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技術の進歩と「考える力」 

代表 皆倉 宣之 

 

例えば太宰治の『走れメロス』の感想文を書いて欲

しいとチャットに入力すると、１～２分で中学生レベルの

感想文を書き上げてくれる。また、大学で学生に論文を

課しそれを採点するととても優れているが、ＡＩが作成し

たのと同じ内容のものだったりする。 

アメリカの小中学校では、これの使用を校内で禁止

する騒ぎにまで至っているそうです。理由は批判的思

考や問題解決能力を養うことにはつながらない（むし

ろ阻害する？）からというもの。一体何が起きているの

でしょうか。 

発端は昨年末にアメリカのＯｐｅｎＡＩと言う企業が開

発した、従来の対話型ＡＩをより進化させた「チャットＧＰ

Ｔ」の出現です。生成型ＡＩとも言われ、ウェブ上のあら

ゆるデータを取り込んで学習し自己生成（創造）して

ゆく優れものです。 

ここには技術（特にＡＩ）の持つ二面性が如実に表れ

ています。正の側面としては知的好奇心を刺激、創造

性の開放、生産性の向上などがありますが、負の側面   

としては思考意欲の低下、偽・誤情報の拡散、サイバー

犯罪などが挙げられます。正の側面がますます肥大化 

してゆけば、その裏面である負の側面も肥大化してゆ

くのは必然です。この点で私が最も危惧するのは、先に

も触れましたが教育の世界への影響です。 

現行の学習指導要領では、子どもたちに思考力・判

断力・表現力をつけることが重要課題とされています。

にもかかわらず、子どもたちが手ごろにこのチャットを

利用するようになると、自ら思考し判断し表現するとい

う行為が消失してしまう恐れがあります。ましてや図書

館通いや読書など面倒くさがられて遠ざけられてしま

うでしょう。 

しかし、複雑さを増しつつある現代社会において、

「考える」ことはますます重要さを増しています。「人間

は考える葦である」とはパスカルの名言 

ですが、この言葉はいまこそ強調される 

必要があります。と同時に 

一般市民にも、AIに 

関する知識やリテラシー 

を高めることが 

要求される 

ようになる 

でしょう。 
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第 15回 チャリティ古 本 市 
2023年 4月 22日（土）11時～15時 

千葉市生涯学習センター アトリウムガーデン 
 

 

2023年度（令和5年度）総会のお知らせ 
日時：2023年4月8日（土） 

会場：千葉市生涯学習センター 小ホール 

総会：13時～15時 

   朗読会：15時15分～16時15分 

                 （詳細は7頁に） 

 

読書会 「俳句の本を読む」（第64回） 
日時：2023年4月9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) 
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「千葉市図書館 司書有資格正規職員の配置についての要望書」に 

神谷千葉市長からの回答が届きました 
 

「としょかんふれんず千葉市」は、２０２２年１１月２２日に「千葉市図書館 司書有資格正規職員の配置について

の要望書」を千葉市長 神谷 俊一氏、千葉市教育長 磯野 和美氏、千葉市生涯学習部長 佐々木 敏春氏、千葉

市中央図書館長 中島 千恵氏宛に提出し、文書での回答をお願いしました。（会報 70号に掲載） 

  要望書に対し、2023年１月２４日付で神谷市長より回答をいただきました。 
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千葉市図書館正規職員  
          司書有資格者の増員を！ 

 

千葉市の司書率は、千葉県内の人口１０万人以上１7市のうち最下位。正規職員司書率21．5％は、１7市の平均

64.4％と比べ、たいへん低い割合となっています。また政令指定都市２０市のうちでも１８位とかなり低い状況です。 

「としょかんふれんず千葉市」は司書有資格正規職員の充実を求めて要望書を提出しました。その回答（２ペー

ジ）には「司書有資格者が中心となりレファレンスサービスや選書・除籍などの蔵書管理を計画的に行っている」と

ありますが、前述のような状況から見ると、司書資格を持つ非常勤職員（会計年度任用職員）に頼った運営となっ

ていることは明らかです。会計年度任用職員の更新には期限があり、再度の任用が確約されているわけではありま

せん。その方たちの力量と熱意に頼ったサービスに依存したままでは、千葉市図書館の堅実な運営と発展は、到底

望めないのではないでしょうか。 

長期的視点にたった図書館運営には、司書資格を有する正規職員の増員と育成を真摯に考えていただくことが

急務です。正規職員司書有資格者の増員を重ねて要望します。 
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『日本の図書館 統計と名簿2021』 （日本図書館協会）より 
  職員の統計は２０２１年４月１日現在 
  司書率は正規職員司書数／職員数×100で算出 
司書率の高い順に表記 

 

