがある

じゃないですか。そんな感じでこれも、そのまま学校に提出できますよというふうには

していないのですか。 

 

【指定管理者】していないです。ただ、こちらの意図としましては、宿題をやるのでは

なくて、宿題をやるための調べ方を教えますということなので、テーマはそれぞれある

のですが、テーマは、そのグループで 1 つという形で共通のテーマを与えて、調べ   

方みたいな形で、だったら、こういった調べ方があります、こういったことを使えば、

こういったことが出てきますみたいな教え方をします。 

 

【部会長】それを生かして、個人で仕上げて出すことができる。 

 

【指定管理者】そうですね。調べ方がわかったら、別のテーマで自由研究をやってくだ

さいというのがこちらの意図であります。 

 

【部会長】ありがとうございました。 

 

【委員】今回、初めて図書館まつりを開催されるということですけれども、すごくいい

企画だと思いますけど、こちらは自発的に提案されたのですか。 

 

【指定管理者】スタッフがやりたいということなので、一度こういったことをやってみ

たいというので、最初なので、成功するか失敗するかどうなるかわからないのですが、

とりあえずやってみようじゃないかということであります。 

 

【委員】下世話な話ですけど、当然費用がかかりますよね。指定管理者の中の年間の費

用の中で、企業努力で行っている費用ということですね。 

 

【指定管理者】もちろんそうです。追加でお金はいただきません。 

 

【委員】ということは、行政からのではなくて、あくまでもこちらの指定管理者さんの

自発的なイベントを立ち上げる。 

 

【指定管理者】そういうことになります。 

 

【委員】わかりました。ありがとうございます。 

 

【事務局】教育委員会といたしましては、とにかく読書の推進を図ってほしいという大

きなもので指定管理者さんにお願いして、指定管理者さんが、それでは、どのようにや

ったら皆さんに読んでもらえるかなということをいろいろ考えていただいた 1 つの形

がこの図書館まつりかなと思っておりますので、私たちも当日、どんな展開になるのか

非常に楽しみにしているところではあります。 

 

【指定管理者】幸い天気はよさそうなので、皆さん、来ていただければと思います。 

 

【事務局】ちょうど 3日は文化祭で、町民センターの周りでもにぎやかにやっています。 

 

【部会長】その方が少し寄ってくれるといいですよね。 

 

【指定管理者】逆にほかのイベントで人をとられてしまうという可能性もあって、その

辺、ちょっと怖いところなのですけど。 
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【部会長】そちらとどう共生するかですよね。 

 

【指定管理者】そうですね。いろいろなイベントで講師の方をお願いしても、その日は

こっちでやっているからとか、そういうのが結構ございます。 

 

【部会長】この案内を両方で出せるといいのかもしれませんね。 

 

【副部会長】この周知についてですけれども、かなり広域に今リサーチされている感じ

を受けていまして、遠くの友達が、この図書館のイベントに参加をしたいと。 

 

【部会長】寒川以外ですか。 

 

【副部会長】以外です。ちょっと連絡をもらったりしておりまして、どんなのものなの

かと聞かれたりしているので、第 1回目なのに、かなり周知されているのだなと思いま

した。 

 

【指定管理者】ホームページとかツイッターとかインスタグラムでは、どんどん情報を

発信しています。あとは、町の広報とかポスターですね。町にポスター掲示板があるの

ですが、そこにも貼らせていただいていまして、なるべく来ていただこうと今回、広報

にも力を入れております。 

 

【部会長】小学校にポスターが貼ってあるところもあるのですか。 

 

【指定管理者】各小学校にもお配りしました。 

 

【部会長】それは、大きいですよね。 

 

【事務局】駅にも貼ってありました。 

 

【部会長】いろいろな方がいろいろな形で知ることができるのですね。 

 

 

5．協議事項  

(1)「本が大好きな寒川の子どもたちを育てるために」について (資料 3) 

  ・事務局から参考資料、指定管理者から参考資料、資料 3説明  

 

