
14

・新図書館基本計画策定委員会
・森下田原町図書館長講演会
・広がる子供達への読み聞かせの輪
・図書館開館時間アンケート

岡崎図書館を

       考える会
より良い図書館を目指して
より身近な図書館を目指して

2 月
No.5

発行：事務局
（0564-25-1595）加藤 http://home1.catvmics.ne.jp/~pp-katoh/

会員のリレートーク今回は山田　尚さんです

情報を伝達するメディアの世界は、今　
恐ろしい速さで変容している。
　人類は、コミュニケーションのための
メディア（情報を伝達するためのシステ
ム -情報の表現と伝達と手段・手法な
ど）を行って一般的動物とは異なった進
化を遂げてきた。
　キーワード風に言えば、「デジタル化」
「ネットワーク化」「新文明化」が考えら
れる。「本」を情報伝達の手段とする図
書館も、恐ろしい速さで変容を迫られて
いるかもしれないと思う。
　情報を伝達する手段であるメディア
は、言語・壁画から、文字・活字（本・
新聞・雑誌など）の時代を経て、電信・
電話・映画・無線通信。そしてラジオ・
テレビの時代から、コンピューターを利
用するインターネットの中に入り、ネッ
トワークを通して、誰でも自由に利用で
きる時代がくるかも知れない、
　いろいろな問題（著作権など）がある

「図書館の未来を考える」
山田　尚

にしても、本の中味である情報がデジタ
ル化されて、インターネットというネッ
トワークを通じて、世界中、どこからで
も、誰でも、自由に情報が入手できる時
代が目前である。インターネット蔵書検
索システムは既に運用が開始されている
という。本の中味もオンラインで自由に
利用できる時代がくると考える。
　本の中味まで自由に入手できるとなる
と、図書館とは一体どうなるのであろう
か？
　人と人のコミュニケーションによる相
互理解が必要であると考える。図書館
が、情報入手の場から、人と人のコミュ
ニケーションの場であってもよいのでは
ないだろうか。現実に、高齢者は毎日が
日曜日で行くところがない。図書館に行
けば、いろいろな情報と共に、いろいろ
な人と逢える楽しい場であってほしいと
思うのは、筆者の夢であるのかもしれな
い。

新図書館基本計画策定委員会

　岡崎市は新図書館建設に向けての基本計画
案の着手に入るため「新図書館基本計画策定
委員会」第１回目の会合を2月17日に開く。
昨年7月「新図書館を考える市民会議」が岡
崎新図書館の基本コンセプトや新図書館の全
体像をまとめた「提言書」を市長に提出、そ
れを受けて、本委員会は、より踏み込んだ新
図書館の骨格案作りに入ることとなる。任期
は来年3月まで、開会数は未定。
　本委員会は担当行政、学識者、社会教育関
係、市民公募など約15名程度のものとなる見
込み。図書館利用団体として岡崎図書館を考
える会が参加し、1月の例会ではその代表者
を選出した。

学識者には本会がかねてから推薦してきた小
川俊彦氏を迎えるに至った。
　思えば昨年の春、同氏を迎えて初めての講
演会に100名を超える聴講者を目の前にした

とき、一般市民の図書館に寄せる期待と、図
書館作りへの市民参画の可能性が感じられた。
さらに、夏に同氏を囲み関係者との座談会を
催すなど親睦を深めた。この会が蒔いた種が
1年後には「新図書館基本計画策定委員」と
して迎えることができたことに感慨深いもの
がある。

森下田原町図書館長講演会
　「図書館の誕生に立ち会う」

　昨年夏開館した田原町図書館　館長森下芳則
氏の講演会を行う。
森下氏は日野図書館から赴任、館内職員15名
全て司書というプロフェッショナル集団。新図
書館が計画され、開館まで立ち会った氏の想い
を語っていただく。
　日時：3月16日(日)
　場所：岡崎市立図書館2F会議室　（無料）
　連絡先：山田57-8067  木戸 52-5131

・図書館開館時間の延長は是非実現して
　 いただきたいものですね。仕事が終　
わってからでも立ち寄れるような、そ　
んな時間帯まで開館してくれると助か　
ります。
・市民センターにも返却ポストがあると
　助かりますが。
・やっぱり駐車場が不便。以前は裁判所で
　停めていたんですが、最近はだめなん
　ですね。

