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第１４回古本市を終えて見えてきた課題 

代表 皆倉宣之 

 

古本市といえば東京・神田の古本市が全国に知れ

渡る催しです。神田古書店連盟が主催し一般には「東

京名物神田古本まつり」と呼ばれています。今年の６１

回目は３月１７日から２１日まで開催されました。２０１９

年に実施されて以来新型コロナの影響で見合わせて

いて、２年半ぶりに開かれたというわけです。例年は秋

の古本まつりとして開催されてきましたが、これも新型

コロナの関係で変則的に「青空掘り出し市」と銘打ち

実施されたそうです。 

さて、古本市と言えば千葉市民にとっては（やや大

袈裟？）、特に千葉市の図書館を愛する市民にとっては、

私たちの主催する「古本市」もはや１４回を数え、年中

行事として根付いてきつつあるのではないでしょうか

（4～5ページ参照）。両親と一緒の幼いお子さんが絵

本をめくって目を輝かせている姿や、小学高学年の子

供が１人１０冊の制約の中で必死になって児童書を選

択する姿を目にしますと、本がこの子どもたちにどのよ

うな世界を与えているのかなとついついいろいろと想

像してしまいます。きっといま読んでいる瞬間からいまま

でとは異なる別の自分へと変身し、精神的により充実

した自分を感じているに違いありません。この古本市が

子どもから大人まで本を通じて自分の世界を充実させ

ていく機会となれば幸いです。 

今年を振り返って課題も見えてきました。その一つが

「寄付」ということについてです。 

大概の方は快くこの催しの趣旨を理解して寄付をして

くださいますが、一部にはそれを頑なに拒む人や、ある

種の業界関係者ではと思われる人もいます。 

私たちの会は最初から「古本市」と銘打って活動し

てきました。その目的は市民の皆さんが持ち寄ってくだ

さった貴重な古本を展示して再利用していただくと共

に、自発的にいくらかの寄付をお願いしそれを千葉市

の図書資料費として市に寄付するということです。この

趣旨を皆さんに十分に理解していただくための表現や

方法について、これから検討してゆきたいと思っていま

す。 

もう一つは寄付問題とも絡みますが、「古本市」とい

うネーミングについてです。何かいい名称があるかどう

か、皆さんのご意見・ご提案をお待ちしております。 

なお、今年はホームページやチラシでのスタッフ募集

を見て、最初から最後までお手伝いして 

くださった方が数人いらっしゃいました。 

やはり本好きな方々でした。多くの 

来場者の方々と接することの喜びも 

さることながら、ボランティアを 

買って出てくださった方々と本 

を通じての出会いができた 

ことの喜びもひとしおでした。 
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読書会 「俳句の本を読む」（第５9回） 
日時：2022年 6月１2日（日） 14時～16時 
会場：稲毛図書館 集会室 
課題本：『大岡信『折々のうた』選 俳句（二）』 

長谷川櫂/編 （岩波新書）2019.12出版 
千葉市図書館に３冊所蔵 

問い合わせ先：043-○○○-○○  
(前回の報告は 8頁) 

 

中央図書館長と語る会にご参加ください 
 
日時：2022年６月８日（水）13 時 30 分～15 時 

会場：千葉市中央図書館 会議室   

定員:１２名（申し込み先着順） 

申し込み先：○○○―○○○○  

メール：furenzu2021@gmail.com 

 

mailto:furenzu2021@gmail.com
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最初に皆倉代表がＡＩやデジタル化が進展する中で

図書館をどう考えていくか活動の中で検討していきた

いと挨拶しました。 

続いて、中島中央図書館長が、Ｗｉ－Ｆｉや電子書籍

など新たな試みを始めたこと、資料の充実と「知の拠

点」としてのサービスを展開していくと挨拶されました。

電子書籍についての質問にも答えていただきました。 
 

【議事】 

議長にT氏、書記にK氏を選出。議事について事務

局から説明があった。 

＜第1号議案 2021年度活動報告＞   

  ・11/9 市長とのティーミーティング   

・3/7 あした図書館「浦安市立図書館の現在とこ

れから」 

＜第2号議案 2021年度決算報告・会計監査報告＞ 

＜第3号議案 2022年度活動計画（案）＞ 

＜第4号議案 2022年度予算（案）＞ 

第3号議案に続いて第4号議案説明後、意見や質問

があった。 

  ・花見川図書館及び若葉図書館の公民館との複合

化、電子書籍の状況など継続して注視し対応して

いく。 

・「私たちの望む千葉市の図書館」の改訂を行う。 

  ・古本市の募金から経費を差し引くことにした経緯

とその是非について。 

  ・窓口業務委託されているみずほハスの花図書館に

ついて、活動方針にも記載がないが引き続き運営

状況に関心をもってほしい。 

・みずほハスの花図書館は、分館としての位置づけ

がはっきりしていない。千葉市職員が不在であるな

ど、検証が必要ではないか。 

・みずほハスの花図書館が開館するときにも、直前ま

で市民には知らされず窓口業務委託が導入され

た経緯がある。今後、花見川図書館の複合化後の

運営も懸念されるので状況を注視していくが、まず

は、利用者の声を集める場を設けたい。 

  ・「千葉市図書館ビジョン2040」には「司書職等の

専門性を一層活用できるような人員配置について

検討します」とあるが、司書という職名での採用は

ない。成田市では司書職として採用がされている。

人事・財政上の措置など他市の状況を調査しては

どうか。 

 

 

 
 

＜第5号議案 役員・運営委員候補者＞ 

以上、第１号議案から第５号議案まで承認された。 

 

