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（１）審議 結果
・教 育委 員会 か らの 諮問 事項 に つい て各 委員 が意 見 を述 べ、 答申 書 作成
の準備とし た。

（２）詳細 な意 見
伊勢 館長

美里 町第 ３ 回目 の近 代文 学館 運営 審 議会 を開 催致 しま す。 佐 藤委
員長よりご 挨拶 をお願 いしま す。

佐 藤委 員長

朝 夕寒 さも 厳し くな っ てき まし た。 体調 を崩 され てい る方 もい る
よう です が、 皆 さん 元気 にお 集 まり いた だき あ りが とう ござ いま
す。 運営 審議 会 ３回 目と いう こ とで 、今 日あ た りで そろ そろ ゴー
ルか なと 思い ま す。 皆さ んか ら ご忌 憚な い意 見 を頂 きな がら 進め
てい きた いと 思 いま す。 後で 事 務局 の方 から 詳 しく 説明 ある かと
思い ます が、 前 もっ て頂 いた 資 料な ども 参考 に して いた だき なが
らご意見を 頂け ればと 思いま す。よ ろし くお願 いしま す。

伊勢 館長

それ では 、 委員 長座 長で 会議 を進 め て頂 きた いと 思い ます 。 よろ
しくお願い しま す。

伊勢館長

会議録署名委員 の指名 につ いて委 員長よ りお願 いし ます。

佐 藤委 員長

まだ、やって いない 古内さ んと 山内さ ん、よ ろしく お願い します 。

古内委員

はい、わかりま した 。

山内委員

はい、わかりま した 。

伊勢館長

続いて協議事項 、教 育委員 会から の諮問 事項 につい て、委 員長よ
ろしくお願 いし ます。

佐藤委員長

事務局の方から 説明 をお願 いしま す。

末永館長

前回皆様からい ろい ろご意 見頂き ました 。最 後に事 務局側 で考え
た項目もご 提示 しまし た。そ れに従 い今 回の図 書館の あり方 を作
成しお配り しま した。 これを 参考に して 皆様の ご要望 、ご提 案等
を加えてお 話し 合いを いただ き、次 回の 会議で 答申案 という 形で
お示したい と思 います 。今日 は皆様 から 意見、 要望等 、具体 的な
話でも構い ませ んので 忌憚の ないご 意見 を頂き たいと 思いま す。
説明は草刈 の方 から致 します のでよ ろし くお願 いしま す。

草刈主幹

資料に従ってご 説明 いたし ます。
（資料に従って 美里 町近代 文学館 ・南郷 図書 館の在 り方に ついて
説明 1 美里 町近代 文学館 の目 指すべ き姿に ついて 説明 ）

佐藤委員長

はじめのところ で全 体の概 要を述 べられ てお りまし て、そ れに基
づき目指 す姿 が６項 目あり ました 。これ らのこ とにつ いて ご意見、
ご質問等あ りま したら よろし くお願 しま す。

佐藤委員長

何もないようで すの で、事 務局か ら具体 的な ところ につい て説明
お願いしま す。

草刈主幹

（資料に従って ２の 推進す るため の具体 策に ついて 説明）

佐藤委員長

それでは、斎藤 委員 どうぞ 。

斎藤委員

②のところでな ぜ行 政資料 だけな のです か。

草刈主幹

行政資料だけで はな く、他 の資料 も収集 保存 を行い ます。

斎藤委員

議会の議事録は 議会 事務局 で保存 し、他 の公 文書に ついて も各部
署で保存し てい ると思 います が、そ れを 一括し てここ で保存 する
ということ なの でしょ うか。

末永館長

公文書ではなく 、各 課等で 発行し たチラ シや パンフ レット 等が保
存されてい ない 状況に ありま す。そ のよ うなも のをき ちんと 保存
しておきた いと の考え での行 政資料 です 。なお 議会の 議事録 は閲
覧用が図書 館に ありま す。ま た一般 の公 文書は 文書公 開の手 続き
に従うこと にな ります 。図書 舘でい つで も公開 し閲覧 できる とい
うものでは あり ません 。

