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平成２８年度 第２回柳井市総合教育会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２９年１月３１日（火）   開会 午後３時０５分 

閉会 午後４時３６分 

２ 場  所   柳井市役所４階 ４０１会議室 

３ 出 席 者   市 長           井原 健太郎 

教育長           桑原  眞 

委 員（教育長職務代理者） 西原 光治 

 委 員           原田 敏弘 

委 員           河岡 治子 

委 員           厚坊 俊己 

４ 出席職員   教育部長          河村 邦久 

         教育総務課長        山中 松樹 

         学校教育課長        西本  隆 

         生涯学習・スポーツ推進課長 広田 成毅 

         図書館・サンビーム館長   神田 栄治 

         給食センター所長      三宅  智 

５ 書  記   教育総務課長補佐      小田 文孝 

６ 協議事項 

（１）「柳井市立小・中学校の学校図書館」について 

７ 議事の内容 

○河村教育部長  

それでは定刻を過ぎてしまいましたが、会議の前に互礼をいたしますのでご起立をお願いしま

す。互礼。ご着席ください。それでは只今から本年度第２回の柳井市総合教育会議を開催いたし

ます。始めに柳井市長のご挨拶をお願いします。 

○井原市長 

  それでは、改めましてこんにちは。今年度第２回ということで、前回はいつでしたか…もう１

１月だったですね。あの日以来の総合教育会議ということですが、教育委員の皆様には平素から

大変お世話になっております。また今日もお忙しい中ありがとうございます。 

今日のテーマは小・中学校の学校図書館についてということで、講師に河岡委員をお迎えして

というようなことでありますが、要するに学校図書館をどうこうというよりも、いかに子どもた

ちに本を読む習慣をつけてあげられるかという視点で、その中に学校図書館をどう活用するかと

いうことなのかなというふうに思います。せっかくなので私事であれですが、私自身もどちらか

というと大変小学生の頃から本が好きで読書を重ねてきたという自負もありますが、そのきっか

けはなにか学校で本を読みなさいと言われたことでもなんでもなくて、小学校４年生の時に入院

した時にたまたま担任の先生がお見舞いで本をたくさん買ってきてくれた。それから好きになり

毎週末町の図書館に通うということで、特段学校図書館がどうだったかというのはなかなかこう

頭をひねってもよくよく思い出せない。つまりはその先生にいただいた本と町の図書館の光景と

また自分の部屋で本を読むということで今に至っているということですが、なにかそういうきっ
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かけを作る、大きな大きなきっかけを作る脇役が学校であり、また学校に係わるいろいろな仕組

でありまた人たちであるということになろうかと思います。ですから一律に学校図書館で簡単に

蔵書を増やせば本を好きになるということでもないでしょうし、予算を増やしてどうこうという

ことでもないでしょうし、本が好きになる読書が楽しいということはこれはもうどなたも否定さ

れない是非そうあってほしいということだというふうに思いますが、その目的のためにどうある

べきかということで今日はいろいろな現場の声も含めて皆様で共有をしていきたいなと、私自身

も本当に学校図書館が、時々柳井小学校の図書館、また先般は新庄小学校に新しくなりましたか

らあの現場を見たりとか時々会議で図書ルームであったりとかそういうことは経験がありますが、

では実態が今どうなっているかというところには大変不勉強でありますのでしっかりと今日は勉

強させていただこうというふうに思います。 

ちなみに後ほど説明があるかと思いますが、こちらに学校図書購入費ということで学校ごとに

こういうふうに予算を振り分けてきたというのが現状ですが、そもそもこの表を見て私が思いま

すに本当にニーズがどこにあるのか。本当はこう子ども達が読みたい本だけをひたすら買ってい

った方がいいのか、またそれを司書の人がおすすめの本と一緒にした方がいいのかとか、いろい

ろこう予算ありきでそれも頭数に合わせて予算が配分されているということ。もっと言うとこれ

は予算の査定でありましたかね、特色ある学校づくりでもう定額予算で毎年毎年組まれていると

いうような状況も考えると、本当にこう現場として、まあ交付税がうんぬんというのは常に議論

としてありますが、本当はスクール・コミュニティーのいろいろな配布物とか掲示物をカラーで、

そこに予算が現場は欲しいと思っておられるかもしれないし、全く違う学校ではもうちょっと本

当はこの本が欲しいと思っておられるかもしれないしということで言うと、今日は学校図書館の

話ではありますが予算の組み方も含めて、本当に現場はどういう形というのを求めておられるか

といったあたりもひとつ立ち止まって議論してみるのもせっかくの今日の場ですからそういう機

会としてもいいのかなというふうに思います。いずれにしてもこれは私が申し上げるまでもあり

ませんが、毎回非常に活発に皆さんご発言いただいてご議論いただきます。今日もいい一つの花

を一つの会で、一花一会運動の中で、活発な議論をお願いさせていただければと思います。本日

もどうかよろしくお願いします。 

○河村教育部長 

 市長さん、ありがとうございました。それでは、ここからは進行は議長ということで井原市長

にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○井原市長 

 それでは、早速協議事項ということで入らせていただきます。柳井市小・中学校の学校図書館

について、まずは事務局から説明をお願いいたします。 

○山中教育総務課長 

それでは、お配りしております資料につきまして簡単に説明させていただきます。先ほど市長

からちょっと耳の痛いお話だったのですが、Ａ４縦の学校図書購入費について、教育総務課で学

校に予算を配分して予算編成しております。それぞれの学校の２６・２７年度は決算、２８年度

は年度途中でございますので決算見込みということで数字をあげさせていただいております。２

枚目以降につきましては、柳井図書館、大畠図書館の２７年、２６年の利用状況を付けさせてい

ただいております。それから、今日河岡委員から学校図書についての現状と課題等をお話しいた
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だくのですが、委員からＡ４横の中国新聞の写しその他とそれから「続・授業で使おう学校図書

