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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 3回図書館部会  

開催日時  平成 31年 2月 5日（火）午後 1時 30分～午後 2時 55分  

開催場所 寒川総合図書館 3階会議室  

出席者名及び

傍聴者数 

出席者：青木委員 (部会長 ) 江藤委員 (副部会長 )  花山委員  原委員  

仲田委員  

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  

       柄澤教育総務課主任主事  

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   

馬場総合図書館副館長  

傍聴者： 2人  

議 題 

報告事項 (1)図書館事業報告について 

協議事項 (1)平成31年度図書館事業計画(案)について 

(2)「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  

長岡教育総務課長  

    

3．議事録承認委員の指名について    原委員・花山委員  

 

4．報告事項 

 (1)図書館事業報告について（資料 1） 

  ・指定管理者から資料 1説明 

 

【委員】すごく多彩なプログラムを企画してやっていただいて非常によろしいのです

が、一点、この資料の中に項目を追加していただきたいなと思います。何かといいます

と、対象者がわからないのです。我々は 0～18歳の本が大好きな寒川の子どもたちとい

うのを対象に活動を今始めています。ということは、どれをターゲットにして、0～18

歳を内容的に運営していく中で絞っているのかというのを見たいということで、項目を

追加していただければと思います。可能でしょうか。 

0～18歳ですから、幼稚園児ですとか、小学生、中学生、高校生とか、あるいは全体

の在住の方とかいろいろあると思うのです。ですから、我々がこれからターゲットにさ

れる 0～18 歳に関してどういう施策をやっているかというのは一目でわかるような資

料をいただければと思います。 

 

【指定管理者】区分けにつきましてはどうすればよいでしょうか。 
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【委員】区分けは、後でお話しします。 

 

【委員】いつ来ても明るくてとてもいい図書館ですよね。町直営時もいろいろなご努力

があったことはもう周知のとおりなのですが、それでとても町民の間に定着している事

業なのではないかなという思いがします。 

 新しい体制になってからも、とても積極的な企画が打たれているようで、参加者も結

構伸びている事業もあり、とてもいいことだなと思います。 

 それで、寒川町として、あるいは寒川町教育委員会として、線というか、特色という

のでしょうかね、そういうものも私は一方であっていいのだろうと思うのです。全国的

には非常に大衆路線にこびて、図書館なのか何なのかわからないというところもあるよ

うには聞いていますが、やはり基本的には図書館ですから、文化の香りを漂わせたとい

うのかな、その辺の路線はあまり踏み外してはいけないのではないかなと思っていま

す。 

 その点で言うと、映画を上映して講演会をしたというのは図書文化に近接する文化だ

と思うのです。そういう意味では非常に本道を行くいい事業ではないかと思います。ま

してやこの地元の若い映画監督が出たわけですから、そこをチョイスしてあげてという

か、押し上げていくというのはとても大事なことだし、町民を挙げて応援していくとい

うこともとても大事な要素になるのかなと思いました。だから、映画もいいし、他に何

があるのだろうかと、ちょっと今考えていますが、ぜひそういう一本入ったところも大

事にしていただけるとうれしいなと思っています。 

 

 

5．協議事項  

(1)平成 31年度図書館事業計画(案)について（資料 2） 

  ・指定管理者から資料 2説明 

 

【委員】2019 年、多岐にわたりまして各年代に、あるいは高齢者に向かっても非常に

よく考えられた計画だと思うのですが、2019 年に対しては継続が主で新たに行ったと

いうものは今はありませんよね。その辺のところはこれから盛り込むという形でよろし

いですか。 

 

【指定管理者】項目としては新しいものはないのですが、例えば回想サロンですとか、

俳句ボックス、それから各種映画会、ここら辺は今までやってこなかったことですので、

項目としては増えていないですが、内容としては新しくなっている形になります。 

 

【委員】改善ですか、それともボリュームアップですか。 

 

【指定管理者】ボリュームアップですね。 

 

【委員】新たな視点での取り組みというのはないですか。 

 

【指定管理者】この項目としては新しいものはないです。 

 