重ねて 

要望します                                                   

令和４年度第２回図書館協議会（2023年３月15日）では「（仮称）千葉市図書館地域情報アーカイブ化

計画（構成案）」について説明がありました。計画実施は中央図書館情報資料課。課に専任の新たな部署が

できることなく、既存の調査班を中心に進めるそうです。 

地域情報の収集・保存は正に司書の使命ですが、現在の数少ない正規職員司書有資格者で、この計画が

実現できるのでしょうか。アーカイブ化にあたっても「民間機能の活用」「ボランティアの発掘・活用」など他力

本願。千葉市図書館としての誇りある取り組みを望みます。   （運営委員）                     

千葉県内大規模市（人口１０万人以上）の図書館司書率

専任計
（兼任）
　〈人〉

うち司書
司書補
（兼任）
〈人〉

司書率

浦安 170 31 31 100.0% 71

鎌ヶ谷 110 1 1 100.0% 5 28

習志野 174 8 7 87.5% 10 44

成田 133 25 21 84.0% 45

八千代 200 9（1） 7 77.7% 15 48

我孫子 132 12 9 75.0% 36 3

市川 490 39 29 74.3% 48 22

流山 196 10 7 70.0% 19 46

松戸 499 32 19 59.3% 87

佐倉 175 22 13 59.0% 34 6

市原 275 16 9 56.2% 16

印西 104 15（2） 8（1） 53.3% 44

木更津 136 12 6 50.0% 7

野田 154 16 8 50.0% 1 36

船橋 643 25 10 40.0% 30 117

柏 425 21 8 38.0% 81

千葉 973 102 22 21.5% 194 11

平　均 64.4%

市名
人口
〈千人〉

非常勤・
臨時職
員
〈人〉

委託
・派遣
〈人〉

正規職員
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花見川図書館の複合化に向けた大規模改修工事が完

了し、1階部分が図書館、2階部分が公民館となり、2023

年（令和5年）4月21日(金)にリニューアルオープンする 
 

開館までのスケージュール 

●２０２３年4月１４日(金)１７時１５分 臨時窓口終了 

こてはし台公民館の移転により休館するため設置され

ていた臨時窓口、ブックポストは終了 

●２０２３年4月１５日(土)～4月20日（木）休館 

開館準備のため図書館は休館 

リニューアルされた図書館に設置されたブックポストで

の返却のみの利用を開始する 

●２０２３年4月２１日(金)9時リニューアルオープン 
 

開館までの経緯   ◆千葉市主催 ◇当会主催 
 
◆２０２０年に空調設備の不具合により、大規模改修の話

が浮上し、住民に広く周知されないまま以下の中身は

すでにほぼ決まっていた。 

・こてはし台公民館との複合化 

・花見川図書館は１階のみとなり、大幅に縮小する。 

・蔵書 １０万５千冊➡６万冊に（約４割減） 

・面積 1200.05㎡➡730㎡に(約４割減)   

・独立した子ども室は無い。 

・自習室・集会室も無い。 

・座席数６８席➡１６席(約7割強減) 

学習室４６席、雑誌コーナー１２席、児童コーナー１０席 

➡閲覧コーナー１０席、子ども室６席 

 

◇２０２１年４月１日(木)、５月９日（日） 

「話しましょう 花見川図書館の複合化について」 

・住民への周知が不十分のまま、すでに縮小、複合化が

進められていた。地区図書館としての役割を果たして

いけるのか。 

・子ども室、自習室がなくなることで、利用しにくくなるの

では。等の意見が多数出された。 

◆２０２１年5月２２日(土) 

「あたらしい花見川図書館を考えるワークショップ」が開

催される。内容は主に「図書館一般」についてで、花見

川図書館についての具体的な話し合いはなかった。 

◇2021年 7月１３日付      

当会から市長に要望書を提出する。 

① 地区図書館としての位置づけを維持し、直営で運営

すること。 

② 花見川図書館とこてはし台公民館の複合化再検討も

含め、現状の図書館機能を維持する施設とすること。 

③  市民や図書館協議会の意見を聞くこと。 

◆2022年3月２１日(月・祝) 

「花見川図書館・こてはし台公民館複合化説明会」 

・現花見川図書館の1階を図書館、２階をこてはし台公

民館として改修する 

・大規模改修工事期間(令和４年４月下旬～令和５年３

月)予定 

【要望への対応として】 

・読書室の確保➡一般開架室内「閲覧コーナーを設置、

書架の合間に椅子を設置。 

・独立した「子ども室」の確保➡「子ども開架室」の設置 

・公民館からの音と匂いを防ぐ➡防音性の高い床材・壁

材を使用 

・集会室、自習室の確保➡公民館諸室を相互利用でき

るような運用の工夫 

◇２０２２年５月８日（日） 

「花見川図書館についての話し合い」の中で 

・蔵書を減らされ、職員も減らされ、地区図書館としての

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。公民館図書室は第３木曜日以

外開館しているので、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する意見が出された。 
 

2022年度の当会総会で、会員からみずほハスの花図

書館は窓口業務委託でありながら、現状は市の責任者不

在等、指定管理同様であるとの意見があった。それを受け

て、2022年5月8日に花見川図書館についての話し合い

を行った。 私たちはリニューアルする花見川図書館が今

後も直営で運営され、地区図書館としての機能が維持さ

れることを求めていきたい。（運営委員） 

2023年 
4月21日(金) 
９：00 

 
花見川図書館 
リニューアル 
オープン 

 
  
