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様式第４号（第 15条関係） 
 

会  議  録 
 
１ 附属機関等の会議の名称   
平成３０年度第１回美里町近代文学館運営審議会 

 
２ 開催日時  平成３０年６月２７日（水） 午後３時 
 
３ 開催場所  美里町近代文学館 視聴覚会議室 
 
４ 会議に出席した者 
（１）委 員 
 清野 守  小嶋 恵美子  木村 陽子  沖田 万里子  古内 世紀 

 斎藤 順一  廣瀬 安子  千田 秀子  大町 龍一 

（２）事務局 
 教育長  大友 義孝 
 教育総務課課長補佐兼近代文学館長兼小牛田図書館長  草刈 明美 
 教育総務課課長補佐兼南郷図書館長  伊勢 由利 
 近代文学館 主事  泉 里枝 
 
５ 会議を欠席した者 
 玉野井 ゆかり 
 
６ 議題及び会議の公開・非公開の別 
 （１）議題 
   ①議事録署名人について 
   ②平成２９年度事業報告について 
   ③平成３０年度事業計画について 
   ④平成３０年度近代文学館要覧について 
   ⑤その他 
  
 （２）会議の公開・非公開の別 
   公開 
 
７ 非公開の理由 
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８ 傍聴人の人数 
 ０人 
 
９ 会議資料 
 別紙のとおり 
 
10 会議の概要 
（１）会議録署名人について 
  木村陽子委員、小嶋恵美子委員の２名とした。 
 
（２）平成２９年度事業報告について 
館内行事、館外サービス、施設見学、町民ギャラリー企画展、視聴覚会議室

利用講座及び体験研修受入の実績を事務局から報告し、承認された。 
 

（３）平成３０年度事業計画について 
 図書館行事、視聴覚会議室利用講座及び町民ギャラリー企画展の計画につい

て事務局から説明を行い、承認された。 
 
（４）平成３０年度近代文学館要覧について 
 事務局から委員に原案を示した。修正点等がある場合、事務局あて連絡をも

らうこととした。 
 
（５）意見の詳細 
  別紙のとおり 
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 【午後３時 開会】 
事務局 
（伊勢館長） 

 本日はお忙しいところお集まりいただきありがとうござい

ます。ただいまから、平成３０年度第１回美里町近代文学館運

営審議会を開会いたします。 
はじめに、委嘱状の交付を行います。 

 【委嘱状交付】 
事務局 
（伊勢館長） 

 開会に当たりまして、教育長大友義孝より御挨拶申し上げ

ます。 
大友教育長  【教育長あいさつ】 
事務局 
（伊勢館長） 

 会議録署名人は、木村委員と小嶋委員にお願いいたします。 
 それでは、委員長と副委員長の選任を行います。 
 委員長と副委員長が選任されるまで、仮座長として教育長

が進行いたしますのでよろしくお願いいたします。 
大友教育長  美里町近代文学館運営審議会は、委員長及び副委員長の選

出が必要となっております。どのような形で選出したらよろ

しいか、委員のみなさんにお諮りいたします。ご意見ございま

せんか。 
 【意見なし】 
 意見がないようですので、事務局から御提案してもよろし

いでしょうか。 
 【はいの声】 
 それでは、事務局からお願いいたします。 

事務局 
（草刈館長） 

 古内委員に委員長をお願いしたいと思いますがいかがでし

ょうか。 
 【拍手】 
 それでは、古内委員、よろしくお願いいたします。 

大友教育長  委員長が選任されましたので、わたくしの仮座長はここま

でとなります。ありがとうございました。 
古内委員長  ただいま、委員長に御指名いただきました古内です。皆さん

の御協力をいただいて、近代文学館の運営がより充実したも

のとなるようお手伝いできればと思いますので、よろしくお

願いします。 
 それでは、副委員長の選出を行います。どなたか、いらっし

ゃいませんか。 
 いらっしゃらないようですので、事務局から案がありまし



4 
 

たらお願いします。 
事務局 
（草刈館長） 

 斎藤委員に副委員長をお願いしたいのですが、いかがでし

ょうか。 
  【拍手】 
古内委員長  では、斎藤副委員長、よろしくお願いします。 

議事に入る前に、自己紹介を行いたいと思います。 
 【委員と事務局がそれぞれ自己紹介を行う】 
古内委員長  協議に入ります。平成２９年度事業報告について、事務局か

