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図書館における選書をめぐる 

               いくつかの問題 

 

          代表 皆倉 宣之 

 

図書館における「選書」に関係する問題が最近起き

ています。一つは、つい最近マスコミでも取り上げられ

ている、文科省を通じて各都道府県の教育委員会に

出された事務連絡が、権力による「図書館の自由」へ

の侵害ではないかという問題です。これについては、7

頁を参照してください。 

  もう一つは、健康やがん、さらにはコロナを初めとす

る病気（治療）に関する書籍の選書＝購入をめぐる問

題です。それは科学的信憑性を中心として議論される

べきものですが、古くからある困難な問題の一つです。

以前にもまして最近になって議論が膨らんできたのは、

膨大な情報が氾濫する中で、市民がパソコンやスマホ

などで容易に医学情報に近づきやすくなったことも一

因です。 

 健康やがん、コロナと言った病気に関する情報は、当

事者はもちろんのこと一般の市民にとっても、一大関心

事です。それだけにこれらに関する書籍・情報は、市民

からのリクエストにできるだけ応える必要があります。 

  ところが、「標準治療」とかけ離れた医療書籍のリク

エストも多々あるようです。このような場合図書館は市

民の知る自由を保障する機関として、市民のあらゆる

資料要求に応えるという理念と、科学的な確かさとを

どう両立させるかというジレンマに陥ります。しかもこの

問題の背後には、出版の自由（＝表現の自由）や書店

（ネット書店を含む）の営業の自由との絡みも出てきま

す。 

問題はこれだけでなく、さらにいまある蔵書の保管や

配置にまで及びます。図書館によっては標準治療の要

件を満たしている図書には目印となるシールを張った

り、専門家を呼んで市民に向けた医療に関する講座を

開催したりして、図書館が市民と一緒になって医療に

関する知識を深めて、図書資料の在り方を考えていく

ような努力をしているところもあるようです。 

  健康や医療に関する 

情報を「図書館の自由」 

との関係でどのように 

考えどのように対処して 

いくべきかは、今後図書館界の 

取り組むべき大きな課題と 

なってくることでしょう。  
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読書会 「俳句の本を読む」（第62回） 
日時：2022年12月11日（日） 14時～16時 
会場：稲毛保健福祉センター 大会議室 
課題本：『俳句いまむかし』 
坪内 稔典（毎日新聞出版）2020.8出版 

千葉市図書館に３冊所蔵 
 

(前回の報告は 8頁) 

 

第 20回 あそぶ・しる・たのしむ図書館 

社会教育における図書館と公民館を考える 

－長澤成次氏（千葉大学名誉教授）を囲んで－ 
 

日 時：２０２2年１２月１６日（金）１３：0０～１4：5０ 

会 場：千葉市生涯学習センター 小ホール 

（申し込み・詳細は５頁） 
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千葉市図書館司書有資格正規職員の充実を求めて「としょかんふれんず千葉市」は２０２２年１１月２２日 

要望書を提出しました。  
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新型コロナウイルス感染症対策をとりながら、日常生活や経済社会活動を継続できるよう行動制限の緩和を進

めていくという政府の方針で、様々な制限が一定程度緩和されました。そのような状況下で今年も市図書館にとっ

て大切なイベントである読書まつりが、開催されました。 

例年通り、わらべうたであそぼうや大型絵本おはなし会、不用図書・雑誌の無料配布、近隣小学校の皆さんのお

すすめ本を「本だいすき」として展示、また、近隣中学校のみなさんが作成した掲示物の展示が行われました。 

また、千葉市文庫連絡協議会による絵本にまつわるクイズも盛況でした。 

 

そして今回中央図書館による新しい企画が二つありました。  

【記憶の保存事業の紹介】    

市政施行１００周年を契機に「記憶の記録」（「知の保存」）として、 文書化 

されていない市民の記憶の中にある貴重な情報をインタビュー等を通じてオーラ

ルヒストリー（口述歴史）として記録・保存・公開するという事業の紹介です。小冊

子が展示されていました。 

 

【図書館クイズ 中央図書館を深く知るためのクイズ 】 

設問は職員の方からの募集によりできたそうです。普段あまり行くことの 

ないブースに行くことが魅力です。ヒントを見ながらいろいろな所を巡ると、 

まだまだ知らない図書館のサービスポイントやそこでの情報や本について楽しく知ることが出来ます。最後にパーフ

ェクト賞、頑張り賞、参加賞のプレゼントがもらえました。外国語の本が置かれているところでは親御さんに答えを聞

く子どもたちの声を沢山聴くことができました。 

 