館」、これがすいません私の勘違いで４枚綴りと思っていなかったのでちょっとコピーに時間が掛

かってしまい申し訳なかったのですが、この一連の資料でお願いしたいと思います。 

○井原市長 

続きまして、河岡委員さんお願いします。 

○河岡委員 

それではお話しさせていただきます。 

私は、柳井中学校に司書として勤務するようになって、今４年目になっております。仕事する

うえでいろいろなものが見えてきて、この場でお話ししたい思いがあまりにも膨らんでなかなか

最後までうまくまとめることが出来なかったのですけれども、現状を踏まえつつ学校図書館、図

書館のあり方についてお話ししたいと思います。 

図書館と言ったらまず皆さん思い浮かぶのは読書だと思うのですけれども、読書というのは人

の心を育てて豊かにするものです。人生の中で経験できることまた出会える人というのは非常に

限られるのですけれども、本を読むことによっていろいろな人生を疑似体験することができます。

非常に有効です。また今、日本中で問題になっていますけれども、読解力をつけるというのも読

書は非常に重要なことです。読解力というのは、言葉を通して人の心を理解し解釈する力であり

ますし、また表現力や社会的なコミュニケーション力をつけることにもなります。読解力をつけ

ることがどうして重要かといいますと、人間の社会性の基礎であり文化の基礎であるからです。

国立青少年教育振興機構の調べによりますと、子ども時代に多くの本を読んだ人は人間関係を築

く能力が高いそうです。これが実際にデータとして出ているそうです。でも今日本の子どもたち

は、読解力が低下しております。読解力が低下するということは社会性が低下するということで

して、たまたま昨日から、読売新聞で「読解力が危ない」というシリーズ記事が出ていて非常に

面白いのですけれども、その記事の２回目、今日の分にも「新入社員が仕事ができない。そこで

入ってから３年間、毎月読書感想文を書かせる」という大手企業の紹介もありました。このよう

に企業も危機感を感じていて、読書の重要性というものを感じています。 

この読書をするというサービスを提供できる所が簡単に言いますと公立図書館や学校図書館な

のです。この間下松図書館でこの「図書館超活用術」という本の作者・奥野宣之さんの講演があ

って非常に面白かったのですけれども、この方は「図書館にはいろいろな力がある」というお話

をしています。図書館には例えば３つの力といって、課題をクリアして成果を生み出すためのラ

ボラトリー、研究室の力もあるし、重要な場面で意思決定し決断を下すためのシンクタンクでも

ある。また思いもしない自分を発見し可能性を広げるためのゼミナールでもあるというふうにも、

ちょっと難しいですけれども書かれています。インターネットは何か検索しようと思うと自分で

言葉を打ち込まないといけない、その時点である程度情報を選択しているのですけれども、図書

館というのは膨大な資料があります。その中にいて本を見ながら歩き回るだけでも自分が求めて

いると自覚していない情報に出会えることができるということで、図書館はある意味歩き回れる

インターネットともこの本の中には書いてあります。インターネットの情報は本当に検索が簡単

で子どもたちにとっても便利なものであるのですけれども、子どもにとってインターネットの情

報が正しいかどうかというのは、子どもたちはまだ判断するには能力が未熟です。その点図書館

の情報というのは正しい情報を扱っていますので安心ですし、その中でも学校図書館というのは
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司書なり司書教諭なりが子どもたちに適した教材をということで本を選別していますので、より

子どもたちに向いている資料がある場所です。 

学校図書館も一般図書館も基本的には同じなのですけれど、学校図書館というのはいわゆる利

用者が生徒、児童、教職員というふうに限られていて、また目的が教育活動という前提があると

いう面で公共図書館とは多少違ってきます。２８年の１１月２９日付で文科省より通知が出てい

るのですけれども、学校図書館の整備充実についてという点で、学校図書館というのは読書、学

習、情報センターとしての機能があり、それを推進するためにまた利用できる空間にするために

は学校司書を配置する必要がある。また学校図書館にとって校長先生は図書館長になります。そ

の図書館長である校長と司書教諭また学校司書が連携を図って授業での活用を活性化する必要も

ある。また司書というのはより高度な専門性が問われますので、有資格者の長期採用やスキルア

ップのための研修の必要性も大切だというふうに書いてあります。また司書教諭の勤務なのです

けれども、先生方や学校になじめない不登校の生徒、そういった子たちがいつでも図書室を居場

所として利用できるようにできることなら登校時から下校時まで開館しておくのが望ましい。大

体の学校は昼休みに開けているだけだと思うのですけれども、そういうふうに長期開けることが

望ましい。ということは長期勤務の司書が必要ということになるのですけれども、そういうふう

にも書いてあります。学校司書というのはいわゆる図書館と図書館にある宝物と子どもたちや先

生をつなぐ大切な役目なのです。例えば一流料亭の料理人が良いお出汁でおいしいお吸い物を作

っていて、それが見えてもアクリルケースの蓋の中に入っていたら香りもしないし誰も気付かな

いのですけれども、その蓋を開けて香りを漂わせて材料を説明してみたり料理人の説明をしたり

中には味見させたりとかそういうのが司書の役目であると思います。お腹が空いているときに考

えたので食べ物が比喩になってしまったのですけれども非常に重要な役目ですし、とにかく学校

現場にいますと先生方お忙しいです。そのお忙しい中で図書室にある資料の中から自分が必要と

思う資料を探すというのは時間的にも無理があると思います。でも図書館の中には非常に有効な

資料が沢山ありますのでそれを活用するためには日頃から資料を整理して把握している司書がい

るというのは非常に重要なことだと思います。また教室に行けない生徒というのがどんどん増え

てきていると思いますが、そういう子たちはいわゆる自分の内面を見ながらいろいろ考え過ぎて

教室に入れない子が多いと思うのです。だからそういう子たちこそ本来沢山読書してもらってい

ろいろ考えてもらいたいですし、学校としての居場所、保健室だとなんとなくこう自分が病人に

なったような気分になりますけれども、図書室にいて誰もいないその図書室の空間で好きな本を

読むというだけでも癒されますし、少しでも学校に近づける教室に近づける空間としてそのよう

に図書室を利用するというのも実は非常に重要ではないかと今学校にいながら感じているところ

です。 

子どもたちの読書習慣を見るにつけ、小学校までに本を読む楽しさを知っているか知っていな

いかで随分その後が違ってくるような気がします。中学校からの働きかけというのはちょっとも

う遅いような気がして本来は最近と言いますかあちこちの県で行われていると思うのですけれど

も、ブックスタート制度といって１歳半検診の時に保健婦さんが絵本をプレゼントする。もうそ

こから子どもたちに本に触れ合う機会を作ってもらって、それで自宅でお母さんがお膝に乗せて

本を読む。小学校に入ったら小学校で先生方が読んでくださる、司書の先生が読んでくださる。

それで本の楽しさ幸福感を味わっている子は、中高大というのは皆忙しくてなかなか本を読まな
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いのですけれども、何かきっかけがあった時にまたすぐに本に戻って来てくれます。そういった

