
 この春、１年かけて司書資格を取得しました。還暦を前

に、今から司書を生業とするつもりはありませんが、な

ぜこの資格に挑んだのかといえば、5年前、学芸員の資

格を取得して、馬齢を重ねてこそ目的をもって学び直す

ことの重要性を身をもって知ったからです。 

 わたしは、長いこと文化庁の事業や大学の授業を通し

て、公立美術館とも積極的に協働してきました。加えて

二つの美術館・博物館の運営協議会の委員を10年以

上務め、大学ではアートマネジメントという学問を指導

しつつ、いくつかの地域芸術祭の運営にも携わってきま

した。また、静岡市立図書館協議会の委員を12年間、

同協議会の会長を2年間務めました。そのため少なくと

もある程度は現場のことも分かっていて、各施設の社会

的役割や課題も知っていました。いや、知っているつもり

になっていました。 

 ところが、いざ学び始めると、知らないことが次から次

へと出てくる。学べば学ぶほど、これまでの厚顔無恥な

自分が恐ろしくなりました。あの時、よくあんな偉そうな

発言をしたものだ。よくあんな修羅場を潜り抜けてきた

ものだ、云々。これらの羞恥心が学びに拍車を掛けたの

でした。 

 そうして曲がりなりにも短期間で二つの学びを修め、

結果、対象となる実際の課題と向き合うとき、学芸員と

司書の両分野に発想の橋が架かることがある。この視

点の獲得は大きな収穫でした。 

 ところで、この新型コロナウイルス禍にあって、「当たり

前」とは何かをよく考えるようになりました。何かの折り

にわたしたちは尊敬の念を込めてこう口にします。「あ

の人は、当たり前のことをきちんとやり遂げてすばらし

い」、と。しかし、この当たり前が自分ごととなった瞬間

存外難しい。なぜなら私たちは消費社会を舞台にすぐ

にパフォーマンスしたがるし、そうする人を高く評価した

がるクセを獲得してきたからです。その背景には、短い

尺（時間）でしか物事を見なくなっている文化の評価軸

といったものの蔓延があると観察しています。 

 私たちは短い時間の中でより高い評価を得るために

効率よくパフォーマンする術を身につけたのです。これ

は実に罪深い。要は我々の価値観はいつの間にか、早

いことがすばらしい、に変化したのです。裏返して言え

ば、「待てない時代」をつくりあげたのです。 

 それならば、この「当たり前」を図書館の運営に当ては

めてみたらどうか。もちろん、無難にルーチンワークをこ

なせばいいのではなく、大事なのは何百年と商いを続

けている老舗が、今日掛けた暖簾と明日掛ける暖簾と

では、意味がまったく違うと意味づけている点に学ぶと

いうことです。伝統こそが革新なのです。 

 更に喩えるなら、雅楽が使う楽器は数百年先の人の

ために今弾き慣らしていると考える。陶芸でも三代先が

安定して作陶できるように今土を集めておく。大切なの

はこの長さの取り方です。今こそ、評価の方法を長尺に

持ち替えて、時代の空気を注意深く読み、利用者の

ニーズに応える図書館の在り方をよく考えたい。  

 大切なことを書き忘れるところでした。ハヤリコトバの

「にぎわい」です。この聞き心地のいい言葉に惑わされ

ないこと。図書館には、図書館にふさわしい「にぎわい」

があるはずです、きっと。  
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 冬の朝、静けさに目が覚め、嫌な予感にカーテンを

開けると、窓の向こうは一面の銀世界。ああ、今朝は 

出勤前に雪に埋もれた車を掘り起こさねば、と少々う

んざりしながらスキーウェアを着込む……。スキー

ウェアに長靴が冬の定番通勤スタイルだったのは、私

が信州の安曇野ちひろ美術館にいたころのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長く厳しい冬ゆえに、訪れが一層待ち遠しく、嬉し

