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 地方新聞の記者として働き、定年退職後の

2014年４月からは４年間、静岡市女性会館(アイ

セル21）の館長を務めた。そんな仕事柄もあって

図書館を支える方々との親交が長く続いている。

故市原正恵さん（女性史研究家）や草谷桂子さ

ん（トモエ文庫主宰、児童文学作家）には、そ

の時々で大切な視点を教えてもらってきた。ご縁

に感謝は尽きないが、今回は4月末から7月にか

けて体験した３つの図書館について紹介したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いる。空間が「ようこそ」と迎えてくれる感じなの

だ。資料はほとんどデジタル化されているそうで、

旧館につながる渡り廊下にはデスクやパソコンが

設置され、若者たちが集っていた。 

 二つ目は札幌市図書・情報館。６月初旬、

2018年10月にオープンした９階建ての札幌市民交

流プラザを見学する機会を得た。３階から９階ま

では札幌文化芸術劇場、お目当ての図書・情報

館は1・2階部分にある。入口に大きく掲げられた

言葉は「はたらくをらくにする」。閲覧のみで本 

 

の貸し出しはせず、調査相談・情報提供を重視

した「課題解決型図書館」という。図書は

WORK・LIFE・ARTの３分野に特化し、書棚も

テーマ毎に情報を集めやすいよう工夫されている 

(写真下)。「限りある空間で最新情報を」と新規

購入した分、時間を経過した資料は適宜中央図

書館に移管するシステム、飲料持ち込み＆会話

OKなど、斬新な運営に驚くばかりだった。待てよ、

これは御幸町図書館の進化形かもしれないと、わ

が街を再認識したのは数日後のことだ。 

 

 

 

 

 

 

 三つ目は静岡でも公開されたドキュメンタリー

映画「ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリ

ス」。本館を含む92の図書館が、地域ごとの課

題を見据え公民館的役割も果たす日常が活写され

る。予算をめぐる幹部会議の丁々発止、雄弁な

やりとりも面白かった。 

 館長退任後も指定管理者であるNPO法人役員と

して微力ながら携わる女性会館には、１階に女性

に関する問題をテーマにした専門図書館がある。

子どもも男性も利用でき、職員は幅広い活用を

願って知恵を絞っている。未来志向の先進図書館

にヒントを得ようと思うが、まずは皆様のご利用を

お待ちしています。 
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 一つ目は娘親子との格安

旅行で訪ねたデンマーク王

立図書館だ。「観光名所の

一つだよ」とベビーカーを

押して進む娘の後を追うと、

運河に面して斜めに傾く通

称「ブラックダイアモンド」

(写真左)が表れた。中央部

分はガラス張りの吹き抜け

で、各階のフロアが緩やか

な曲線にデザインされて 

れている。(写真下)空間が「ようこそ」と迎え 

てくれる感じなのだ。資料はほとんどデジタル化さ

れているそうで、旧館につながる渡り廊下にはデス

クやパソコンが設置され、若者たちが集っていた。 

はWORK･LIFE･ARTの３分野に特化し、書棚も

テーマ毎に情報を集めやすいよう工夫されて

いる。常に新しい情報をと４年経過した資料

は廃棄、１年間に４分の１ずつ更新していくな

ど既存の図書館とは一線を画す理念に驚くば

かりだった。待てよ、この元祖は御幸町図書

館かもしれないと気づいたのは数日後のこと

だ。 

 三つ目は静岡でも公開されたドキュメンタ

リー映画「ニューヨーク公共図書館エクス・  

「ブラックダイアモンド」 ビル 

札幌市図書・情報館 



学校図書館の充実施策が始まりました 
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 静岡市に学校司書が配置されて21年目を迎えま