 

 

 

 

 

 

（千葉市図書館HPより） 
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【 2月27日（月） こども未来局 】傍聴人 2名 
 
傍聴時の資料には「こどもを生み育てたい、こどもが

ここで育ちたいと思うまち『ちば』の実現」を基本理念

に、すべての子育て家庭への支援の充実と、すべての

子ども・若者が健やかに成長できる環境の整備を図る

ため、・・・総合的に取り組む。と6項目の課題を掲げ

22項目が検討された。「図書館について」の検討は無

かったが特記事項を記します。 
 

 〈保育に関する件〉 

〇（仮称）こども基本条例制定に向けて、市民や有識

者による検討委員会を発足。シンポジウムを開く予定。

委員の内2名は公募で決定。 

〇民間保育園等整備では15か所451人の増加予定

とあった。   

〇老朽化した公立保育所が建替えに伴い民営化され

る事について—亥鼻（令和6年度）、都、弁天、千城台

東第一保育所（令和7年度）が民営化。    

〇保育の質の確保                             

キッズゾーンの整備（都賀駅、新検見川駅周辺）    

（キッズゾーンとは保育所等が行う散歩等の園外活

動の安全を確保するために、車両の運転者に対して

注意を喚起することを目的として設定した道路の区

域。保育所を中心に半径５００ｍ程度の道路）      

〇多様な保育需要への対応                    

保護者の就労形態の多様化などに伴う保育ニーズ

に合わせ、様々な保育メニューの提供を行う。       

「休日保育」が一番にあげられている。           
 
〈子どもルームに関する件〉                     

〇子どもルーム整備・運営                     

以前は就労などのため昼間家庭に保護者がいない

児童に放課後の居場所として自主的に運営していた

学童保育。その後多くは公営の子どもルームに移行。

この子どもルームの運営については大変多くの発言

があった。  現在、千葉市子どもルームは公営124、

民営１５。この15の民営事業者に運営経費の一部を

助成する。 放課後子ども教室と子どもルームが一体

化しアフタースクールとして民間委託されている学校

は34校。こちらもその一部を助成するのか。 
 

この日の傍聴は「図書館」の件では無かったが、子

どもの大切な時間を公がどのように捉え「ちば」の子

どもたちを育てる予算を検討しているのかが分かった。       

                        (  運営委員 ) 

 

【 3月1日（水） 教育委員会 】傍聴人 3名 
 
教育委員会では子どもたち一人一人が尊重され、

調和のとれた発育を図れるよう「人間尊重の教育」を

基本理念とするとあった。 

学校教育に関しては、千葉市公立夜間中学が4月

開校。当初予算の内訳などが示された。 

その他、学校施設、部活指導や給食費、不登校対策

など多くの課題が挙げられた。 

生涯学習部では放課後子ども対策としてアフタース

クール事業や公民館の利用について取り上げられた。 
 

〈図書館管理運営に関する件〉 

〇管理運営費 965,249千円 

〇 図書館システム構築・運用  500,570千円 

（R5 100,584千円 R6～R9 同額） 

〇レファレンス機能の充実のため、法律・経済に関する

オンラインデータベースを新たに導入。 
 
〈公立夜間中学に関する件〉 

〇出願３２名 日本国籍１１名 外国籍２１名  ３学級 

  教員１８名（教頭1名 正職8 再任用2 非常勤7） 

  給食については、開校後にニーズ調査をする 

  ２月１７日入学説明会 ３１名出席（保護者・関係者

１４名）  ４月１８日開校式 

〇当初予算（案）     46,380千円 

内訳 消耗品費    4,160千円 

ポスター       285千円 

人件費     37,915千円 

 支援費       2391千円 

教具・図書   1,629千円 

 (内、図書購入費は２５０千円) 

・教室に配置する本は、中央図書館廃棄本を活用 

・現時点では学校図書館司書の配置は考えていない

（２０時間/週の授業で、読書指導の時間がとれない） 

・養護教諭・事務職員は会計年度職員（市費） 

・就学支援：学用品・通学・校外学習・スポーツ共済掛

金など 
    

〈公民館に関する件〉 

〇子どもの居場所として、平日空いている部屋を学習

室として開放。今年度11月までに9,928人が利用

（平日の子どもの利用は3,576人、36％） 

花園：こどもカフェ 、みつわ台、誉田：子ども食堂 、  

更科：アフタースクールに公民館が利用されている。 

                        （ 運営委員 ） 

令和 5年第 1回千葉市議会予算審査特別委員会 教育未来分科会を傍聴しました 

2023年 4月のオープンを控えた花見川図書館の件、また若葉図書館はその後どのように進められているのか。 
教育未来分科会を二日間傍聴した。 
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「としょかんふれんず千葉市」は古本市の開催時に募金をお願いし、お預かりした募金は「千葉市ふるさと応援