私たち「としょかんふれんず千葉市」は昨年に引き

続き、活動の展示を図書館でおこなうことが出来まし

た。 

来場者には手に取って読んでいただき、私たちの

会の活動が広まりますよう、創刊から最新号の会報も

置きました。 

この展示は引き続き展示中ですので、ぜひご覧くだ

さい。中央図書館 1階入り口から直進です。  

                             （運営委員） 

 

令和 4 年度  第 19回読書まつり 

     2022 年 11 月 13 日（日） 

千葉市中央図書館 
 

（千葉市図書館 HPより） 
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第 20回 あそぶ・しる・たのしむ 図書館  

  
私たちは長い人生の中で様々な機会を得て学習します。それは学校教育の場であり、社会教育として提供

されている場であったりします。とりわけ社会教育においては広範な観点から、社会教育施設が学習の場とし

て提供されています。この社会教育施設として私たちが身近に利用できる学習の場「図書館」と「公民館」に

ついて、その機能と本質を長澤成次先生を囲んで学びたいと下記の案内をお送りしております。 

 

 



70－6 

 

昨年に続き、生涯学習部長はじめ、新任の生涯学習

課長に千葉市市図書館についてお考えを伺った。 
 

図書館については、第６次生涯学習推進計画にお

いて電子書籍も含めてＩＴＣ化を進める中、人の重要性

は認識している。司書の数を増やすことも重要だが、レ

ファレンスなどこれまでの役割以上に活躍を強化して

いくことを考えている。司書も事務職も図書館行政とし

ての継続性、経験を積み重ねていくことで質の向上を

図っていきたいと話された。 

社会教育施設である公民館と公民館図書室、図書

館の位置づけや役割の違いについて。 

公民館は地域住民の情報拠点であり、公民館図書

室は地域に根差した資料の収集や、その地域のコミュ

ニケーションをつくる役割を担っている。公民館図書室 

は、公民館活動に必要な資料を揃えるのが本来の役

割だが、市民は本を借りる、求める情報の提供という図

書館として利用している。従って選書など市の図書館

の方針に則って運営しているとのことでした。 
 

文部科学省が全国の公立・学校図書館あてに送っ

た「拉致問題の関連本の充実」を求める「事務連絡」

については、国からの主旨をとらえた上で、県内近隣

市の動向を見て適切に対応していきたいと答えた。

（詳細は7頁） 
 

千葉市図書館の「人」の重要性については、今後の

方針に期待したい。しかし、司書の専門職が少ない現

状で、どのように継続性を維持し、質の向上を図るの

か。正規職員の司書の増員と経験を積み重ねて次代

に継承する長期的な仕組みを早急に整えてもらいたい。 

         (運営委員) 

学校図書館の様子、今年度の取り組みなどについ

てお聞きした。 

 

1） 学校図書館資料費 

  令和4年度  

小学校4,430万円（108校）昨年度（4,430万円） 

  中学校3,431万円（54校）昨年度（3,431万円） 

2） 学校図書館指導員の配置状況  総数112名 

  内訳 59名の指導員が1人1校 週4日勤務 

53名の指導員は1人2校兼務 週各2日 

授業支援、読書支援、タブレットの研修をしている。 

指導員の研修は年5回の予定で4回が終了した。 

3） 資料のデータベース化 

今年度中に終了する予定 

4） 新聞の配備 

  小学校108校中78校に（72%） 中学校54校中

49校に（90.7％） 

  配備比率は少しずつ上がっている。費用は図書費と

は別で各学校の経費で支出している。新聞を授業

で扱うこともある。社会や総合学習の中で新聞記事

を利用する。 

5） 図書標準＊の達成状況 

令和3年度１００％達成は、小学校61校 中学校20校 

・ 第3次千葉市学校教育推進計画（案）が出ている。  

学校教育が目指すものとして思いやりある子の育

成が挙げられ、読書習慣の育成が豊かな心の育

成につながるとして意識されている。 

・ 文部科学省が全国の公立・学校図書館向けに8

月30日に事務連絡を出した。「拉致問題の関連

本の充実」を求めるもので、内閣官房が文科省に

依頼した。特定のテーマで国が図書館にこうした

文書を送るのは初めてという。千葉市学校図書館

での対応等を聞いた。教育委員会の人権担当か

ら、各学校に文書の周知はしたとの回答だった。

（詳細は7頁） 

・ 新聞の配備について、校長室や職員室に配備して

いる学校もあると聞くが、現在、各家庭で新聞を取

らない率が増加しているうえに、どこに置いてある

かで見ない子もいるので、子どもが手に取りやす

い場に置き、有効に活用してほしいと伝えた。 

                            （運営委員） 

 