した。現在は、126校中104校で103名（1名2校兼

務）の学校司書が活躍しています。1日4時間の

パートという厳しい条件の中で、一人ひとりにぴっ

たりあった資料提供や先生方の授業支援に奮闘し、

かつての図書室は、楽しくて役に立つひろば－図

書館－へと確実に変わってきました。 

 昨年度は市の総合教育会議で学校図書館の充

実がテーマになり、学校図書館支援室の設置と学

校司書の勤務時間の延長、ガイドラインの作成な

どが確認され、第3次総合計画に位置づけられま

した。ようやく総合的な施策のスタートがきられた

と言えるでしょう。今回の進展には、学校図書館

法改正による学校司書法制化（努力義務）や新学

習指導要領における「主体的・対話的で深い学

び」を眼目とした授業改革の影響が大きいのかも 

 

 

 

 

 

 早速今年度から市の教育センターに、学校図書

館支援の機能が設けられました。専任の指導主事

と学校司書2名で構成され、各校図書館の平準

化・高度化をめざし、実践や情報の交流、研修の

充実を図っています。このメンバー構成は全国的

にみても進んだ取り組みと言えます。教育センター

所属の学校司書は「学校司書支援員」として、未

配置校21校を月に１回ずつ巡回し、レファレンス等

はタブレットを使って対応しています。また、学校

図書館の運営に関するガイドラインや学校司書の

仕事の手引きは、支援室スタッフと市立図書館職

員、現場の教師、学校司書によって作成中という

ことです。 

 さて、初めて静岡市に専任・専門の学校司書が

入ると聞いた時、パート採用で一定の学級規模以

上での配置という制限があるとはいえ、私達は跳

び上がらんばかりに喜びました。当時の織田教育

長は、図書室ではなく学校のなかの図書館である

ことを十分に認識されていました。その後、学級

規模の制限はゆるみ、年々配置校は広がりました

が、静清合併による資格要件の削除や雇用止めの

導入で、意欲的な学校司書が職場を去らなければ

ならなくなりました。 

 私は、学校の心臓と言われる学校図書館で働く

司書の位置づけが市の折々の方針によって揺らい

でよいものか、学校司書の勤務条件の変化によっ

て子ども達の学校図書館への期待はしぼんでしま

うのではないかと懸念していました。この度の充実

施策が更に進むように応援すると共に、根本的な

課題である司書資格を条件とした学校司書採用、

あるいは平準化を図るために欠かせない市立図書

館と学校図書館間の配本システムの確立等を求め

ていきたいと思います。 

 私達の会がめざす「専任・専門・正規の学校

司書の全校配置」は、市立図書館に置き換えると

「専門職制度と全域サービス網の確立」というこ

とになるでしょうか。どちらも夢のまた夢のような

気もしますが、例えば、私の住む駿河区について

いえば、市立図書館はわずかに２館です。殊に駅

南から海岸までの広い地域を担う南部図書館の状

況を考えると、市立図書館と学校図書館のサービ

スが二つながらにそろうことの大切さを感じます。

『生きるための図書館－一人ひとりのために』

（竹内悊）のなかに、「目的をしっかり見据えて、 

学校図書館を考える会・静岡 
     代表 佐 藤 英 子 

しれませんが、いず

れにしても、これまで

の市内学校図書館の

実践がなければあり

得ないものだと思わ

れます。 

その時どきで展開を考えよう。

その展開の多様さのために本

来の目的を見失ってはいけな

い」という言葉があり、身の

引き締まる思いで受け止めて

います。 

 



鑓水三千男氏 「法から見たこれからの図書館」 
         ～第２２回静岡県図書館交流会の報告～ 
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 図書館をめぐる法が目まぐるしく変わり、その度

に翻弄されていると思われる昨今の日本の図書館

事情です。文部科学省の中央教育審議会で検討さ

れ、今年６月７日に交付となった「地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律」（第9次地方分権一