【フリートーク】 

●花見川図書館こてはし台公民館の複合化につい

ての説明会、及び、若葉図書館のグランドデザイン

説明会の状況を説明。 

・「千葉市図書館ビジョン2040」には、中央図書館・地

区図書館の再編とあり、中身について具体的に言及

はないが、地区館の位置づけが危うい状況であり、一

方では専門図書館にするともある。花見川図書館も

予算が決まっており、計画の修正はありえないので、

図書館内部のスペースについてできるだけ情報を集

めていただきたい。 

・花見川図書館について要望書を出したように、若葉

図書館についても要望書を出したいので、意見・希望

を会に出してほしい。 

●職員について 

・昨年、中島館長が新任で着任し管理課長と兼務とな

り、管理課は館長と課長補佐との２名になった。今年

度館長以外、情報資料課長・課長補佐の2名も異動。 

・「千葉市図書館ビジョン2040」は図書館としての計

画ではなく、国や市の施策方針を当てはめたもので

ある。これまで千葉市は図書館員が作成した「千葉

市図書館サービスプラン2010」などの図書館計画

を廃止したが、市民と図書館員がともに作る図書館

を私たちは目指したい。 

・職員の司書職採用に関しては、浦安の館長も資料を

揃えて人事の必要性を何度も説明して要望したと言

っていた。やはり、市民が動かないといけない。 

・市民団体だけでは難しい。議員などにも理解してもら

い協力してもらうことが必要。 
 

総会出席者が少ない中、図書館の現状と今後の活

動の方向性など忌憚のない意見交換が行われた。 

一人一人の意見を聞き、反対賛成の議論を通して

次の一歩に進む。そのプロセスこそが重要。（運営委員）             

 

２０２２年度総会報告  日時：２０２２年４月１７日（日）10：00～11：50 
                   会場:生涯学習センター 大研修室 

                   出席者：１３名 

２０２２年度役員・運営委員 
代表 皆倉宣之         
事務局 1名         運営委員 3名             
会計 2名            
会計監査 1名               
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4月17日に行われた総会の中で、窓口業務委託で

運営されているみずほハスの花図書館について、活動

方針にも含まれていないとの意見がありました。 

それを受けて、地域住民の方と花見川図書館につい

て話し合いの場を設けました。 
 

〇みずほハスの花図書館の現状について 

2017年3月に民間業者の窓口業務委託として開

館して5年が経過。みずほハスの花図書館は中央図書

館の分館に属するが、市の職員は常駐していない。開

館当初は市の担当職員が頻繁に来館したが、数年た

ち担当職員が異動し不在のことが多くなった。市の責

任者が不在で、すべての業務を委託業者が行うことは、

業務委託ではなく指定管理と同じではないのか。 

委託業者の組織がどうなっているのか不明。担当者

も代わり、学習室が市民に貸し出しできることを知らな

いなど、これまでの業務の引き継ぎがなされているの

か疑問。民間のノウハウを生かした運営の利点や専門

性は別段感じられない。市の図書館と互いのイベント

に参加するなどの交流もなく、市の図書館の中で孤立

していると感じる。 
 

〇花見川図書館とこてはし台公民館の複合化について 

蔵書を減らされ、職員も減らされる可能性がある。地

区館としての機能や組織を維持できるのか。 

花見川図書館は公民館と複合化するので、公民館

図書室となるのではないか。公民館図書室は全日開

館しているので、開館日が増える事を理由に公民館図

書室にして、教育振興財団に指定管理として委託され

るのではないかと危惧している。 

〇市の社会教育行政について 

花見川図書館とこてはし公民館の複合化により、蔵

書数・面積ともに4割縮減を知り、市の社会教育行政

は何を考えているのかと驚いた。 

「本」は、著者の思いを我が事として一字一字受け

取り、ときに生き方も変える価値がある。「司書」は、読

みたい人の要望に応えてくれる貴重な専門職。「図書

館」は、それを叶えてくれる場所。図書館を大事にする

ことこそ民主主義の基本と私は考える、気軽に資料を

手に取って読み、考える市民が増えることが、「社会教

育軽視に抗う策」と思える。千葉市が文化や本の価値

を大事にした市政を望む。 
 

〇司書職採用について 

みずほハスの花図書館は委託ではなく直営でなぜ

できないのか。図書館職員を司書職採用とし、図書館

行政に意欲のある人材を確保しても財政面は変わら

ない。司書の資格を有した職員（行政職員としての司

書）が図書館だけでなく各課に配属され、図書館の資

料を職務に利用することが図書館にも行政全体にもメ

リットになる。そのための資料を整えるのは「司書」とい

う専門職である。 
 

 花見川図書館については、みずほハスの花図書館に

関心を持ち続けること、新しい花見川図書館には市の

直営での運営と、地区図書館としての位置づけを維持

することを求めていくこと。千葉市図書館には司書職の

採用を要望していくことを確認した。  （運営委員） 

 

花見川図書館についての話し合い 

2022年 5月 8日（日）10：00～12：00 

こてはし台公民館 会議室 

参加者 9名 

千葉市図書館人事  
 

◆中央図書館  情報資料課長             平岡 芳和 （稲毛図書館長） 

管理課長補佐             児玉 隆一 （生涯学習部文化財課長補佐）  

資料課長補佐             萩屋 勇   （若葉図書館主査）  

情報資料課担当課長補佐   渡邉 葉子 （千葉市立横戸小学校教頭）  

◆稲毛図書館  図書館長                 湯川 和光 （稲毛区役所保健福祉センター社会援護課長） 

◆美浜図書館  図書館長                 山崎 克彦 （中央図書館情報資料課長） 

◆みやこ図書館 副館長                   斉藤 敏行 （美浜区役所地域振興課長補佐）  

◆若葉図書館  副館長                   鍬田 聡子 （緑図書館副館長） 

◆緑図書館    副館長                   林 利浩   （学校教育部教育指導課長補佐） 

新任のみ掲載 （）は前任部署      令和４年４月１日 千葉市ホームページ「人事発令」より 
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コロナ禍、昨年度（第13回）に続き、今年度も古本市を開くことが出来ました。 

