令和元年度第１回太宰府市立図書館協議会
日時
場所
出席者

傍聴人

会議録

令和元年 10 月 17 日（木）18：00～19：45
プラム・カルコア太宰 府 研 修室１
協議会委員： 時里会長 、穂坂 副会長 、藤野委 員、黒 田委員 、前田委 員
※欠席 八尋委 員、野 田委員
事務局： 市民図書館（田村館長 、百田 課長、 西田係長 、斉藤 司書）
なし

○館長
9 月に、ドキ ュメン タ リー映画「ニュー ヨー ク公共図書館」の 上映 が 1 日だ け開催
されまし た。図書館の関係者ではない 太宰府市民の方 もご覧 になら れており 、図書 館
に期待す るものがある ので来ら れてい るので はと感じ ました。市民 に開かれ た図書 館
になって いかなければ ならない と考え ており ます。
○事務局
今年度よ り図書 館協議会委員が 1 名増 え、中 学校校長 会から 太宰府 西中学校 の前田
校長に就 任いただいて おります 。
協議事項
(1) 平成 30 年度の報 告（館報 ）につ いて
○事務局
月別の貸出につい て、特別整 理期間や年 末年始な ど休館 日の多 い月は貸 出が少 なく
なっています。
平成 29 年度と 30 年度を比 較すると、利 用者及び貸出 数 と も に 減 少 し て い ま す が 、
移動図書館車の利用人 数は増え ていま す。
筑紫地区の個人貸出数、新聞・雑誌 を含む 資 料購入費、人口、の 比 較表を参 考に配
布しております。今年 度の資料 費の予 算額は 太宰府市 が一番 低い状 況です 。利用 者の
内訳を見ますと、那珂 川市や大 野城市 は市外 の住民の 利用も 多いよ うです 。太宰 府は
約 87％が 市民の 利用ですが、 大野城 は市民 利用が 67％とな って おり、図 書館の 立地
条件も貸出数に影響し ていると 思われ ます。資料費が 少ない と新し い本の購 入も少 な
くなりますので、新刊 の本が多い図書館の方を利用さ れる方 もいら っしゃる ようで す 。
館報に戻りますが 、蔵書の年 間受入 数は 、購入分と 寄贈い ただい たものを 合わせ た
ものです。他 市と比較すると年間受入 数も少なくなっ ており 、資 料 費予算が 蔵書の 内
容に影響しています。
移動図書館「すくすく号」は本 館に比 べて 子ども達 の利用割合が 多く、図書 館まで
足を運ぶことが難しい 子ども達 や高齢 者の方 にさらに 利用し ていた だけるよ う、今 後
も広報等で周知をして いきたい と考え ており ます。
まとめて本をお貸し する団体 貸出の 登録団体には学 級文庫 の数も 含まれて おりま
す。学期 ごとに本の入 替を行っ ていま す。
おはなし会の人数で すが、「 ひよこ のおは なし会」は前年 度より 参加者が 増えて お
り嬉しく 思います。出 張おはな し会は 、長期 休み期間の学童 保育所や、各学 期に 1 回
ずつ特別 支援学校へも 出向き実 施して います。今年度は新たに 障が い児デイ サービ ス