括法）もしかりです。この法律により、図書館等の

施設が教育委員会から首長部局への移行が議会の

承認なしにより容易になりました。 

 この法案については、国内の図書館関連組織が、

こぞって反対声明を出しましたが、いったい何が問

題で、私達の身近な図書館にどういう影響があるの

でしょうか？ 講師は、千葉県で長年にわたり法律

関連部署に勤務し、図書館をめぐる法についての著

書を多数お持ちの鑓水三千男氏で、難解な法の解

釈を分かりやすい言葉で語って下さいました。一言

でいえば、図書館運営が教育委員会主導ではなく、

首長(知事･市長)部局の権限が増すという事で、氏

は下記のような問題提起をされました。(１部抜粋) 

 

 

・教育委員会が社会教育をその所掌事務として維

持しながら長の施策との連携を図り、必要な予算を

つけることによって可能。 

・地域のまちづくりや賑わい創出は、現行の法律で

もすでに実現している自治体も多く、敢えて法を 

変える必要があるのか？ 

・社会教育における政治的中立性、継続性・安定

性の確保、地域住民の意向の反映、が重要である

ことは付帯決議のなかでも認めている。 

(註：図書館に関係する付帯決議） 

五 地方公共団体の長が公立社会教育施設を所管

する場合にあっては、社会教育の政治的中立、継

続性・安定性の確保、地域住民の意向の反映、学

校教育との連携等により、多様性にも配慮した社会

教育が適切に実施されるよう、地方公共団体に対し、

適切な助言を行うこと。 

なお、付帯決議七項では、社会教育施設に関する

規定の施行後三年を目途として、その施行状況を

検証し、必要があると認める場合には、社会教育

の適切な実施のための担保措置等について、所要

の見直しを行うこと。とあり、運用に問題があるこ

とを認めている。 

  

 

 
 

 

 鑓水氏は法の矛盾点と問題点を明快に分析した

うえで、今後の展望を下記のように語って下さった。

(1部抜粋・・詳しくはＨＰに掲載) 