＊図書標準とは・・・公立義務教育諸学校の学校図書

室に整備すべき蔵書の標準として、平成5年（１９９３）

３月に定めたもの。学級数に応じて最低基準冊数が

算出され、例えば小学校18学級の場合10360冊。

中学校で15学級の場合12160冊。 

千葉市生涯学習部長との面談   日時:2022年 10月 31日（月）13時～１４時 

出席者:佐々木生涯学習部長 内海生涯学習振興課長 他２名 

                            運営委員７名 

 学校教育部教育指導課面談    日時 2022年10月31日（月）14時から15時 

                       出席者 畠山裕子指導主事 運営委員 7名 
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国が事務連絡を出した根拠 

文科省が去る８月３０日に各都道府県等宛に出した、

拉致問題に関する図書等の充実に係る協力要請の「事

務連絡」が、物議を醸し出しています。図書館界にとって

はもちろんのこと、マスコミ等の報道機関からもこのこと

について違和感や不安の声が発せられています。 

なぜ文科省はこのような事務連絡を行ったのでしょう

か。それは内閣府内閣官房拉致問題対策本部事務局

よりの依頼によるものでした。ではなぜ内閣府がどのよ

うな根拠に基づきこのような依頼を行ったのでしょうか。

それは２００４年に制定された「拉致問題その他北朝鮮

当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第４

条（北朝鮮人権侵害問題啓発週間）に基づくもののよ

うです。そこには「国民の間に広く拉致問題その他北朝

鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深

めるため、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を設ける」と

あり、「それは１２月１０日から同月１６日まで」とし、さら

に「国及び地方公共団体は、北朝鮮人権侵害問題啓発

週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努める

ものとする」となっています。 

では北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわ

しい事業とは何でしょう。事務連絡によればそれは、「令

和４年度北朝鮮人権侵害問題啓発週間（１２月１０日～

１６日）に向けて、図書館、学校図書館において、拉致問

題に関する図書等の充実を図るとともに、拉致問題に関

するテーマ展示を行う等、児童生徒や住民が、手にとり

やすい環境の整備への御協力、周知を行うこと」となっ

ています。 
 

この事務連絡が孕む問題点 

拉致された方々への人権侵害は重大です。誰一人と

してこの人権侵害を容認する者はいないでしょう。 

しかし、この事務連絡は図書館にとって極めて憂慮すべ

き問題を孕んでいます。 

その一つは、過去において国家が図書館を「思想善

導」機関として利用してきた歴史があり、それを決して繰

り返してはならないという観点からのものです。警察が

閲覧禁止に指定した書籍を保留として非公開にしたり、

それを忖度して公開を控える自己検閲が進んだりしまし

た。特定の図書を選ぶように国家が求めることは、逆に

特定の図書を排除、破棄することにもつながりかねませ

ん。 

  もう一つは、図書館の任務、言い換えますと図書館の

存在する意義に係る点です。図書館界のバイブルとも言

える「図書館の自由に関する宣言」は、図書館の重要な

任務として「基本的人権のひとつとして知る自由をもつ

国民に、資料と施設を提供すること」と規定しています。 

なぜ「知る自由」が大事なのでしょうか。それは日本国

憲法が国民の基本的人権のひとつに国民主権を掲げ

ていることと関係します。国民主権とは国の政治のあり

方を最終的に決める力は国民にあることを指します（主

として選挙という形で）。このことが民主主義の根幹をな

しているということでもあります。ですから国民主権の原

理を維持し発展させることが重要であり、そのためには

国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換する

こと、すなわち表現の自由の保障が不可欠です。それを

醸成させ充実させ内実化させるには知る自由の保障が

不可欠です。 

このように考えますと、図書館の「資料収集の自由」と

「資料提供の自由」は、国民の知る自由の保障に欠か

せないものであることがわかります。 

このような観点からしますと、今回の事務連絡は方法と

内容の両面から、批判されるべきものであると考えます。  

                                （運営委員） 

文部科学省の事務連絡の問題点          
 

北朝鮮当局による拉致問題に関する図書等の充実に係る 

御協力等について 
 
平素より、文部科学行政に対する御理解・御協力を賜り誠にありがとうございます。 
このたび、別添のとおり内閣官房拉致問題対策本部事務局より北朝鮮当局による拉致問題に関する図書等の充実に係る協
力依頼がありました。 
北朝鮮による日本人拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、政府拉致問題対策本部
では、拉致問題の解決のためには、世論の一層の喚起が不可欠であり、特に若い世代に拉致問題への理解促進を図ること
が重要であると認識しており、文部科学省も協力し、児童生徒が拉致問題について深く認識し、拉致問題を人権問題とし
て考える契機としていただくため、従来から、北朝鮮当局による拉致問題に関する映像作品等の活用促進について、各都
道府県教育委員会等を通じて、学校等の関係機関に周知いただいてきたところです。 
ついては、各都道府県担当課長におかれては、所管の学校・図書館及び域内の市（指定都市を除く。）区町村に対し、各指
定都市担当課長におかれては、所管の学校・図書館に対し、各都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体におかれては、所轄の学校及び学校法人等に
対して、若い世代に対する拉致問題への更なる理解促進のため、令和４年度北朝鮮人権侵害問題啓発週間（１２月１０日
～１６日）に向けて、図書館、学校図書館において、拉致問題に関する図書等の充実を図るとともに、拉致問題に関する
テーマ展示を行う等、児童生徒や住民が、手にとりやすい環境の整備への御協力、周知をいただきますよう願いいたしま
す。 
なお、図書等に係る問合せについては、内閣官房拉致問題対策本部事務局 政策企画室 
にお問い合わせくださいますようお願いします。 

 
 