【委員】多分、それをやらないと、これからも我々がターゲットとする年代というのは

変わらないと思うのです。今までやっていたことを継続しても、それは単に使い勝手が

よくなったとか、利便性がよくなったというだけで、新たなものをチャレンジしている

というところが見えないのです。ですから継続だけではだめで、新採用を出さなければ

いけないと思います。その辺のところを多分これからこの部会の中でお話が出ると思い

ますが、そこのところも合わせて施策を考えていこうかなと思っております。 

 

【委員】子どもの司書というのがありましたよね。あれはもう今後あまりやらないので

すか。 
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【指定管理者】実績のところで項番 7番でご紹介させていただいております。前回紹介

したとは思うのですが、これは今年で第 2期生となります。今、卒業した 1期生、2期

生がどれぐらい継続してやっていただけるかというものによって第 3 期生を次年度や

るかどうかというのは検討したいと思います。あまり人数ばかり増えすぎてもこちらも

手が回らないというのもありますし、お子さんの活動が、一人がやる活動内容が少なく

なってしまって、なかなか内容がいき渡らないというのがありますので、継続的にやる

ことは決まってはいるのですが、次年度どうするかというのはまだ決まっていない状況

であります。 

 

【委員】とってもいい企画だと思います。中学生もぜひやらせてほしいのですが、部活

があったり塾があったりで何しろ忙しい。せっかくこんなにいい図書館があるわけです

から、ぜひそういう司書などという、いわゆるキャリア教育という点でも格好の題材だ

なと思っています。ご協力はしますので、ぜひ継続発展させていただきたい事業と思っ

ております。よろしくお願いします。 

 

【指定管理者】よろしくお願いします。ただ、中学生の方は、この間職業インタビュー

で来られてお話したのですが、昔は図書館を使っていたけれども今は使っていないとい

う子がほとんどというか全員そうでした。なぜかというと、部活が忙しいし、受験もあ

るしみたいな感じです。ですからなかなか図書館に来ることはないという状況でした。 

 

【副部会長】発見のある図書館というところで、今年度初めて図書館まつりが開催され

たという話題では、私も参加させていただいた 1人なのですが、来られている方々が、

また違った図書館の空気をすごく感じたのがすごく印象的でした。ここで継続と書いて

ありますが、創意工夫の部分での職員さんの負担も含めてですけれども、新年度に向け

て企画の内容の中でもうちょっとまた地域を巻き込んだ企画を立てていっていただけ

たら、もっと関心が持てて幅の広い利用者層というか、年齢層の幅のある方々の参加が

見られるかなと感じましたので、一言お願いも含めてです。 

 

【指定管理者】第 1回の反省点は、やはりちょっと子ども寄りだったかなというところ

がありまして、確かにおっしゃるとおり幅広い対象というのですか、もうちょっと大人

も楽しめるイベントがあってもよかったなと考えております。 

 

【副部会長】やはり、年齢を重ねた皆さんの持っている、せっかく文書館もあられたり

するので、やはり伝えていくような体験も含めてですけれども、年齢のいった方々を巻

き込みながら子どもたちに伝承ができる空間があったりとかというのはちょっとほか

にはあまりないので、こういう図書館ならではの関わりの持てる内容になっていくかな

と感じたので。よろしくお願いします。 

 

【指定管理者】またぜひご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【委員】今の話を聞いていて言いたくなってしまったところが、幼児から小学生ぐらい

までのプログラム、施策はすごく手厚いのです。そちらに関しては何も言うことは多分

ないと思うのですが、それ以上に関する、中間層ですね、高齢者に関してはこれから皆

さん職員の方も含めて非常によく取り組んでもらえると思うのですけれども、中間層に

関する施策がどうしても希薄なのです。まさに我々はそこのところが本が大好きな寒川

の子どもたちのためのことを話し合うのですが、本当にそれをやりたいのならば、新た

なプログラムですとか、それから図書館はこういうふうに変わったのだよという発信を

するとか、そういうようなことを見せない限りは変わりません。ですから、我々を含め

てここにいらっしゃる皆さんがそういう気持ちでない限りは、この本が大好きな寒川の

子どもたちというのは成功しません。 

 ちゃんと考えなければいけないと思います。中学生、高校生切っちゃだめよというこ

とですよ。ですから、どうしてもその人たちを呼び込んで活用してもらうにはどうした
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らいいかというのを本当に考えないといけないと思います。 