【委員】3点あるのですが、まず参考資料の年代別貸出状況を見ますと、貸出冊数の平

成 29 年度で南部に関しては、合計で前年度より若干増えているのですね。ということ

は、それだけ利用者が多い。ただし、なぜ総合でこんなに多いのかというのを考えると、

総合は本を読むスペースが充実していますよね。北部は、あまりよく知りませんけど、

私は、南部に近いので、南部はほとんど読むところがないのですよ。男性の成人は、座

ると足が窮屈で、とても座っていられないということで、そういう環境も多少あるのか

な。いわゆる利用するのにね。というので、その辺のところをもう一回、可能であれば、

どういう本が読まれていてというようなところも含めた、ざっくりしたレポートみたい

なものがあると、もっとよくなるのかもしれないですね。総合と南部、北部は違います。

違うのは、もし南部なり北部を総合に近づけると、利用者が増えるのか。それとも全く

変わらないのであれば、やる必要はないですけど、それの見きわめは必要かなというの

が 1点。 

 2点目は、読書マラソン。非常によい企画で、これは絶対、全年齢対象にしたほうが

いいです。なぜかといいますと、図書館に来る機会というのは、お子様を連れて、パパ、

ママと一緒に来るなり、おじいちゃん、おばあちゃんが一緒に来ます。そのときに、お

じいちゃん、おばあちゃんが、私、読書マラソンの権利がないのだわというのは非常に
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もったいないと思います。ですから、別に商品とかはお子様と同じでいいと思うのです

が、そういう全年齢を対象にするとか、少し門戸を広げた形でのイベントを一度やって

みるとか、どうでしょうね。今回、我々は 0歳から 18歳を対象にしていますので、人

口構成をまずやってみるというのもいいでしょうけど、やるのであれば、全対象にした

ほうがすっきりかなという気がします。 

 3点目、これは、前回にちょっとお話しさせてもらった、いわゆる図書館というのは

二極化だねというところで、いわゆるイベントをやって集客するというのが 1つのいき

方。2点目は、図書館を利用してもらおうというところ。これの連携がとれていないこ

とによって、図書館を利用してもらう人が、イベントによって集客しても続かないよと。

だから、いかにそれをイベントによって取り組んでいけるかというところをもう一度考

えなければいけないのではないかというふうに思います。今回の図書館まつりはすごく

よい視点で、これによって集客するわけですね。それが図書館を利用する方向にどうい

うふうに結びつけられるかというところをぜひチェックして、結果をまとめてほしいで

す。その内容によっては、そのものが我々の求めている図書館の提言になる、提言まで

というと大きな言い方ですけれども、そういう解決策になる可能性はあります。という

のが、私が今、お聞きした話の中での感じた点です。 

 ということで、とにかく、実際にやっていただいていますので、それの結果を、ＰＤ

はいいのですよ。Ｃが全然だめで、さらに、そのＣがないから、チェックができていな

いから、その次のアクションが、改善ができない。ですから、ＣとＡを少なくともこれ

からは、少し気を引き締めてやっていただきたいなという気はあります。ですから、今

回の図書館まつり、ちょっと私も参加しますけれども、ぜひこれの結果を注目させてい

ただきたいと思います。 

 