斎藤委員

行政資料という 表現 が唐突 すぎる のでは ない かなと 思いま す。美
里町近代文 学館 の目指 すべき 姿の３ に地 域資料 の収集 整理と あり
ますが、そ の部 分とリ ンクす ると思 うの ですが 、歴史 資料と か民
俗資料、平 和に 関する 資料と いうこ とも 含めて あると いうこ とで
認識してよ ろし いです か。

末永館長

地域資料という 表現 の方が 適切で しょう か。 民間の 団体が 発行し
ている資料 もき ちんと 保存し ていき たい と思っ ており ます。

佐藤委員長

行政資料という 表現 は外し た方が いいの では ないで しょう か。地
域の情報セ ンタ ーとし ての資 料取集 で良 いと思 います 。

佐藤委員長

②の貸出と資料 情報 の提供 のとこ ろで、 読書 通帳活 用によ る読書
意欲の向上 とい う表現 につい て、読 書意 欲を向 上させ るため の読
書通帳活用 とか に直し てはい かがか と思 います 。

佐藤委員長

その他ございま せん か。は い、斎 藤委員 。

斎藤委員

聞き漏らしたの です が、２ の推進 するた めの 具体策 の①の 多言語
資料の提供 につ いて方 言とい うこと は含 まれて おりま すか。

草刈主幹

多言語とは日本 語、 英語、 中国語 とかに なり ます。

斎藤委員

方言とは別にな りま すか

草刈主幹

方言とは別にな りま す。

斎藤委員

地域資料の中に 方言 の概念 はあり ますか

草刈主幹

はい、あります 。

佐藤委員長

他にございませ んか 。はい 斎藤委 員

斎 藤委 員

①につ いて「 視覚障 害者、高齢 者が」を「視 覚障害 者、高 齢者も 」
利用が「簡 便に できる 」に書 き加え て頂 ければ と思い ます。 障害
者や高齢者 だけ が朗読 ＣＤと か大活 字本 を欲し ている わけで はな
いと思いま す。

佐藤委員長

それらの表現に つい てよろ しくお 願いし ます 。

草刈主幹

はい、わかりま した 。

佐藤委員長

その他ございま せん か。は い、梁 川委員 さん どうぞ 。

梁川委員

いろいろなサー ビス が載っ ていま すが、 とて も大事 で、と ても良
いことだと 思い ます。 もう一 つ追加 が必 要なの が、館 内の環 境サ
ービスがあ げら れると 思いま す。例 えば 借りる だけで はなく 、こ
こで読んだ り、 調べた りする コーナ ーや 新聞を 閲覧す る際の ソフ
ァーの増設 とか 、畳の コーナ ーの机 を２ つにす る、そ のよう な環
境整備をし て欲 しいと 思いま す。

佐藤委員長

図書館を町民の 方々 が気楽 に活用 できる 環境 整備や ニーズ に合っ
た活用方法 を考 えて頂 きたい ですね 。２ 階のラ ウンジ を自由 にパ
ソコンが使 える 場に活 用でき ないか とか 、千葉 亀雄に ついて パソ
コンを使っ て自 分達で 調べら れるよ うに 、有効 に活用 して頂 きた
いと思いま す。 参考ま での意 見です 。

佐藤委員長

その他ございま せん か。は い、斎 藤委員 。

斎藤委員

この在り方のは じめ にとい う次に 、美里 町近 代文学 館の目 指すべ
き姿という 説明 が入る のです が、何 で、 どうい うもの かとい う説
明を入れた 方が 良いの ではな いか思 いま す。教 育基本 法の第 ７条
の社会教育 の施 設とし て位置 づけら れて いる。 そして 国民の 学習
権を保証す る機 関であ る。と いうこ とを まずも って記 述して おい
て、それか ら具 体的に 近代文 学館の 目指 すべき 姿にい った方 がよ
いのではな いか と思い ます。

佐藤委員長

斎藤委員さんが おっ しゃっ たよう なこと が教 育委員 会の方 針の中
に言われて いな いと図 書館で 勝手に やっ ている という ような 話に
なってしま う。 何に基 づいて 図書館 は方 針をだ してい るかと 聞か
れたときに 言え るよう に教育 委員会 と整 合性を 持たせ なけれ ばい
けないと思 いま す。