意味でも小学校までの働きかけというのは非常に重要ではないかなと思います。柳井小学校では

週に１回必ず図書の時間があるので、中学校での活用を見ていても柳井小学校の子が本を借りて

いくというのが非常に多いと思います。とは言っても小学校から中学校へ新しい環境になって図

書室もちょっと離れた所にあるのでちょっと敷居が高いかと思います。中学校に勤務するように

なってずっと統計を取っているのですけれども、やはり働きかけをすると貸出冊数というのが顕

著に表れます。例えば、２年目から各小学校の卒業前の６年生のところに出前授業に行ってブッ

クトークをしたり、中学校の本を１００冊ぐらい持って行ってこんな本があるよというふうに紹

介すると子どもたちは真剣に聞いてくれるのです。そして空き時間も中学校の本をうれしそう見

ているのですけれどもそういった活動をして、なおかつ入学して最初の国語の授業の時に図書館

のオリエンテーションを行います。その時に本を借りることをした生徒は、その後継続的に借り

ていくという比率が非常に高いし、この活動を始めてから貸出冊数が倍以上になっています。今

年の１年生で１クラスだけオリエンテーションの時に本を借りなくていいとの指導のもと借りな

いクラスがあったのですけれども、そのクラスだけ貸出冊数が全然伸のびていません。最初に本

を借りるというのがいかに重要かというのを感じます。また国語の授業で読書の時間を設けて年

に何回か図書室で授業をしてくださる先生がいらっしゃるのですけれども、そのクラスはまた貸

出冊数が多いです。柳井中学校の生徒は忙しいので図書室から足が遠のくことがしばしばあるの

ですけれども、授業で図書室に来て、やっぱり図書室は楽しい、今話題の本がある、というふう

にそこでまた気付いてくれるとまたそこから通うようになるので、授業で利用していただくとい

うのも非常に重要です。本来は国語の授業だけではなくて全教科で本来は図書室というのは利用

できる若しくは図書室の本が利用できるはずなのですけれども、大学の教育課程で図書室の利用

ということを学んでないので先生方としては図書室イコール国語くらいのイメージしかありませ

ん。そこで、できればそういう活動を活発にやっている学校司書の先生などを呼んで教員や司書

教諭や司書対象の研修などを行っていただけるとまた先生方の意識も変わってくるのではないと

思っています。また生徒たちにたまに出会った時に「図書室最近来てないね。」と声を掛けたりす

ると「忙しくていけないのです、行きたいのですけど行けないのです。」という生徒が結構います。

なぜか自分たちの時代よりも今の中学生は非常に忙しくて昼休みもいろいろ行事があったり委員

会活動や部活があって図書室に来られないのですけれども、そういう時間的精神的なゆとりが無

いと本を手に取ろうという気持ちにもならないので、そこら辺も少し考えていただけたらなと思

うこともあります。また朝読書という習慣は非常にいいと思うのですけれども、その朝読書の時

間にできれば先生方も一緒に本を読んで楽しんで欲しいなと思います。たまに図書室で例えば読

み聞かせを小学校なんかで行うこともあると思うのですけれども、話を伺ってみると中に一緒に

楽しんで話を聞いてくださる先生もいらっしゃれば子どもたちが一生懸命聞いている横でマル付

けをしていたりと自分の作業の時間に充てている先生もいらっしゃる。そういう先生よりもやは

り一緒に楽しんでくれる先生がいるクラスの方が子どもたちも本の楽しさが分かってくれるので

はないかと思います。 

また学校を卒業すると最終的に公共図書館の方に子どもたちは行くようになると思うのですけ

れども、図書館というのは最初に行ってみて魅力が無かったら学校図書館にしろ公共図書館にし

ろもう行きたくないと思って以後利用しないと思うので是非魅力的な図書館にしてもらいたいと
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思います。柳井図書館は蔵書に比べて館内が狭いのもあってなかなか利用しづらい探しづらいと

いうことで魅力を感じないという話をよく聞きます。また各市町村が作成して県立図書館のホー

ムページにも公開されているのですけれども、子ども読書活動推進計画というのがあるのですが

ほとんどの市町村が充実した第二次の計画を出している中、柳井市は簡単な第一次の計画が載っ

ているのみなのでもうちょっと柳井市も意識を高めていただけたらなと思います。下松図書館に

行かれた方はお分かりになると思うのですけれども、最近新しくなって非常に魅力的な図書館に

なっています。住みたい町ランキングでは柳井市か下松市かというところで競っているみたいで

すけれども、図書館に関して言えばずいぶん遅れをとっているような感じで下松図書館はつい最

近オープンして４年６か月でもう１００万人を突破しています。下松図書館に行くと、ここ１日

居たいなというような感じがするのですけれども、そういった図書館に柳井図書館も変わってく

るといいかなと思います。そして最終的には生涯学習センターとしての機能もつけてもらえたら

と思います。今日配布した資料は家でじっくり是非読んでいただきたいと思うのですけれども、

このＡ４の方のプリントの真ん中に鎌倉市の図書館の例が載っています。図書館というのはプラ

イベートな公共空間ということで鎌倉市がツイッターで「学校に行きたくない子は図書館にいら

っしゃい」というのを出してこれは結構話題になりました。こういった快適な空間にできるとい

うのも都市の魅力になるのかなと思います。また学校図書館は今個々でそれぞれ独立して活動し

ている形ですけれども、最終的な理想としては公共図書館が学校図書館の中央センターとしての

役目を果たして欲しいと思っています。本当はシステムが構築されていて柳井図書館から全てと

いうのがベストなのですけれども、システム構築にもお金が掛かりますしそれが無理という場合

でも何か学校内で今ネットといいますか学校内で情報を共有できるようなネット空間があるみた

いなので、例えば各学校の台帳をそこに載せたりして、それをどうにか利用できないかなと思い

ます。先ほど予算の話もありましたけれどもやはり小さい学校には予算がそんなに付きません。

でも調べ学習の本は非常に高く１セット買うだけで何万もするので小さい学校はとてもそういう

本を沢山揃えることができません。そうなった時には例えば小学校で調べ学習をする時には時期

が違うので例えば柳井中学校のこの資料を貸して欲しいとか各学校に司書がいればまたそういう

司書同士で連絡を取り合って貸し出したり若しくは中学校で余っている本を他の学校に移管した

りとかそういう市の財産である本を有効活用できるので限られた予算の中で最大限に利用するに

はそういうことも必要かと思います。今は司書同士で交流をもってお互い情報を共有しあってい

るのですけれどもそれがぐっと進めばいいかなと思います。また司書の資質向上のためにいろい

ろ研修会などを企画してもらうのも有難いかなと。今はそのいろいろな情報をアンテナを張り巡

らして司書同士でいい企画や研修があると県立に行ったり広島に行ったり大阪に行ったりとか、

例えば佐賀の武雄図書館がいいというと皆で見に行ったりとかそういうことを自分たちでやって

いるのですけれども、そういうのもいろいろ企画していただけると助かりますし、また柳井図書

館の方でも司書資格を持った方を採用していますが、市のパートの契約で５年しか勤務ができな

いということで５年経ったらもう資格を持っていようが仕事ができないそうなので、有資格者に

対してはもう少し考えてもらったり、近隣の図書館で評判のいい図書館なんかはやはりこう主の

ようなあの人に聞けば何でも分かるというような司書の方がいてその方の下いろいろ図書活動さ

れていたりしますので、そういう人を作るというのも一考かと思います。また最近第５次学校図

書館図書整備等５か年計画というのが国の方で出まして地方財政措置が確定しました。これには
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学校図書館の図書標準の達成や計画的な図書の更新、図書館への新聞配置、学校司書の配置拡充

など項目が上がっているのですけれども、これは地方交付税でおりてきますので出来ることなら

ば目的通りに使っていただけるとまた図書館も活性化するのではないかなと思っています。以上

です。有難うございます。 

○井原市長 

有難うございました。それでは委員の方からご意見ご質疑沢山あると思いますのでどなたから

でもお願いいたします。 

○西原委員 

ただ今、河岡さんには図書館司書としての責任と情熱を持ってお話をいただきまして大変有難

うございました。私、読解力といいますか理解力が余りございませんので中身をきちんと整理で

きないのですけれど、図書館司書ですか、司書のミッションはやはり一言でいえば先ほど例えて

言われました様に、本の良い味を捻出していくということではないかなと思います。そういうこ

とを工夫して読書ユーザーと言いますか、本を読みたいという人たちのためにアドバイスとかそ

ういったことを与えてよりインパクトある図書活動を行うそういう立場・ポジションではないか

なということを感じましたので今後ともしっかりと頑張っていただいたらというふうに思います。

それともう一点、ちょっと個人的に角度を変えて見た時に冒頭にも言われましたけれども、本は

人の心を育て豊かにするとかあるいは疑似体験ができるとかそういったことを言われましたけれ

ど確かにそうだというふうに思います。個人的には私、テレビも余り見ないのですが読書の方も

余りする方ではないです。というのは物理的に時間が無いということも言えるかと思うのですけ

れど専門誌などは必要に応じて読むのですがそれも斜め読みということになるのですけれど本を

読むということはある意味自分を知る自己を知るということにもなるのではないかなというふう

に思います。古来から自己を知るということは非常に不可能と言いますか難題であってやはり自

己自分を知るということは永遠のテーマであると言われているわけです。従って本を読んでいろ

んなことを感じる、歴史書などは特にそうだと思うのですけれどイデオロギー的なものではなく

て、例えば織田信長であれば信長公記ですか１５、６巻くらいあって全部は読んでないのですが、

そういったものを読んで織田信長をどう思うか、自分の感受性と言いますか共感を得ることがあ

るのであれば自分の人生観はそうであるとかですね。あるいはまた坂本竜馬とか高杉晋作とかそ

ういった人たち、高杉晋作は一寸先の夢を見ずに、一寸先は闇だという感じで今日を生きてこら

れた方であるわけなのですけれど、一方、坂本竜馬はその逆で遠くをずっと見ながら生きてきた

ということで、それで良い悪いとかあるいは評価するとかいうのではなくて自分がどのように共

感していくかという人生観、そういったことが少しでも自分が見えてくる自己の理解ができてく

るということが言えるのではないかなというふうに思っております。読むことがきっかけになる、

本というのは非常に感化力があるのではないかなと思っています。本の力といいますか最近言わ

れているのは情報リテラシーですかそういった情報の活用能力といいますかそういったものを養

っていける一つのツールではないかなと思っていますので、学校の図書室とかあるいは図書館そ

れから司書の皆さん方も一体になって取り組んでいきたいなというふうに思っております。 

○井原市長 

ちょっと司会進行なので整理をさせていただくとやはり先ほどからの委員さんお二人のお話を

お聴きすると学校図書館の司書さんとかまた現場にいろいろなニーズがあるということが浮かび
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上がってくるのですけれども、一つ読書離れとか若者の読解力低下とかありますがこれは現実い