 

【委員】今の観点に近いのかもしれないですが、要するに小物をいっぱい打つというの

もいいと思うのですが、機関銃をいっぱい撃っていくのもいいのだけれども、例えば大

砲をどかんと撃つとか、例えば東野圭吾サイン会ではないけれども、無理ですよね。当

然お金がないから来ないと思いますが、選択と集中ではないけれども、今言われたよう

なことで言えば、日曜日か何かにどかんとやるわけですよ。300人来ましたとか。やは

りそういう大胆な、寒川結構すごいねという、そういう波風を立てるというのもちょっ

といいのかなと勝手に思いました。私も実現の可能性は低いと思いますが。それぐらい

の発想の転換が必要かと思います。 

 

 

(2)「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) 

  ・仲田委員から資料 3提案説明  

 

【委員】大変積極的なご提案で、大きな筋としては支持をします。高校生については私

には判断根拠がないので言えないのですが、中学生が本を読んでいないかと言うと結構

読んでいるのです。旭が丘中学校は朝読書を毎日朝 10 分間全員で取り組んでいます。

昼休みも図書室はごった返しています。男の子も結構いますし、それが来館者数、貸し

出し数ともに伸びているのです。だから、中学生が読書や図書についての問題関心がな

いのかというと、そんなことは全然ないと思います。であるとすれば、これだけ立派な

図書館があって、その問題関心と行動がリンクしていない。部活だとかいろんな要因が

もちろんあるのですが、一つは入口的な要因として、先生がこの施設についてどれだけ

親しみがあるかというのがあると思うのです。学校の先生が行ってごらん、こうだよ、

ああだよっていっぱいしゃべれば、かなり違う。やはり中学生ぐらいになると学校の教

師の影響は結構大きいですから、そういう意味でまず誘導ではないけれども、例えばこ

の部屋（総合図書館会議室）で、ここにこれだけの部屋があるわけだから、学校の先生

の会議や教育委員会が呼ぶ会議は結構あるのです。それを役場のどこかの部屋でやるの

ではなくて、こういうところでやればいやが応にも下から上がってくるわけで、そうす

ると寄ってみようかなとかってありますよね。そのあたりの周辺部分からじわじわじわ

じわ攻めていくとかね。 

 自分なんかも、本格的に昼休みに読んでみようかなと来たのは教育委員会に勤務する

ようになってからです。あるのは知っていました。でも、教職員の多忙化というのも大

きくあるけれども、そんなことをやっている場合ではないわけで、毎日毎日忙しくて。

そういう学校の先生を呼び込むみたいというのがまず一つあるなと、ちょっとひらめい

たのです。 

 

【委員】私もこれをまとめていながら寒川町立小学校、中学校、あるいは幼稚園も含め

て、下世話な言い方をすれば息のかかっている状態ですよね。変な意味合いではなくて。

要は少しの努力をすれば何とか管理できる、あるいはお願いできる状態であると思うの

です。ただし、高校生に関しては町立なんてことはないですから、その辺のところをど

う取り組むかという。やはり年代で分けたほうがいいと思うのです。今おっしゃったよ

うに小学校、中学校に関しては先生の努力なり、図書館からの投げかけに関してもフィ

ードバックはあると思います。ただし、高校生ということになると、それらはまた全く

別物だと思いますので、そういう議論も必要かなと思います。 

 

【部会長】今、おっしゃいましたけど、例えばこの会議室が空いていて、その会議とか

は可能なのですか。結構埋まっていたりとかするのですか。 

 

【指定管理者】ルールとしては町の組織の主催会議であれば、空いていれば利用してい

ただけます。ただ、私的なサークルとかでのご利用は今のところ認めていません。 
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【部会長】実現はあり得るのですね。 

 