古内委員

法律は教育基本 法と 図書館 法に基 づいて やっ ている のです か。ま
た近代文学 館条 例みた いなの はあり ます か。

草刈主幹

図書館法と近代 文学 館条例 で行っ ていま す。

佐藤委員長

その他ありませ んか 。無け ればⅡ の図書 館と 他機関 との連 携につ
いて事務局 より 説明願 います 。

草刈主幹

（資料に従って Ⅱの 図書館 と他機 関との 連携 につい て説明 ）

佐藤委員長

何か質問ありま すか 。はい 、斎藤 委員

斎藤委員

①の図書館間の 連携 につい ての宮 城県図 書館 情報ネ ットワ ーク
（ＭＹ-Ｎ ＥＴ）の活用 のとこ ろに 仙台市 文学館 は入っ てい ますか。

草刈主幹

入ってないです 。

斎藤委員

これはどういう 意図 でです か。

草 刈主 幹

公 共図 書館 と大 学図 書館 だけ が 連携 して いる ネッ トワ ーク なの で、
加入してい ませ ん。資 料を公 開し、 情報 検索が できる ことが 必要
です。

斎藤委員

前回もお話しし たと 思いま すが、 ここは 町の 図書館 ととも に近代
文学館です 。仙 台文学 館は県 内にお いて は第一 級の資 料を保 存保
管している ので 連携を 取って いただ きた いと思 います 。仙台 市文
学館の資料 は貸 出して いなく て閲覧 のみ ですね 。

草刈主幹

そうです。

斎藤委員

利用者が、資料 を探 してい るが、 それが ある かどう か、そ のよう
なサービス も必 要では ないか と思い ます がいか がです か。

佐藤委員長

仙台市文学館は どこ ともつ ながっ ていな いの ですか 。

草刈主幹

公共図書館は蔵 書公 開、蔵 書検索 を一般 に全 て公開 してお ります
ので、皆さ んも 家にい ながら 検索で きる 状況で す。検 索がで きる
図書館同士 が、 県を中 心にネ ットワ ーク 化して いるの がＭＹ -ＮＥ
Ｔというも ので す。私 が操作 した記 憶で 見ると 、仙台 市文学 館の
中ではシス テム 化して いるか もしれ ませ んが、 皆さん が家に 居な
がら検索の 環境 になっ ていな いと私 の方 でも検 索でき ません 。た
だ、インタ ーネ ットの 形で調 査依頼 を仙 台市文 学館に かけた こと
はありませ ん。

佐藤委員長

依頼があれば働 きか けはす るか。

草刈主幹

それはもちろん 問い 合わせ は致し ます。

佐藤委員長

将来的にはつな がる ように するの ですか 。

草刈主幹

こちらではわか りま せんが 、どこ の公共 施設 でも可 能なか ぎり柔
軟な対応し て頂 けると 思いま す。

佐藤委員長

仙台市近代文学 の資 料は豊 富なの ですか 。

斎藤委員

県内に留まらず 東日 本、東 北が中 心です が、 非常に 内容の 濃い資
料が揃って いま す。定 期的に 企画展 や講 演会等 、活発 な活動 がな
されていま す。 千葉亀 雄関係 の資料 が揃 ってい るどう かは分 かり
ませんが、 そう いう時 代の資 料も雑 誌類 も保管 されて いるの で、
利用できる よう な体制 は必要 ではな いか と思い ます。 あとは 図書
館に来た人 達へ の情報 発信と いうこ とも 大切だ と思っ ていま す。

佐藤委員長

千葉亀雄の勉強 会を やって いると 明治時 代の 本を読 みたい と思う
のですが、 それ があり ません 。探す のが 一苦労 で、わ ざわざ 仙台

まで行って 復刻 版を探 したり してい ます 。仙台 市文学 館とつ なが
ることによ って 資料の 入手が 容易に なる のであ れば努 力して 頂き
たいと思い ます 。
古内委員

仙台市文学館は 基本 的には 展示施 設、あ るい はイベ ントの 施設と
して作られ たの ですか 。貸し 出しと かは 念頭に 置いて いない 施設
なのですか 。