つなぜ起きていて今の柳井市内の学校の実態というのはどういうふうに教育委員会としては認識

しているのか。やはり読書離れ、ちょっと私の経験を申し上げますと中学校なんかに行ってもい

きなりこう朝読書の時間が始まったりして私はああいうのはびっくりしたのですけれども、そう

いう意味でいろいろな取組はしていてその成果も含めて現状はどういうふうに理解すればいいの

かというのをちょっとこう教えていただければと思います。 

○桑原教育長 

小学校はかなり本を読むようになっているのではないかなとは思っています。特に柳井小は計

画的に読み聞かせしたりかなりあそこの図書館を活用して読書活動を進めていらしゃいますし、

柳井小と比べたら他の学校がちょっともう一歩なのかなと。山中さんという司書がついていらっ

しゃいますから整理もうまくできてますし本の数も多いしということでかなり成果を上げている

と思いますが、中学校に上がると多分かなり減ってくると思います。私も校長でいる時にかなり

力を入れてＰＴＡで来ていただいて多分河岡さんが３代目か４代目くらいになられるのですがＰ

ＴＡ会費でちょこちょこ入れて整理したりとかやってきたのですがやはり時間が多分無いからで

私が死守したのは朝は読書しかしない、学校によっては朝学をやったり勉強したりするのですが

もうこれをはずすと中学生は本を読まなくなるのでそこを呼び水としてということですが多分そ

れから読書力は上がっていないように思います。 

○井原市長 

一番大事なのは小学校の頃にしっかりそういう習慣を身に付けて中学校ではちょっと忙しくな

っても高校、大学とか社会人になってもそういう習慣が身に付いているといろいろなこの読書を

通じた身に付くものがあるのでしょうけれども、結局は小学校の時だけはよくても意味が無いで

すよね。生涯を通じてどうなっているかという土台は柳井市において醸成されるというか作られ

るわけですから、そこは小学校で一生懸命取り組んだことが今のある意味若い方々がしっかりと、

私の経験ばかり言ってもなんですが、あの頃のあれがあったから今も読んでますよみたいなこと

も含めてみないとひたすら今の子どもたちだけに言ってもそれがどういうことに繋がってるかと

いうことが全然見えてこない。それでひたすらこうなかなか人が足りないとか予算も足りないと

かそういうことに終始しているのではなくて柳井市がそうは言っても長年取り組んできたものが

どういうふうにその後の子どもが大人になっていってそこに結び付いているかというところはな

かなか把握しきれないでしょうがどうなのでしょうか。 

○桑原教育長 

例えば学校図書司書がそういうのはなしにただ予算で付けてくれ付けてくれということは無い

と思います。学校の図書の整理と学校図書の推進は教員では無理です。今の働き方ではもう余裕

が無い。基本的に午前中で授業を切るとか５校時で授業を切ってとかいうことがあればこれは文

科省のことなのですが今の多忙化の中で教員がゆっくり図書室にいて何かするということは土、

日とかでないと多分難しいので、そういう意味では学校図書司書の方がいって整理して新しい本

を入れたり読み易いようにしたりいろいろな活動をしていただくというのは非常に重要だとは思

っています。もう一つは余り長くなってもあれですが部活動のあり方ですね。文科省からの通知

が多分県からは来ないのですが週１回は休めという通知がもう出されてますので１月６日付で、

まあできるだけということで今中学校校長会に投げかけています、どのくらい程度休むか。今日
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の読売新聞でしたか全国強豪校サッカーとか野球とかもこれだけ休んでいるというのが一覧で出

