
コロナ禍でいつもと異なる実施形態となりご不便をおかけしましたが、読
み語りの声に耳を傾け、スクリーンに大きく映された絵本を見ると、すっと
その世界に引き込まれるようでした。久しぶりに味わうなつかしい感覚…
本当にありがとうございました。（ 静岡市美術館　安岡 真理）

静岡市美術館開館��周年記念
生誕���年・没後��年 絵本画家  赤羽末吉展 『スーホの白い馬』はこうして生まれた

展覧会関連イベント　絵本をたのしむおはなし会
静岡市美術館　１０.１０(土)、１０.３１(土)、１１.１４(土)　

葵お話の会
あさはたお話の会
音訳ボランティアひびきの会
静岡おはなしの会
静岡図書館友の会
ねこバス

令和 �年度　第 �回静岡市図書館協議会報告

令和 � 年 �� 月 �� 日　静岡市立清水中央図書館にて今年度初めての図書館協議会が行われました。
これまで年 � 回程度開催されてきた本会議は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度はこの

� 回のみとなりました。委員は全 �� 人で私は「学校図書館を考える会・静岡」から推薦されました。
冒頭、教育局次長が「図書館とはどんな時にもどうにかして開館していることが第一」と話されたこ

とが印象的でした。
会議では、まず事業報告、続いて中央図書館の大規模改修について建物の長寿命化、安全性向上、

読書環境の向上、公園との相互利用を進めるため今年 � 月まで休館予定であることが報告されました。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止の対応について、利用者の来館記録をとることは「図書館の自
由に関する宣言」に抵触しないかという意見がありました。中央図書館の今後の事業・サービスでは、
Park-PFI 事業で城北公園にできるカフェ ( 公募事業者で �� 月開店予定 ) と連携することを大きく取り上
げました。より使いやすく明るいイメージの開かれた図書館に変わる計画を立てていることが分かりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

清　尚子静岡図書館友の会運営委員



新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、
令和２年２月末からおはなし会や映画会、単発企
画の講座の中止、長時間の滞在をご遠慮いただく
呼びかけ、閲覧室も最終的には利用停止となり、
４月の全国的な緊急事態宣言により、なるべく開
館し続けるという姿勢でいた静岡市も、ついに４月
�� 日から５月 �� 日まで臨時休館せざるを得ません
でした。

予約資料の受け取り対応を挟み５月 �� 日から再
開できても様々な対策、制限は現在も続いていま
す。カウンターでお客様と応対するのにもマスク
とビニールシート越しでは表情も声もよくわから
ず、返却図書の消毒や一定期間放置後の排架、館
内の定期的な消毒、入館記録票への記入の呼び掛
けなど、今までにない仕事も増え、職員の間に先
が見えない不安や疲れが広がっていました。

こうなると、新しいことをやる気持ちもなかな
か沸いてきません。けれどこのままではいけない、
できなくなったことを嘆いて、やらない理由を言
い募るより、今わたしたちができること、みんな
が楽しくなれることをしよう、と切り替え、以下
の２つの視点で取り組みました。

�.　図書館に来なくても、または短時間の滞
在でも楽しめるもの

館内での滞在時間が短くても本を借りていただ
きやすいように、また、おはなし会の中止を残念
がる多くのお声に応えるために生まれた「おうち
de 読み聞かせ」事業。

図書館でのおはなし会の代わりに、おうちでご
家族で一緒に読み聞かせを楽しんでいただこうと、
テーマに沿った絵本を２、３冊ほど紙テープでま

とめ、図書館が発行するおすすめ絵本リスト「こ
の本ばーった」と、ちょっとした読み聞かせのコ
ツやメッセージを添えました。このセットの作成
には読み聞かせボランティアの方にもお手伝いい
ただいています。

　

また、どの館でも、館内のあちこちに特集展示
が設けられていることにはお気づきでしょうか。
閲覧席を撤去した場所を使って様々なミニ展示を
行い、新しい本の発見のお手伝いができればと思っ
ています。

「＃本でしりとり」。静岡市以外に図書館の公式
ツイッターをお持ちの袋井市、藤枝市、静岡県の
４者で本のタイトルでしりとりをしながらそれぞ
れのツイッター上でおすすめ本の紹介をする、と
いうものです。それぞれのフォロワーさんたちが
他の図書館の活動にも興味を持ってもらえること
を期待して行いました。

�. 既存事業の開催方法を工夫し、三密にな
らないよう開催したもの

まず、中央館で毎年開催している「夏休み子ど
も向け講座」。貴重な科学系のイベントで、今年度
も昨年度に開催して大人気だった磐田市の竜洋昆
虫自然観察公園職員「こんちゅうクン」の講座を 

市内図書館ニュース
新型コロナウイルスに負けないわたしたち

静岡市立中央図書館　サービス係長　田中  邦子
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アンコール開催する予定でしたが、
集合講座ではなく、公式ツイッター上
にこんちゅうクンからの生き物に関する問題
とその回答・解説を日替わりでアップするという形で開
催しました。

また、中央館で年２回行う音楽のコンサート。中高生
の音楽系部活に声をかけ、本の紹介とその本の世界に合
う曲を演奏してもらう「ＹＡコンサート」と静岡室内楽
協会による「ライブラリーコンサート」は、２階視聴覚ホー