「事 務 連 絡」より抜粋 

令和４年８月３０日 
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       地域から  

「地域全体での子育て支援に積極的に取り組む図書室をめざして」 

朝日ケ丘公民館図書室 ○○ ○○ 
 

朝日ケ丘公民館図書室では、千葉市教育振興財団に運営が移行して以来、地域全体での子育て支援に積極

的に取り組む図書室として、様々な取り組みを行っております。 

本図書室を愛用する児童が図書室離れをすることなく、そして地域の大切な宝でもある児童青少年の成長をき

め細やかに支援できる図書室であるよう、整備に努めています。 

それまでほとんど所蔵していなかった青少年向け資料の大幅拡充をはじめ、小学校の英語必修化とグローバル

化への適応整備に特に力を入れています。身近な図書室で英語の絵本や洋書に日常的に触れていただくための

整備は、幼児だけでなく全年代への英語力向上支援、そして千葉市居住の外国人利用者や外国にルーツをもつ利

用者のための整備でもあります。地域に数多く居住されている外国人利用者への子育て支援もできる図書室であ

るよう願いを込めつつ、多言語への対応は難しくとも、せめて案内の英語表記や英語の本は用意できたらと拡充中

です。 

 また、教育機関との連携・相互補完を目指す取り組みも、積極的に行っています。不用資料の教育機関への無償

譲渡をはじめ、小学新１年生の図書利用カード作成を小学校へ直接働きかける図書利用カード促進事業を毎年実

施しています。 

地域の方々の温かい支援と、大切な本を寄贈くださる方々への想いに応えられる図書室として何ができるか、こ

れからも模索し続けたいと思っております。 
 

 
読書会報告 「俳句の本を読む」第 61回 
課題本：『大岡信『折々のうた』選 俳句(二)』 

長谷川櫂/編 （岩波新書）  
日時：2022年10月9日 （日） １４時～１６時 
会場：稲毛保健福祉センター 大会議室 10名 
 

今回、この課題本最後の読書会となり、最後を飾るように次々と

現代俳人の活躍ぶりに接することが出来た。 

〈東大寺湯屋の空ゆく落花かな 宇佐美魚目〉（魚目1926～

2018）東大寺に湯屋、浴室があったことを知った。しかも美しい線

の屋根を持った建物。その上を桜の花びらが舞っている。室内には

鉄湯船があり普段は公開されていない。 

〈うすらひは深山へかへる花の如
ごと

 藤田湘子〉（湘子1926～2005） 

「うすらひ」とは「薄氷」のこと。この句は直観的に了解すべき句で、現代俳

句の書かれ方の一例を示す。と著者の大岡氏。わかるようなわからないような…なんとなく詩的雰囲気に浸る。 

〈「大和」よりヨモツヒラサカスミレサク 川崎展宏〉（展宏1927～2009）…昭和20年4月7日米軍機により徳之島

沖で轟沈させられた巨艦大和への追悼の句。この「天一号作戦」には司令長官自身が猛反対したが、愚かにも作

戦は実行され、長官を含む3700余名が深海の藻屑と化した。その大和から「海底の黄泉
よ も つ

比良坂
ひ ら さ か

（『古事記』にある）

にもスミレが咲く」との電信が地上に届いたという、幻想にもとづく愛惜、痛恨の句…著者の説明より。愚かな戦争

は未だにあちこちで勃発。ヨモツヒラサカとは日本神話におけるこの世とあの世をつなぐ道、境目の坂のこと。松江

市東出雲町にその場所はある（？）と記されている。  

〈冬と云ふ口笛を吹くやうにフユ 川崎展宏〉夏井先生流に言えば「フユ」「ユウ」

「フク」「フエ」この音の捉え方が見事ですね。（とはいきませんかね） 

〈祈るべき天とおもえど天の病む 石牟礼道子〉（道子1927～2018）『苦海浄

土』『天の魚』（続・苦海浄土）の作者。水俣病患者の苦しみと闘いをつぶさに語

ってきた。「天の神様！と祈れど天も病んでいるのだ。」 

〈微笑
ほほえみ

が妻の慟哭 雪しんしん 折笠美秋〉美
び

秋
しゅう

（1934～1990）美秋は48歳の

時に筋萎縮性側索硬化症（AⅬS）を発症。目と口は動かせるが声は出せない。

妻に読み取ってもらい作句を続けた。「微笑
ほほえみ

が妻の慟哭」の一句、まさに肺腑を

つく。と著者。 次回は12月11日（日）14時～            （運営委員） 

        

 

 

ぶっく・ぶく 

1頁読書会のお知らせより  
『俳句いまむかし』著者紹介 

坪内 稔典 
（本名としのり、俳号ねんてん） 

 1944年生まれの俳人。 
専門は日本近代文学 
俳句の本質を「口誦性」と 
「片言性」にあると捉え論じて 
いる。 
 

 

      政治家の 

国葬反対！正しい理由 
 

「国民全員で特定の政治家を弔おうなどと

いう発想自体がそもそもおかしい…政治を

やるということは…分断を生むということ

…政治はどうしたって分断を生む。 

だから、国民みんなが喪に服し、国民みんな

が悼む対象として、政治家をおいてはなら  

ないのです」 
 
どこかの大学の先生の言葉 

    納得！！  しったかぶり子 
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千葉市に奉職し３１年、その３分の２近くを図書館で