てましたのでちょっとその辺は中学校長会には自分たちで実態を把握して検討してくださいとい

うことは投げかけています。毎週休むというのは試合があって無理なのですがやはり子どもたち

にも余裕を作ってやるということも、毎週朝練はある昼連はある土日はほとんど練習試合だった

らもう読む気力は無いと思います。そういう子は一部ですがそこの実態をちょっともう１回把握

して中学生にもう少しこう本を読むような時間とそういう発想をできるようなことも一緒に考え

ていかないといけないかなとは思っています。 

○原田委員 

先ほどの河岡さんの話の中で小学校に入るまでに読書の習慣を付けるというお話がちょっとあ

ったかと思います。ブックスタートですか、１歳半の子どもに保健婦さんが絵本をプレゼントす

る。やはり「三つ子の魂百まで」と言いますし、今やはり幼児教育の大事さというのはすごくあ

ると思います。やはり小学校に上がるまでにお母さんが子どもと一緒にあるいはお父さんが一緒

に本を読んで聞かしてあげるということで子どもが本を好きになっていく。それで小学校に入っ

ても本を読む習慣が身に付いていけばそれが先ほどの河岡さんの話にあったように人の心を育て

て豊かにして、本を沢山読んだ子は人間関係力、社会性も身に付く。読解力とか理解力とか表現

力とかコミュニケーション能力が付くということで、今はなかなか幼保小中連携と言ってますけ

れども現実なかなかひとり親世帯というのも増えてますし、忙しくて子どもに本を読んであげる

時間も無い親が多いというのも現実にあると思うのですが、何かそういうところで行政としての

バックアップとかできないものかなというのをちょっと今先ほど話を聞きながら思いました。 

○桑原教育長 

２歳児健診とか３歳児健診に来たら絵本をあげるとかいうのは多分いろいろな自治体でもやっ

ているところはあるとは思います。 

○井原市長 

保育園とか幼稚園の話になるのかもしれませんけれど、結構なにか絵本を読みますよね。 

○桑原教育長 

読みます。教科書を読むのと絵本を読むことは一緒なので。 

○井原市長 

昔絵本をそんなに読んでましたかね。 

○桑原教育長 

園によって絵本の蔵書は多分かなり違うと思います、力の入れようが。 

○井原市長 

読書離れと言いながら多分今この場にいらっしゃる方々は昔絵本を読んでいたという記憶は…。 

○桑原教育長 

読書離れというのはちょっと、私は自分を振り返ってみたらあまり読まなかったので、市長さ

んは読まれていたから読書離れが本当に実態としてあるから、今の子の方が沢山読むのではない

かという感じは個人的にはしています。 

○井原市長 

結局はその幼稚園の頃から本を読んで読み聞かせとかもやってということで言うと本当は読書

離れではなくて要するに中学校になって急に離れていくというそっちの方が問題で、今あったよ



 10 

うに部活動の多忙感とかそういうことで言うと逆に今の時点でなかなかはっきりとしたことはい

えないでしょうけども休みになるのですか市内の中学校は。 

○桑原教育長 

今自主校長会でお話を１回してくださいとは言ってますので、来年とーんと休みにするという

ように出す予定は今のところありません。自主的にまあ休んでくださいとは言ってますから、ど

ういう形で話し合われるかまた見ながらある程度線は出さないといけないかなとは思っています

けど必ず休めとかいうのはなかなか。各市町の実態もそうだと思います。必ず休めとか必ず１週

間に１回休まなければいけないとかそういうのを出しているところは余りまだないと思います。

山口県では防府が流していますけれど。 

○井原市長 

仮に部活等は休んで読書しなさい、で読書をちゃんとしてくれるみたいなそんな単純な話では

なくて本当は読書習慣というよりも面白いから読むわけですよね。先生に言われるから読むわけ

でもなくて親からというよりものめり込むようにこう中学生になっても徹夜してでも面白いもの

は朝方まで読みふけるみたいなそういうのが本当は大事なんじゃないかなと思います。 

○桑原教育長 

そうですね。私はもう一つ大事なのは大人が子どもが読む本だという定義を決めちゃって、こ

の本を読めとかいう文科省推薦のような本をばあーと揃えると図書嫌いになる子はいるのではな

いか。それだから俗な本を置けという意味ではなくて子どもたちで選ばせて子どもたちがという

面も出してくださいとは言ってはいるのですが、そういうのも一緒に入れて子どもたちが一緒に

読書、本というものに愛着を持っていくような活動を併せて一緒にしないと、私はちょっと大人

がこの本を読んだら君らはお利口さんになるというのを押しつけしすぎるのではないかという感

じは持っています。 

○井原市長 

本当純粋に本は面白いというところ、そこのお手伝いをその学校図書館なりでしてあげるとな

にか習慣とか読書嫌いを解消するとか、ちょっとこうそうじゃないのではないかなと私もこの際

考えると思います。 

○桑原教育長 

それとやはりある学者さんは「小学校 4 年から大人の本は読める」と言ってまして、あまりに

も子ども子ども扱いして太い字の小学生レベルの本ばかり揃えるというのはいかがなものかとい

う学者さんもおられます。もう４年以降は大人が読むような本は十分読めるし読んでもいいので、

そこを学校図書館がどう考えていくかということもひとつ課題とは捉えています。 

○原田委員 

江戸川乱歩とかは今学校図書館にありますか。 

○河岡委員 

小学校にはあると思います。 

○原田委員 

わりと小学校の頃はよく読んだように思います。 

○西原委員 

本を購入するにあたって、今教育長が言われたように子どもの興味があるようなあるいは読み
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たいような本を選定するのが一番いいと思うのですけれど、現状は本の購入にあたっての選定、

選択というのはどのあたりでされているのですか。 

○桑原教育長 

できるだけ子どもと一緒に選んでくださいということは言ってます。やっている学校もありま

す。柳井中はどうですか、やってないですか。 

○河岡委員 

やってないですが子どもからのリクエストは聞きます。でもリクエストの大半はちょっと購入

にはどうかなという本が多いですけれども。携帯小説とかライトノベルは大半がちょっとどうか

なと思います。ただ昔ながらの名作というのも子どもたちが読まないので、だからこう情報をと

にかく張りめぐらせて図書室に入れてもおかしくない本で子どもたちが興味があるような本とい

うのを購入します。子どもたちも喜んで読んでいます。 

○西原委員 

例えばアンケートを取るとかそういったことはないのですか。 

○河岡委員 

考えなくはなかったのですけれどリクエストを取った時に半分ぐらいが購入にはちょっと厳し

いというような本を書いてきたので、アンケートを取るとほとんど買ってくれないじゃないかと

いうことになるのであまりこう積極的にリクエストは逆に取らないで、子どもたちからこの本無

いですかとか買ってくださいと言われた時にはじゃあちょっと検討してみていいようだったら入

れさせてもらうねというふうな対応を取っています。 

○西原委員 

なるほど、逆効果になるわけですね。調査をするけれど結果が出ないということですね。 

○厚坊委員 

河岡さんがまだ図書司書になっておられない時でしたが彼女という存在がおられるから私が柳

井中学校長の時に図書館司書として是非来てくださいと、それで市の予算が無いからＰＴＡ総会

でＰＴＡ会費で少ないお金ですけど雇って子どもたちに図書のことをお願いするということで、

教員でもいろいろな方でもそうだと思うのですが司書を雇えばいいというよりもその人がどれだ

け本とか図書にやりがいとか信念を持っておられるかというのが非常に大事だと思います。柳井

中学校の図書館などは子どもからのリクエストもあると思うのですけど、河岡さんがいろいろ展

示を考えられて、読む前にこの本はこういう本ですよとかいわゆるそういう宣伝ではないですけ

れど子どもたちはそれを見てこの本を読んでみようかとか私も河岡さんにリクエストしたことが

あるのですけれどちゃんとそれを買っていただいたりとかいうこともありましたし、是非そうい

う人がおられれば私はボランティアでもやってくださる方はいっぱいいるのだろうとは思うので

すけれども、やはり仕事としてお願いするには賃金のことも考えなければいけないなということ

で市に無理は言いませんから保護者の方に無理を言って子どもたちに還元することだからという

ことでお願いしました。それと先ほどから本離れというのもあると思うのですが桑原教育長も校

長先生とかやってこられたと思うのですが朝読書ですね、朝読書をするということで全員が本を

読むようになるということもあるかとも思うのですけれど、一つは朝からそれまで朝学といって

問題を解いたりなんかやっていたのですけれど、できない子にとってはそれは非常に苦痛な時間

なんですね。だけど本を読むということはできるできないじゃなくて自分の好きな本をもって読
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むのですから非常に朝から読書をすると心が落ち着いて一日いい時間がスタートできるという狙