草刈主幹

一般の図書館と は意 味合い が違う 施設に なり ます。 皆さん に展示
して見て頂 く、 調査用 の貴重 な資料 を保 存する 施設で 、普通 の公
共図書館と は違 ってい ます。

佐藤委員長

博物館的な機能 をこ こに持 たせ、 専門的 な学 芸員み たいな 方を増
員し、仙台 市文 学館や 他の文 学館と 千葉 亀雄文 学室が つなが るこ
とが出来な いか と思い ます。

佐藤委員長

その他ございま せん か。Ⅱ につい てよろ しい ですか 。はい 、それ
ではⅢにつ いて 事務局 よろし くお願 いし ます。

草刈主幹

（資料に従って Ⅲの 町民が 参加す る図書 館運 営につ いて説 明）

斎藤委員

サークル活動っ てい うのは どうい う活動 です か。

草刈主幹

手話サークル、 古典 を読む 会、絵 画サー クル 、押し 花サー クルと
いう方たち が定 期的に 利用し ていま す。

斎藤委員

例えば町内で文 庫を つくっ ている サーク ルは ありま すか。

草刈主幹

町内では文庫を つく ってい るとこ ろは聞 いた ことが ありま せん。
文庫という のは 自宅に ある程 度の蔵 書を 持ち、 主に子 どもに 自宅
を開放して 本の 貸し出 しやイ ベント した りする もので 、仙台 の文
庫の場合は そこ に図書 館が支 援し、 何百 冊とい う図書 を貸し 出し
ています。

斎藤委員

共働きの家庭だ と、 学校が 終わっ て親が 帰っ て来る まで相 当時間
があります 。そ のとき に文庫 に通っ て来 る子ど も達が 非常に 多い
と聞いてい ます 。美里 でも手 が空い たお 母さん 方、あ るいは お父
さん方に文 庫を 作って もらう きっか け作 りが出 来ない のかと 思っ
ています。 世相 が非常 に治安 が悪く なっ ている 中で、 安心し て子
どもが過ご せる 時間、 場所を 提供す るこ とにも なので 、考え て頂
ければと思 いま す。

梁川委員

要請があれば対 応で きるの でしょ うが、 今の 時点で そのよ うな子
育て支援は 可能 なので しょう か。

草刈主幹

個人の所ではや って いませ んが、 児童館 等に はまと まった 本を常
備し、児童 館の 先生方 とも連 携して おり ますの で、図 書館職 員が

訪問して本 と結 びつけ るイベ ント等 も不 定期で すが実 施して おり
ます。先程 説明 した他 機関の 連携に も掲 げてお ります 。
千田委員

図書館ボランテ ィア の技術 研修に ついて は大 変充実 してい ると思
います。司 書の 方たち が、私 たち図 書館 のボラ ンティ アの要 求に
応じて本の 紹介 や技術 指導、 図書館 まつ りを一 緒にし て下さ って
質を高めて くれ ていま す。成 果とし て私 が参加 してい る「お ひざ
にだっこ」 には 、毎週 １０人 を超す 子ど もさん と親御 さん２ ０、
３０名の方 が集 まり、 本を読 む機会 を得 ており ます。 これは 図書
館の方が設 置さ れたと きから 取り組 まれ ている ことで 、高く 評価
できること です 。前の 運審で も話し まし たが、 美里の 図書館 から
県内の図書 館に 発して いる情 報も大 きい ものが ありま す。県 の交
流会に参加 した 時も、 聞かれ ること の方 が多く ありま した。 美里
の図書館の 実績 が言わ せてい ること だと 思いま す。

草刈主幹

毎週の読み聞か せは 、ボラ ンティ アの皆 さん が核に なって 運営し
て頂いてい ます 。利用 者の皆 さんは 、ボ ランテ ィア皆 さんに 絵本
を読んでも らい 、いろ いろな 情報交 換も してい ます。 利用者 と図
書館をつな いで くれる ボラン ティア の皆 さんの 力は大 きいと 感じ
ています。