9時30分から準備を始め10時から整理券を配りました。 

  

多くの方々の協力を得て 

「古本市」は毎回運営委員他、会員の有志や知人

の協力を得て設営・本の運搬・配置・入場者の案内な

どをおこなってきました。今回はさらに当会ホームペー

ジのボランティア募集を見て参加してくださった方、ふ

れんず会報に原稿を寄せてくださった大学生、そして桜

林高等学校ボランティア部の皆さんと顧問の先生方、

本当に多くの会員外の皆様の参加をいただき、とても

うれしい協力のもと「古本市」をおこなうことができまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「古本まつり」「古本市」、そして「図書館記念日」 

この企画は2007年10月20日中央図書館子ども

読書まつりの会場にて「千葉市の図書館を考える会」

主催「古本まつり」として参加したのが始まりです。 

会報『図書館を考える』第107号（2007年11月10日

発行）には、「当初、募金の呼びかけは図書館の許可が

得られず、一人3冊、無償で提供。会報を配って会の活

動を知ってもらう。古本まつりをすることで、図書館に出

かけてきた皆さんと子ども読書まつりをにぎやかに応

援することができた。」と報告されています。 

この「古本まつり」は第4回（2010年10月23日）ま

で続き、第5回からは募金活動ができることとなり、「と

しょかんふれんず千葉市」主催「古本市」（2011年10

月22日）の名称となりました。因みにこの時の募金総

額は72,181円。会報『としょかんふれんず千葉市』第

3号では「…3万円集まるかなと不安の中、予想以上

の額に〝すごい、すごい、びっくり！！″と全員が感激の声

をあげた。」と記しています。 

第10回まで子ども読書まつり参加の中でおこなっ

てきた「古本市」は、2018年、第11回は中央図書館

子ども読書まつりの会場ではなく、時期を変え、4月30

日「図書館記念日」に行うことになりました。以後春の

開催になっています。 

 

高校生のみなさんと図書館見学 

 昼食の少し前、ボランティアとして活動してくださった

高校生の皆さんと中央図書館１階児童フロア・ヤング

アダルト（YA）コーナー、児童書研究及び障害者サー

ビスコーナー、そして地階自習室を見学しました。 

桜林高校のボランティア部は毎年若葉図書館子ど

も読書まつりでおはなし会の「語り手」「読み手」として

参加していることもあって多くの絵本を見てもらいまし

た。「おはなしの部屋」も見せてもらいたいと図書館の

方に頼みましたが、「コロナのため、中は今、図書館の

椅子などの置き場になっているので…」と「おはなしの

部屋」の特別な設えの説明を聞き、残念ながら見るこ

とはできませんでした。 

第 14 回古本市  

      2022年 4月 29日（金・祝）11時～15時    来場者 302名 

      手渡した本 1650冊   図書館へ寄贈 11冊 

      募金総額  110.458円  

 

 

桜林高校ボランティア部のみなさん 

準備はみんなで力仕事！！  
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 また障害者サービスコーナーでは点字絵本、さわる絵 

本に皆さん関心を持ち仲間での話も盛り上がっていた

ので、担当者にこのコーナーの説明をしていただこうと

しましたが「祭日はこのコーナーの担当者はお休みで

す」とのことでした。  

   今年度の来場者・あれ・これ・・・ 

その1  「年金生活者ですから、この古本市を毎回楽

しみに来ています」と言って早くから開場を待っていら

した方。 

その2  「女の子3人の物語なんだけどそういう本ない 

ですか？」と小学校１，２年の女の子。「ここにはないわ 

よ！」その子のお母さん。スタッフみんなで「四姉妹なら 

知ってるけど…」「三姉妹？」早速ネットで調べる。「あ 

ーこの目がまるまるの女の子の本？」「そうこれ」と。で 

もこの本は無かったのです。 

その3   「小学校の教師です。学級文庫に置きたいの

で」と言われて児童書を沢山選んで持っていかれまし

た。花見川区の小学校でした。お役に立ててうれしい！ 

その4   整理券2・3番で入場。15分

のところ25分程選んで、出口で冊数

を告げると「私は募金をしません！！」と

言って会場を後にした。今回このような

入場者３人。 

その5  「私は今日ホームページを見

て茨城からこの会場に来た。」「それは

大変でしたね。ガソリン代だけで

も・・・」「いや電車で来た！」「え！ます

ます大変」「ここに来る前、もう一軒寄

ってカートに積んでここに来た」どのよ

うにして電車に乗るのかしら？隣の喫

茶店にはその人の荷物が4段くらい積

み上げてあった。（昔、国鉄にはチッキ

というサービスがあったが・・・） 

寄付を募ることは新しい読み手に繫げること 

 断捨離が一般用語として認識されて久しく、快適な生

活を！と衣類、小物、家具など処分する中で本は最後に

なることが多いと言われます。そんな時古本市のチラシ

を見て、主旨に賛同し提供してくださる多くの方々。ど

の本も彼の本も、と思いが伝わる本。そしてその本を車

で運ぶ運営委員、本は重いです。それでも本が次の読

者へつながること、とりわけ会場での募金が図書館に

届き図書となって新しい読み手に繋がること。私たちは

このことこそ意義のあることと考えるのです。「千葉市

の図書館」と多くの図書館利用者を結ぶ「としょかん

ふれんず千葉市」として。やはり募金はしてください。 

                              （運営委員）       

入場者全員にこのチラシを配りました 

たくさんママによんでもらってね！ 

 