働いてきました。そのようなわけで自分の事はほぼ図

書館の人間という風に考えています。 

  小さなころから本に親しんできたため、なんとなく本

に関係する仕事がしたいと思っていました。大学で図

書館司書の資格を取得し、大学の司書課程の教授の

主催する勉強会に顔を出すうち将来の目標を図書館

で働く事に定めていました。 

  そんな私の図書館勤務は、南部図書館（現みやこ

図書館白旗分館）を皮切りにその後しばらくブランク

があり中央図書館サービス班で図書館キャリアを再

開、その後、みやこ図書館白旗分館、若葉図書館と続

き令和４年４月に中央図書館に戻ってくるという経過

をたどっています。 

  退職まで数年を数える今までのキャリアのなかで、

多くの方々に多大なるご迷惑をおかけしながら働いて

きました。思い返すと直近の上司に恵まれてきたことは

自慢の１つです。どの方も仕事についての熱意と責任

感にあふれ、部下の指導にも親切で丁寧であり、私の

ような“できない”部下に対しても粘り強くあきらめず

に接してくれており感謝に堪えません。どの方もみな懐

かしく思い出深いのですが、中でも私の図書館人生と

切っても切れない関係にある人が一人いますのでその

方との思い出を寄稿させていただきます。 

  私が南部図書館に配属された（平成５年）当時、千

葉市の図書館には多くのすぐれた先輩がいました。当

時の図書館はまだ１区１館体制ができておらず（緑区

に地区館ができるのは平成１２年）あすみが丘分館の

準備要員ということで配属となったのですが、そこで最

初の上司になったのがT.Mさんでした。T.Mさんは、稲

毛図書館がまだ北部図書館という名前で、千葉市初

めての図書館として開館された時の司書採用された

時の１期生でいわば千葉市図書館の草分け的存在

でした。出来の悪い部下である私に手を焼きながらも

当時としては珍しい図書館勤務志望の若い男性（当

時は）職員であることから、なにくれとなく面倒をみて

もらいました。業務の事はもちろん図書館のあり方、自

分の考える千葉市図書館の将来像、図書館サービス

についての哲学といったものについて教えてもらいまし

た。また勤務時間後も蘇我駅周辺の飲み屋で、また稲

毛駅の近くの小料理屋でお酒を飲みながら仕事や人

生の悩みについて相談しともに悩んでもらったことは

今でも忘れられない思い出です。 

  T.Mさんの教えには、「カウンター業務は図書館の

根幹である」「書架整理を疎かにしない。」等その後の

私の図書館人生で行動の原理としているものが多々

ありますがその中でも一番大きかったものは、図書館

に働く職員の労働条件について常に意識するというこ

とです。職員がその仕事で能力を発揮するためには人

間として精神的にも肉体的にも健康で日々の生活が

充実していることが必要で、そのためには労働条件に

注意を払い常に改善するようにしていかなければなら

ない。私の役所人生の前半は図書館職員としてのス

キルを育てるのではなく専ら職員の労同働条件改善

に熱心に取り組むというような状況でした。あの時もう

少し図書館の業務に熱心に取り組んだ方が良かった

かな、などと思うこともありますが、労働運動に携わっ

たことを後悔はしていません。そこで多様な人たちに巡

り合い多くのことを学ぶことができましたので。そのよ

うな世界へ飛び込むきっかけを作ってくれたT.Mさん

には感謝しかありません。 

  南部図書館を異動したあとT.Mさんと同じ職場で

働く事は残念ながらありませんでしたが、その後も今

に至るまでご交誼を結ばせていただいています。奇しく

も今年、かつてT.Mさんが座っていた椅子に座ること

になりました。業務的にも人間的にもまったく及びもつ