佐藤委員長

小牛田の場合は 伝統 がある からで きるの でし ょうね 。それ の積み
重ねがある から 今があ るので しょう 。

草刈主幹

どうしたら美里 町のよ うに ボラン ティア の皆さ んと うまく 協働で
きるのか、 県内 の他の 図書館 の方か ら聞 かれま すが、 なぜか 小牛
田図書館も 南郷 図書館 もご協 力頂い てい ます。 とても ありが たい
と思ってお りま す。

佐藤委員長

これは美里の図 書館の 特徴 の一つ でもあ ります ね。

千田委員

図書館 まつり の時、他の図 書館か ら見 に来て 下さる 方もあ りま す。

佐藤委員長

お互い勉強にな りま すし、 つなが ってい きま すね。

梁川委員

我が図書館の自 慢と誇 りで すね。

佐藤委員長

他にありません か。は い、 斎藤委 員。

斎藤委員

図書館運営審議 会のこ とで すが、 ニュー スを発 行し て情報 提供し
た方がいい ので はない のかと 思いま す。 難しい なら広 報の紙 面を
借り、いつ 、何 回目の 会議を し、こ うい う議論 をしま したと いう
ようなこと をお 知らせ した方 が良い と思 います 。

末永館長

これは公開して います 。紙 ベース でも閲 覧でき ます し、イ ンター
ネットでも 見ら れるよ うにな ってい ます 。

佐藤委員長

その他ないです か。よ ろし いです か。

佐藤委員長

それでは、Ⅳ番 、Ⅴ番 、一 緒にお 願いし ます。

草刈主幹

（資料に従いⅣ 番の図 書館 の広報 とⅤ番 の職員 体制 につい て一緒
に説明）

佐藤委員長

何かありますか 。はい 、斎 藤委員 。

斎藤委員

Ⅴ番の職員とし てのコ ミュ ニケー ション 力など のス キルア ップに
ついては賛 成で す。た だ「な ど」の 中に 含めて ほしく ないこ とが
あります。 図書 館情勢 の学習 を通じ てス キルア ップす ること が非
常に大事に なっ てきて いると 思って いま す。

佐藤委員長

いろいろ情報は 入りま すか 。今の 図書館 がどう いう ふうに なって
いるとか。

草刈主幹

もちろん、職場 でも話 をし ますし 、個々 に図書 館員 は研究 団体等
に個人で加 入し ている ので、 そうい うと ころで マスメ ディア では
流れてこな い生 の声を キャッ チし、 それ を職員 同士で 共有し てい
ます。今回 、愛 知や神 奈川の 図書館 でい ろいろ な問題 がある ので
すが、そう いっ た話の 情報も 得たり して います 。

佐藤委員長

だいたいの図書 館行政 とい うのは 把握し ている ので すか。

草刈主幹

出来るだけする よう にして います 。県と か町 とかを 超えた 横のネ
ットワー クで 行うこ とが多 いです 。いろ いろな アンテ ナを 張って、
それぞれの 図書 館でど のよう なこと をや ってい るのか 、どの よう
な考えを持 って いるの か、出 来るだ けキ ャッチ するよ うにし てい
ます。

佐藤委員長

他にありますか 。は い、斎 藤委員 。

斎藤委員

長くこの図書館 に非 常勤で 働き続 けてら っし ゃる方 と正職 員との
連携という もの も大切 ではな いか思 いま す。美 里もそ うです けれ
ど、それぞ れの 町には それぞ れの歴 史が あって 、その 地域の 独自
の資料など の知 識がな いとサ ービス が活 かされ ない、 そうい う実
態もあると 思い ます。 非正規 の人、 無資 格の人 とも、 一緒に 連携
をしながら 、図 書館と いう素 晴らし い職 場を作 り上げ て頂き たい
と思います 。

千田委員

美里の図書館で は町の 人事 異動で 別の部 署に行 って しまう ところ
を何年も見 て来 ました ので、 そこは 逆じ ゃない かと思 ってお りま
す。正規の 職員 の方を 増やし て頂く 方が 良いの かなと 思いま す。

佐藤委員長

ここは職員の動 きは 大きい ですか 。

末永館長

非常勤に関して は今 までは 年限で 切られ てい ました が、こ こ数年

は希望があ れば そのま ま勤務 できる とい う状況 です。 ただ非 常勤
はあくまで も非 常勤で 、何年 経って も正 職員に はなれ ません 。草
刈が先ほ ど申 し上げ た通り、正職 の司書 が１人 という こと なので、
要望はして いき たいと 思いま す。
斎藤委員