 

 

 

 

やっぱり本が好き 
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現花見川図書館は令和５年度に１階を図書館、２階を公

民館に複合化し、リニューアルオープンします。それについ

ての説明会が中央図書館管理課、生涯学習振興課、花見

川図書館との共催で行われました。説明会の開催について

は、市や図書館のホームページ他、自治会回覧板でもお知

らせがあり、関心を抱く地域住民の参加がありました。 

初めに市から ①実施設計を終えたことと今後のスケジ

ュール ②要望事項への対応 ③図書館と公民館の施設内

の配置について説明があり、その後質疑応答となりました。 

 

■１回目 13:30～１4:30  参加者１９名 

〈図書館について〉 

Ｑ 子ども室はどのくらい狭くなったのか。 

A 現在の１１７㎡から３０㎡狭くなる。机と椅子を置いた

ティーンズのスペースを合わせるとほとんど変わらない。 

Ｑ 子どもがマットに座って寛げるスペースはあるか。 

A 現図書館のようなスペースはない。可動式の書棚を

移動しておはなし会などの場所をつくる。 

Ｑ 児童書はどの程度少なくなったのか。 

A ２万２千冊から９千冊除籍した。 

Ｑ 休館中、公民館等で子ども室の開設はなぜできなく

なったのか。小学校の空き教室の利用については。 

A 小学校の空き教室の利用については考えていない。こ

てはし台小学校で除籍等の仕事をしている図書館職

員と連携しておはなし会等できないか。除籍した本を

小学校で受入れてもらえないかを検討している。 

Ｑ 図書館は様々な事情を抱えている子ども達の逃げ場に

もなるので、中高生が利用できる部屋を確保してほしい。 

A 現在2階にあるような読書室は設置できないが、公民

館の部屋を使って、本を読めるスペースや自習室とす

る等の工夫をして運用したい。 

Ｑ 複合化した後の蔵書数は。 

A 蔵書を整理して6万冊にする。 リニューアルオープン

をするときには、新しい本も準備する。 

  

  「この地域の公民館と図書館は、この計画でいけば未

来永劫狭いままなのか。なぜ早く、きちんと伝えてくれな

かったのか。」 「この地域は高齢化しているが、若い人

達も入ってきている。そういうことを計画に入れなければ、

この地域は死んでしまう。縮小したら、高齢者も利用を制

限せざるを得ない。財政的には介護の負担の方が大きく

ならないか。この地域の未来を考えて検討してほしい。」

等、 市の地域住民への周知不足からくる質問や縮小さ

れることに納得がいかない思いが多数出された。 

                                  （運営委員） 

                                                                                  

 

 

 

■２回目 15:00～１６:30  参加者１３名 

〈図書館について〉   

Ｑ 蔵書数は１０万５千冊から６万冊になるが地区図書 

館の役割は果たせるのか。 

Ａ ネットワークで貸し借りはできる。 

Ｑ 除籍した本は市民の財産であるが、どうなるのか。 

A 他館で所蔵しているか確認する。所蔵している場合は

古紙回収。 

Ｑ 座席数（今までは学習室４６席、雑誌コーナー１２席、

児童コーナー１０席）はどうなるか。 

A 閲覧コーナー10席、 子ども室６席になる予定。 

Ｑ ７３０㎡と花見川団地分館より狭くなるが、地区図書

館としての位置づけや職員数は。 

A 地区図書館機能は継続の方向で考える。 

Ｑ 図書館としての位置づけなどの検討組織を設けてい

るか。 

Ａ 設けていない。変更等がある時は図書館協議会等で

周知していく。 

Ｑ 狭くなると職員の労働環境が心配。 

Ａ 事務室は約半分の面積になるが、一人ひとりの机は

確保できる。 

Ｑ 自習室はなくなるのか。 

Ａ 公民館の運用の中で、空室がある時は検討可。 

〈駐車場など〉 

Ｑ １７台から２３台に増えると説明があったが、公民館は

現状１５台停められることを考えるとそれでは不足。 

A 図書館利用の場合は比較的短時間の駐車で、現利

用状況は常に満車ということはない。 

Ｑ 高齢化が進み、車椅子やシニアカーで来る人もいる。 

Ａ バリアフリー対応として駐車場からはスロープを設け、 

  １１人乗りエレベーターを設置する。 

〈複合施設になることについて〉 

Ｑ 施設の管理や光熱費の支払いはどこがするのか。特

に災害時対応の責任者は明確にすることが必須。 

Ａ 未定なのでこれから検討する。 

〈公民館跡施設〉 

Ｑ 公民館の空調は新しくなっている。住民の最大の利益

は今の施設の維持である。 

Ａ 跡施設は公民館としては使えないが、今後、庁内関係

部門と連携し、地域の声を聞きながら検討していく。 
 

その他、耐震、連絡所についてなど多数の質問が出

ていた。「説明会の時期が遅い。この地域に限らず今後、

図書館や公民館が変わる時には、早く住民に知らせて

もらいたい。」という意見のとおり、市民を大事にした進

め方をぜひお願いしたい。             （運営委員） 

花見川図書館・こてはし台公民館複合化説明会 

２０２２年３月２１日（月・祝） 会場：こてはし台自治会館 
 
中島中央図書館長  三浦花見川図書館長  
小倉生涯学習振興課長  土肥生涯学習振興課長補佐 
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■議事  

（1）令和4年度予算及び事業計画について 

（2）その他 

令和4年度当初予算     

 

 

 

 

 

 

■主要事業について 

①花見川図書館の改修（こてはし台公民館との複合化）          

522,530（千円）                                      

②電子書籍整備（電子書籍の充実）    8,998（千円） 

③市民インタビューによる記憶の保存   3,163（千円） 

④地域情報サービス提供事業         3,112（千円） 

 