ルを会場として定員 ��� 人で行っていましたが、参加者
同士の距離をとると �� 人程の定員にしかできません。そこで、

『図書館をコンサートホールに』をキャッチフレーズに、２階
の吹き抜け部分で演奏していただくことで館内全体

に音楽が鳴り響き、その時来館している方すべ
てが、本を選んだり読書を楽しんだりしな

がら演奏を聴いていただくことができる
ようにしました。

　中央図書館で毎年開催する「し
ずとしょフェスタ」も、講師からの講

義を短い動画にして、当日会場でリ
ピート再生することで少人数のグルー

プで多くの方が入れ替わり講義を聞いてい
ただける形にし、子ども向けイベントも密に

ならないようスタンプラリーを実施しました。
コロナ対策のためにやらなければならないこと、あきらめな

ければならないことは多くあります。けれどそれだけではなく、
コロナ禍でもできること、このような状況だからこそできるこ
とを探して、これからもわたしたちは精一杯サービスを続けて
いきます。ぜひこれからも図書館をご利用ください。職員一同、
お待ちしています！

昨年、第一子が誕生し、� ヶ月間育児休業を取得し
ました。男性の育休取得率も向上していますが、男性
が育休を取得する意味とはなんでしょうか。夫婦２人
で子育てをすることはもちろんですが、私はパート
ナーの自由な時間を作ることにも大きな意味があると
思います。両親と同居している場合は別ですが、家の
中で � 人で子育てをすることは想像以上に大変です。
ましてや、第一子ともなればわからないことだらけで
不安なことも多い状態です。女性だけでなく男性が育

休を取得し、早く育児を覚えてしまえば � 人で育児・
家事を分担することもでき、たまには � 人で自由な時
間を過ごすなど精神的なゆとりを持つことができま
す。そのためには、ある程度長い期間育休を取得する
ことが必要になると思います。子どもは夫婦 � 人の子
です。様々な事情があるかもしれませんが、できる限
り男性も育休を取得して積極的に育児に参加してほし
いと思います。

図書館からこんにちは
育休の意味を考える

静岡市立中央図書館　主任主事　小松  英史
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編集後記

新県立中央図書館の建設計画は予定より若干遅れるものの ����（令和 �）年完成をめどに進んでいます。県教
委は今後の対応について下記のように回答しています。（一部抜粋）

【令和 � 年 �� 月議会】
・今後、基本計画に基づき検討していく。
・��� 万冊収容を目指す。
・レファレンスサービス等の多様なサービス、情報拠点、交流の場としての役割を重視。
・電子図書館など遠隔地の人への利便性も図る。
・知と学びの象徴として品格のある水準の高い図書館を作りたい。

【令和３年２月議会】
・情報通信技術（ＩＣＴ）人工知能（ＡＩ）を導入しデジタル技術による変革の実現。
・県立図書館にふさわしい蔵書と専門性の高い機能の拡充。未来に繋がるアフターコロナ時代の新しいタイプ
の総合図書館をめざし事業費総額 ��� 億円程度の予算。

・機能性とデザイン性を両立させながらコスト管理を意識していく。
・設計公募にあたり、事前に建物に必要な機能を洗い出し、その条件を踏まえた上で創意工夫をこらした提案
を求める。

・未来にわたり県民の誇りとなり、機能的で使いやすく県民に親しまれる図書館になるよう努める。

なお、２月 �� 日付け静岡新聞によると社会教育課内に新館建設準備室を新設し新たにハード整備の技術面を総括す
る技監を置き、運営企画班と施設整備班の職員を含め３人増員するようです。木苗教育長も「参考にしたい」と言及
した社会教育課主催の新館へのアイディアコンペは多数の応募があり､当会会員の市川博章氏も受賞しました。詳し
くは県の下記ＨＰをご覧ください。� 月 �� 日まで静岡県立中央図書館で応募作品が展示されています。

 https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-���/shintosyokan/idea_competition�.html

また、静岡県ＨＰに「新県立中央図書館基本構想」及び「新県立中央図書館基本計画」を受け、導入機能や施設
計画、事業手法などについて取りまとめた「新県立中央図書館整備計画」が � 月にアップされました。

新静岡県立中央図書館の建設状況について

しずとも情報

以下のイベントを開催予定です。詳細が決定しましたら、当会 HP、次号会報等でお知らせします。

　 2021 しずとしょフェスタ（今秋予定）
　 図書館セミナー（福島県立図書館司書 鈴木史穂氏講座：今秋予定）
　 2022 年度総会・ドリアン助川氏講演会（2022 年 3 月予定）

・これまで編集に関わってくださった市川博章さんが北海道へ移住することに
なりました。私としては夢がふくらむやら悲しいやら複雑な心境ですが、新編
集長のおかげで会報発行にこぎつけました。感謝（S）
・遅まきながら、リモート飲み会ならぬお茶会デビュー。画面越しの友人の子
どもの成長っぷりにびっくりし、会えなかったこの 1 年という時間を改めて思い
ました。新しく編集担当になりました。よろしくお願いします。（Y）