ら説明をお願いします。 
事務局 
（草刈館長） 

 平成２９年度事業の概要を御報告します。 
 【近代文学館事業及び図書館利用状況について配布資料に

沿って説明】 
古内委員長  ただいまの報告について、何かお訊きになりたいことなど

あればお願いします。 
 ないようですので私からお尋ねしますが、小学校などから、

読書のためにまとまった数の資料を貸してほしい、というよ

うなリクエストはあるのでしょうか。 
事務局 
（草刈館長） 

 授業で使用するということで、貸出依頼がコンスタントに

来ています。本を使って調べものをする授業をするので、「は

たらく犬」についての本を貸してほしいという依頼を受けた

実績があります。 
その他、修学旅行の事前学習で宮沢賢治について調べるの

で本の紹介をするブックトークをしてほしい、という依頼も

受けており、子どもたちが本に興味を持てるように一歩踏み

込んだ活動も行っています。 
古内委員長  ありがとうございました。 

 では、平成３０年度事業計画について、事務局から説明をお

願いします。 
事務局 
（草刈館長） 

 【近代文学館事業について配布資料に沿って説明】 

古内委員長  質問などございませんか。 
千田委員  私はおひざにだっこのボランティアをしています。私たち

のほかにも、南郷のおはなし広場さんや本のかけはしさんが

活動していますし、読み聞かせは子どもたちが読書に関心を

持つ良いきっかけになっていると思っています。平成３０年

度事業の中に、３つの団体が協力して行う事業もあると、団体
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同士の横のつながりができ、よりよい活動ができるのではな

いかなと考えていますが、いかがでしょう。 
事務局 
（草刈館長） 

 情報交換や勉強会などの形で、３つの団体が交流を深めら

れるようにしたいと思います。 
廣瀬委員  ４月に行った「絵本と読み聞かせの講座」の内容をお聞きし

ます。 
事務局 
（伊勢館長） 

 以前小牛田図書館にいらっしゃった高梨さんを講師にお招

きして、現在ボランティア活動をしている方と新規職員を対

象に、読み聞かせの意義やスキルアップのためのポイントを

お話ししていただきました。 
廣瀬委員  読み聞かせボランティアの担い手を増やすという意図はな

かったのでしょうか。 
事務局 
（伊勢館長） 

 今回の講座は、講師の都合もあって、参加者を限定して行い

ました。講師との日程調整が難しいということもあり、連続講

座が組みづらい状況です。 
読み聞かせボランティアの裾野を広げたいという思いは小

牛田図書館、南郷図書館ともに共通していますので、講師と相

談しながら、初心者向けの講座を今年度後半に実施できれば

と思っています。 
斎藤副委員長  町民ギャラリー事業の中の文化財パネル展についてお聞き

します。県内の発掘調査の成果を展示するとのことですが、町

内に郷土資料館ができましたし、町民ギャラリーで展示する

ことに反対ではないのですが、町民ギャラリー以外の施設で

も展示できるのではないかと思います。また、町内の文化財に

親しみを持ってもらうためにも、県内ではなく、町内の発掘調

査の成果を展示してはいかがでしょうか。 
事務局 
（草刈館長） 

 文化財パネル展の内容ですが、県で作成したパネルを巡回

展示するものになっています。御意見のとおり、郷土資料館で

の展示も考えられますが、レイアウトの都合上郷土資料館で

の実施が難しいと担当者から聞いております。いただいた御

意見について、担当者と改めて検討したいと思います。 
斎藤副委員長  パネル展示のみで、説明の方などはつかないのでしょうか。 
事務局 
（草刈館長） 

 おっしゃるとおりです。 

古内委員長  県の巡回展示ということなので、展示期間中の何日かは県

から説明員がきてくれるといいと思います。 
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千田委員  先日郷土資料館に初めて行きましたが、建物が展示には難