〇分権一括法が成立しても、地方公共団体は、条

例を制定して社会教育施設を長部局に移管しなけ

ればならない法的義務を負うものではない。 

〇条例は地方公共団体の議会の議決を要するもの

であり、議員が長の説明に対してこれを了とする

ことが不可欠である。社会教育施設を長に移管す

ることに対して反対するなら、市民はその理由を

議員に説明し理解を求める活動を行うことが必要

である。 

 講演会には、一般利用者の他、図書館職員、行

政関係者、研究者等、幅広い層の５５名の参加が

ありました。私たちの自治体での今後の流れに注目

していきたいと思います。 

日 時  2019.6.23（日）  13：30～16：30 
会 場  静岡県立中央図書館 

静岡図書館友の会運営委員  草谷 桂子 

註：図書館に関係する付帯決議 

五 地方公共団体の長が公立社会教育施設を

所管する場合にあっては、社会教育の政

治的中立、継続性・安定性の確保、地域

住民の意向の反映、学校教育との連携等

により、多様性にも配慮した社会教育が適

切に実施されるよう、地方公共団体に対し、

適切な助言を行うこと。 

なお、付帯決議7項では、社会教育施設に関

する規定の施行後三年を目途として、その施

行状況を検証し、必要があると認める場合に

は、社会教育の適切な実施のための担保措

置等について、所要の見直しを行うこと 

とあり、運用に問題があることを認めている。 

やり みず 

①社会教育関係者の充実も図らず、予算の削減

傾向も放置しておいて、種々の課題への対応や

連携が不十分であるから、首長部局に移すとい

うのは理解できない。多様な連携が可能となる

よう、予算と人的資源の充実を図ることが先決

である。 

②中教審でも教育委員会が社会教育を所管してき

たことを積極的に評価し、今後も社会教育は教

育委員会の所管を基本とすべきとしている。に

もかかわらず、首長部局に移管してしまえば、

教育委員会は主体的・自律的に社会教育を実

施できなくなってしまうのだから、矛盾している。 

③首長の施策実現のために社会教育施設を利用

しようという発想は、個人の人格の完成や市民

としての成熟という社会教育本来の目的を逸脱

するものではないか。首長部局が社会教育的配

慮による事業を行うとは考えにくい。 

プロフィール： 千葉県で長年にわたり法律関連部署に勤

務し、現在は千葉県市町村総合事務組合法務専門員で

『法的視点から見た公立図書館への指定管理者制度導入

の諸問題』（日本図書館協会）を始め、図書館をめぐる法

についての見解を述べた著書多数 

講師は、千葉県で長年にわたり法律関連部署

に勤務し、現在は千葉県市町村総合事務組

合法務専門員で『法的視点から見た公立図

書館への指定管理者制度導入の諸問題』

（日本図書館協会）を始め、図書館をめぐる

法についての見解を述べた著書を多数お持ち

の鑓水三千男氏で、 

④補助執行の制度は、例えば教育委員会関係の

情報公開請求窓口を首長部局に設置するなど、

軒を融通し合いましょうというもの。移管はこれ

を拡大解釈して、母屋を取ってしまうようなもの

で、制度の予定するところではない運用をする

のは脱法行為である。 

⑤地方自治法において、教育行政の政治的中立

性を確保するため、あえて首長とは別の執行機

関として教育委員会を設けている。また、学校

教育と社会教育は一の執行機関において総合

的統一的に行われるべきというのが法の趣旨で

ある。これらの観点からも、首長部局が教育委

員会から社会教育の権限を奪ってよいとは考え

られない。 

●教育委員会が社会教育をその所掌事務として維

持しながら長の施策との連携を図り、必要な予算

をつけることによって可能 

●地域のまちづくりや賑わい創出は、現行の法律で

もすでに実現している自治体も多く、敢えて法を

変える必要があるのか？ 

 社会教育における政治的中立性が重要であるこ

とは付帯決議のなかでも認めている。 

 図書館をめぐる法が目まぐるしく変わり、その度

に翻弄されていると思われる昨今の日本の図書館

事情です。平成１５年の地方自治法改正で指定管理

者制度導入が可能になりましたが、文部科学省の

中央教育審議会で検討され、今年６月７日に交付と

なった「地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律」（第9次地方分権一括法）もしかりです。こ

の法律により、図書館等の施設が教育委員会から

首長部局への移行が議会の承認なしにより容易に

なりました。 

 この法案については、国内の図書館関連組織が、

こぞって反対声明を出しましたが、いったい何が問

題で、私達の身近な図書館にどういう影響があるの

でしょうか？ 講師は、千葉県で長年にわたり法律

関連部署に勤務し、図書館をめぐる法についての著

書を多数お持ちの鑓水三千男氏で、難解な法の解

釈を分かりやすい言葉で語って下さいました。指定

管理者を導入する要件は、地方自治法上「公の施

設の設置目的を効果的に達成するため必要がある

と認めるとき」「公の施設の設置目的は、住民福

祉の増進」と明記されていますが、一括法案につ

いても、一言でいえば、図書館運営が教育委員会

主導ではなく、首長、知事部局長（市長・知事）

部局の権限が増すという事で、氏は下記次のような

問題提起をされました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鑓水氏は法の矛盾点と問題点を明快に分析した

うえで、今後の展望を下記のように語って下さった。

(1部抜粋・・詳しくはＨＰに掲載) 

〇分権一括法が成立しても、地方公共団体は、条

例を制定して社会教育施設を長部局に移管しなけ

ればならない法的義務を負うものではない。 

〇社会教育施設を移管するには条例を制定する必

要がありますが、条例は地方公共団体の議会の

議決を要するものであり、議員が長の説明に対し

てこれを了とすることが不可欠である。社会教育

施設を長に移管することに対して反対するなら、

市民はその理由を議員に説明し理解を求める活

動を行うことが必要である。 

〇分権一括法が成立しても、地方公共団体は、社

会教育施設を首長部局に移管しなければならな

い法的義務を負うものではない。 

〇社会教育施設を首長に移管するには条例を制定

する必要があるが、条例制定は地方公共団体の

議会の議決を要するものであり、移管に反対す

るなら、市民はその理由を議員に説明し理解を

求める活動を行うことが必要である。 



「ニューヨーク公共図書館」を観て、訪ねてみて 
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静岡図書館友の会運営委員  草谷 桂子 