いが一つありました。それと全員が読まなくてもそういう呼び水をすることによってだんだん１

５分か２０分くらいですけど読んでいると次も読みたいなというのが子どもの中に出てくると思

います。ただ忙しい子についてはその時間にしか読めないかもしれませんけど時間に余裕がある

子はついでに読んでみようとか次図書館で借りてみようとか、だから全員全員と言うよりもでき

るだけそういう機会を学校が少しでも時間を作って子どもたちに少しずつでもいいからだんだん

本を読んでもらうという形を作っていくというのは大変学校経営においては重要だったかなとい

うふうには思っています。 

○桑原教育長 

一応来年度は教育委員会として読書活動の推進に力を入れていきたいと思っていますが、今案

としては６点くらい考えています。一つは各校の読書活動を充実すること。先ほど校長が図書館

長と言われましたとおり校長中心に各校の読書活動をどう充実するかということを考えていただ

くということが一つ。長文読解、長文をどういうふうに子どもたちに提供してそれを読み取らす

かという、これは国語の先生を中心に小学校は違うのですがこれが２番目。３番目は図書館の活

用でビブリオバトル、柳井中なんかもやってますし先ほどのブックトークとかそういうことをや

りながら進める。４番目は学校の担当司書です。教員の司書と河岡さんのような学校図書司書の

合同研修会もやって教員の司書にもうちょっと本気になっていただくという研修会をやろうと思

っています。５番目は柳井小で幼児対象とした読み聞かせをちょっと企画したいとは思っていま

す。何回できるか、最低でも２回はやってみてとは思っています。６番目は余田小学校が来年度

の夏以降にできますので、余田小をモデル校として図書館が地域との連携の場になるのであそこ

を地域でどういう活用をしていくか学校でどういう活用をしていくかということを一つのモデル

校として進めたい。あとは先ほど公共図書館の中央センターとしての公共の図書館と学校の図書

館との機能をどういうふうにまとめていくかというこれが課題ではあるのですがこの辺はまだま

だいろいろな課題が山積していますので少しずつ近づけていきたいなと思っています。そういう

ことに力を入れて来年は読書活動に力を入れるつもりではあります。 

○井原市長 

これは注文ではないですけども、あまり力を入れ過ぎてなにか子どもたちが読まされてる感は

無い方がいいのではないかなと。本当自然に先ほどから申し上げるようにいろいろな機会を通じ

て本を好きだったらもう勝手でいいかなと、その辺を含めるともっと言うと家庭でも親御さんが

図書館だけでなくて本屋さんも沢山あるわけですから是非これ買っていいよとかそういう理解も

当然ないといけないでしょうし、そういう意味で自然にあまりこう面倒くさく言うというもので

はそもそもないのかなと。 

○桑原教育長 

環境を作っていくということです。先ほど河岡さんも言われましたが企業が読解力が不足する

ので読書感想文を書かすというのはこれはもう仕事としてやられているので、大体昔から国語の

先生が本を読んで夏休みとかに読書感想文をさせるから子どもが嫌いになるというのが割と言わ

れていましたので読書感想文を書かないといけないので読むという本末転倒になっていて、あの

辺のこともずっと問題視はされてはいたのですが。 

○井原市長 
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ちなみに今も読書感想文はあるのですか。 

○桑原教育長 

夏休みですね。中学校は国語の先生が出されます。 

○西原委員 

企業の場合は全部読書をしていなければダメという訳でもなくてやはり応用がいかにきくか、

柔軟性というかフレキシビリティがどれだけあるかというところが評価の一つのポイントになる

わけですね。それとネゴシエーション能力といいますかやはり社会に出て折衝力あるいは交渉力

とか説明力とかそういったことの能力を評価されますので、文書をしっかり読めばいいというこ

とでもないし文書嫌いの人も確かにおります。会社の中にもですね。それではそれをどうしてカ

バーしていくかと言うと人との付き合い、より多くの人との情報交換をするということが、本を

読むのと同じくらいかどうかは分かりませんが対応できるような力が付いていくということが言

えますので社内教育あるいは社内研修をしっかりしているところです。 

○桑原教育長 

本を好きになることが一番大事と思います。 

○原田委員 

武田薬品さんのような一流企業だと一定レベル以上の社員しか入らないですが中小零細の場合

は一定レベル以下の人が入ってきますので、やはり基本的に読み書き算盤くらいできてないと困

るなという人もやはりおります、基礎、基本というか。基本的なやはり理解力と言うのが無いと

なかなか仕事が覚えられないという人が現実にはいっぱいおられます。 

○西原委員 

まあでも知識力よりは人間性と言いますか人物を評価していったら広がっていくのではないで

すかね。 

○原田委員 

まあ人物と能力というのはやはりある程度必要ですよね。一定レベルはですね。 

○桑原教育長 

基本的に柳井の子は本は好きではないかなと思っていますけれど。どの学校もかなり本気でや

ってはおられるので。課題は多いと思いますけれど。 

○井原市長 

難しいですね。本を嫌いだからその子はダメなのかと言うとそうではないですし。できれば本

を読むと先ほどからいうようにやはりこう感性というかそれだけ物事に触れられるよというそこ

がどう伝えられるかですよね。 

○桑原教育長 

どういう本を読むかというのもそうですね。個人がどう選択させるかというのも先ほど申した

ように大人が読めといって提供しているということがどうなのかということはなかなか難しいこ

となので、公共のお金で税金を使って子どもに読ませるのでやはりかなり制限していかなければ

いけないのでしょうけれど。 

○厚坊委員 

以前に図書費がだいぶ削られる時代があって、市長さんになられる前の時ですね。市長さんに

なられてだいぶ図書費が増えたと思うのですが、学校には例えば百科事典とか高い本があります。
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河岡さんも感じておられると思うのですが絶対見ないでしょう。なぜかというともう時代が全然

合わない。でも捨てられないし引いても時代遅れのことばっかりですし非常に図書と言うのはお

金が掛かるものでその時代時代に合ったものをどんどん購入していかないとなかなか難しい。そ

れは文学本だけでなくて職業なんかの本なんかももうどんどん新しい時代の職業とか入ってくる

から古いのを見るとこれはもう以前のとかですね。だからどうしてもお金というのは要るのだろ

うなということで今後もそこら辺はご理解いただいて行政の方もしっかり図書の大切さについて

はお願いできたらというふうに思っています。 

○井原市長 

そこはもちろんよく理解しています。ただこればかりは予算を増やせばそれでいいのかという

話ではなくて先ほどからの話ですけれども結局は子どもたちがどう本が好きになって読書を通じ

て本の力も借りながら人生を切り拓いていけるかというそういう本が好きな方には本でも出会い

があるというそういうふうにできれば本が好きになってほしいのでという思いは一緒でしょうか

ら予算を増やしてそれが実現するのならそんな簡単なことはないでしょうけれどやはり先ほどか

らの話ですと現場でいろいろな苦労をされながらいろいろな工夫をされながらやっておられると

いうところですよね。 

○河岡委員 

本と子どもたちをというか効率よく子どもたちにいい本を紹介できたりという面で本を購入す

るのも大事ですけれども橋渡しができる司書を置くというのも非常に重要です。 

○井原市長 

その司書もただ置くのではなくて河岡さんのような司書を置くというその辺も含めて考えると

いうやはりそこは現場でしかわからない感覚なので、こういうふうに結構機械的に予算を組むと

いうよりは本当にそれぞれで自由にやってもらえるような、もっというと自由にお金を現場で使

っていただくような仕組にした方が学校現場はより嬉しいのではないかなと思うのですけどね。

どうなのでしょう。完全に人数だけでこの数字がというものじゃないという話ですよね。 

○山中総務課長 

今言われるように、じゃあ小学校でうちの学校はこれだけ欲しいとかいうふうなのを取っても

結局その部分が本当に生かされているのかどうかというのは学校の方にお願いしないと配当でも

一緒なのですけど、予算は取った配当はした、けれど購入される中でどういうふうな利用のされ

方とか、いまちょっと河岡委員から私がやった時に購入はするけど整理ができていないという現

実もあるというのはお聞きはしております。ただじゃあそれで予算を配当しないかというとちょ

っとそういうわけにはいかないという部分がありますのでその辺ちょと痛し痒しといいますか、

まあどういうふうな予算配当をしたらいいのか、その利用、活用方法まで考えるべきだろうとは

思います。 

○井原市長 

あまりこう差を付けるというのではなくて、やはりより頑張りたいんだ、こういうふうにやり

たいというところを応援してあげられるような予算の組み方というのはこういう一律ではなくて

あるのではないかと。 

○山中総務課長 

それでは見てもらったら分かりますけど毎年同じ金額ではない。やはり蔵書が少ないところは
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それなりにちょっと手厚くしている部分もあったりします。その中で考慮して買われていると考