施設にも 出向いておは なし会を 行いま した。
毎年小学生の館内見 学や中学 生の体 験学習を受け入 れてお ります 。
30 年度 の決算 及び 31 年度の予算に ついてですが、30 年度 は監視 カメラ設 置及び 電
動シャッ ターの取替え 工事を行 ったた め、決算額が例 年より 増えて います。今年度 で
26 回目になる企業か らの寄附金と、 個人からの寄附金を毎 年いた だき、図書の購 入
に充てさ せてもらって おります 。
30 年度 の行事 報告 のうち、7 月に 予定し ておりま した「 七夕まつり」は 豪雨の ため
中止いた しました。
○黒田委員
学校支援として、放 課後など に中学 校へ（移動図書 館 車 の ） 巡 回 は 無い の で す か 。
○事務局
小学校 はお昼休みに利用して もらっ ていま すが、中学校 は部活 も あるので 、放 課後
の利用も難しい と思わ れます。
○時里会長
貸出 数は減少傾向 ですが、同規模 人口の 図書館で 比較を してみ ると、貸 出数は 多い
ようです 。全国的に貸出数は減ってき ているなかで、総数は 減少し ているが 健闘は し
ている状 況です。大学でも貸出しが減 少してきていま す。新 しい学 科も創設 されて い
ますが、 ＳＮＳやネッ ト等の影 響もあ り、本 の貸出し はあり ません 。
図書 購入費の予算 を見ると 減少は してい ますが、市 全体の 一般 会計に占 める図 書館
費の割合 は、資料によると平成 29 年度より 30 年度の 比率が 高く なってい ます。とい
うことは 、太宰府市の財政が厳しいの だと感じました 。市町 村の財 政に大き く左右 さ
れるのは 仕方がないこ とだと思 います 。大学 の図書館 も同様 に厳し い状況で す。
本日 配布の資料で は、大野城 市は資料費 予算が減少して も貸出 数は増え ていま すが
理由は何 でしょうか。 やはり立 地でし ょうか 。
○事務局
大野 城市の貸出数 は、一度 減少し てまた 増加して います が、こ の時期に 改修工 事を
行い館内 の整備をされ ています 。立地 条件の みでなく 、ハー ド面の 改善も理 由だと 考
えられま す。
○黒田委員
アク セスの良さも あると思 います 。イベ ントも多 いです し。
○藤野委員
時間 があるからち ょっと図 書館に 立ち寄 ろうとい う気持 ちにな ります。
那珂 川市は福岡市 民の方が かなり 利用し てありま す。隣 接して いるので 利用し や
すいよう です。
○穂坂副会長
コミ ュニティバス を図書館 の前に 停める ことはで きない だろう かと思い ます。高 齢
者のため にも検討され たらいか がでし ょう。
( 2 ) 平成 30 年度学 校 図書館支 援の取組みに ついて
○事務局
小学 校には毎週１ 回巡回を し、授 業で使 用する本 の貸出 しや配 本、学校 図書司 書へ
のアドバ イス、パン フレット等 の配布 を行っています。6 年目に な り学校図 書司書 連
携をとり ながら学校図 書館運営 のため の助言 等をして おりま す。小 学生の読 書リー ダ

ー養成講 座を市民図書 館が主催 し、そ こで研 修を受け た子ど も達が 学校に戻 って、他
の子ども 達に読書の楽 しさを伝 えても らって います。
授業 で使う本を市 民図書館 から配 本をし ています が、若い 先生 方はご自 身が図 書館
の本で調 べるという経 験が少な いので、授業でこんな 本を利 用した い声があ まりな い
とも聞い ています。
中学 校へも毎週１ 回市民図 書館の 司書が 巡回して います。中学 生向けに 市民図 書館
で作成し たＹＡ（ヤ ングアダル ト）通信や 新 刊本一覧 を配布 してい ます。また、学 校
図書館を 通して市民図 書館の本 を貸出 すこと ができま す。学校 間で のばらつ きがあ り
ますが、読書が好きな 生徒が一 人いる だけで 貸出数が 大きく 増えて います。小学校 で
移動図書 館車を利用し ていた生 徒が、引 き続き市民図 書館の 本を読 みたいの で利用 し
ているこ ともあるよう です。
年１ 回市民図書館 の寄贈本 も含め、学校 図書館間で不要 になっ た資料交 換会を 行い 、
有効利用 をしています 。
課題 は、小学校で は、授業で図書館の本 を使用してもら えるよ う働きか けの後 押し
をするこ とです。中学校では、学校図 書館の放課後開 館時に 子ども 達にどの ように 利
用しても らうか学校に よって様 々な考 え方が あるよう ですが、本の 貸出しだ けでな く
子ども達 の居場所とな ればと考 えてい ます。
学校 ごとの学年別 貸出数及 び一人 当たり の貸出冊 数のグ ラフを 資料に添 付して い
ます。
読書が大好き な子どもがいる 学年が大きく 伸びているとい う傾向 もありま すが、学 校
内での読 書への働きか けも影響 してい るよう です。貸 出しが 伸びて いる学校 では、読
書ビンゴ を開催したり など、学 校図書 司書が 様々な取 り組 み を 行 っ て ある よ う で す 。
市民 図書館の支援 として研 修会も 開催し ています。昨年度 は数 年ぶりに 学校図 書館
関係者会 議を開催しま した。今 年度は 10 月 に学校教 育課主 催で、 司書教諭 ・学校 図
書館司書 合同研修会を 開催し、各 学校での取り組みに ついて 情報交 換をして いただ き
ました。
学校図書館でも図 書購入予 算が厳 しく、 購入でき る数も 限られ るため、 蔵書の 中
には情報が古い 本もあ るようで す。
○黒田委員
本の 寄附の方法に ついて、次回の 図書館 協議会の 時に教 えてい ただけま すか。保護
者の方に も声掛けをし たいと思 います。小中学校の保 護者向 けにＰ Ｒをされ たらい か
がでしょ うか。
( 3 ) 第 2 次太宰府市子ども読 書活動 推進計 画進捗状 況につ いて
○事務局
子ど も読書活動推 進計画は 、乳 幼児期 、学齢期 、青年 期 、協働 と４つの 区分で 計画
を作成し ています。
まず 、乳幼児期に ついては 、今回はごじ ょう保育所での 取り組 みも記載 してお りま
す。訪 問・出張おはな し会につ いては 、新 た な施設からの要 望もあ りますの で、でき
るだけ受 け入れしたい と思って おりま す。
学齢 期については 、学校図 書館の 充実の ためにも 、調べ もの学 習での取 り組み にも
う少し力 を入れる必要 があるの ではな いかと 思ってお ります 。また 、小学校 では読 書
リーダー の活動の場が あるが、中 学校になると子ども 達が自 主的に 活動する ことが 難