きません。そんな私の今の気持ちは 

T.Mさんの背中に一歩でも近づけ 

るようになりたいということです。 

幸いT.Mさんはまだまだお元気な 

ので、私の不甲斐なさにお叱りを 

受けつつ一杯やりたいと 

おもっています。 

 

    忘れえぬ人  私の図書館人生の師匠について  

       千葉市中央図書館情報資料課  萩屋 勇   

 



☆ YA世代の参加を願い このコーナーを設けています。 
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私にとって本とは、小さい頃から身近に存在する、あ

って当たり前のものです。母が本を好きなので、よく本

を買ってもらっていました。だから、家には本が千冊近く

あります。このような環境だったため、私が本好きにな

るのは当然のことだったと思います。 

  私が一番本に熱中していたのは、小学校低学年の

頃だったと思います。休み時間は外に出ず教室で本を

読み、学校が終わるとすぐに家に帰り寝るまで本を読

んでいました。続きが気になってしまい、登下校中に読

んでしまうこともありました。その時はまっていたのが、

シャーロック・ホームズです。次々と事件を解決していく

ホームズが好きで、何回も何回も読んでいました。しか

し、高学年になるにつれ、友人と遊ぶ機会が増え、前よ

りは本を読まなくなってしまいました。そして、中学校に

入ると部活や勉強などで、より一層読まなくなってしま

いました。また、小説ではなく、マンガやライトノベルば

かりを買うようになり、楽に読めるものばかり読むよう

になってしまいました。中学３年生の受験期では勉強に

追われ、少し本を読んでも「勉強をしなきゃ」という思

いにかられてしまい、純粋に楽しめなくなってしまいまし

た。そして高校生の今、再び本を読むようになりました。

本をあまり読めていなかったため、とても楽しく感じまし

た。また、何年も読んでいなかった本を再び読んでみま

した。 

  様々な人から、「以前読んだ本を数年たってから読

むと感じ方や読み方が変わるよ」と言われていますが、

私も本当にそうなのだと実感しました。例えば、ミヒャエ

ル・エンデ作の『モモ』は、私が小さい頃読んだ時には

まだ難しく、少し不思議でこわい話だなと感じただけで

した。しかし、今読み返してみると、お金や肩書、出世す

ることなどより、もっと大事なことに時間を使うべきであ

り、「自分だけの時間の過ごし方」について考え直すべ

きだとこの本の作者は伝えたいのだと感じることができ

ました。もう少し大人になって再び読んでみたら、また

感じ方が違ってくると思います。ですから、大人になった

らもう一度読んでみようと思います。 

 

また、小さい頃読んだ本を読むことで、その本を読ん

だ時の気持ちを思い出すことができ、そして同じ気持ち

になれます。例えば、私は小学生の頃から、上橋菜穂子

さん作の『精霊の守り人』が大好きで、繰り返し、繰り

返し読んでいます。やはり、少しは感じ方や読み方が変

わります。しかし、いつ読んでも最初にこの本を読んだ

時と同じように、ハラハラ、ドキドキとあの頃のまま読む

ことができます。 

  いつ読んでも、どの世代でも楽しめるのが本のいい

ところだと思います。私がもし、小さい頃に様々な本を

読んでいなかったら、このように時をはさんで再び読む

楽しさを味わえなかったと思います。だから、小さい頃

からこのような本をたくさん読める環境を作ってくれた

親にはとても感謝しています。また、これからも様々な本

を読んでいき、大人になった時に再び読んで楽しめる

本を増やしていきたいです。 

 