【指定管理者】分室の件ですが、私も毎日のように通ってはいるのですが、まず北部は

利用が減っています。確かにあまり多くないなとは思っているのですが、まず場所的な

問題があります。北部は 2階に上がらなければいけないのですね。階段を上って上がら

なければいけないということと、あと、駐車場が近くにないのですね。ちょっと離れた、

道を渡った向こう側にあるのですね。ですので、あまり小さい子どもを連れて、エレベ

ーターもないですので、ベビーカーを持って階段を上って行けるかというと、ちょっと

行きづらい場所ではあるなと思っています。あと、近くに小学校があるので、お子さん

方はちょっと来ているのかなという感じはあるのですが、北部が少ないのは、そういっ

た図書室の場所的な問題が大きいというのは 1つあると思います。 

 あと、南部は、南部も減っているのですが、今年になって増え始めています。理由も

ちょっといろいろ考えてはいるのですが、まず、夏にエアコンをつけました。あそこは

すごく暑くて寒い場所だったのですが、エアコンがついたということで少し居心地がよ

くなりました。それから、ちょっと書架のレイアウトとかを変えました。ちょっと使い

やすくなったかなというのはあります。 

 それで、エアコンがついたのですが、エアコンがついて、冷たい風が出て非常に居心

地がよくなっているのですが、あいにくその風が出てくるところが書架になっているの

ですね。座る場所ではないので、もったいないなというところがあるので、もうちょっ

とレイアウトを変えて、大人でも座れるような机を置けば、ある程度定着されるのでは

ないかということで、あそこは本当に駐車場も近くにあって、住宅地も周りにいっぱい

あって、潜在的にニーズはあるかなというところはあります。ですから、ちょっと改善

していけば増えるかなというところです。 

 

【委員】本も入れかえていますか。 

 

【指定管理者】そうですね。本も継続的に、総合の本をあちらに持っていったりとか、

なるべく新しくというのですかね、古いものばかりにならないように気は配っていま

す。 

 それから、読書マラソンの全年齢は、今までは地元の小学校限定みたいな形で、プラ

ス、地元の小学校ではないけれども、ほかの児童さんもシートを渡して参加していただ
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いているという状況です。これを中高生とか大人にまで広げるかというのは、どれぐら

い参加者があるかというのはちょっとあるのですが、ちょっと検討してみたいと思いま

す。もしかしたら人気が出るのかもしれないですし、スタンプとかシートを変えて、も

うちょっと大人が喜びそうなものをつくればいいのかなというところもあります。 

 それから、二極化については、これはちょっとやってみないとわからないというとこ

ろがありますので、ご利用者、来館者数とか貸出数等どういうふうな影響が出るかとい

うのはちょっと調べておきたいと思います。それによって課題が出てくれば、これをま

た改善していければと思っております。 

 

【部会長】今、お話を聞いていて、読書マラソンを一般もというところで思ったのです

が、私は、一之宮小学校の近くなのですが、子どもをひとりで図書館に行かせられるの

って高学年になってからだったのですよ。なので、やはりお父さん、お母さん、おばあ

ちゃん、おじいちゃんに連れてきてもらうのは大きいのかなと思って、そうすると、や

はり一般の方が来るきっかけが小学生の来るきっかけに、自分の家に関してはなったか

なと思いますので、その一般の方というのはすごく共感しました。 

 

【指定管理者】お子さんがいらっしゃる方は結構来るのですね。あと、お年寄り、お子

さん、この層は大体いらっしゃるというか、うちのメインのお客様なのですが、何かそ

の中間層というのですか、高校生から大学生、若い社会人とか、そこら辺が、利用のと

ころを見ていただければわかるのですが、30歳以下から、19から 30というのが利用者

としては非常に少ない層です。 

 

【部会長】そのまさしく来ない高校生、大学生の子どもがいるのですが、大学生の子が

言っていたのですが、すごく専門書とかも、大学の図書館よりも新しくていいものがこ

こにそろっているのを知っているそうなんですよ、実際に。本当にいい本がたくさんそ

ろっているのに、帰ってきたときにはもう閉まっているというのが結構あって、高校生

とかも、海老名の図書館に寄ってこないと、こっちまで帰ってくると、こっちが閉まっ

てしまう。海老名は遅くまであいているのですか。よく知らないのですが。 

 

【指定管理者】そうですね。海老名は 9時までですね。 

 

【部会長】これだけの施設がそろっていて、本がそろっているので、あいている時間に

帰ってこられたらいいなというのはよく意見を聞きます。 

開館時間の延長は、スタッフの問題もあるので、難しいとは思うのですが。 

 

【指定管理者】開館時間の延長というのは難しいですが、お金さえ用意していただけれ

ばというのはあるのですが。 

 

【部会長】町から決められている時間だと思うので。 

 

【指定管理者】ただ、実際に運営していて見るのですが、やはり 7 時以降というか 7

時近くになると、図書館自体がかなりがらんとしているのですね。あいているというの

がわかっていれば、もっと来ていただけるのかもしれないですよね。 

 