ミッドマンハッタン図書館 3F ﾋﾟｸﾁｬｰ・ｺﾚｸｼｮﾝ 

 

 

 一風変わった映画である。時間が長い、休憩を

入れて３時間半。ドキュメンタリー映画であるが、

ナレーションもBGMもない。それでいて、私が観た

静岡シネ・ギャラリーを含め各地で盛況のにぎわい

を呈した。 

 映画は、本館を含め92の図書館からなるニュー

ヨーク公共図書館の分館の様子や舞台裏の状況ま

で淡々と描いていく。ストーリーがあるわけではな

いのだが、それは全く気にならない。描かれている

図書館業務の多様さ・レベルの高さに、改めて驚

かされる。翻って日本の公共図書館に目を移すと、

その落差の大きさにため息が出る。この差は、何

十年か頑張って努力すれば追いつけるといった時

間軸の問題ではなく、その成り立ち・経済的基

盤・図書館の周囲を取り巻く環境等の違いによるも

のであり、その質的な差異については、ちょっとや

そっとのことでは解決できないだろうと思わざるを

得ない。 

 映画で一番印象に残った言葉は「図書館は民主

主義の柱」である。現在、ニューヨーク公共図書

館はトランプ米大統領の最大の対抗軸となっている

というが、この映画完成の２日後にトランプ氏の大

統領就任が決定したという偶然の事実は何か因縁

めいているようで面白い。又、一つ気になったのは、

ニューヨーク公共図書館を運営しているのはNPOで

ある「市民」＝「民間」、だから図書館の運営は

民間に任せたほうが良い、と短絡的に市民と民間

を結びつける意見が散見されることだ。日本の公

共図書館を民間に任せてニューヨーク公共図書館

（のレベル）にするのは極めて難しいと思う。紙面

の関係で詳細な説明は割愛するが、公立図書館で

やっていてもこれだけ差があるのだ、ましてや民間

に任せたら余計に格差は広がるばかりだ、というの

が実情だろう。 

２ 「 ニューヨーク公共図書館 」を訪ねてみて 

 「訪ねた」といっても、実は2004年６月、今から

15年前のことであることを初めにことわっておく。し

かし、今回映画を見て、15年前の情報だけど全然

さびていない、ということを実感した次第である。 

 訪問したのは、本館、SIBLE（シブル：科学産

業ビジネス図書館、以下「SIBLE」）、ミッドマン

ハッタン図書館、ドネル図書館の４館である。本館、

SIBLEともにその内容のスケール・素晴らしさに圧

倒されたが、最も印象に残ったのは、本館の筋違

いに位置する専門図書館であるミッドマンハッタン

図書館の「職業情報センター」「写真コレクショ

ン」「医療情報コーナー」等が充実していた。ミッ

ドマンハッタン図書館におけるコンピュータ研修の

内容は，SIBLのそれとは大きく異なり、初歩的・実

用的内容に特化していた。利用対象者の違いで、

的確なサービスを提供できる懐の深さに感嘆した。

ミッドマンハッタン図書館から受ける全体的な印象

は、個々に特化したサービス内容を多く集めた集

合体としての図書館といったイメージが強いといっ

たところだ。私には、SIBLよりも本館よりも，この

ミッドマンハッタン図書館で受けたインパクトのほう

がよっぽど大きかった。 

 

静岡図書館友の会運営委員  山下 多津美 

１ 「 ニューヨーク公共図書館 エクス・リプリス 」を観て 

ミッドマンハッタン図書館 

「ニューヨーク公共図書館」を観て、訪ねてみて 
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 ８月に入って日本と韓国の関係が今まで以