寄附金」に寄付してきました。この寄付は教育分野の「図書館の絵本などの充実」という使い道を指定し、千葉市

図書館の図書資料に充てることを希望してきました。ところが今回「千葉市ふるさと応援寄附金」には「図書館の絵

本などの充実」という項目がなくなっていることがわかりました。 

そこで「としょかんふれんず千葉市」は図書館と相談し、本を購入して寄贈するという形をとることにしました。購

入に際しては、図書室の無い「ちば自主夜間中学」や２０２３年４月に開校する「公立夜間中学」（会報７１号６ペー

ジ参照）で役立ててもらえることを中心に考え選書しました。それぞれの学校に近い美浜図書館に置いて頂けたら

と思います。その他、図書館が希望する本も加えました。 

  ２０２２年度第１４回古本市は来場者３０２名、募金額は１１０，４５８円に上りました。その内、約１０万円分の本を購

入し残金は次年度に繰り越します。これからももっと多くの書籍を寄贈し図書館を充実させたいと思っておりますの

で、更なる皆様のご支援ご協力をお願いします。 

ぜひ第１５回チャリティー古本市（２０２３年４月２２日）にご来場ください。（運営委員） 

 

古本市「募金」で 

図書館に本を寄贈！ 
 

第１４回古本市  寄付金で購入する本 
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会員の皆様には別紙にて「総会のご案内」をお届けしておりますが、 

この度 2023年度総会終了後、朗読会「朗読をたのしむ」を企画しました。 

 

 図書館では一般的に本の紹介や図書館利用の促進を 

図る取組みとして「読書会」や「朗読会」が行われており、

子どもと本を繋ぐ活動としては「ストーリーテリング（素話）」

や「読み聞かせ」が図書館の事業として行われています。 

とりわけ「読書会」や「朗読会」は「読書」を個人的な経

験にとどまらず他者と共有し発信していく活動として多くの

参加者の共感を得て続けられています。                                

「久々に純文学に触れた」「黙読では得られない耳からの物語

の楽しさを体験」など「朗読会」参加者の感想です。 

 

「朗読会」開催は私たちの会では初めての試みです。 

どうぞ皆様お誘い合わせの上ご参加下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年度 総会 

日時 2023 年 4 月 8 日（土） 

13：00～１５：00 
  

「朗読会」  

15：15～16：15   

「としょかんふれんず千葉市」 

総会のお知らせと「朗読会」のお誘い 
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       地域から  