【委員】そうですね、そういうのに使えればまた違いますよね。 

 

【部会長】質問なのですが、中学校の図書室がすごく今満員だというお話はあったので

すが、中学校の図書室にはない本で、中学生にはとても興味のある本が図書館に実際に

あるというのは結構あるのですか。すごく今読みたいような本があるのですか。 

 

【指定管理者】ものによると思うのですが、学校さんとは図書館だよりみたいなやりと

りをさせていただいているのですが、うちでもほぼ網羅はしているのではないかと思っ

ています。ただ、買える冊数というのは限られていますし、生徒さんたちが読まれたい

というのはやはりある特定のものに集中するので、図書館に行ってすぐ借りられるかと

いうとそうではないという形ではあると思います。 

 

【部会長】例えば出向いて行ったりということも、先ほどお話がありましたけど、学校

の図書室にこの本はないけど、今ここに持ってきたよみたいなことはできるのですか。 

 

【指定管理者】できます。一度やらせていただいたのは、展示をテーマにした本を集め

てほしいと言われて、何かそういった教室で使うのですかね、授業の一環で使うので、

それを 50 冊なりまとめて図書館から持ってきて、それを貸してほしいといったご要望

はありました。本来でしたら、図書館セレクトというのですか、きっと皆さんこういっ

たのがお好きだろうとか、こういうのを読んでほしいみたいなのをそろえて定期的に通

うのが理想的だと思っております。今のところは学校さんのほうからテーマをいただい

てそれをそろえてお貸しするという感じになっています。 

 

【委員】すごく革命的な発想をすると、学校の図書室を総合図書館の分室にしてしまう

ぐらいの発想をとったらどうかと思うのです。要するに、それはなぜかというと、ここ

一、二年、教育委員会のご努力で、学校図書費が増えて、そうすると、入口の近くに読

書指導員の方が新刊本コーナーとかをつくってくれるようになるのですよ。ここ一、二

年でいっきに増えているで、来室者がすごく増えているのはそれと関係があると思いま

す。やはりいつまでも古い本しかないなら来ないし。だとすれば総合図書館の分室が 8

校にできるというぐらいの何かもっと学校の図書室と図書館とを融合してみたいな。今

すごい事業に勢いがあるではないですか。それでどんどんどんどん学校に攻め込んでい

くのですよ。そんな考え方をとってみるというのはおもしろいのでは。寒川はコンパク

トだから、これが茅ヶ崎みたいに 30 校なんていったらとてもではないけど１個の図書

館でそんなことはできないでしょう。だけど 8校しか学校がないのだから、そうすれば

今の提案も、より積極的に立体的になるのではと思うのですが。学校は大いに歓迎しま

すよ。 

 

【部会長】難しいですけど、図書館のホームページでリクエストしたものが学校で受け

取れたら、それはすごくすばらしいことだと思います。 

 

【委員】それで、いずれ総合図書館に行ってみようということになれば、それでいいで

しょう。 

 

【委員】図書館で借りるのは、カード以外で借りる方法はあるのですか。 

 

【指定管理者】個人は基本的にはあのカードだけです。 

 

【委員】あのカードだけなのですよね。スマホで借りられるとかはできないのですかね。

今みんなスマホを見るので、スマートフォンで本を閲覧して、そこで借りられるといい

のではないですか。 
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【指定管理者】予約はできます。 

 

【部会長】予約してカードを持って来るのですね。 

 

【指定管理者】そうですね。どちらにしても現物を手渡さないといけないので、結局は

こちらへ来られるという形になります。将来的にはスマホ自体がカードのかわりになる

というのはあると思うのですが。 

 

【委員】そういうのをやればまたちょっと利用する人が増えるのではないですかね。 

 

【部会長】中学校でよく利用した人は、多分高校生になってもちょっとしたときに来る

と思うのです。だから小学生のときに来ていた子たちは中学になっても部活の合間を縫

って来たりとか、やはり今まで親しみがあった子どもは大きくなっても多分親しみがあ

って来てくれると思うので。親しみを持ってもらうことが大きいですね。 

 