■議事についての応答 

 （予算について） 

・地区図書館の資料費が令和4年度も減少している。 

・当初予算の表にはないが、市の予算案で図書館運営

費の支出先に国費1256万円とあるが、国費というの

はどういう予算からきているのか。 

・市の財政は、コロナ関係等でかなり厳しい状況にあり、

減額されている。資料費には電子書籍の費用も含ま

れているが、全額補助金で賄われる。 

・国費の件は、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金等である。 
 

 （電子書籍について） 

・電子書籍の定価は、紙の本の約2倍。現在、電子書籍

の利用者は。どんなジャンルが読まれているか。 

・貸出で最も多かったのは小学生。次に40代、50代、

60代。ジャンルは児童書、実用書、旅行関係書等。利

用カードを持っている小学生は、学校から配布されて

いるタブレットを持っている。その関係で小学生の利用

が多いと思う。 

・今年度購入する電子書籍はどのようなものを考えて

いるか。 

・昨年約7600冊でスタートしました。これにはだれでも

無料で見られる青空文庫が5000冊含まれている。来

年度の予定では1600冊を選書していきたいと思う。 

・電子書籍は有効期限・貸出上限回数（2年間または

52回で失効）があるものや、買い取りのものもあるが、

どのようにライセンスを購入しているのか。 

・電子書籍の選書について、購入して永久に残るものは

小説などに、ライセンスで期限や回数限定があるもの

は、旅行書、実用書に。 
 

 （市民インタビューについて） 

・市民インタビューによる記憶の保存について、令和3

年度と4年度の状況は。 

・令和3年度は、民俗芸能等として、登戸神社の神楽囃

子・寒川神社の氏子青年会・千葉妙見大祭等15件分

を『千葉市オーラルヒストリー』として保存した。令和4

年度はこれから検討していく。 
 

 （その他） 

・児童生徒には読書手帳、図書館指導員にはレファレン

スカードが配布されているが、中々利用されていない。 

・レファレンスカードは図書館指導員の研修会で周知し

ているが、まだ周知が足りないので、力をいれていく。 

・花見川図書館は複合化で敷地面積が花見川団地分

館より小さくなるが、今後とも地区図書館としての機能

や千葉市図書館の組織の位置づけはそのままか。 

・新しい花見川図書館の体制は、今後検討。 

・若葉図書館の移転に関して、資産経営課が担当して

いるため千城台地区学校跡施設利活用とあり、若葉

図書館が移転することが若葉区民には周知されない

ままここまで進んでいる。なぜ、南小跡施設に移転する

かが納得できていない方が多い。若葉図書館利用者

への説明をもっと早く適切に行うことを検討していた

だきたい。 

・若葉図書館の施設の配置、施設の中の配置などは、

来年度基本計画を策定していく予定なので、その前に

アンケート・ワークショップを実施していく予定。 

                           (運営委員） 

  

 
令和３年度第2回千葉市図書館協議会傍聴記 
 

2022年3月24日（木） 10:00～11：45  
千葉市消費生活センター3F研修講義室 

  協議会委員 9名 図書館職員 9名 傍聴者 7名 
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       地域から   

                更科公民館図書室を訪れて 中央区 ○○○○ 
 

  田畑の広がる豊かな自然の中、二つのテニスコートとグランドに囲まれたところに更科公民館があります。道路を隔

てた近くに小学校があり、すぐ後ろには中学校があります。 

  図書室に入るとすぐ右に６人掛けの読書机があり左手にカウンターがあります。本が選びやすいスッキリとした図書

室です。約15.000冊の蔵書があり、児童図書は約6.600冊で、その中で絵本は1.900冊あります。公民館図書室の

児童図書として比較的多い蔵書数です。 図書室では、今年で３年目となる小学校のアフタースクールと連携した活動

を続けています。ここでは小学校の児童の三分の二の33名が利用しています。「図書室利用の時間」を設けて子ども

たちがより本に親しめるようにし、読書手帳の配布や児童図書資料を積極的に購入しています。アフタースクールの先

生の為に読み聞かせの本やプログラムを図書室で協力することも欠かせません。 

また広報紙「更科公民館図書室だより」を年4回発行して町内自治会、小学校、中学校に配布して読書活動の推進

も図っています。大人の利用者の中には催し物やテニスの帰りに寄る常連さんもいます。1979年（昭和54年）、当時

図書館分館として発足した現在の更科公民館図書室。親から子へ今も地域の大切な居場所として運営されています。

これからも子どもたち、小学生、中学生の皆さんたちの成長を見守り、地域の歴史に明るい図書室になるのではと思い

ました。 

                            

  読書会報告 「俳句の本を読む」第58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４月１０日 （日） １４時～１６時 
会場：稲毛保健福祉センター 大会議室   １０名 
 