ぜひ増やして頂 きた いと思 います 。

古内委員

本来は近代文学 館の 正規職 員は何 人とか ある のを非 常勤で 代替し
ているとい うこ とでは ないの ですか 。

末永館長

何人とかの規定 はご ざいま せん。

草刈主幹

司書として図書 館に 勤務し ている わけで はあ りませ んが、 小牛田
の場合、正 職員 は３名 で、司 書の有 資格 者は１ 人だけ です。 正確
にいうと職 名は 司書で はあり ません 。

伊勢館長

もう、年齢的に 肩書 きが付 き始め ると専 門職 でも主 幹とか 館長と
か後輩を指 導す る立場 になっ ており ます 。

斎藤委員

後輩を指導する とな るとや はり専 門職の 方が 指導し やすい し、ノ
ウハウを持 って きちん と次の 司書に 引き 継ぎや すい。 人間を 育て
ていく上で 有資 格者が いる体 制が重 要で す。

佐藤委員長

答申では適正な 人員 配置も 検討す るべき と求 めてい かなけ ればな
らないと思 いま す。

斎藤委員

国の政策で図書 館の 政治補 助金と いうの は１ ９９７ 年にス トップ
したという 影響 は受け ている のです か。

草刈主幹

その影響はござ いま せん。

末永館長

図書館の補 助金は なか ったと 思いま す。

斎藤委員

１９９７年まで は図 書館の 補助金 として 国は 支出し ていた はずで
す。

末永館長

それを活用しな かっ たとい うこと です。

佐藤委員長

指定管理者制度 につ いてで すが、 教育委 員会 が図書 館は自 らの責
任で管理監 督を やって いくと いう意 思を はっき り表示 すれば 、町
長が指定管 理者 制度や るとい うこと をで きない と思い ます。 教育
委員会がき ちん とした 態度を とれば そう いうこ とはな らない と思
います。

斎藤委員

指定管理者制度 の導 入とい うこと は自治 体が 指定管 理会社 のサー
ビスを買う とい うこと ですか ら、自 治体 が町民 を消費 する対 象と
しか見てい ない といこ とです 。そう いう ことは 社会教 育とし て適
切なのかど うか という ことは 、改め て住 民に問 わなけ ればな らな
いことだと 思い ます。

佐藤委員長

情報化社会の中 で、 職員は 継続的 にスキ ルを 上げて いかな ければ
ならないし 、地 域を知 ってい る人を 増や さなけ ればな りませ ん。
そうでなけ れば 答申は 絵に描 いた文 字に なるし 、やら なけれ ばな
らないこと が何 も出来 なくな ると思 いま す。

斎藤委員

諮問の中で、１ 番目 がこれ からの 近代文 学館 のあり 方につ いて、
２番目が図 書館 の運営 形態と 来館者 を含 む町民 へのサ ービス のあ
り方につい てと なって います 。図書 館の 危機管 理のこ とです が、
皆さんご存 知の 一昨年 ４月に 行政手 続き による 特定個 人の識 別の
ための番号 の利 用等に 関する 法律、 いわ ゆるマ イナン バー制 度が
交付されま した が、図 書カー ドも対 象に なって います が。

草刈主幹

マイナンバーが 図書 カード も対象 になっ たと しても 、マイ ナンバ
ーには反映 させ ていく という ことは 考え ており ません 。自治 体に
よっては住 基ネ ットと 連携さ せてい ると ころも ありま すが、 図書
館としては 個人 の情報 は独立 したも のと して運 用して いきま すの
で、それが 外に 漏れる ように はなら ない と考え ており ます。

斎藤委員

日弁連の会長の 談話 では、 プライ バシー の侵 害がき わめて 高いと
うことで継 続し ている ので、 そうい うこ とがあ れば絶 対拒否 をす
る覚悟を文 書で 示して 欲しい なと思 いま す。そ れから 図書の 自由
の分断、図 書と 見る自 由、公 認する 自由 のこと なので すが、 皆さ
んご存知 のよ うに話 題にな った「 絶歌」、神戸 児童連 続殺傷 事件の
本ですが、 問題 を発し て、図 書館の 自由 を考え ている のでは ない
かと思うん です が、こ の本は 入って おり ますか 。