【委員】まさにそれは、昨日公民館部会で言っていた内容です。ちょっとリプレイしま

すと、小さいときから親しんでいる人は、成長しても身近に感じるということ、それか

ら、実際に中高生になってから急に図書館を使えと言っても身近に感じないので行かな

いと、そういうのが昨日の公民館部会の話に出ていました。 

 

【委員】いきなり図書館の方の事業で全面的に分室にできないのだったら、得意な半官

半民ではないですが、地域のボランティアを大量に募集すれば結構そういう図書のボラ

ンティアは来るのでは。そういうので図書室運営みたいなものを総合図書館と一緒にな

って、つなぎ役に第三セクターではないけれども、そういうのを組織してみたらどうで

すか。おもしろいのではないですか。地域に開かれた学校と言っているわけですし。本

当のコミュニティスクールってそういうものではないかと思うのです。形をつくってあ

げるのではなくて、どんどんどんどん能動的に動くという。 

 

【部会長】私事なのですが、中学生は本当に本を借りるだけの図書館ではないのだなと

思うのは、つい土曜日なのですけど、高校生の娘が図書館に来たら中学生が受験勉強、

後輩たちが勉強していたって、そういう使い方もあって、そのときは勉強している子た

ちも受験が終わったら本を借りに来たいなってきっと思っていると思うのです。だか

ら、中高生は、利用していないわけではないなというのをすごく感じました。 

 

【指定管理者】ただ、やはりお話しても 3 階は使いますと。1 階、2 階は通り過ぎて 3

階は使っていましたというのがありますね。学習室は使っています。 

 

【委員】今は、来てくれるだけで十分じゃないですか。 

 

【事務局】先ほど、館長さんの話もありましたが、その子たちが今、部会長さんもおっ

しゃったとおり、自分の学習だけではなくて本も借りるという形がとれればいいので、

その子たちがいかに本のところに寄ってもらえるかということで、ヤングアダルトコー

ナーを新設して、今はそういうのを特化していないのですが、それを特化して、どうし

ても高校生が帰るときに、振り向くようなところにそういうコーナーを置こうというの

が先ほど企画の中に出てきたのだと思います。 

 

【指定管理者】そうですね。この図書館で一番人が通るところというと 1階の階段の横

なのです。今は展示場所になっているのですが、あそこをヤングアダルトコーナーにし

てというふうな形で今は進めています。 

 

【委員】確かにほかの図書館へ行きますと、一番中央のところがヤングアダルトコーナ

ーになっているのですよ。まさにその通りすがり、あるいは目立つところがヤングアダ
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ルトコーナーを占めていますね。 

 

【委員】あと、資料の「どうすれば子どもたちが本に親しめるようになるか」の項目の

10 番が大事なのですよ。魅力的な本があるかどうかなのですよね。だから例えば中高

生にアンケートをとってみて、そこら辺でタイムラグが出るのですが、それでいい本を、

子どもたちにとって魅力のある本が寒川の図書館に行くと結構あるらしいという風評

を流すということも大事なのかなと思います。 

 

【委員】ちょっと立ち返りまして、区分ですが、私は、乳幼児、学童期、学生期、少年

期という区分にとりあえずしたのですが、自分で書いていてしっくりきません。すごく

悩んだのです。乳幼児はそれとしても、小学生、中学生、高校生が一番いいのかなと思

うのですが、館長さんはどう思われますか。 

 

【指定管理者】高校生を少年期と呼ぶのはちょっといかがなものかという気はしますけ

ど。 

 

【委員】そうなのです。ただ、いろいろな法律上から見ると、少年期はすごく幅が広い

のですよ。20歳以下の者は少年期なのです。 

 

【指定管理者】少年ですと、最近ですと男だけかと言われて困りそうな感じがします。 

 

【委員】これではだめですね。何かいい意見があればそこだけでも統一させていただけ

ればなと思います。 

 