地域の図書室として 

検見川公民館図書室  ○○ ○○○ 
 

検見川公民館は1960年に地元の方々の尽力により千葉市で5番目の公民館として設立されました。かつては、

結婚式や成人式、七五三のお祝いも行われ、地元の公民館として活用されていました。現在でも、幼児からご高齢

の方々までたくさんの地域の方に利用いただいています。 

今年度、検見川公民館図書室は「見える・魅せる・実る」工夫ある図書室づくりを目標とし、図書室からの情報発

信を通して、利用者の方々と連携を図ることに取り組んでいます。①掲示案内を充実させ、情報提供に努めていま

す。②古くなった書籍を整理し、明るく見やすい書架づくりに取り組んでいます。③公民館の主催事業では、関連す

る書籍を収集し展示して参加者に活用いただいています。 

最近では、児童書の利用が多くなっています。コーナーには、閲覧用のソファーやイスを配置し、ゆっくり選んでい

ただけるようにしています。また、買い替えや新刊本の購入も積極的に行っています。古くなった書籍や寄贈いただ

いた書籍の中で配架できなかったものは、近隣の保育所や子どもルームに譲渡し、数多く活用していただいていま

す。近隣施設とのつながりも大切にしています。 

「こんにちは」で出迎え、「ありがとうございました」で見送る。笑顔の絶えない検見川公民館図書室をどんどん

活用していただければ幸いです。「地域の図書室」としてこれからも取り組んでいきたいと思っております。 
 

 
読書会報告 「俳句の本を読む」第 63回 
課題本：『俳句いまむかし』 

坪内 稔典/著 （毎日新聞出版） 
日時：2023年2月12日 （日） １４時～１６時 
会場：稲毛保健福祉センター 大会議室   10名 
 

〈農学部ぺんぺん草もよく育ち 森田峠〉1924～2013  

兵庫県で高校教師をしていた。「峠」は虚子からもらった俳

号。雑草をも許容する農学部、俳諧味のある句。 

〈よく見れば薺
なずな

花咲く垣根かな 松尾芭蕉〉1644～1694 

どこの垣根に薺は咲いていたのか。与謝蕪村は〈妹が垣根

さみせん草の花咲きぬ〉と詠んだとある。 

垣根と言えば以前この読書会で教わった陶淵明の詩「採菊

東籬下」「悠然見南山」垣根の下の菊を手折る。するとそこか

ら南山が目に入ってくるという詩。芭蕉も蕪村も陶淵明
と う え ん め い

の漢詩

を学んでいたのか？ 

〈春眠の目覚めにダリの時計鳴る 橋本美代子〉1924～ 前回『折々の 

うた』で学んだ 俳人橋本多佳子の4女。多佳子の残した「七曜俳句会」を引き継いでいる。 

〈春眠をむさぼりて悔なかりけり 久保田万太郎〉1889～1963 著者は記す。 

季語「春眠」は朝の眠りだけでなく、昼間や宵のうたたねをも言う。要するに春の睡魔、 

それがなんとも快いと。参加者から万太郎も「むかしの人」になったのね。 

 〈摘む駆ける吹く寝ころがる水温む 神野
こ う の

紗
さ

希
き

〉1983～ 愛媛県松山市出身。松山東高校時代放送部 

にいて俳句甲子園の取材をきっかけに俳句を始めた。2001年第4回俳句甲子園に参加、団体優勝した。 

松山東高校は亡くなられた大江健三郎氏が2年生の時、内子高校から転入した高校なのです。（蛇足かしら） 

〈水ぬるむ頃やおんなのわたし守 与謝蕪村〉1716～1784 この読書会で以前、萩原朔太郎著『郷愁の詩人与

謝蕪村』を読み合った。この中で蕪村の俳詩「春風馬提曲」は淀川の堤防が出てくる。淀川の堤防には「春風や堤

長うして家遠し 蕪村」の句碑が建つ。この渡し守の句は淀川の堤防を行く蕪村の旅の句か？ 
  

「いまの句」と「むかしの句」、季語を入れて対比しながら読み合う今回のテキスト。 

「いまの句」は非常に分かり易い。「むかしの句」は難解だが趣がある。 

2回目を終えて感じた事。    次回は4月9日 （日）   （運営委員） 

 

ぶっく・ぶく 

2023年3月3日 

大江健三郎さんが亡くなられました。 

88歳でした。 

2002、3年頃私は氏に講演依頼のお手紙を出した。 

氏の作品は難しくてなかなか読み進めない私でしたが、 

このころ大江文学の中では珍しく『「自分の木」の下で』が 

出版され、流石の私もすぐに読めたのです（子どもの本で

したから）。 

私は無謀にも「千葉市の図書館を考える会」ですがと、縷々

書いて送りました。大江健三郎氏から丁寧にお断りのお手

紙をいただきました。「今、私はやることがあります・・・」  

まもなく氏を含む9人の「九条の会」が発足しました。 

この準備だったのですね。 

お手紙大切にしまってあります。 

           知ったかぶり子 
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「本多くん」とは何者なのか、まずはご説明いたします。 

始まりは2010年。当時所属していた班の仲間と、秋

の「子ども読書まつり」で企画展示を行うことになりまし

た。館内の小部屋を丸ごと使う展示だったため、広いス

ペースをどう有効活用するか頭を悩ませ、話し合いを繰

り返しました。 

その結果、わかりやすく伝えるためのキャラクターを誕

生させることになり、動きをつけるために二人組とし、メイ

ンが「本多くん」、相棒がピンク色の猫「ライブラリ」にな

りました。展示は二人のナビゲートでス

ムーズにご案内できたと思います。 

その時は先のことまでは考えていな

かったのですが、館内の仲間の皆様が

愛してくださり、業務の現場で生まれた

非公認キャラクターとして、班の枠を超えてその後も長く、

折にふれて館内の掲示物などに登場させていただいて

います。本多くんの特技はコスプレで、テーマに合わせて

どんな衣装も着こなします。 

  3月は2階・地域行政資料コーナーの展示「千葉の郷

土料理はいかがですか?」で企画に合わせた扮装で出

ています。その他にもいろいろなところにそっといたりしま

すので、お目にとめていただければ幸いです。 

さて、そんな本多くん、日々何を思っているのか心の中

を覗いてみたいと思います。 

ここからは本多くんの独白です。実務的な誕生は

2010年ですが、本人はキャラクターとして、中央図書館

開館の2001年誕生を信じています。 

 