上に悪くなってきています。ぼくは古本屋です

ので、大それたことが言えるとは思いません

が、ちょうど少し前にあったことを書いておき

たいと思います。 

 古本を売ることと、お客さまからご不要の

本を引き取るのがぼくの仕事で、それはお引

取りの時のこと。お父さまが亡くなったからな

ど、一室の本を丸ごとお引取りをしたりします。

その中には本以外にもさまざまなものが混

じっていることがある。古い写真やアルバム、

お菓子の包装紙や、相撲の番付表。昔は蘭

などの花や金魚の番付表などもありました。

古いポスターやチラシや、芝居のパンフレット

など、総じて紙モノというのですが、長い年

月を経た書庫にはそういうものもたくさんあっ

て、古本屋はそうしたものも本といっしょにお

引取りをします。 

 先日たくさんの市街地図のなかから出てき

たのは韓国のソウルよりも少し南にある都市

の市街地図でした。当時の政府は朝鮮総督

府というのか、でもその地図は政府刊行物で

はなく、もっと地元の商店などが制作したよう

な、観光に使えるような地図だと見えました。

すべて日本語で表記されているのですが、商

店や百貨店の屋号も、通りの名前も、山も、

川もすべて日本名で表記されています。「田

中屋」だとか「昭和通り」といった具合に。 

 もちろん「韓国併合」だとか歴史の教科書

に載っているくらいの知識はありますから、日

本人街なのだろう、そんなことがあったのだ

という想像はできますが、やはり実物をみると

少し印象が違ってきます。自分ならどう思うだ

ろうかということ。子どもの時から通った釣り

をする川の名を変えられてしまうことをどう思

うだろうか。気持ちの良い山に登って、頂上

について、息が上がって身体を丸めるのだけ

れど景色を見ようと起き上がったら目の前に

日本名の山の名前が木札に書いて地面に刺し

てあったらどう思うだろう。生まれ育った街並

みの名前が根こそぎなくなったら‥‥。 

  

 

 

  

  

 もちろん高校の教科書よりももう少しくらい

本を読んでいますから、慰安婦のことや戦時

労働動員のことだって少しは知っていますが、

だから実際の身体的な暴力ということもある

のだと思いますが、その地図を見ていて思う

のは、そのような体験をされた人たちがたくさ

んいて、40年弱の日本による占領時代の記憶

というのは朝鮮の人たちにとってやはりそうそ

う消えるものではないのではないかと感じまし

た。感覚的にということです。なんとか少しで

も仲良くなれればよいと思うのですが。 

水曜文庫  市原 健太   

意外な古書や過去との出会いを楽しむ～古書店主の醍醐味～ 
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 今年度採用されたばかりで社会人１年目、しか

も司書資格も持っていない‥‥。南部図書館に

配属が決まったときは、本当に自分で大丈夫な

のかと不安になりました。もともと図書館は好き

でしたが、本の貸出・返却以外のサービスを利

用したことがなく、児童担当としてどんな仕事を

することになるのか楽しみでもあり少し怖くもあり

ました。 

 ４月の、特にはじめの頃は業務を覚えたり環境

に慣れたりするのに必死で、自分がどのように過

ごしていたのかほとんど覚えていないというのが

正直なところです。少しでも早く仕事を覚えたくて

その日にあったことを全てメモに書きだす勢いで

したが、一日動いて疲れた頭で書いていたせい

か、次の日にメモを読むと「昨日の私は何を考

えていたんだろう‥‥？」となることも何回かあり

ました。 

 定期的に行われるブックスタートやブックス

テップ、ハローベビー、おはなし会の他に、図

書館見学や中学生の職場体験、そして読書週間

に合わせた「おはなしフェスティバル」や、ふじ

のくに地球環境史ミュージアムから資料をお借り

して展示するミニ博物館などのイベントが次々と

あり、一つ無事に終わったと思ったらもう次の準

備‥‥といった毎日です。今はミニ博物館の展

示に合わせた夏休み子ども講座『静岡県の外来

生物』に向けて準備を進めています。 

 秋や冬のイベントの準備も進めており、だんだ

んと一年間の様子が見えてきた気がします。図書

館職員として様々なことが経験できて、毎日が楽

しいです。まだ自分の中で手探りの部分も多いで

すが、これからも頑張っていきたいと思います。 

 