【部会長】そうなんですよ。もう閉まっているから来ないというのも少しあって。 

 

【指定管理者】あとは、やはり、ちょっと駅から離れているのですね。それで、7時過

ぎに、ここを歩いて駅まで帰ろうとすると、人通りがほとんどないのですね。ですから、

海老名とか大和とか、あそこら辺の駅との乗降客の数の違いというのですか、あれぐら

い人がいれば、ここをあけていても人は来るだろうなというところはあるのですが、や

はり駅との距離が結構あるので、なかなか難しいところではあります。できれば、土日

に使っていただければと思います。 
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【委員】ちょっとそれに関連してなのですが、これは、ほかの市町村のデータなのです

が、利用したい時間に開館していないというのは、確かに上位 5項目ぐらいに入ってい

るのですね。ただし、それよりもっと悪いのは、借りる必要がないというのがあるので

す。だから、その借りる必要が今あるので、であれば、寒川町はまだまだ伸びしろがあ

るのではないかなと思います。 

 あと、借りた本を返すのが面倒とか、図書館までの交通が不便だとか、駐車場がない

と、そういうようなことが出ています。 

 

【指定管理者】駐車場に関しては、ここはあるほうだと思うのです。 

 

【委員】ありますよね。 

 

【指定管理者】はい。茅ヶ崎とかに比べると全然恵まれて、茅ヶ崎の人がこっちに来て

いるという感じにもなっていますので。 

 あと、借りた本が返せないかというと、ブックポストという手がありますので、いつ

でも、返そうと思えば返せると思います。駅前にポストを置いてくれというご意見もあ

って、できないことではないのですが、有害図書のポストが既にあるのですね。そうす

ると、何かいろいろなものを入れられそうで、ちょっとこちらもちゅうちょしていると

いう状況で、あのポストがなければやってもいいかなという気がします。 

 

【部会長】でも、南部、北部で返せるので、南部のほうが近かったら、南部に自転車で

走って返すことはあります。 

 

【指定管理者】そうですね。あと、南部もブックポストがありますので、そこに入れて

おいていただければ、総合まで来なくても本は返せます。 

 

【委員】これも他市町村の話ですけれども、郵送なり宅配便なりで送るとかいうことを

やられているところもあるし、それから、返すのに関しても、別に 1カ月以内であれば

いいとか、何かいろいろな、病院の方ですとか、制約をつけてやっているとかあります

けど、そこまで必要かどうかという判断は、ちょっと今はしないでください。そういう

のもあるというだけです。 

 

【指定管理者】そうですね。特に茅ヶ崎とかは、体の不自由な方とか高齢者の方への宅

配サービスか何かやっていますね。 

 

【部会長】あと、インターネットで延長ができますよね。忘れちゃったと思ったときに。 

 

【指定管理者】はい。1回限りですけど、できます。 

あと、今回の新しいシステムに合わせて変えたのが、書架にある本の予約もできるよ

うになりました。今までは、書架にある本は、来ないと予約というか貸出はできなかっ

たのですが、家にいながら書架にある本の予約も可能にしています。 

 

【部会長】年代別の貸出冊数なのですが、カードに登録してある年齢から拾っています

よね。なので、私なんか、小学生の子のための本を自分のカードですごい借りていたり

とかしていたので、実際は、小学生はもしかしたらもっともっとこれよりも冊数を読ん

でいるのではないかなと思います。 

 

【指定管理者】そうですね。お子さんにはカードを持たせないけれども、自分のカード

で借りるという方は非常に多いです。まだ小さいので、落としたりしたら困るからとい

う保護者の方もまだまだいらっしゃいますので、これが正確な数字かと言われると、ち

ょっと違うと思います。 
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【部会長】これよりは読んでいるように思います。 

 