〈貌
かほ

が棲
す

む芒の中の捨て鏡  中村苑子〉苑子（1913～2001）は「現代

俳句に妖艶な作風を携えて現れた新星として注目された」と著者は記す。

昔、知人の兄が再婚に際し、若くして亡くなった妻が使っていた鏡台を処

分せねばと話していたことを思い出す。〈黄泉
よ み

に来てまだ髪梳
す

くは寂しけれ 

苑子〉「人生の哀しみから妖艶な美をしぼりとることの、愉楽とそして寂し

さを知っている」と著者。死後の世界で髪を梳く。谷中の全生庵では毎年

「幽霊画展」が開催されていると聞く。幽霊は成仏できずに現世に現れる

のだ。苑子はその絵姿を見て句が出来たのか？ 

〈戦争が廊下の奥に立つてゐた  渡辺白泉〉白泉（1913～1969）は新

興無季俳句運動の代表俳人。京大俳句事件に連座。「戦争がとつぜん立

っていたという、ささやかな日常への凶悪な現実の侵入。昭和14年（１９39）

の作」2022年の現在、ウクライナの人々もこの凶悪な現実に立ち向かっている。この読書会で『スイス吟行－旅券は俳

句』を読み合った時、「永世中立国スイスは徴兵制度による国民皆兵。専守防衛の国だから攻撃用の爆撃機は無い。

敵の侵攻には2千か所の橋に爆薬が仕掛けてあり、核攻撃を受けても人口の9割を収容できる地下シェルターが全土

に築かれている」（2017年5月会報36号）とあった。この時はヨーロッパで他国との戦争があるのかと思っていた。 

 〈バスを待ち大路の春をうたがはず 石田波郷〉波郷（1913～1969）が上京した時の20歳の句なのか。「波郷の出発

時、師の秋櫻子、仲間の楸邨らの輪はまさに現代俳句の春の時代だった」と著者。〈朝顔の紺のかなたの月日かな 波

郷〉29歳の句。「青という色は天上的な色。限りなく人の心を非日常世界へいざなう力をもつ」とある。しかし私たちは

曽野綾子の作品『天井の青』をすぐに思い浮かべ話が弾んでしまった。 

 〈いちまいの皮の包める熟柿かな 野見山朱
あす

鳥
か

〉朱鳥（1917～1970）は長い闘病の末に53歳で亡くなった。 

 「一瞬後の決潰
けっかい

を予感させる熟柿、作者が直面している命の危機の姿でもあった」と著者の説明。 

 〈はるかまで旅してゐたり昼寝覚 森澄雄〉澄雄（1919～２０１０）は脳血栓を病んで以来このような茫洋たる句が多く

なったとある。しかし病んでいなくても居眠りから覚めると誰しもが経験すること。分かり易い言葉の現代俳句。このテ

キストの編集者、長谷川櫂氏は「楸邨、龍太亡き後、批評精神を失った末期的大衆俳句に陥っているのではないか」と

論じている。 いよいよこのテキストも残り少なくなった。     次回は６月１２日（運営委員）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

  

ぶっく・ぶく 

毎日、毎日、露、露、露です 

少し前まではロシアでした。ロシア文

学、ロシア民謡、ロシアの昔話。 

若い頃は『罪と罰』読んだ？『カラマ

ーゾフの兄弟』は全然読んでない！ 

「ではうたごえ喫茶で」「カチューシ

ャ、ともしび」皆でよく唄った。 

外大ロシア語、兄の友人は全学連だ

った。今は子どもたちと絵本『おおき

なかぶ』『おだんごぱん』、むかし話

「魔法の馬」「金のとさかのおんどり

と魔法のひきうす」 

そしてレフ・トルストイの「人にはどれ

ほどの土地がいるか」 

さあ！もう、武器は捨てて！！ 
 

知ったかぶり子 
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  障害者サービスは、目の見えない人だけが利用する

イメージがありませんか？確かに、録音図書は利用に

制限がありますが、視覚障害者限定ということではあ

りませんし、意外と利用対象が広いです。 

 

 ★ 点字図書 

 点字本や絵本に点字が付いている、点訳絵本は、ど

なたでもご利用いただけます。 

  絵の形が触ってイメージできるように、ちょっぴり浮

き出している本もあり、調べ学習などで来館するこども

たちにも人気があります。中学生が図書館に職場体

験に来た際、作った点訳絵本もあります。 

  実は、視覚障害者がみんな点字を上手に読める訳

ではなくて、録音図書利用が多いのですが、ちょっと点

字が読み書きできるだけで、生活は格段に便利になり

ます。図書館の中にも、エレベーターのボタンなどに点

字があります。みなさんの家にある家電製品や、駅の

階段の手すりなど、点字が増えてきているのは嬉しい

ことです。 

  

 ★録音図書 

 視覚障害の方の他に、障害によりページをめくれな

い方、文字の読み書きが困難なディスレクシアの方な

ども利用できます。市内未所蔵の場合、他館から取り

寄せて提供することもできます。お気軽にお尋ねくださ

い。 

  録音図書は、便利な機能がある『デイジー』という

形式でできており、１０時間以上の図書でも１枚のディ

スクで再生できますし、読みたいページに簡単に飛べ

ます。 

   

 

 

 

 

 

 

再生するには専用の録音図書再生機器を利用する方

が多いですが、パソコンで再生するためのソフトもあり

ます。 

 

 ★サピエ図書館のご紹介 

  全国の展示図書館などで作成された展示図書や

録音図書などの情報が集められたウェブページです。

図書館を通してサピエ会員登録すると、スマートフォン

やパソコンに、アプリをダウンロードしてご利用いただ

けます。 

 

★布の絵本 

  柔らかいフェルト素材で造られています。貸し出しは

しておらず館内でご覧いただく資料ですが、障害の有

無を問わず、楽しんでいただけたらと思います。 

 

★ＬＬブック 

  ＬＬとはスウェーデン語で優しく読めるという意味の

言葉「LattLast」の頭文字です。 文字を読むことが

苦手な方向けの資料です。写真やイラスト、ピクトグラ

ムなどが多く用いられ、文字はわかりやすい言葉が使

われています。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

この他にも、点字に関する本、バリアフリーに関する本

など活字資料もあり、ドラマ化された『ヤンキー君と白

杖ガール』うおやま/著（KADOKAWA）のコミックも

あります。（録音図書もあり） 

  多くの方のご利用、お待ちしています。 

      「障害者サービスのご案内」 

  千葉市中央図書館 情報資料課 利用サービス班  

                          大川和彦 平岡直樹  

   

 



 