こんなふうに日の目を見る日が来ると

は思わなかった。 

中央図書館とともに誕生し、いつのまに

か人間でいえばすっかり成人の歳になっ

ていた。自称「妖精」である。本当は「本の

虫」ではないかとも言われている。 

全国の湖沼に主がいたり、オペラ座に怪人がいたりす

るように、図書館にも何かいるかもしれないと思った人間

が、姿を見ることはできないその「何か」に名前をつけて、

生まれてきたのだと思う。 

起きているのはたいてい夜中で、昼間はライブラリと一

緒に、館内のとあるお気に入りのスペースでうつらうつら

している。大きなガラス窓から差し込む陽光は温かく、

人々のざわめきが遠くに聞こえて、とても心地良いのだけ

れど、自分の時間はやはり夜だと思う。 

夜の図書館はしんとしている。建物から日中の温もり

が抜けるにつれて、静かな本の息吹が立ち上がってくる。

かすかな呼吸は、開館中は賑わいに溶けていてわからな

いかもしれないが、紙束にひしめく文字たちが開かれて言

葉となる時をひそかにいつもじっと待っているのだ。 

今夜は月が明るい。 

「何を読もうか？」 

ライブラリに尋ねても何も言わ

ない。夜目の効く目をゆっくり細

めて小さく「ニャッ」と言って見

せるだけ。普段は流暢にしゃべるくせに、毎夜繰り返され

るこの問いにはいつも「ニャッ」とだけ言う。「また普通の

猫みたいなこと言って」と応じつつも、この短い、言葉とも

言えないような音の余白が、どんな答えよりもしっくりする。 

本はいろんなものを与えてくれる。例えば、先達の知恵。

異国の生活。過去の景色。物語。感情。思考。居ながらに

して心は簡単に時空を超える。気の向くままに大冒険をし、

偉人たちの話を聞く。絵本の登場人物は愉快な者が多く

て楽しい。 

膨大な言葉の海を泳ぎながら、これはどういうことなの

だろうと考えることがある。この本は何をみせようとしてい

るのだろう。著者はどういう人なのだろう。なんでこういう

書き方をしているのだろう。自分はどう感じているのか。

どうしてそう思うのだろう。 

ぐるぐると考えあぐねて、でもどうでもいいのかもしれ

ないと思う。書き手も読み手も千差万別。受け止め方も人

それぞれ。その日の体調によっても印象は変わる。読書感

想文に正解はない。本の中はどこまでも深い。 

ふとライブラリがピンとヒゲを立てて外を見た。夜明け

だ。東の空がうっすらと白んできている。 

あと数時間もすれば職員が出勤し、やがて思い思いの

資料(本だけではなく、CDや DVDもあるのであえて「資

料」という言葉を使う)を求めてたくさんの人がやってくる。 

どうか今日も佳き日でありますように。 

おやすみなさい。 

       初めまして。「本多くん」です。 

  千葉市中央図書館 会計年度任用職員（司書） ○○ ○○○ 

                 



                ☆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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私はかえるが大好きです。ですから私の身近にある

ものには、ほとんどかえるの絵のそうしょくがほどこされ

ているものだらけです。文房具、ぬいぐるみ、財布、カバ

ン、ハンカチ、寝具などなど。なぜかえるがこれほどまで

好きになったのか。そのきっかけは多分小学２年生の時

からだと思います。 

国語の教科書で『お手紙』（アーノルド＝ローベル さ

く・絵）に出合いました。私は体が小さいのでチビと呼

ばれています。また運動が苦手で運動会ではいつもビ

リです。ですから体育はあきらめています。ちょっと引っ

込みがちなところもあります。そんな私に“かえるくんと

がまくん”二人の関係は、とてもうらやましく思えました。

玄関の前に座ってじっとお手紙を待っているかえるくん

を見て、がまくんはかえるくんがかわいそうになり、なぐ

さめるために自分が手紙を書いて届けることにします。

しかしその配達をかたつむりくんに頼んだおかげで、な

んと４日間もかかってしまいました。その間の二人の関

係がとてもほんわかしていて、二人の友情の深いことが

伝わってきて、とても元気をもらいました。自分にもこの

ような関係の友達がいたらいいのになあと思いました。

ただ、私は手紙を書いたことが１度もありません。友達と

メールのやり取りはしますが、待つということを感じませ

ん。ですから、いつか誰かと手紙のやりとりをしてみたい

と思っています。 

今年のクラスの委員選びの時、自分から手を挙げて

図書委員になりました。私は図書室のＹ先生が大好き

だからです。今年のバレンタインの時は、先生にゴディ

バのチョコレートをプレゼントしました。休み時間に図書

室で本の整理をしたり、貸し出したりするお手伝いをす

るのがとても楽しいです。 

ある時、先生が「あなたはかえるが好きらしいので、こ

の本も読んだらと言って『かえるくんは かえるくん』（マ

ックス・ベルジュイス 文と絵）を紹介してくださいました。

「ぼく、本当に幸せものだ。かっこうはいいし、泳げるし、

誰よりも高くジャンプできる。ほんとにかえるでよかった 

よ。ぼくは世界一の幸せものだ」と、自分に自信を持っ 

 