かった信州の春。初夏の水田に映り込む雄大な北アル

プスとカエルの大合唱。夏の湿気のないカラッとした

暑さは心地よいとはいえ、標高が高いがための紫外線

の強さはなかなかのものでした。お盆過ぎの風は既に

秋の涼しさをまとい、山から紅葉が下りてくると待っ

てましたの新そばの季節です。言うなれば、静岡の新

茶イコール信州の新そば。時期になるとソワソワとし

てしまうのです。そうして駆け足に秋が過ぎ、山々が

白く冠雪し、仕事帰りの温泉が恋しくなる冬が再び

巡ってきます。美術館の仕事に忙しくしながらも、安

曇野での暮らしは季節の移り変わりを肌で感じる日々

でした。 

 安曇野は、子どものころから父の転勤でひとところ

に長く住んだことのなかった私が、初めて10年を超

えて暮らした地です。いわさきちひろにとって、両親

の出身地でもあり、幼少期から親しんでいた信州が心

のふるさとであったように、私にとっての安曇野もそ

う言えるかもしれません。でもそれはその土地で過ご

 

した時間の長さだけではないのでしょう。 

 美術館に勤めて数年たったころ、地元の小学校、図

書館、美術館が連携して子どもたちと絵本を作るとい

う活動に関わりました。子どもたちが、図書館と比べ

るとちょっとだけ遠い存在の美術館にもたっぷり親し

んだ時間でした。昨年、お世話になった司書の方にお

会いし、当時小学１年生だった彼らが今や中学生とな

り、夏休みの美術館でのボランティア活動に参加した

ことを伺いました。私たちも歳をとるわけだと月日の 

経つ速さを笑いつつ、地域の図書館や美術館・博物館 

が子どもたちを育む大切な場所のひとつであり、その

繋がりを地道に長く継続していく意義を改めて感じま

した。そしてふと思ったのは、恩恵を受けたのは自分

自身でもあったなあということでした。 

 もともとよそ者の私ですが、いわゆる美術館の「教

育普及活動」として前述の活動のほかにも様々なかた

ちで地域の方々とご一緒する機会に恵まれました。そ

れまで流浪の民的な人生だった私にとって、地元に

どっぷり浸かるというのは、実はとても新鮮で未知の

経験だったのです。振り返ると、多くの人との出会い

を通し、たくさんのことを学び、そして育てていただ

いたものだとしみじみ思います。知らず知らずのうち

に、地域の人間という自覚も培われたのでしょう。年

月だけでは語れない、心のふるさとという思いは、こ

うしてちひろ美術館にいたころ、安曇野の風景ととも

に心に刻まれ、子どもの本に多少なりとも関わる今の

私の毎日につながっています。 

 さて、信州はもうすぐ蕎麦屋の店先に「新そば」の

文字がお目見えするころです。新米にりんごにキノコ

にと美味しいもの盛りだくさんの安曇野の、もっぱら

食欲の秋に思いを馳せながら、まずはちひろ美術館か

ら作品がやって来る、静岡市美術館での赤羽末吉展を

楽しみにしている今日このごろなのでした。 
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ちひろ美術館にいたころ  