【委員】事務局にちょっとお聞きしたいのは、今回、行事予定カレンダーを送付してい

ただきましたけれども、この中に図書館系と公民館系とあります。指定管理者さんにな

る前に、おはなし会というのは公民館も図書館も両方ある。館長さんにも前にそういう

話をしたのですが、何とかできるのかというと、それは事務局のほうで対応するべきだ

と思うのですよ。何を言いたいかというと、11月 3日、北部公民館、おはなし図書館、

10時半から 11時。図書館、おはなし会、11時から 11時半。つまり、11時で終わって、

こっちが 11 時に始まるのですよ。すごいでしょう。もしどちらかに出るということで

あれば、それでもありなのでしょうが、全然そんたくも何もないのですよ。というふう

に、この辺のところのかじ取りというのは、事務局のほうで、図書館、おまえのところ

はこうなっているけど、公民館もこうなっているじゃない。だから、どちらかで何か話

し合ってやってくれないかみたいなことをしていただきたいなというのは、これをもら

ったときに思ったのですね。 

 これって、どこでも同じですよ。例えば 11 月 17 日も同じです。12 月も同じですけ

れども。時間的な配分もそうですし、おはなし会というターゲットになるものが、図書

館であり、公民館であり、やっているわけです。ですから、どちらかがイニシアチブを

とるのか、それともコラボするのか、あるいは、人員的なものですとか予算ですとか、

そういうものも含めてごちゃごちゃにした、変な言い方ね、一緒のものにしてやられる

のか、一番効率的なことをやはり考えていただきたいなというのはあります。 

 

【指定管理者】公民館さんの事業について、こちらで口出すのはあれだと思うのですが、

やはりやられている方が、まず、多分公民館さんでやられているのは、その地区に根差

したボランティアさんが中心にやられていると思うのですね。ですから、その場所、公

民館さんの近くに住まれている方がボランティアさんとして、そういったおはなし会を

実施されていると。総合図書館のほうも、総合図書館の近くの方が来られていると思う

のですけれども、そういった区別があるので、総合がやっているから北はなくしました

というか、やりませんという形になったら、その北の方が総合まで来て、おはなし会に

参加するかというと、ちょっとまた違ってくると思います。 

 

【委員】私の言っているニュアンスとちょっと違います。両方、両立しているのですが、

別に時間を合致させる必要はないのではないですか。 

 

【指定管理者】ただ、おはなし会って結構幼児が対象なのですね。そうすると、午前に

しないと、午後にしちゃうと眠くなってしまったりとか、午後がだめなのですよ。午前

中に集中するのはそのせいです。 

 

【委員】だから、例えば 10時半から 11時は北部でやります。11時から 11時半は図書

館でやります。別に 2個かけ持ちで行くような人はいるとは思わないですけれども、例

えば 10時 15分から 10時 45分にして、1つが 11時からとか、15分ぐらいあけるとか、

そういうおはなしをするのもいいのではないかなというふうに思うのですね。私、行っ

たことないので、これでいいのだということであれば、それはそれでいいです。私はた

だ単にそういうふうに思ったということを伝えました。 

 

【部会長】ずっと小学生の読み聞かせをやっていたのですが、だんだんだんだん減って

きていて、なかなか、何を読んだらいいかなとか、そういうのが面倒くさい。お母さん

たちが今忙しくて、多分読み聞かせに 15 分行った後、仕事に向かうお母さんがほとん

どで、じっくりそこに時間をとれない。いつもみんな、高学年、何を読んだらいいのと

いうのが結構合い言葉みたいになっていて、読む本がないから、私、ボランティアをや

めるわというのをすごく聞くのですよ。お母さん同士のサポートはあるかもしれないの

ですが、図書館で、すごく職員さんたちがいろいろなことを今やっておられる中で、例

えば低学年向け、こんな本、どうですかとか、それだけでも、何か図書館に来たら、そ
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の情報が得られるみたいな、そこのお母さんのサポートをしてもらえると、もう少し読

み聞かせのボランティアさんがやめないでいてくれるような気がずっとしていたので

すが、もしそういうところまで何かできるのであれば、忙しいので、すぐとはいかない

のですけど、ちょっと頭の隅にあると、コーナーの中の一角でもありがたいかなと思い

ます。 

 

【指定管理者】おはなし会用の本が集められているものとか、リストとかがあるととい

うことですか。 

 