草刈主幹

入っておりませ ん。

斎藤委員

マスコミ等の報 道で 首長と か議会 の反応 を見 て自主 規制す る動き
があって、 図書 館もそ れに合 わせる 動き がでて います 。それ は図
書館の自由 を守 ること とはイ コール です か。

草刈主幹

ここの図書館で は内 容がセ ンセー ショナ ルだ から入 れない という
のではなく 、利 用者の 皆さん から読 みた いとい う要望 があれ ば購
入しても良 いと 思って いまし た。特 にそ ういう 意見も 要望も 無か
ったので、 積極 的に購 入しよ うとい う判 断はし ません でした 。

斎藤委員

それは正しい判 断だっ たと 思いま す。日 本図書 館協 会は１ ９７９
年に図書館 はあ らゆる 資料要 求に応 えな ければ ならな いこと 。図
書館は利用 者の 秘密を 守るこ と。全 ての 権益に 反対す ること 等図
書館の自由 に関 する制 限を発 表して いま すので 、それ にのっ とっ
た対応をお 願い したい と思い ます。

佐藤委員長

その他ないです か。 無けれ ば町民 ギャラ リー 、千葉 亀雄文 学室の
ところを説 明し てもら ってよ ろしい です か。

草刈主幹

（資料に従いま して 町民ギ ャラリ ー、千 葉亀 雄文学 室につ いて説
明）

佐藤委員長

千葉亀雄文学に つい て説明 できる 人がい ない とだめ ではな いでし
ょうか。千 葉亀 雄を読 む会で も原畑 先生 が自分 なりに 研究し て、
その辺の資 料を 持って いる程 度です が、 先生も ８０歳 半ばを 過ぎ
ていますの で、 早く専 門家に 来てい ただ きたい と思い ます。 町が
音頭を取っ て進 めてく れると もっと 発展 してい くので はない かと
思います。 ぜひ 専門的 な知識 を持つ 職員 を増や して頂 きたい と思
います。

古内委員

地方創生という のが 話題な ってい ます。 町で も総合 政策審 議会を
立ち上げて 審議 されて いるよ うです が、 その中 に教育 関連、 社会
教育などの 分科 会もあ ると思 います 。そ の中で 町に住 む魅力 の一
つとして図 書館 とか近 代文学 館があ り、 子ども の教育 、大人 の教
養を高める 意味 におい ても非 常に役 立つ ので、 より充 実させ てい
きたいとい う観 点から 働きか けてい く、 そのよ うな進 め方も 参考
になるのか なと 思いま すがい かがで すか 。

末永館長

各担当課では初 期に 様式に 従って データ 入れ ており ます。 その後
は審議会な どの 判断に なりま す。ど の程 度まで 審議会 で話し 合わ
れているの かは 私達で は分か りませ んし 、情報 もあり ません 。

山 内委 員

感想で ござい ます。私は小 中学 校校長 の代表 として 来て おりま す。
皆さんご存 知だ と思い ますが 、学習 指導 要領が 改訂に なった のが
平成２３ 年度 であり ます。今 年で ４年目、来年 ５年目 になり ます。
国語で言い ます と一番 大きな 改訂の 目玉 は、例 えば改 訂前は 小学
校３、４年 生の 「ごん ぎつね 」とい う物 語教材 があり ますが 、物
語教材を２ ０時 間かけ て、詳 しく「 兵十 」と「 ごんぎ つね」 の心
の移り変わ りを 読むわ けです 。改訂 後は ５時間 で読み 、残り の１
５時間は他 の似 たよう な作品 をどん どん 読んで 発表会 をする 。国
語嫌いの子 ども を作ら ない指 導をし 、親 しむ子 どもを 作ると いう
のが狙いに あり ます。 そこで 大事に なっ て来る のが、 今の国 語の
教科書は「ごん ぎつね 」の単 元の次 に読書 の紹 介とい うこと で、
「ご
んぎつね」 に似 たよう な作者 の作品 １０ 冊ぐら いを紹 介して いま
す。全ての 単元 でその ように なって いま す。類 似の本 は学校 の図
書館でも揃 えま すけれ ども、 北浦小 学校 に来て 素晴ら しいな と思