絵本専門士  山﨑 あずさ 

ある冬の朝。 この雪に埋もれているのはガードレール ↑ 

秋。 安曇野ちひろ美術館外観 

ある冬の朝。画面手前、雪に埋もれているのはガードレール 



 コロナ禍での財政逼迫による施設の見直し事業の中に「新県立図書館建設」も入っていたことから、８月11日に下記の

項目の要望書（要約）を県知事、県教育長、県議会議長あてに提出しました。 

1 「新県立中央図書館基本計画」に沿った新県立図書館の早期実現 

 老朽化の著しい現在の県立図書館は床のひび割れを補修したとはいえ、書庫の狭隘化のため87万冊の蔵書のうち

20万冊はいまだに使えず、県民へのサービスばかりか市町立図書館への支援も十分には行えない状況にあります。 

 今回、コロナ禍でやむなく利用が制約されたことで、すべての人に日常的に読む楽しさと知る喜びを保障する図書館の

存在価値とともに、県民が出会い、交わり、新しい文化を育む図書館の必要性も再認識されました。基本計画どおり

の面積を確保し、新県立図書館の建設を遅らせることなく進めてください。 

2 県立図書館として県内市町立図書館を補完し、県民のニーズに応えるための資料費の確保と、それに沿った新たな

資料収集計画の策定 

 今春当会が実施したアンケートからも、市町立図書館からの県立図書館への信頼と期待の大きさがくみ取れました。

県全体での図書館サービス水準を維持し、県民の知的環境を底上げしていくためには、県立図書館を中心としたネッ

トワークの確立による市町立図書館支援がこれまで以上に重要となります。そして、そのために不可欠な新たな県立図

書館にふさわしい資料費の確保と新たな資料収集計画の策定を求めます。 

3 感染症流行や自然災害などの危機を乗り越える先進的な図書館サービスを可能にする体制と建築 

 危機の局面においてこそ、情報と資料の収集・発信基地となり交流の場となる図書館を必要とします。 

 コロナ禍後の時代においてはデジタル化の環境が身近になると言われていますが、市町立図書館ではそれに即応する

ことが難しいため、県立図書館がその機能を担うことで、すべての県民が市町立図書館を通じて高度な情報サービスを

享受することが可能となります。 

 一方、今まで以上に、多様な本や情報に直接触れたり、それらを介した人との出会いと交流の必要性が高くなること

も予想され、その対応も期待されています。 
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ひでふみ 

「新たな静岡県立図書館を望む会」からの報告 

「新しい静岡県立図書館へ望むこと」に関してのアンケート調査を市町の図書館

あてに実施しました。結果をまとめた報告書は、６月中旬に県会議員、関係行

政、県教育委員などに配布しました。期待される支援の主な点は下記のとおりで

した。（詳しくは、しずともＨＰ参照。会員の皆様には報告書を同封しました。） 

 ■ 求められる支援サービスは、 

   職員の人材の充実・育成 

   県内図書館を一体的に運用するサービスシステムの充実 等 

 ■ 期待される資料は、 

   専門書・地域資料・高額書や雑誌バックナンバー 

   市町立にはできない資料収集・保存 等 

 ■ 求める施設は、 

   、 、 、

、 、 （共同保存図書館）等。 

知事・教育長・議長への要望 

危機の局面にこそ新鮮な情報と資料の収集・発信基地となる図書館

が早期の復興に寄与することは歴史が示しています。また、コロナ

禍の最中には人との接触を抑制せざるを得ないとしても、であれば

こそ通常時においては子どもから高齢者まで、本や人との出会いや

豊かなふれあいが日常的に可能な場としての図書館の存在がさらに

重要性を増してきます。 

このような時代を迎えたからこそ、新たな視点を取り入れた先進的

な図書館の建設が可能になったともいえ、静岡県の叡智を発揮する

チャンスかと思います。 

老朽化の激しい現在の県立図書館は床のひび割れを補修したとはい

え、８7万冊の蔵書の内２０万冊は埋蔵文化センターなどに一時避

難したままで、それらの資料は現在使えない状況です。今春実施し

たアンケートからも、市町の図書館からの県立図書館への信頼と期

待の大きさがくみ取れました。雨漏りや、コロナ関連で入館制限も

あり、市町の図書館支援も完璧とは言えない状況だと思われます。 

 

老朽化の著しい現在の県立図書館は床のひび割れを補修したとはいえ、書庫の狭隘化の

ため87万冊の蔵書のうち20万冊はいまだに使えず、支障をきたしています。県民へのサー

ビスばかりか市町立図書館への支援も十分には行えない状況にあります。 

 今回、コロナ禍でやむなく利用が制約されたことで、すべての人に日常的に読む楽しさと知

る喜びを保障する従来の図書館の存在価値とともに、県民が出会い、交わり、新しい文化

を育む図書館の必要性も再認識されました。基本計画どおりの面積を確保し、新県立図

書館の建設を遅らせることなく進めてください。 

 今春当会が実施したアンケートからも、市町立図書館からの県立図書館への信頼と期

待の大きさがくみ取れました。県全体での図書館サービス水準を維持し、県民の知的環境

を底上げしていくためには、県立図書館を中心としたネットワークの確立による市町立図書

館支援を維持し、底上げしていくためには、新たな県立図書館にふさわしい資料費の確保

と新たな資料収集計画の策定を求めます。 

 危機の局面においてこそ、社会は情報と資料の収集・発信基地となる災害に強い図書

館を必要とします。そのことを意識した建造物となることをお願いします。 

 一方、コロナ後の時代において進展する、市町立図書館では即応することが難しいデジタ

ル化を、県立図書館が担うことで、すべての県民が市町立図書館を通じて高度な情報

サービスを享受することが可能となります。 

 また、今まで以上に、多様な本や情報に直接触れたり、それらを介して人との出会いと交

流の必要性が高くなることも予想され、その対応も期待されています。これらの新しいニーズ

にも応えられる先進的な図書館構想が打ち出されている今、静岡県の叡智が発揮される

ことを強く求めます。 

 