＜小学校低学年のころ好きだった本＞ 

「こちらパーティー編集部っ！」シリーズ  

深海ゆずは/著（角川つばさ文庫） 

「怪盗レッド」シリーズ   

秋木真/著（角川つばさ文庫） 

「ドリトル先生」シリーズ   

ヒュー・ロフティング/著 （角川つばさ文庫） 

『ルパン対ホームズ』  

モーリス・ルブラン/著 （講談社青い鳥文庫） 

「名探偵ホームズ」シリーズ  

コナン・ドイル/著 （講談社青い鳥文庫） 

＜高校生になって読み返した本＞ 

『 モモ 』      ミヒャエル・エンデ/著 （岩波書店） 

＜高校生になって新しく読んだ本＞ 

『風が強く吹いている』   三浦しをん/著（新潮社） 

『あと少し、もう少し』     瀬尾まいこ/著（新潮社） 

『動物農場』 ジョージ・オーウエル/著 （岩波書店） 

『凍りのくじら』       辻村深月/著（講談社文庫） 

『土漠の花  』        月村了衛/著 （幻冬舎） 

 

時をはさんで再び読む楽しさ  

                                                           稲毛区 ○○○○ （高校１年） 
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数年前の引越しの際、子ども達に絵本の読み

聞かせをしていた時の記録ノートを見つけた。 

読んだ本のタイトルや、子ども達の発言や様子、そ

の時々の私の気持ちなどが記されていた。ほんの

数ヶ月分しか書かれてないし、唐突に終わってしま

っていたが、読み返すと、子ども達の日々の姿や、

子育てに悪戦苦闘する自分自身がよみがえってき

た。 

  叔母からのプレゼントで、毎月年齢に合った絵

本が届くサービスを利用していた。長女が3歳の

頃から小学校高学年まで、新しい本が届いていた。

とてもありがたい環境だった。それまではあまり絵

本に触れてこなかったと思う。一番最初に届いた

絵本、エリック・カールの『はらぺこあおむし』にも

あまり興味を示さなかったが、そのうちあおむしが

食べた穴に指を入れて遊んだり、徐々に最後まで

おはなしを聞いていられるようになった。そんな風

にして我が家では、お風呂から出て寝るまでの時

間が絵本タイムとなっていった。記録ノートに頻繁

に登場している絵本は、マイク・セイラーの『ぼちぼ

ちいこか』。のんびりしているカバくんが色々なお

仕事に挑戦するおはなし。大阪弁で語られている。

３人とも大好きで読むたびにゲラゲラと大笑いし

ていた。笑い声につられて慣れない大阪弁で大き

な声で読んで汗だくになった。又、姉弟で交代で

大阪弁を披露したり、楽しさ満載の一冊だった。 

  末っ子の次男が大好きだったのは、ルース・ボー

ンスタインの『ちびゴリラのちびちび』。ジャングル

で暮らす小さな可愛いゴリラ「ちびちび」のおはな

し。お父さんもお母さんもジャングルで暮らす他の

動物たちもみんな「ちびちび」が大好き。ある日

「ちびちび」に素敵な事がおこる。記録ノートには

「ちびちび」は自分だ、と言っている、とある。乗り

物が大好きだった長男は、バージニア・リー・バー

トンの『はたらきもののじょせつしゃ けいてぃ』を

何度も選んでいる。キャタピラのついているトラクタ

ーのけいてぃが、除雪機をつけて大雪の中、大活

躍するおはなし。普段は口数が少なく、黙々と一人 

 

 