しいとい う現実があり ます。今年 度からは図書館主催 で中学 生向け のＰＯＰ コンテ ス
トも開催 しています。家庭教育 学級で の読書 推進に関 連しま して、大人が本 を読む 環
境でない と子どもが読 む環境が 育って いかな いため、家 庭と学 校で 環境を作 ってい く
ことが大 切になります 。
青年 期については 、「ＹＡ 通信」 を季刊 発行とし 、お薦 めの本 や新着図 書を紹 介し
ています。中学生 のＰＯＰコンテスト につき ましは、123 点の 応募 がありま した。審
査も終わ りまして、作 品は一旦 学校に お返し し、校 内で展示して い ただいた 後、市民
図書館内 でも展示をす る予定で す。「 協力体 制の整備 」及び 「連携 事業の推 進」は 、
図書館内 の努力だけで なく、小 中学校 あるい は大学の 図書館 等と交 流し、環 境を整 え
ていかな いといけませ んので 、少し ずつ進め ていって いる状 況です 。具体 的には 、各
学校に図 書館刊行物を 送付して います が、新たに高校 1 校に も送付 をするよ うにい た
しました 。また、大 学の学生証 に住所 の記載がないた め、図書館 利 用登録の 手続き が
簡単にで きなくなって いますの で、登録手続き方法に ついて の掲示 を大学に ご協力 し
ていただ いています。また図書 館内の 相互貸 借につい て、短 期大学 の図書館 からお 話
をいただ いております ので、具 体的に 進めて いってお ります 。計画 の期間中 には協 力
できる形 をつくりたい と思って おりま す。
協働 については、図書館ホ ームページで 新規に各 種テー マ展示 資料のリ ストの 公開
や、図書館ボランティアの通年募集な どの取り組みを 行いま した。高齢のボ ランテ ィ
アの方も いらっしゃい ますので、活動しやす いよう業 務内容 の見直 しも行っ ており ま
す。
○館長
保育 所太宰府園で はどのよ うな取 り組み をされて ありま すか。
○藤野委員
園内 の図書室は毎 週木曜日 の貸出 しで、月 80～100 冊の 貸出数 になりま す。一 人当
たり 3 冊までにしてい ます。借 りるこ どもは 大体決ま ってい ますが 、楽しみ にして い
ているよ うです。園外の方の利用は月 6 人から 7 人で す。少 しずつ 広がって は来て い
ますが、小さい文庫で すので地 道にや ってお ります。これが これか ら先の読 書に繋 が
っていけ ば良いなと思 っており ます。子ども 達はとて も本が 好きで す。そ の他に 、読
書ボラン ティア団体さ んにも年 4 回来 ていた だいて、子 ども達 の年 齢で分け てお話 を
聴く時間 を取っていま す。4、5 歳児は 1 時 間位お話を聴きます。
今、 大学の学生が 卒論で絵 本をテ ーマに 毎週 3 回よ みきかせ に来てい ます。 10 分
程度の素 話若しくは耳 で聴くお 話をし てあり ます。耳で 聴くお 話が 子ども達 は大好 き
です。慣れないと入っていくのが苦し いですが、慣れ てくる とその 世界に入 り込ん で
います。
○前田委員
学齢 期の取り組み について ですが、学校 図書館を活用し て調べ 学習をす るとい うの
は、現実的 に厳しい と 思い ま す。「各 教 科に おい て」は「 国語 科 に おい て 」と 意 味合
い が 違 う と 思 い ま す 。「 各 教 科 に お い て 」 の 調 べ 学 習 は イ ン タ ー ネ ッ ト に 負 け ま す 。
「国語科に おいて」 の 調べ 学 習は 文 字や 言 葉 につ いて調べ る辞 書 が あり ま す。「各 教
科におい て」の調 べ学 習は辞典 とか歴 史書に なると思 います が、そ れと辞書 との違 い、
言葉でいう なら「調 べ る」 と 「読 む 」の 違 い です 。「調べる 」 はイ ンタ ー ネッ ト に負
けますが「読む」は勝 ちます。です から「読 む」の 方に力 をいれ る べきでは ないか と
思います 。中学生は以 前のよう にゆっ くり時 間をかけ てでは なく 、効率良く 、手 っ取