市町立図書館への アンケート調査 
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正岡子規（1867-l902）は病気療養で清水の興

津への移転を切望して、興津を想い興津行きを夢に

見ながら果たせることもなく 36歳の短い生涯を終

えた。この興津移転の話はあまり知られていない。 

子規は明治23年、友人三人で江尻宿の「大久し

屋」に泊り、翌日三保松原を訪ねた。羽衣を見たい

と御穂神社に行き懇願して羽衣ならば衣だと思って

いたが、小さな箱の中には黒い毛のごときものがわ

ずかばかり残っていて、これが羽衣かと驚いたと「し

やくられの記」で書いた。子規が清水へ来た最初

だった。 

それから10年後の明治33年、子規は東京根岸の

子規庵で結核性カリエスの難病に苦しみながら、俳

句革新への気力と意志は衰えを見せず励んで句会

を 開いていた。 

夏目漱石が留学することになり寺田寅彦と訪ねて

来た日の夜、伊藤左千夫が子規の好きな野菊の鉢

をたずさえて見舞いにきた。子規の病状を気遣って、

左千夫は一度訪ねたことがある興津の地は、風光

明媚な景色と温暖な地で海の幸山の幸の豊富な場

所への転地療養をすすめた。 

東京での冬越えは苦痛だったから子規の心を動

かした。その夜子規は眠れなかった。翌日、高浜虚子

に相談し、恩人の陸羯南（新聞「日本」創立者で子

規の東京生活の世話をしていた）や主治医にも打

診して、二人の叔父たちにも手紙を書いて出した。子

規の心は興津へと動いていた。 

東京に遠くさまざまな困難があったが、子規の希

望がかなえられるようにと弟子の加藤雪腸（庵原小

学校長）や河東碧梧桐（四国松山出身虚子と同級

生）は事前に興津を訪ねた。海辺には岩礁が目前に

あり三保の松原が眺望できる東海道沿い（国道一

号）の松川医院（河村医院）の院内見取図を添えて

子規に見せた。碧梧桐からまだ見ぬ興津の地の素

晴らしさを知って心は揺れ動きながら も、興津を墳

墓の地とまで考えるようになり夢にまで見てすでに

心は興津の地にあった。 

この子規の心境を虚子は「柿二つ」のなかで、興

津移転のわけは気候や空気にもあったが一人でぼ

んやりと考えていると、興津には野菊がたくさん咲い

ていそうな心持ちがしていたと書いている。子規に

とって興津問題は絶望から抜け出して生きる希望の

世界を描き出すのに野菊に象徴されていたのだろう。 

しかし興津移転は周囲の反対で中止となってしま

い一場の夢となった。 

明治35年病状は悪化していたが、病状六尺、これ

が我世界である。から始まる『病状六尺』を5月5日

から9月17日まで書き続けて2日後に東京根岸の

子規庵で息絶えた。 

没後100年平成14年（2002) 9月19日の命日

に、興津への移転を夢見て逝った正岡子規を偲び

子規の想いを少しでもかなえようと、有志で興津清

見寺前の清見潟公園東端に句碑を建てた。子規の

ふるさと四国松山市から野菊をわざわざ持ってきて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

句碑のすぐ際に植

え、また周辺には

興津産の野菊を

植えた。 

あれから18年

が過ぎて野菊は残

念ながら枯れてな

くなってしまったが、

句碑は子規の想

いを受け止めて

立っている。  

 

月の秋 興津の借家 尋ねけり  

       子規 

正岡子規 は 興津 を 墳墓の地 とまで考えていた 

次郎長翁を知る会 会長  山田 倢司 