☆ 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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「  学びの先を見据えて  」  

                                              花見川区  ○○○○（大学１年生）

皆さんはクリティカル・リーディング（批判的読解）と

いう言葉を知っているだろうか。クリティカル・リーディ

ングとは、テキストを正確に読み取り、内容を把握し、そ

の意味を解釈し、その解釈に自分なりの論理的な考

察を加えること。いわば、能動的な読み方の技法だ。

私がこの技法を知った経緯と、それを習得することに

よって将来どのような人になりたいかを記したい。 

小さなころからさくら文庫に通っていた私にとって、

本は常に身近な存在だった。成長するにつれて、絵本

から文字を追う読み物を自分で探して楽しむようにな

った。主に読んできたのは小説で、好きな作家からど

んどん派生させ、新たな一冊を見つけるのが自分の

読書スタイルだ。本棚には、あさのあつこ・湊かなえ・恩

田陸・辻村深月・有川浩・誉田哲也・池井戸潤・東野

圭吾・伊坂幸太郎（敬称略）他の作品が並んでいる。

読み終わったら、中学時代から綴っている読書ノート

に感想と評価を書き、本棚を好きな作品でうめていく

のがモチベーションの一つである。 

今春、私は大学に入学した。受験勉強のため半年

間ほど思うように読書ができなかったが、やっとその期

間が終わり、春が来た。そして、心配していた片道約 1

時間半の長い通学時間が、好きだった本のおかげで

有意義な時間となっている。 

大学は史学科を専攻した。高校で日本史選択だっ

たため、あまり触れてこなかった西洋史や東洋史も学

ぶことができるようになった。既存の知識である日本

史に、西洋史や東洋史の知識が絡み合って、今までと

は違った方向から日本を見られることがとても面白い。

また、日本史は高校では学べなかったところまで追求

するため、より知識を深めることができる。 

学び方において高校までと異なると感じる点は、大

学の講義は内容が深く時間も１００分と長く、そしてペ

ースも速い。また、日々の講義の中で自分の意見を求

められることも多く、受動的な態度だけでは臨めない

点だ。高校までは知識を身につけることに重点が置か

れていたのに対して、大学ではそれだけではなく、その

知識が正しいものかを批判的に「問う」たり、そこから

生じた疑問・問いを出発点に未発見の知を追求し、自

分の意見を持つことが大切なのだということが分かっ

てきた。 

まず、知識をおぎなうために、今は小説だけでなく講

義内容に関する本も広く読むようになった。そして、そ

のような本は小説とは違う学びを得られることを実感

している。私は、日本の転換期となった幕末に興味が

あるので、詳しく書かれた本を購入して小説と並行し

て読んでいる。また、自分の意見を持つためには、冒

頭で述べたクリティカル・リーディングの技法を身につ

けることが必要不可欠である。 

しかし、私はつい最近、先生に薦められた『アカデミ

ック・スキルズ 大学生のための知的技法入門』第３

版 佐藤望/編著 （慶應義塾大学出版社）という本を

読んだことでこの言葉を知ったばかりだ。そのため、自

分ではまだ実践したことがなく、言葉の意味を漠然と

しか理解できていない。また、今まで私の中では、本に

書かれていることが絶対だったので、自分の意見を交

えることなど考えたことがなかった。しかし、大学に入

学したからにはクリティカル・リーディングの技法を必

ず習得したいと思っている。それを習得した自分は、今

よりもさらに知の高みにいけるはずだから。 

「教養のある人間とは、多角的にものを見て自らを

客観化し、問題発見をしながら正しい道を見いだして

いくことのできる人間である。そして教養は、豊かな人

間生活を保障するもののひとつである」（本文より抜

粋）現代社会は、正確な情報と不正確な情報が混在

している。だから、情報を鵜吞みにして信じ込むのでは

なく、自分の読書や経験から得た知識をもとにして、正

しい道を自分で考えて自分で判断できる人、いわゆる

教養のある人間に私はなりたい。 

幸い、大学や公共の図書館には、学びを助けてくれ

るたくさんの本がある。授業終わりなど時間を設けれ

ば直ぐに読書に取りかかることができる環境も整って

いる。 

なりたい自分に近づけるよう、 

日々進んでいきたい。 
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この2年間、新型コロナと母の介護のために在宅時

間が増え、読書三昧の日々を送っています。読書の楽

しさが、外出はままならず人にも会えずどうかすると鬱

積してしまいそうな気持ちを救ってくれています。長い

間積ん読になっていた本や昔読んだ小説など手当た

り次第ですが、思いがけず大きな楽しみとなっている

のが海外のミステリー、とりわけ10代20代のころに熱

中した推理小説の再読です。エラリー・クイーン、ヴァ

ン・ダイン、ディクスン・カー、アガサ・クリスティーなど、

いずれも若いころ夢中になって読んだものばかり。長

い年月で色ヤケがひどく文字もうすくなったものは齢

のせいか読みづらくなったので、ほとんどを新訳・新装

版に買い替えての再読です。 

 

私が推理小説を初めて読んだのは小学3年生のと

き、学級文庫で借りた『8・1・3の謎』（ルブラン原作、

南洋一郎・文）でした。その謎解きの面白さとスリル、怪

盗ルパンのカッコよさに私はすっかり魅了され、その後

『怪盗ルパン全集』（当時は全１５巻）を夢中になって

読みました。中学生になってからは創元推理文庫を読

み始めて、エラリー・クイーンやディクスン・カーに出会

い、海外ミステリーの魅力にしっかりハマってしまった

のでした。 

 