 清水中央図書館(清水区入江岡15-23)では、

昨年亡くなられた、静岡市清水区出身のさくらも

もこさんの作品を集めた常設コーナーを、平成

31年3月28日より新設しました。 

 静岡市立図書館全12館で所蔵されている現在

では入手困難な作品を含め、幅広く展示しており

ます。約290冊の本人著作の漫画、エッセイが中

心で構成されています。 

 「さくらももこコーナー」は２箇所あり、一階

市民コーナー付近で貸出可能なものと、二階の

郷土資料室に館内閲覧のみのものがあります。

また、保存を目的として地下の書庫にまとめて所

蔵しています。 

 今後も、引き続きさくらももこさんの作品の収

集に努め、「さくらももこコーナー」の充実を目

指していきます。親しみやすい、さくらももこさん

の作品の魅力をぜひ楽しんでいただきたいと思

います。 

 清水中央図書館に「さくらももこコーナー」を常設 

図書館での日々         静岡市立南部図書館 主事 神村 文乃  

静岡市立清水中央図書館 主査 山田 芳久 

【１階コーナー】 【２階コーナー】 
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このこのまごまでつみきのそのさん代表 園田英史 

  

 はじめまして。静岡市で「つみきあそびの出前

」という珍しい仕事を始めて７年め。つみきのそ

のさん、園田英史と申します。 

 こどもの頃に遊んでいたつみきが自分のこども

や将来の孫にも、いやもっと、「この子の孫まで

」楽しむことができるあそびに… お店の名前 

「このこのまごまでつみきのそのさん」には、そ

んな願いが込められています。 

 現在のおもちゃは、画面と向き合う「バーチャ

ル」で「２次元」な世界で展開するものが多く、

こどもたちはなんだか「孤独」に遊んでいるよう

な印象を受けます。 

 一方、私の出前するつみきあそびは、その対

極となる「リアル」で「３次元」な世界で展開し

ます。親子・友達・異年齢・初対面といった様

々な環境で、こどもたちがコミュニケーションを

育んでいくことができるのです。 

 また私のつみきあそびは、こどもたちだけでは

なく、大人も先生も一緒に楽しんでいただくこと

を基本にしています。つみきは、文字どおり「童

心にかえる」ことのできるツールです。はじめは

こどもたちの後ろで控えめに遊んでいたお母さん

が、いつの間にかこどもたちより楽しんでしまっ

ているという、ほほえましい光景を目にすることも

しばしばですよ（笑）  

 つみきはおもちゃの「万能細胞」です。形は

シンプルですが、高く積む・広く並べる等、遊び

手の「想像力」と「創造力」次第で様々なもの

に変身し、最後はまた一つの箱にスッキリと収ま

って終わることができます。 

 さぁ、一緒に遊びましょう！車につみきをいっぱ

い積んで、みなさんのところまで行きますよ。ど

んなつみきでどのように遊んだらよいか、今まで

現場で学んだスキルを包み隠さず共有させていた

だきます。みなさんと一緒に遊べることを心から

楽しみにしています。    -終わり- 

 家族のかたちには色々ある。お父さんだけ、

お母さんだけの家。お母さんがふたり、お父さ 

静岡市女性会館図書コーナー司書 

            遠藤 純子 

服装や趣味、気持ちだって色々だ。みんなで

気持ちを分かち合う家族もあれば、自分の胸 

にしまっておきたい人も。そもそも

家族みんなが同じ気持ちとは限ら

ない…。 

 一言で言えば、家族の多様性

を描いた絵本。幼い子でも楽しめ

るよう、絵にも工夫が凝らされて

いる。頭の柔らかいうちに読んで

あげたい絵本だが、是非大人にも

手に取ってほしいと思う。大人こ 