えております。 

○井原市長 

繰り返しますが蔵書が少ないところは増やせば解決するという話ではないのでやはりその現場

現場の声をしっかり聞いて、少々でこぼこになってもやはりやってみる、やっていく中でこう落

ち着くとこに落ち着いていくのではないですかね。 

○山中総務課長 

極端な話、今言われるようなとこはあるんですけれど、中には全く逆転して去年と予算が全く

違うという学校もあります。 

○井原市長 

そういうことで本当はいいのではないですか。 

○山中総務課長 

それもしています。それも考えて、言えば児童数は少ないですけれど予算は多いこともありま

す。 

○井原市長 

だったら特色のある学校づくりの予算がありますよね。あれと一緒にしてしまったらいいんじ

ゃないですかね。 

○桑原教育長 

ある程度の配当予算をまとめて、どういうふうに使ったかというのを報告していただいてどう

いう成果が上がったかを出してもらって、予算がこういう成果が上がったというのをきちんとこ

ちらが検証して次年度に向かうというような方法は考えられますよね。ただ渡したらみんな買う

というのではなくて。検討の余地はあると思います。 

○神田図書館長 

今の話ですが、各学校に図書を配りに回るので現地を見て思うことなのですが、人数が柳井小

のように大規模校と小さい学校とで随分違う。それで小さい学校の図書館を見ると非常に寂しい

です。柳井図書館、柳井中学校の充実ぶりは素晴らしいものがあると思います。あの格差という

のは歴然としたものがあるのは感じます。じゃあ予算を付けて小さい人数の学校の蔵書がみな増

やせるほど予算が付けられるかというとそれはおそらく無理だろうと思います。みな柳井小学校

みたいに各校するのが本当にいいのかというところはあると思います。じゃあどうやって解決す

るか。子どもたちの格差があるのは私はもう本当に感じます。だから小規模の学校の生徒たちに

やはり柳井小学校の充実した、こんな本があるんだ、こんな本もあるのというようなのは見せる

機会は与えてあげるべきと思います。よく図書館に社会見学の時間を使って見学に各校こられま

す。やはり私が思うのはそういう機会を年に１回とかではなしに、それを柳井小学校の図書を子

どもたちに見せる機会を増やしてやるようなそういうなんかこう機会を作ってやることによって

蔵書数の格差をうまく解消する。他の学校には借りにいけない、土日は学校が閉まっているわけ

ですから。そういう時にこそ公共図書館に、いっぱい子ども向けの本が大畠にもあります充実し

ていますので、そこにじゃあ借りに行ってねというふうに子どもたちを誘導してあげるようなや

はり仕組作りというか、それをしないと各校にみな予算をとにかく付けるというのは本当それは

もう無理な話ですし小人数の学校にものすごい柳井図書館のようなものがあるのもまたこれもい
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かがなものかと効率的にはどうなのという話になると思うので、その辺りはやはり工夫を知恵を

やはりここで働かせるそういう仕組作り。足が無い、それと授業時間の中で行こうとすると実質

の移動時間が無いとよく言われます。そこを２時間とってなんとか子どもたちに本があることを

まず見せてやるような機会を作るのも必要かなと思った次第です。 

○井原市長 

ちなみに今の管理していらっしゃる図書館は小中学生の使用というのはどのくらいあるのです

か。 

○神田図書館長 

やはり幼児の方が多いです。 

○井原市長 

幼児の方が多い、絵本の方が多いというのは、絶対数が幼児の方の利用者が多いということで

すか。 

○神田図書館長 

やはり小学生くらいになりますともうある程度好きな子とそうでない子がおそらくこう別れて

いるのじゃないかと思うんですね。好きな子はやはり親御さんと一緒に来て結構借りていくんで

すよ。それが皆がそんな子ばっかりだといいのですがやはり来ない子は全く来ないんだろうなと

思いながら見ています。だから今の皆さんの議論というのがいかにそういう読書好きを増やすか

というご苦労ですから本当そこはやはり大事なポイントだと思います。 

○井原市長 

小学生の利用者は一定はいるのですか。 

○神田図書館長 

それはもうやはりそれも親御さんと一緒に、低学年は親が連れて来られないと。 

○井原市長 

中学生はあまりいないですか。 

○神田図書館長 

中学生くらいになると勉強しに来る子になっちゃいますね。それとそんなにいっぱいは来てく

れている、借りてくれているというイメージは無いです。それは大人にも言えるのですけど、も

う固定客がやはり多いというか読書好きの方が来られるという状況です。だから利用者数が減っ

ているのですがそれをいかに増やすかというのでまあ雑誌を置いてみたり、こう軽い…まあ雑誌

が一番人を呼ぶのにはいいようで入れてますけど、まあ一番頭を使うところです。 

○西原委員 

先日あそこの視聴覚室で講演しましたので図書館にちょっと寄ってみたのですが、中高校生が

非常に多かったですね。あそこの机でしっかりと勉強しておりました。全部埋まっておりました。

ただ一人ほど大変お疲れの様子の方もおられましたけれど。それと子どもさん連れの方もおられ

ましてまあ充実しているかなという見方で見たのですが。一方柳井市には大畠図書館もあります

よね。それで大畠図書館はコーナー、特に月性コーナーとか特色を持った形でカードの発行とか、

先ほど言われたいろいろな工夫をしながら活性化されておりますが、そういったことも必要かな

というふうに思いました。それで先ほど河岡さんのお話の中で下松の図書館のことを言われまし

て早くも百万人突破したとのことですが、それだけ新しいということもあるかと思うのですが、
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中身の充実性ということとやはり魅力があるのではないかなと思っています。やはり魅力という