【部会長】それでもいいですし、大体月 1回ぐらい回ってきてしまうので、毎月、来た

ときに変わっていると、またありがたい。一、二年生はどうですか、この本とか、月が

わりであったりとか。大型絵本はこれだけそろっていると本当にありがたいのです。 

 

【指定管理者】毎回、読み聞かせをやって、何を読んだかというのは記録として残って

います。 

 

【部会長】そういうのを見せてもらいたい。そういうのはすごくありがたいと思います。 

 

【指定管理者】それはリストがありますので、今まで読み聞かせでこういった本を読み

ましたというリストをお渡しすることは可能です。 

 

【副部会長】それがまた年代別で、どういう内容のものだとわかれば、とても拾いやす

いですね。 

 

【部会長】そうですね。でも、低学年、中学年、高学年だけでも、大分違うので。特に

高学年が、今、困っていて。 

 

【指定管理者】高学年は難しいかもしれないですね。 

 

【部会長】低学年は何を読んでも喜んでくれるのですけど。 

 

【委員】その時間が大切なのですね。 

 

【副部会長】読み手側にしてみたら、前段階にかけるエネルギーのほうがかなり大きく

て、聞く側の子どもたちに何がいいかという考える時間の、導入に入るまでのプロセス

がとても重要になるのかなと思いますね。 

 

【指定管理者】うちのボランティアさんも、事前に 1日こちらに何時間か来てもらって、

その日、読む方が 3人ぐらい集まって、どの本をやって、どう選んで、それで予行演習

みたいなのをしてみたいな形でやられて本番に臨まれています。 

 

【部会長】そこまでやれるお母さんがいたらすごいのですけど、またそうなると、えっ、

そこまではできないとなってしまうので、何か相談ができるだけでもいいかな。誰か、

読み聞かせの相談を承りますみたいな、そんなのがあってもいいかもしれないし。 

 

【指定管理者】ずっとこういった読書推進活動というのですか、中心になっているスタ

ッフもいますので、ぜひご相談いただけると。 

 

【部会長】アドバイスいただけることがわかれば、ちょっと気軽に来られるかと。 

 

【副部会長】それ、いいですね。 
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【事務局】地域で子どもたちの読書推進を推進している人たちをサポートする図書館と

いう。 

 

【部会長】そういうのはいいと思います。そうですね。 

 

【事務局】そうすれば図書館が、直接何か打つこともいいですし、そういう人たちを育

てるというのはおこがましいですけれども、その方たちがまた地域に行ったり、学校に

行ったりして活動してくれれば、また盛り上がるわけです。だから、そういう方たちを

もし養成ができるのであれば、あるいは、その方たちを支援するような何か資料が提供

できればいいですね。 

 

【部会長】各小学校がどれぐらいの活動をやっているのか、私もちょっと一之宮小学校

くらいしかわからないのですが、ただ、人数が減っていることだけは確かなのです。 

 

【委員】まちづくり、人づくりは寒川町ですから。人づくりをお願いします。 

 

【部会長】ありがとうございます。前から思っていたことを言えて、よかったです。 

 

 

6．その他  

・次回の部会の開催予定について   

2月 5日 (火 )  13:30～  総合図書館 3階会議室  

・ 1月 25日 (金 )県社会教育委員連絡協議会地区研究会 (伊勢原市会場 ) 

へのあと 1名 (すでに三澤委員参加予定のため )の参加依頼  

 ※県事務局から開催要項が送付されたら再度案内を行うので、参加

について検討依頼  

 

7．閉会    

江藤副部会長  

 

配付資料 

資料 1 指定管理業務モニタリング票（施設類型Ⅱ）【図書館用】  

資料 2 寒川総合図書館平成 30年度上期主要事業成果  

資料 3 寒川総合図書館における子どもの読書推進活動について  

 

参考資料  

      寒川町子ども読書活動推進計画（寒川町ホームページより）  

      年代別利用登録者数・年代別貸出冊数  

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 
・青木真美会    ・仲田政一 

（平成 30年 12月 7日確定） 

 