ていました。ところが、あひるさんに「私は空を飛べるけ

ど、かえるくんは飛べないじゃない」といわれて、さっそく

飛ぶ練習をし始めましたがどうしても飛ぶことができま

せん。そのことですっかり自分に自信持てなくなっていき

ます。その時出会ったのがのうさぎくんです。のうさぎく

んはいいます「でもね、かえるくん、ぼくも空は飛べない

し、ケーキも焼けない。きみのように上手に泳いだり、高

くジャンプしたりもできないよ。それはね・・・・ぼくがのう

さぎだからさ。そして、きみはかえる。ぼくたちみんな、か

えるのきみが大好きだよ」と。それを聞いてかえるくんは

「のうさぎくんのいうとおりだ。ぼくはかえるでよかったよ」

と自信を取り戻しました。私も速く走れたらとか、もっと

身長が伸びたらと、他人と比較しがちです。でも、いまの

自分でいいと思うようになりました。 

いま私は５年生ですが、国語の最後の単元が『み

すゞさがしの旅』（矢崎節夫 文）です。私は初めて金子

みすゞさんのことを知りました。「大漁」、「繭と墓」、

「露」、そして「わたしと小鳥とすずと」を読みました。矢

崎さんはみすゞさんのことを「大漁を喜ぶ人々の、お祭り

のようににぎわうはま辺を見つめながら、そのうらにかく

れている、海の魚たちの悲しみを見つめた、一人のやさ

しい詩人の目を感じた」と述べています。そういわれて

みると、私もみすゞさんのすべての生き物へのやさしさに

感動します。 

「わたしと小鳥とすずと」を読んではっとしました。そ

れは『かえるくんは かえるくん』がいっていることと、同

じことをいっているではないかということです。他人をう

らやましがったり、自分に自信をなくしたりするのではな

く、自分は自分でいいんだという心を持つことの大切さ

を、これらの作品を読んで 

学びました。１さつの本 

から別の本の世界 

へとつながって 

いくのが、とても 

楽しくなりました。 

 

かえる大好き  

市川市 ○○ ○○ （小学５年） 
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この冬の朝、隣家との間のフェンスに2羽のキジバト

が毎日やって来ました。見ていると、とても微笑ましい

です。僅か３、4センチのフェンスの上で近寄って、ぴっ

たりくっつき、お互いの首の後ろを嘴でつくつく（？）し

あっています。ともに見ていた夫が「Bの字はあるの」と

言います。「えっ! Bの字って」あーあのサンフランシス

コのハトのこと？ 高いビルの屋上のネオンサインの看

板（ＢＡＹＨＯＴＥL）のBの字の内側に巣を構えた2羽の

ハトの話です。 

毎日、公園で鳥たちにパンくずをくれる、ハイ・リーさ

から2羽はシッドとミッジとよばれています。オスバトの

シッドがBの字に住み始めると他のハトから変わり者

と陰口をたたかれます。でも、ミッジだけは「あのハトは

何か考えがあってBの字を選んだのだわ。」と好意を

抱きます。シッドがミッジとゴールデン・ゲイト・ブリッジ

の上空まできたシーンの絵は雄大で夕焼けの中を帰

っていく2羽に作者の温かいまなざしが感じられます。 

でも、物語は穏やかには運んでいきません。野生の

鳥にとって今日の住処が、（たとえそこで、2個の卵を

温めていようと）永遠に安全なものではないと知らさ

れます。シッドの留守にビルの取り壊しに伴い文字が

外されトラックに積み込まれていきます。ミッジは巣を

守ろうと必死に翼をうちふるいます。足場だけになった

我が家に舞い戻ったシッドの気持ちを思うと胸が痛み

ます。シッドは愛するミッジとBの字を探し回りました。

港や2羽で飛び回ったゴールデン・ゲイト・ブリッジを

探し・・・。霧につつまれ、雨に打たれ、「みんな人間の

せいだ」と思いますが、優しいあの人のことを思い出し

ます。と、偶然に通りかかったのでしょうか？神のような

ハイ・リーさんの手に助けられポケットの中に。「この先

の知り合いのパン屋さんに行くと君の為にもっと何か

もらえるとおもうんだがね」外は、雨も上がり日差しが

暖かくポケットからのぞくと…シッドの耳に聞こえたの

は？ さて、ミッジとBの字と巣はどうなったのでしょう？ 

もちろん感動のハッピーエンドです。ハトの愛、ハイ・リ

ーさんの優しさ、そして、解体工事の人たちの粋な計ら

い、人間だって素敵です。 

 

 

何年か前、6年生のおはなし会で心に響く絵本を読 

みたいと思いました。その時選んだのがこの本です。そ

の後、頂いた感想文に「しっかり心にきました。」と書い

てくれた男の子がいました。飛んで飛んで、飛べなくな

るまで、ミッジとBの字を探したシッドの姿とそれを助け

た人間の物語が届いたのかなと嬉しくなりました。 

そして、本の中のビルが取り壊されたように、昨日そ

こにあったものが、今日も同じようにあるとは限らない

のだなと思うこのごろです。我が家の周りの自然環境

も日々かわりつつあります。去年はあった休耕地や空

き地の藪も整地され駐車場や宅地になります。野生の

生き物が生きる為の草地、竹藪などの茂みも少なくな

っていきます。庭のフェンスに来たキジバトも無事、卵を

かえす事が出来るのでしょうか。 

冬の間。夫はせっせと庭のジューンベリーの木にミ

カンを付けゴマやナッツを置きます。小さな庭にメジロ、

ヒヨドリ、スズメ、シジュウカラ、コゲラなどの留鳥、ジョ

ウビタキ、ヤマゲラも来ます。長作周辺にはもっと沢山

の野鳥（留鳥も渡り鳥も）がいます。生息できる環境を

維持していけたらと願います。 

作者のドン・フリーマンが1957年に書いたものです。

なんと、65年も前にです。訳者は山下明生さんですが

とてもドラマティックな文です。他に『子リスのアール』

『くまのビーディーくん』『ターちゃんとペリカン』など

小さい子供の成長物語もよく知られている絵本作家で

す。ドン・フリーマンの絵本の多くは読み手と聞き手を

共に満足感と幸福感に包んでくれるような気がします。 

 