のは最大の武器になってきますね。 

○桑原教育長 

下松は立派過ぎます。総合学習支援センターで会議室もいっぱいありますしお茶も飲めますし

それはもうちょっとレベルが違って、あんな図書館は大きなところでないとできません。生涯学

習センターと会議室と一緒に全部してありますから。それもこんな斜めみたいな形ですごく立派

な、その中の１階に図書館があって。岩国も立派ですけどね。大きな図書館で今改修してますよ

ね。また改修したら多分もっと立派になるとは思いますが、あそこも。 

○西原委員 

それとちょっと具体的にはよく分からないのですが電子図書ですかね、ああいったいわゆるハ

イテク的な部分というのはどうなのですか、実態として。 

○河岡委員 

公共図書館としては下松はやっていますけれど、他はまだそんなに始めていないと思います。 

○桑原教育長 

あれ止めた方がいいですよ。目がすこぶる悪くなります。あれを子どもに読ませていたら皆早

いうちに近視になって、そのうち子どもが早く遠視になりますね。私も時々細かいので見ている

とこう、それでこの間もう止めました、ソフトをカットしました。もうこれは目がとんでもない

ことになる、多分白内障に早くなるなと思いましたけれど。あれ絶対目が悪くなりますね。 

○西原委員 

図書館に視聴覚コーナーというか両方ともありますよね、映像とか。あの利用というのはどう

ですか。 

○神田図書館長 

まあやはり映像、ＤＶＤを見られている利用が一番多いですね。モニターがありますからね、

それを貸し出すのですが。まああるものを見ていただくわけですから。図書の方の予算もそんな

にもう多いわけではないので、視聴覚の方まで持っていくというのはなかなかえらい状況です。

むしろ図書を充実させたいという思いでやっています。 

○厚坊委員 

今、司書は何校にあるのですか。 

○桑原教育長 

司書は河岡さんを入れたら５人ですか。１人増やしたいという希望は出しています。 

○河岡委員 

５人ですけれど、私と山中先生は専任ですけれど後は７校を３人で週に１回４時間だけです。 

○厚坊委員 

司書さんの予算取りのことで学校の相違というのも同じ条件にしてあげないと司書がいる学校

といない学校では当然その辺の計画とかがあれですから、そこら辺が整ってそういう特色ある学

校づくりというのがあると面白いと言ったらいけないけどより付けやすいかなと思いました。 

○河岡委員 

最低週２くらいは行かないと、週１で４時間ではあんまり意味が無いのが本当のところです。 

○西原委員 
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雇用というか５年間と言われましたよね。 

○河岡委員 

司書はまだ始まったばかりなので分からないのですけれど、公共図書館のパートは資格を有す

る人という限定なのですけれども一般の市のパートさんと同じ扱いで５年になったらもう働けな

い。それで結局柳井市にもそうやっていくと司書がいなくなって結局他市から人を雇っていると

いうなんか逆転現象が起こっている。募集してもいらっしゃらないのであれば５年じゃなく再度

もう１回雇用してもいいのではないかと私は思うのですけれども。 

○山中総務課長 

弾力的な運用で候補がいないところは切れてしまうので延長するというのはできるようにして

います。 

○神田図書館長 

募集はかけていますので、いらしたらせっかくいい方でも５年で終わっちゃうという状況です。

司書資格は必要ということでお願いしています。 

○井原市長 

現状は５年を超えても、募集していらっしゃらなければその方は延長して雇用しているという

ことで、変えましたよね、そのように。 

○山中総務課長 

そこは他の部署でも専門的な分野についてはあります。 

○西原委員 

先ほど館長さんが言われた、例えば柳井小学校の図書室を見てもらうというそういった機会も

非常に大切だと思いますし、オープンにするということは大変よいことだと思うわけなのですけ

れど、ちょっと認識不足で申し訳ないのですが、本そのものを小学校で１１校ありますけれどそ

の本のローテーションと言いますか交換と言いますか、そういったことはどうですか。 

○河岡委員 

それはないです。 

○桑原教育長 

そういったことはできません。それはそれ専任の人が付いてないと。ここにこんな本がある、

こんな本がある、じゃあこれとこれはどうローテーションするか、で運ぶでしょ。今、市立図書

館が学校で希望があったら持って行かれているのですが、そういう車を１台、専用の車を買って

そういう人が専任で付いてパソコンでこうどこにどんな本があるかというのが一覧で出て、学校

でこんな本があるからこれ貸してくださいと言ったらじゃあ持っていきます、といったシステム

を作らないといけない。それをやったらできます。 

○西原委員 

それがやはり今後の課題でもあるし工夫ですよね。 

○桑原教育長 

昔それをやる時に図書館の検索システムをＬＡＮにつないで公立図書館と学校とでやりたいと

いうことを考えましたが、もうゼロが二つくらい桁が違う予算が掛かるのでダメでした。学校の

パソコンの中に入っていますけれど、１回やったけど多分そのままお蔵入りになっていますから、

それをＬＡＮにつないでどこかで検索できないと意味が無いので。柳井小にこんな本があるとい
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うのがパッとネットワークにつなげたらそういうことができる可能性がありますけど、それは相

当予算がいります。現実的に無理です。 

○西原委員 

やはり時代の流れとして、いろいろな共有をしながら、そういうシステムがあるのですから、

イニシャルコストは掛かるかもわからないけれどランニングコストとか全体的な共有とかそうい

ったものもやはりしっかり考え、工夫していく時代ではないかなと思います。できないのではな

く改善やチャレンジと言うスタンスの問題ですね。 

○桑原教育長 

買い切りではなくソフトなので毎年相当なお金をその会社に払うような契約に多分なるのでち

ょっと実現はかなり難しい状況ではあります。 

○原田委員 

クラウド上にそういうパッケージソフトとかなにかありそうですね、今の時代だったら。 

○桑原教育長 

もし安いのを入れたら人がそれを打ち込んでやるまで相当時間が掛かります。人が打ち込まな

いといけなくなるので。 

○西原委員 

ある程度のスパンは仕方ないにしても考える必要はあると思いますね。 

○河岡委員 

今人が、司書同士で連絡を取り合って、うちにこういう本があるからじゃあ貸しますとなって、

それで司書が取りに来て司書が自分の車に積み込んで学校に持っていくということを司書同士で

はやっています。 

○桑原教育長 

その方が現実的ではあります。ＬＡＮを結んでやっても億くらい最終的には掛かるくらいの予

算を掛けて、じゃあどれくらいの成果があってどういう活用をしているのかと言われるとなかな

かですね。それで今度はそれをやる人を付けなければいけませんが学校の先生にやれというのは

無理なのでとかいろいろなことがあって、１回なにかやったんですが多分ゼロが二つくらいもう

違うのでちょっと無理でした。現実的には多分相当なお金が、ソフトが高いです、要するに。毎

年ソフトに多分払うようになる。 

○原田委員 

そういうのが今はもうどんどん下がって来てますからね。 

○桑原教育長 

例えば学校ではなくて公共図書館の中ではできますよ。それを学校で皆ＬＡＮで結ぶとかいう

ことになったら相当掛かりますよね。そこまでいくまでにまず学校図書司書を全学校に付けると

いうのが優先とは思ってますけど。 

○西原委員 

それも大切ですが並行してやはり、工夫しながら充実していくというそういう努力が無いと困

った困ったでは解決はしないと思います。 

○桑原教育長 

それは先ほど言われた読書活動推進計画を作って、その中で年次計画で例えば５年後１０年後
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にそういうこともとかいうのを計画立ててやるということは、そういう流れの中で総合的な計画

を立てた中でやるということは可能かも分かりませんが。 

○西原委員 

だからそういうビジョンを立てて中期計画の中で予算化していくという努力や検討することが

大切なことです。企業ではそういうことはどんどん推進していっているのですけれど、まあ不可

能ではないと思いますね。 

○桑原教育長 

予算の問題だけではないですけれど、それと費用対効果ですね。それをいかに活用するか、や

れば活用しないといけませんので。だからそうなると前に検討したのは学校に一人そういう専任

の人が付かないと多分それを活用となるとなかなか難しいので、そういうことを総合的にやると

いうことは総合計画の中でやっていくということで、かなり現時点ではハードルが高い。でもそ

こまでやっているところは無いと思いますけど。学校とネットワークを作ってやっているところ

はあまり無い。 

○西原委員 

それを柳井から発信したらどうですかね、少しずつでも。 

○桑原教育長 

現時点では無理です。まずは学校司書からです。 

○井原市長 

いろいろなお話をいただいて柳井から発信というのもありましたけれど、基本的にＩＣＴはま

だまだあまりにもお金が掛かる、維持管理も含めて非常に私たち苦しんでいる部分がありますの

で、そこはそことして、ただ今日せっかくこういう場がありましたから学校図書、学校司書をど

ういうふうな体制に工夫してできるかというところはしっかり教育委員会内部で、どこかとどこ

かを集約してそこに持ってくるというところも今までどおりじゃなくてですね、そこはまずはや

ってみる、取り組んでみるというところはこういう場での意見に対して答えていく。それはまた

結果を見てこう、というところで言うとちゃんと意味を持たせるためにはそこはちょっとこう部

長、課長の方で今後どうできるかをお願いします。 

それでは、その他ということで何かありますか。 

○山中教育総務課長 

今年度はこの回で終わりということになると思います。新年度からまた今のこの図書問題も含

めて、いろいろ新年度になったら顔ぶれも変わるとは思うのですが回数も増やせるようにして時

間も十分とってお話ができたらと思っております。 

○井原市長 

 本年度最後ということで、私の任期も３月２６日ということで、この総合教育会議今日は何回

目か分かりませんが、毎回毎回こうして非常に活発にいろいろなご議論をしていただいて、また

直接現場も経験された方また民間でいろいろなことを経験されている方々が同じ思いでいろいろ

なお話をいただけるという意味では、非常に仕組としてはこれも国からやるようにということで

はありますけれど非常にいい取組じゃないかなというふうに思います。いずれにしても本日を含

めて大変皆様にはお世話になりました。有難うございました。 

○河村教育部長 
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 ご起立願います。一同「ご礼」。 