り早く、の時代になっ ています 。部活に追わ れ塾に追われと いう実 態もあり ます 。そ
の 中 で 読 む こ と に特 化 し た 形 で Ｐ Ｏ Ｐ 作 り や ビ ブ リ オ バ ト ル の 取 り 組 み の 充 実 を 図
っていく という方が、 今からの 図書館 のあり 方として は現 実 的 で は な い でし ょ う か 。
学校 図書館はあり ますが、一方で設 備と してパソコン教 室の充 実が図ら れてい ます 。
調 べ も の を す る 時 に 生 徒 を ど ち ら に連 れ て 行 く か に な る と 圧 倒 的 に パ ソ コ ン の 方 に
行きます 。時代に適し た取り組 みをし ていか なければ ならな いと感 じます。
辞書を読 むこと は図書館にしか できま せん。辞書を活 用した 授業を 行うのは 国語科
で他の教 科では行いま せん。そ のよう な視点 も必要で はない かと感 じていま す。
○時里会長
ネッ トでは出典な どがわか らない ですの で、リテ ラシー といい ますか、方法は どの
ようにさ れているので すか。
○前田委員
子ど も達はゴール を見つけ に行き 、教師 は過程を 大切に してい ます。子 ども達 は手
っ取り早 く調べられる 方法を取 ります 。辞書 を引くと きに、結果だ け知る上 で無意 味
と思われ る時間があり 、素早く結果だけ を求める子ど も達に は図書 館の本で の調べ 学
習は難し いと思われま す。なぜ 図書館 が必要 なのか、本の良 さにつ いての記 述も必 要
ではない かと思います 。ビブリ オバト ルは本 を読まな いとで きませ んから、国語科 の
中で取り 組んでいきた いと思っ ていま す。
中学 校図書館での 貸出数が 伸びて いる理 由として は、図 書館だ よりの充 実、新 刊案
内の仕方 、貸出冊数の 公表など 、様々 な工夫 をされて いるこ ともあ ると思い ます。
（4）令和元年度事業進捗状況 につい て
○事務局
今年 度は「 七夕ま つり」を 無事開 催する ことがで きまし た。た だ、7 月 の朗読 会
は大雨のため中止いた しました 。梅 雨時期の イベント は中止 になる ケースが 増えて
きています。9 月の「こどもの ための 夏の終 わりの演 奏会」 は大変 好評でし た。小
学生の読書リーダー養 成講座と 合わせ て今年からは中 学生Ｐ ＯＰコ ンテスト が新
たな事業として加わっ ておりま す。
○時里会長
本日 の協議 事項に ついては 、これ で終了 いたしま した。

報告・その他
( 1 ) 図書館利用者 アンケート ついて
平成 30 年度に実 施した図 書館利 用者ア ンケート につい て報告