しいつくりになっていると感じました。担当の方は苦労なさ

っているのではと思います。美里町では、町のアピールポイン

トがないと言われていますが、町内に点在する文化財を写真

に撮ってパネルにするなど、数年かけてでもいいので町民が

利用できる形にしてほしいです。 
古内委員長  以前に町内の史跡めぐりをする講座があったと記憶してい

ますが。 
事務局 
（伊勢館長） 

 旧生涯学習課で、生涯学習講座として文化財担当者が企画

し、課内の職員の応援を受けながら実施しました。 
担当者には、当時のような講座を実施したいという気持ち

はあると思いますが、他の業務との兼ね合いでなかなか難し

いというところです。 
事務局 
（草刈館長） 

 今年度、回想法を使った出前講座を図書館と文化財係で協

力して実施しています。 
行政区のお茶飲み会で昔話を語ってくれないかと不動堂の

区長さんから依頼を受けました。参加者のみなさんで青春時

代を思い返して、話に花を咲かせましょうというねらいで、文

化財係で持っている昔の民具を持ち込んでみたのですが、９

０代の方が昔のことを思い出して子どもの頃のことをたくさ

ん語るなど、いつもよりも話が盛り上がったという感想をい

ただきました。 
今後も図書館と文化財係が協力して、郷土資料館に来てい

ただくのを待つばかりではなく、町民の方に積極的にアプロ

ーチしていきたいと考えています。 
古内委員長  では、平成３０年度近代文学館要覧について、事務局から説

明をお願いします。 
事務局 
（草刈館長） 

 【配布資料に沿って説明】 
 例年の要覧と異なり、平成２９年度に審議いただいた運営

方針の柱を掲載しました。御覧いただきまして、一週間以内を

目途に御意見などいただけたらと思います。 
古内委員長  次に、その他に移ります。 
廣瀬委員  草刈さんが館長になられたということで、就任おめでとう

ございます。現場の職員の方が館長になったのは画期的なこ

とだと思います。正職員の司書がたった一人で、あとは非常勤

の方が雇用されている状況ですが、今後風通しをよくされて、
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一層御尽力いただきたいです。応援しております。 
事務局 
（草刈館長） 

 皆さまのお力添えと後押しがあって、この３０年図書館活

動ができています。私はまだおぼつかないのですが、これから

もどうぞよろしくお願いいたします。 
古内委員長  開館時間の延長について教えてください。 
事務局 
（草刈館長） 

 ４月から９月の土曜日は夜７時まで開館しております。 

古内委員長  要望があったのでしょうか。 
事務局 
（草刈館長） 

 一部の方から要望がありました。実際には、固定の方がいら

していて、子どもたちは来館しません。６時半を過ぎると、利

用者の方がいなくなって静かになるという印象です。何年も

実施していますので、ある程度浸透していると考えています。 
古内委員長  近隣の図書館、例えば大崎市図書館は何時まで開館してい

るのでしょう。 
事務局 
（伊勢館長） 

 平日は夜７時まで開いていますが、逆に土日は早く閉める

ようで、５時までの開館としているようです。 
事務局 
（草刈館長） 

 大崎市図書館は、公民館の機能も持たせた施設になってい

るので、２階の学習スペースの利用が多いようです。高校生が

よく利用していると聞いています。私も何度か行っています

が、学習スペースの争奪戦になっているようでした。 
誰でも利用者になれて冊数制限なく資料を借りられること

もあってか、大崎市図書館の利用者の方に話を聞くと、いつで

も本棚がスカスカなのだそうです。多くの方に利用されてい

るからこそそうなっているのですが、一方で読みたい本に出

会えない方もいると思います。 
それぞれの図書館で抱える課題が違いますので、利用者の

方が取捨選択して使いやすい図書館を選んでいると思いま

す。小牛田図書館と南郷図書館では、資料を揃えているだけで

はなく、本の相談ができたり、新しい発見ができたりする場で

あるように力を入れています。大崎市図書館ではできない、学

校との連携ができているのも強みだと思っていまして、子供

の成長過程のどこにでも図書館が寄り添っていて、地道にや

っていくというスタンスです。 
古内委員長  都市部での図書館では、学習スペースを禁止したという話

もありますが。 
事務局  図書館の資料を使って調べものをする席はありますが、持
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（草刈館長） 込みでの試験学習はできませんというのが、開館当時、小牛田
町時代のスタートラインでした。近隣の図書館の状況を参考

にして、２階のラウンジに学習スペースを設けたところです。 
古内委員長  ありがとうございました。小牛田図書館を長く利用してい

ますが、オアシス、教養のセンターとしての役割を果たしてい

ると思いますので、今後もそうあり続けてほしいと思います。 
 それでは、これで閉会といたします。大変お疲れ様でした。 

 
上記会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名します。 
 
  平成  年  月  日 
 
委 員              
 
委 員              
 