岡崎図書館掲示板に寄せられた利用者
からの要望、意見などについて岡崎図
書館はこれに答える文書を掲示してい
ます。興味ある方は一度ご覧下さい。
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「岡崎図書館利用者アンケート」　開館時間について集計報告
　岡崎図書館が利用者に向けて開館時間についてのアンケート調査を行い、報告しました。

問１ 回答 9時～5時 10時～6時 どちらでも 未回答 計 比率
数 564 1132  370  30 2094
比率 26.84 54.06  17.67   1 .43 100

問２ 回答 現状で可 294 169  133   1 597 28.51
延長希望 185 668  142   5 1000 47.76
費用対効果 74 269  86   1 430 20.53
未回答 9 26  9  23 67 3 . 2

平日 土曜日 日曜日・祝日
開館時間 数 開館時間 数 開館時間 数

１位 10時～18時 277 9時～18時 288 9時～18時 305
２位 9時～18時 253 10時～18時 184 9時～17時 207
３位 10時～19時 159 9時～19時 155 10時～18時 160
４位 9時～19時 137 9時～17時 141 9時～19時 139
５位 9時～17時 116 9時～20時 117 9時～20時 74

問３　利用時間延長の場合、何時までがよいか

問１　利用時間について
 ・9時～5時まで
 ・10時～6時まで
 ・どちらでも同じ

問２　利用時間の延長について
 ・現状で可
 ・利用時間延長希望
 ・費用対効果を件を検討し、考えるべき
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インターネットによるアクセスと予約状況

平成14年度インターネット利用についての資料
　（岡崎市立図書館）

インターネットによる蔵書検索から貸出予約がで
きるサービスを行っています。
４月にはアクセス数3659（122件 /日）であった
のが9月時点では5192（173.1件 /日）にのぼる。
インターネットによる予約貸出冊数は４月471冊
にたいし10月は786冊になりました。

インターネットにて貸出予約した資料をどこで受
取るかを示す。４月当初は受取各施設がまだ未整
備な所が多く本館での受取場所が多かったが、
徐々に各施設の整備が進み本館以外での受取りの
比率が増えました。
　各施設の図書館サービスを担う整備がこれから
重要になってくると予想されます。

岡崎市立図書館　童話室
　毎月第1火曜日
　11：00‐11：30
　絵本の広場（含、読み聞
かせボランティア）

「絵本の広場」は読み聞かせをする人のための
情報交換会です。年に六回勉強会と読み聞かせ
をしています。読み聞かせは第一火曜日の11
時から30分間。入園前の親子が対象です。
（山田記）

毎月第2,４土曜日　
　14:30-15:00
　読み聞かせボランティア
図書館では、昨年読み聞かせボ
ランティア講座が開かれまし

た。図書館の児童サービス業務を充実させるお
手伝いとして、早速受講者を中心にボランティ
アグループができました。
まだ、「絵本を読みますから　来てくださー
い」って、声をかけることですら勇気がいるボ
ランティアたちですが、子供たちが目を輝かせ
て最後まで聞いてくれる　また　近い将来でき
る新図書館を中心にして、子供
と本をつなぐ身近な地域のネッ
トワーク作りなど、視点を広く
持った活動をゆっくりと目指し
たいところです。（木戸記）

岡崎市立図書館　童話室
　毎週木曜日　16:00-16:30　
　図書館職員　　
今回はきょうへいくん、まい

ちゃん、えりちゃんなど常連さんがチラチラ見
えました。
その中に混じって小学生の女の子も２～３人
入っていたので、「きつねのテスト」のような
女の子が主人公で少し長めのおはなしを選んで
よかったなと思いました。

　読んでいて、子供たちからの反応が返ってく
るととてもうれしくなります。今回もところど
ころで歓声があがり、楽しく読むことができま
した。（原田記）

広がる子供達への読み聞かせの輪
将来ある子供たちと　職員やボランティアの方たちが本の読み聞かせ、

紙芝居、手遊びなどで楽しんでいます。

シビックセンター
: 毎週木曜日16:00-16:30　　
コロボックル（読み聞かせボラ　
ンティア）
:毎週日曜日 14:00-14:30図書館職員

本を中心にして広がる世界は、本当に楽しいも
のです。小さな子供たちの「おもしろかった
あ」の声が、私の喜び。多少（？）年の差が
あっても、「本って楽しい」という気持ちに変
わりはないことをいつも感じます。（植田記）

太陽の城
毎月第1,3土曜日
　10:30-11:00　14ひきの会
    14:00-14:30　14ひきの会
　　　　　　　金のりんご
　　　　　　　岡崎おやこ劇場
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