【委員】民法でも、法律の用語で言ってしまうと少年は年齢で区分されてしまうのです

が、発達論的に言うと、大きく乳幼児期、それから次は児童期、青年期とくくられます。

だからあまり実態に即していないという点で言えば、乳幼児期は別にしても小学生、中

学生、高校生というほうがわかりやすいのではないかなという気がします。発達論的に

見てもいいのですが、やはりどこに通っていますかと言うほうが一般の町民もわかりや

すいのではないかな。 

 そうすると、振り返って検証するときにも高校生にはどうでしたということになるわ

けでしょう。区分けとしてはね。 

 

【委員】欄外に書いてあるのがまさにそこなので、今、おっしゃったとおりで、私も考

えているのでは同意です。 

 

【委員】ただ、議論が多くあるところですね、よくわかります。だから、お悩みになら

れたのは正しいことなのですね。 

 中高生とくくっていわゆる思春期と言うわけでしょう。揺れ動く時期というね。そう

いうくくり方もなくはないのだけども、それって、議論が切りがなくなってしまうから。 

 

【副部会長】対象者という表現の中ですと、やはり学生の年代を表現しているほうが把

握する側もわかりやすいかなとは思うのですね。なので、小・中・高というのが一番い

いのではないですか。 

 

【委員】施策を起こすときに、どこをターゲットにしているかというのが明確でないと、

我々としてもフィードバックするときの改善に役立てられないので、そこだけは明確に

したいなというのがありました。 

 

【部会長】そのような考え方で大丈夫でしょうか。事務局とか、館長さんとか、大丈夫

ですか。 
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【指定管理者】区分けのことですね。乳幼児、小学生、中学生、高校生。はい、わかり

ました。 

 

【部会長】このテーマについては、引き続き検討みたいな形になるのですか。ここで何

かまとめなければいけないとかはあるのですか。 

 

【事務局】これは事務局としての考え方なのですが、せっかく 2年間の任期があって、

その中でこういった大きなテーマ、大切なテーマについてお話をいただいているので、

できれば 1年 1年ではなくて、この 2年間の中で議論を深めていくというか、具体的な

施策ですとか、そういったところまでお話が進んでいったらいいなというふうに思って

いるところです。 

 

【委員】せっかくいい提案が出ているので、今私は一学校の責任者として自由奔放に意

見を言っていますが、教育委員会の事務局の中のいわゆる教育行政というくくりで言う

と、学校教育行政部門ともよく連携したほうがいいと思うのです。僕のような考えでは

ない校長もいるかもしれないし、いないとは思うけど極端に違いはないとは思いますけ

ど、校長を指導しているのは教育委員会なわけだから、本当はそのもとのところとしっ

かり連携していったほうがいいと思いますね。 

 私は教育行政の指導に服するわけだから、もちろん独自のこともやりますけど、原理

的にはそのほうがいいのかなと思います。 

 

【事務局】まさにそうだと思われます。図書館としても指定管理者になった後も、かな

り積極的に図書館と学校との連携をとろうということでＰＲ活動などもしております

ので、今後とも続けていっていただければいいかなと思います。 

 一つ例としては昨年度新しくした図書館のパンフレットなのですが、これを全小中学

校、児童生徒全員に配布をしたり、夏休みの恒例の事業になっています、読書マラソン

などについても相当多くの小学生の参加がありまして、これについては学校を通じてＰ

Ｒをしていまして、各学校とも積極的にご参加いただいていますので、数の上下がどう

しても出てきますけれども、非常に多くの子どもたちに楽しみに来ていただいていると

いう部分もあるので、ちょっとＰＲさせていただきました。 

 

【部会長】今日はいろいろご意見が出たのですが、引き続きこのテーマで検討していく

ということでよろしくお願いします。 

 

 

6．その他  

・次回の会議開催予定について   

第 2回社会教育委員会議  

2月 13日 (水 )  13:30～  町民センター 1階会議室  

 

 

7．閉会    

江藤副部会長  

 

配付資料 

資料 1 寒川総合図書館 2018年度主要事業成果  

資料 2 寒川総合図書館 2019年度事業計画  

資料 3 「本が大好きな寒川の子どもたちを育てるために」(委員提案資料 ) 

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 
・原千秋    ・花山尚人 

（平成 31年 3月 5 日確定） 

 