クイーンの『ローマ帽子の謎』などの国名シリーズ

や『Ｘの悲劇』『Ｙの悲劇』、ヴァン・ダインの『僧正殺人

事件』、カーの『皇帝のかぎ煙草入れ』『帽子収集狂

事件』、クリスティーの『アクロイド殺し』『そして誰もい

なくなった』など（こうしてタイトルを並べるだけでワク

ワクしてしまう♪）、ストーリーそのものはあまり覚えて

いなくても結末（犯人）は今でも結構覚えています。そ

れでも今再読するとやはり面白く、かつてのように時間

がたつのを忘れて夢中になってしまいます。いったい

何がそんなに魅力なのか、私なりに考えてみました。 

 

まず、何といってもやはり謎解きの面白さ、その手法

の見事さでしょう。携帯電話もDNA鑑定も防犯カメラ

もない時代、名探偵は自分の目と耳と頭を使って真実 

 

にたどり着こうとします。その手法は、①よく観察する

（現場やその周辺、関係する人たちを）②関係者の話

をよく聞く（他愛のない会話も、小さなつぶやきも）③

じっくり論理立てて考える、です。この手法が鮮やかに

正確に叙述されています。 

それから、登場人物の性格や心情、事件の背景にあ

る様々な事がらの事細かな描写ですが、この事細かな

描写が楽しめるのは年を重ねた今だからなのかもし

れません（若い頃は結末ばかりが気になって適当に読

み飛ばしていたように思います）。何を（どこを）・どの

ように事細かく描写しているか、作者の個性や好みが

感じられるところです。 

さらに、物語が進むにつれて事件の隠されていた部

分が次々と明らかになっていき、やがて全体に張り巡

らされていた伏線が見事に回収されていく、そのストー

リー展開の見事さです。 

そして何より、謎だらけのモヤモヤしたものが最後に

はスッキリと晴れていく、もつれて絡み合った糸は全て

ほどけていく、事件は全て解決されるという爽快さです。 

コロナ禍、ウクライナ情勢、認知症の母の介護など、

なかなか解決出来ない諸々の問題に対する無力感と

出口の見えない閉塞感の中でおうち時間を続けてい

る今の私には、この“全て解決されるという爽快さ”が

（本の中のことであっても）必要なのかもしれません。 

 

書棚には、まだ他にも懐かしくワクワクするようなタイ

トルが並んでいます。『長いお別れ』（レイモンド・チャ

ンドラー）、『黄色い部屋の謎』（ガストン・ルルー）、

『赤毛のレドメイン家』（イーデン・フィルポッツ）、『マル

タの鷹』（ダシール・ハメット）、『赤い館の秘密』（A・

A・ミルン）・・・。 

楽しみはまだまだ続きます。 

 

      海外ミステリー再読の楽しみ 

                                 福岡市  ○○ 〇〇                                          
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＊会費納入のお願い 

   新年度になりました。会費（一般 1,500円）納入がお済みでない会員の方は払込用紙にて、または

お近くの運営委員にお渡しください。 
 
✱ 電話番号などを変更された方へ 

 電話番号や住所を変更された方は、本ページ右下にある連絡先までご連絡ください。 

 

  

   
としょかんふれんず千葉市  

代 表

【連絡先】 事務局  

 〒 千葉市○○区○○町 

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 

 
3月23日(水) 臨時運営委員会 
3月24日(木) 令和3年度第2回千葉市図書館 
        協議会を傍聴 
4月 7日(木) 運営委員会 
4月 7日(木) 古本市用の本運び込み(5回目) 
4月 8日(金) 編集会議 
4月１0日(日) 第５8回読書会 
                   「俳句の本を読む」 
4月14日(木） 会報66号（臨時号）発行         
4月17日(日)  2022年度総会  
4月17日(日) 古本市用の本運び込み(6回目) 

4月21日(木) 古本市用の本運び込み(7回目) 

4月29日(金・祝)第14回古本市   
5月 8日(日) 花見川図書館についての話し合い   
5月１２日(木) 運営委員会・編集会議 
5月１9日(木) 会報６7号発行 

う ご き 
 

 
電子書籍に新たな読み物が追加 

 
千葉市では令和３年度から電子書籍サービス

が始まりました。そしてこの度、児童向けに青い

鳥文庫等の歴史・名作読み物が124点（令和

４年４月29、３０日～）、一般書・実用書など50

点（5月1日～）、あわせて174点が新たに追

加されました。   

 

            

    

 

 

 

「あたらしい千城台公民館・若葉図書館を考える 

ワークショップ」が開催されます 

日 時 第1回 令和4年6月 5日（日）14～16時 

      第2回 令和4年6月19日（日）10～12時 

   会 場 千城台公民館 ２階 ホール 

   定 員 25人（申込多数の場合は抽選） 

   申込期限 令和４年５月２７日（金） 

   申込方法 千葉市図書館ホームページ参照 

   問合せ先 生涯学習振興課 ☎043-245-5954 

          中央図書館管理課 ☎043（287）4081 
  千城台公民館と若葉図書館は、老朽化のため旧千城
台南小学校跡地に移転し、複合化による再整備が行わ
れます。 
  現状施設の気に入っているところ・不便なところ、新し
い施設でやりたいことなどについて参加者で話し合い、
複合施設に必要な機能、サービスなどについて考えてみ
ようと開催されるワークショップです。 

新会員募集 

ペリエ千葉およびペリエ稲毛で 

市図書館で借りた本が返却できるようになりました 
 
〈返却ポスト設置場所・利用時間〉 

 ＊ペリエ千葉 本館６階 

   月～土 ９:００～２１:００  日・祝 ９:００～２０:３０ 

 ＊ペリエ稲毛 コムスクエア１ 

   月～金 １０:００～２１:００ 土・日・祝 １０:００～２０:００ 

 

 千葉市図書館のお知らせから 

mailto:furenzu2021@gmail.com