遊びをする事が多い子だったが、絵本の中の”た

ったひとりけいてぃはうごいていました”という箇所

で、「けいてぃが強くて大きいから一人でできるん

だ」とハッキリ言っている、とノートに記されていた。 

  長女は歳の近い弟2人がおり、さみしい想いや、

我慢する事も多かったと思う。5、6歳の頃、キャス

リーン・アンホールトの『あなたってほんとにしあわ

せね！』が配本された。弟が生まれて、お母さんも

お父さんも弟の世話ばかり。不満をつのらせるお

姉ちゃんのおはなし。娘は最初、「この本嫌い」と

言っていた。私も無理に読むことはなかったが、弟

に読んでいるのを聞いているうちに、たまに「読ん

で」と選ぶようになった。そして、おはなしを聞きな

がら、「私もこうした」「これは弟にやってあげた」と

話してくれるようになった。 

  子育てをしていると、寝る前の時間はとても慌た

だしい。夕飯作りから始まり、お風呂、歯磨き、明日

の準備、その合間に家事をして…。ともすれば気持

ちが乱れ、イライラしたり、必要以上に子供を叱り

つけたり、絵本を読むのも、正直面倒だと感じた事

もあった。それでも子ども達は絵本を読んでくれと

せがみ、私も最初はささくれだった気持ちで絵本

に向かっていても、「おしまい」と言うころにはおは

なしの世界に入り込み、穏やかな気持ちになって

いた。 

数年間の絵本タイムは、私にとって子ども達とふれ

あうかけがえのない時間だった。 

当時の絵本は処分したり、寄付したりしてほとん

ど残っていない。時々、図書館で借りて読み返して

いる。今では一人前の 

大人になった 

子ども達の、 

当時の面影や声を 

思い出しながら、 

一人の絵本タイム 

を大切に 

している。 

 

         子どもたちとの絵本タイム 

                                       若葉区  ○○○○                                          
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漆原宏さんを偲ぶ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
10月  6日(木) 運営委員会 

10 月 9 日(日) 第61回読書会「俳句の本を読む」 

10 月18日(火)千葉市公民館を考える会の 

会合に参加 

10月 20 日(木) 臨時運営委員会 

10月 31 日(月) 生涯学習部長と面談 

10月 31 日(月) 学校教育部教育指導課と面談 

11 月 9  日(水) 編集会議 

11 月10 日(木) 運営委員会 

11 月12 日(土) 中央図書館読書まつり準備 

11 月13 日(日) 中央図書館読書まつり 

    「としょかんふれんず千葉市」の掲示で参加                                 

11月24 日(木) 会報70号発行 

う ご き 
 

  

写真家の漆原宏さんが２０２２年９月１５日に逝去さ

れました。私たちは前身の「千葉市の図書館を考える

会」で 2度講演にお招きしました。 

一度目の 1998年の「漆原宏氏と語る会」では、暮

らしに不可欠な文化施設である図書館を日常生活の

中でどう活かすかをお話してくださいました。また、当

時の会報「考える」の紙面についても、だれが見ても分

かりやすいようにと、活字の大きさ、見出しの付け方に

いたるまで丁寧なご助言をいただきました。（会報「考

える」５１号２頁） 

二度目の 2007年には、「図書館のある暮らしのし

あわせ」という演題で、図書館利用を生活化するため

の方法について具体的に事例を挙げて教えていただ

きました。歯切れのよい下町言葉で語られるお話はテ

ンポが良くて面白く、私たちはわくわくしながら図書館

の可能性について聴きました。（会報「考える」１０５号

４頁） 

その後現在に至るまで、私たちは、図書館のあらゆ

る資料を使って、様々な企画をし、漆原さんのいわれる

「図書館はなんでもありの場所」を実践しています。ま

た、分かりやすい会報を目指して活動を続けておりま

す。心からご冥福をお祈りいたします。 

なお、ご逝去の報に接し、当会から 

弔電を送りお悔やみを申し上げました。 

 

漆原宏さん写真パネル展は 

2023年１月１５日まで 

ご自宅の１階（台東区蔵前 3-9-6） 

で開催されています。 

✱としょかんふれんず千葉市のホームページはこちらから 

   URL  https://furenzu2021.wixsite.com/toshokanfriends  

   または、右の QR コードから読み取ってください。 

✱としょかんふれんず千葉市の Twitterは 
ユーザー名 @furenzu8chiba 
または、「としょかんふれんず千葉市」 で検索してください。 

 

 

 

  

   
としょかんふれんず千葉市  

代 表

【連絡先】 事務局  

 〒 千葉市○○区○○ 

TEL・FAX ０４３（○○）○○ 

 メール   furenzu2021@gmail.com 

     ホームページ URL    

https://furenzu2021.wixsite.com/

toshokanfriends 

年会費  一般 円 学生 500円 

郵便振替 

発行者  

落丁等ありましたら、右記連絡先までお知らせ下さい 

 

知らせ 

 

丁等ありましたら、右記連絡先までお知らせ下さい 

 

漆原さんの写真集 

 

『地域に育つくらしの中の図書館』 

         ほるぷ出版 １９８３年 

『ぼくは、図書館がすき』 

日本図書館協会 ２０１３年 

『ぼくは、やっぱり図書館がすき』 

日本図書館協会 ２０１７年 

 

 
千葉市図書館に

あります 

 

mailto:furenzu2021@gmail.com