っているこ とは 、各ク ラスが 段ボー ル箱 に一つ 分の本 を学期 毎に
近代文学館 から 借りて いるこ とです 。そ のシス テムは 素晴ら しい
と思います 。そ の中に は平行 読書で 教科 書に紹 介され ている 本も
含まれます し、 学校だ けでは ちょっ と手 が回ら ないと ころも ござ
いますので 、非 常にあ りがた く思っ てい ます。 美里の 近代文 学館
のこのよう なサ ービス はこれ からも 続け て頂き たいと 思いま す。
読書は学力 向上 だけで はなく 心も育 てま す。そ れから ５年後 に学
習指導要領 が改 訂にな ります 。今度 の目 当ては アクテ ィブラ ーニ
ングと聞い てい ます。 アクテ ィブラ ーニ ングと ういの は、子 ども
達がより問 題意 識を持 って問 題解決 学習 をしま す。問 題解決 学習
に大事なの はい ろいろ な資料 を調べ るこ とです 。そこ で美里 町近
代文学館と 連携 が大事 になっ てくる と思 います 。その ような こと
から、学校 の現 場とし ては今 の近代 文学 館から の支援 は非常 にあ
りがたく思 って おりま す。校 長会と して もこの 素晴ら しいサ ービ
スを運用し て、 連携し てお世 話にな って いきた いと思 います 。
草刈主幹

教科書が変わり ます と私達 も全部 チェッ クを して、 読書の 窓とか
の本は全部 揃え るよう にして います 。学 校でそ ういう 取り組 みを
して頂き、 図書 館にそ ういう 要望を 出し て頂く と、学 校に入 りや
すくなりま す。

佐藤委員長

ぜひ校長会でも その ような 取り組 みを検 討し て頂き たいと 思いま
す。

山内委員

学校支援の中で 図書 館ボラ ンティ アとい うこ とで、 必要な 技術研
修会を開い てい るとい うこと ですが 、私 の学校 でも近 代文学 館を
経由して読 書ボ ランテ ィアさ んに来 て頂 いてい るので 、非常 にあ
りがたく思 って おりま す。私 としま して は、そ ういう 活動を ＰＴ
Ａにも広め てい きたい と思っ ており ます 。ＰＴ Ａの研 修会に 講師
を派遣して 頂き 、若い お母さ ん達に 読み 聞かせ に関す る研修 会を
行って頂く 。父 親、お じいさ ん、お ばあ さんに も広め 、学校 とし
て読み聞か せの 輪を広 めてい きたい と思 います 。校長 会とし まし
ても進めて いき たいと 思いま すので 、近 代文学 館に期 待して いる
ところです 。

草刈主幹

例えば 1 年生の ＰＴＡ のお母 さん 方が集 まった 学習会 に呼 ばれ、
「家読」という 家で読 書をし まし ょうと 話をし たこと もあ るので、
ぜひ機会が あり ました ら呼ん でいた だけ ればと 思いま す。

佐藤委員長

読み聞かせなど のお 願いは 図書館 にする と来 て頂け るとい うこと

ですか。
草刈主幹

はい、そのとお りで す。

斎藤委員

千葉亀雄の研究 会で は千葉 亀雄だ よりは 発行 してい ますか 。

佐藤委員長

何とか広めたい と思 っては います 。図書 館と 連携を 取りな がら私
達でできる 範囲 のこと をやっ ていき たい と思い ます。

佐藤委員長

その他ないです か。

末永館長

次回の日程を決 めて 頂けれ ばと思 います 。

佐藤委員長

次回は何を協議 する のです か。

末永館長

答申案という形 にま とめま してお 示しし てご 意見を 伺うと いうこ
とになり ます。１ １月 ２７日（金）午後２ 時で いかが でしょ うか。
場所は近代 文学 館視聴 覚会議 室です 。

佐藤委員長

それではこれで 終わ ります 。ご苦 労様で 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。
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