んがふたりの家や、「養子」や

「里子」の家も。兄弟がたくさん

いる人、ひいおじいちゃんひいお

ばあちゃんまでいる人、二人きり

の家族。住むところも色々、なか

には住むところがない人たちも。

学校に行く子、行かない子、行け

ない子。家族みんなが働く家、誰

か一人が働く家（この場面の絵で  

働きに行くのは女性）、仕事がなくて困ってい

る家もある。休みの日の過ごし方、食べる物、  

そが、こういう家族がフツウとか、家族はこう

あるべきと思い込んではいないだろうか？ 

  

メアリ・ホフマン 文 ロス・アスクィス 絵  杉本詠美 訳 
2018.01 少年写真新聞社 
 

『いろいろいろんなかぞくのほん』 

ひでふみ 

つみきはおもちゃの『万能細胞』 
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静岡図書館友の会会報 No.22 2019.9 

静岡図書館友の会 代表 田中 文雄 

連絡先：(事務局携帯) 080-6910-9434 

Eメール：sizutomo2008@yahoo.co.jp 

HP：http://shizutomo.sakura.ne.jp/ 

会員数： 219人 （2018.12月現在）       

 編集後記 

・暑い夏も終わりに近づいてホッとするのと同時に少し寂しい気持ちにな

るのは私だけでしょうか？ 子どもたちで賑やかだった市立図書館も徐々

に落ち着きを戻しています。この夏、映画『ニューヨーク公共図書館』

を観て、だから図書館って好き！ と思いました。（N.S) 

・昨年の暮れに電子レンジが壊れ、今また、申し合わせたように電話機と

冷蔵庫の調子がおかしくなってきました。そろそろ買い替えようかなとい

う人間の無意識が影響を与えている可能性も‥‥？ （H.I) 

１０月 2019  しずとしょフェスタ 

       みんなで楽しむ日曜日の図書館 

 日時：  2019年 10月27日（日） 10：00～ 

 場所： 静岡市立中央図書館 

①  おはなしフェスタ 10：00～ 
②  フィルムコートかけ体験 11：30～ 
③  対面朗読・音訳作業体験 10：00～ 
④  監督の解説・上映会『イーちゃんの白い杖』 開場 13：15 上映 13：30  
⑤  図書館ツアー 16：00～ 
⑥  移動図書館車（ぶっくる）の展示 【屋外】10：00～ 
 ※ 詳しくは、チラシを見てね 

９月 市役所からの出前講座 

  統計からみる静岡市の今とこれから 

 日時：  2019年  9月27日(金) 19：00～20：30 

 場所： アイセル２１ 33集会室 

１１月 県立短大の附属図書館見学 

     ＆  学園祭 の両方楽しむ会 

普段なかなか見ることのできない大学構内を覗いてみませんか？ 

統計から予想される10年後の静岡市は？ 

要申し込み 
 無料 要申し込み 

 無料 

1 

2 

3 

日時：2020年 3月7日（土）   

会場：静岡県総合研修所  

     もくせい会館１階 富士ホール 

３月の講演会、ドリアン助川氏 に決定 

ロックバンド「叫ぶ詩
人の会」でブレイク 
著書の小説「あん」が、
2015年樹木希林主演
で映画化され大ヒット 

詳しくはチラシをみてね 

 日時： 2019年  11月9日(土) 10：00   

 場所： 静岡県立大学短期大学部               

1962年生まれ。早稲田大学第1文学部
東洋哲学科卒。放送作家を経て、1990

年バンド「叫ぶ詩人の会」を結成。深夜
ラジオのパーソナリティとしても活躍。 

2015年樹木希林主演で映画化された
「あん」はじめ著書多数。 

キャンパス西側 

大学名石碑前集合 