『とんで とんで サンフランシスコ』  

ドン・フリーマン/さく やましたはるお/やく BL出版 

                                     

 

      『とんで とんで サンフランシスコ』とまつわる話 
                                  

花見川区 ○○ ○○                                         

  
 
   

『
と
ん
で 

と
ん
で 

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
』
と
ま
つ
わ
る
話             

○
○ 

○
○ 

 

          

 



72－１2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お諸室 

  

✱総会資料配布 

 会員の皆様には 2023年度総会資料を同封しました。総会にご出席いただき、ぜひご意見をお聞か

せください。 

✱住所、電話番号などを変更された方へ 

 住所や電話番号を変更された方は、本ページ右下の連絡先までお知らせください。 

 

  

   
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 

 
２月  2 日(木) 運営委員会  

２月１2 日(日) 第６3回読書会 

２月 25日(土) 朗読会打ち合わせ 

２月 27 日(月) 予算審査特別委員会 

教育未来分科会審査を傍聴 
２月 28日(火) 会計監査 
３月  1 日(水) 予算審査特別委員会 

教育未来分科会審査を傍聴 

３月  2日(木) 運営委員会 
３月  2日(木） 古本市用の本運び込み（第２回）    
３月  2日(木) 中央図書館当会掲示の撤去         
３月  5日(日) 朗読会リハーサル           
３月  6日(月) 編集会議 
３月 10日(金) 臨時運営委員会 
３月 15日(水) 令和４年度第２回千葉市 

図書館協議会を傍聴 

3月 16日(木) 会報 72号発行 

う ご き 
 

～行ってきました～ 

第28回千葉県図書館関係市民団体連絡会 

日時：2023年1月21日（土）13：30～16：00 
会場：浦安市立中央図書館2階視聴覚室 
参加団体：8団体21名  
 
コロナ感染防止のため、開催が見送られていました
が3年ぶりに開催されました。図書館への指定管理者
制度導入に反対する「印西子どもの文化連絡会」が初
参加しました。（会報68号12頁参照） 
〇各団体の情報交換 
  コロナ禍で会員との対面活動が制限される中、多く
の団体がホームページやブログでの情報発信を行って
いました。 
市川：3年間活動が休止。高齢化の課題と活動再開の
きっかけを模索。友の会ホームページは図書館ホーム
ぺージに掲載。お知らせはブログに。 
市原：2年間活動休止。HPを作成。図書館の講座（脳
の発達と読書）の報告。 
印西：2022年3月図書館の指定管理導入計画を知り、
「図書館友の会全国連絡会」に加入。講演会を開催
し、署名運動を行う。図書館協議会に「図書館の運営
のあり方」について諮問。来年度中に答申予定。 
君津：中央図書館開館20周年。中央図書館は2023
年1月リニューアルオープンし電子書籍を導入。「市
立図書館と学校図書館の整備充実について」の要
望書を提出。 
佐倉：2023年3月4日、複合施設「夢咲くら館」地下1
階に佐倉図書館がリニューアルオープン。構造が
半地下だということに反対した団体があるが、文庫連
は開館を優先に考えて支持した。 
千葉：図書館見学は中止。司書職採用の要望書を提出 
松戸：2021年12月「東松戸地域館」が東松戸駅前
「ひがまつテラス」内に複合施設としてオープン。 

  HPを作成。DVD上演会、講演会を開催。 
浦安：2020年3月リニューアル。その後コロナ感染拡
大のため、図書館講演会は中止。ZOOMによる読書
会、鳥取県立図書館や富士吉田市立図書館などを
結び図書館見学を実施。 
〇浦安市立中央図書館内見学 
浦安市立図書館曽木館長のあいさつの後、リニュー
アルした館内を案内していただきました。 

〇次回開催：千葉 
これまで年2回開催していたが年1回とする。 

        

 

 

 

  

～傍聴しました～ 

令和４年度第２回千葉市図書館協議会 

日時３月１５日（水）10：00～11：30 

議事（1）令和５年度予算及び事業計画（案）に

ついて 

    （2）（仮称）千葉市図書館地域情報アー

カイブ化計画（構成案）について 

  ✱傍聴報告は次号（７３号 ２０２３年５月）にて 

mailto:furenzu2021@gmail.com

