
平成２８年度 第１回岡山県立図書館協議会

日 時：平成２８年８月３０日（火）１４：００～１６：００

場 所：岡山県立図書館 サークル活動室

出席者 ○ 委員：市村委員、小野委員、貝原委員、伐明委員、土井委員、二部野委員

道広委員、宮野委員

○ 県立図書館：村木館長、嶋田副館長、森山総括参事、原田課長、林課長、清友課長

廣瀬総括主任、二熊主任

欠席者 ○ 武田委員、八束委員

１ 開会

２ 開会あいさつ

県立図書館 村木館長 あいさつ

３ 委員紹介

４ 会長・副会長選出

５ 協議・報告

（１）岡山県立図書館の運営状況等について

１ 県立図書館の利用状況等の推移（平成１６～２７年度） 資料１

２ 都道府県立図書館との比較結果（平成２７年度） 資料２

３ 国立国会図書館デジタル化資料送信サービス等の利用状況について 資料３

資料に基づき、事務局から一括説明

【委 員】

読書グループ貸出しについて、吉備中央町のグループが借りなくなった理由は何か。

【事務局】

地元である吉備中央町立図書館が対応するようになったためかと思われる。

【委 員】

ナクソス・ミュージック・ライブラリーは、全国平均より利用状況が多いということだが、最大２０

アクセスしか対応できない中で、アクセスしたけどはじかれてしまったケースもあったのか。

【事務局】

同時に２０アクセスが上限となっているが、つながらなかったという話は聞いていない。

【委 員】

ナクソスは、家庭のパソコンからでもアクセスできるとのことだが、スマートフォンでも聴くことが

できるのか。

【事務局】

スマートフォンではできない。

【委 員】

国立国会図書館デジタル化資料送信サービスは、県内の他の図書館でもサービスを受けることができ

るのか。

【事務局】

図書館が国立国会図書館に申請をして、要件を満たしていれば、図書館としてサービスを受けること

ができるようになる。

【委 員】

仁科芳雄博士の名前が資料例に載っている。里庄町には仁科会館もあり、こういったものを見ること



ができたら良いと思った。

【事務局】

図書館として、国立国会図書館に申請をする必要がある。図書館としてサービスを受けられるように

なると、利用者登録をしている人がサービスを受けることができ、閲覧に加え、著作権法の範囲内でプ

リントアウトについてもできることになる。

【委 員】

クリアすべき要件の中に、予算が多額に必要といったことはあるのか。

【事務局】

多額の予算は必要ない。専用の端末を用意する、インターネットに接続している、ＩＤ・パスワード

による管理ができる、利用者のセルフコピーでなく職員がコピーする、といったようなことが要件とな

る。

【委 員】

相当多くの利用があるといったものではないが、そこに行かないと見られないものが、行かなくても

見ることができるという便利なサービスであるので、利用が広がれば良いと思う。

【委 員】

４ページの資料の搬送の状況の項目に関連して確認したい。先日、国際交流イベントの関係で来られ

ていたハンガリーとロシアの学生が読んでくれるハンガリー語とロシア語の絵本が手元にあると比べて

読めると子どもたちが楽しめるいうことで、県立図書館にお願いしたところ、短期間で司書さんが用意

してくださり間に合うよう届けていただいたので、イベントが成功し、大変助かった。週１回・週２回

の搬送便は、定期的なものなのか、それとも必要があればしていただけるものなのか。

【事務局】

定期的なものである。インターネット予約は週１回の搬送となる。相互貸借の資料に関しては、公共

図書館には週２回行っている。また、県立学校と私立学校向けには週１回の搬送を行っている。

【委 員】

資料２に関して、山梨県は、蔵書冊数が最も少ないにもかかわらず、来館者数は岡山県に次いで多く、

個人貸出冊数についてはそこそこ多いといった程度だ。なぜ、このようなことになっているのか。

【事務局】

山梨県立図書館は駅と隣接している。駅の待ち時間を図書館で過ごすという利用が多く見られるよう

だ。３４１日と開館日数が非常に多く、開館時間が長いことも挙げられる。このため、蔵書冊数が少な

いにもかかわらず来館者数が多いという逆転現象を起こすことになる。

【委 員】

山梨県立図書館は、民間が運営してるのか。

【事務局】

山梨県立図書館は、直営で運営している。当館は維持管理部分のみ指定管理者制度を導入しているが、

都道府県立図書館では岩手県のみが基幹業務についても指定管理者制度を導入している。

【委 員】

高梁市立図書館が指定管理者制度を導入すると思うが、どのような状況か。

【事務局】

備中高梁駅と隣接しており、来年の２月上旬に開館予定であると聞いている。

【委 員】

高梁市立中央図書館は、本日閉館する。新館には有名コーヒー店が入るので、若者に注目されている。

【委 員】

人が集まるところに図書館を設置するということが、最近の図書館の動きになっているのか。

【事務局】

自治体消滅などと言われ危機感を持っている自治体もあり、傾向としては、図書館を通して賑わいの

場を創っていこうという動きがある。図書館本来の機能も果たしていただければ良いが、そのあたりを

きちんと確認をしていく必要があると感じている。

【委 員】

我々のイメージしていた図書館と変わりつつあると感じている。



（２）中期サービス目標について

１ 第２次中期サービス目標の評価について（平成２７年度・総括） 資料４

２ 第３次中期サービス目標の実施に向けた取組について 資料５

資料に基づき、事務局から一括説明

【委 員】

子ども読書プログラムに関連して、ティーンズコーナーについて、学校からお願いがある。これま

では学校の方で展示内容を模造紙等にまとめてから図書館に搬入して掲示していたが、担当の先生が

代わったため、生徒と一緒に県立図書館に行って状況を調査することから始めた。ティーンズコーナ

ーをどのくらい見ているかを観察したところ、１階から２階に上がる階段横の奥にティーンズコーナ

ーがあるため場所として分かりにくく、横を向いて見ていく人も少ない状況であった。立ち寄ってみ

ようと思われる場所にできないか。展示期間も３週間と短いが、展示のために数か月前から生徒は頑

張って準備をしているので、ホームページによる周知にプラスして、現在やっていることが分かるよ

うに、展示の周知のための広報を工夫してほしい。また、ティーンズコーナーの案内表示が「あっ晴

れ岡山人」で隠れてしまっているが、何とかならないか。

次に、学校支援セットを借りた際にアンケートに回答しているが、これがどのような形で生かされ

ているのかを知りたい。様々な希望が上がってくると思うが、高校図書館のネットワーク研究委員会

と連絡調整しながら、その中から対応していただければありがたいと思う。

【事務局】

ティーンズコーナーについて、各学校の取組による展示はこれから始まるが、やり方については、

先日の説明会で関係校と意見交換を行い、改善できるところは改善したいという話をしたところだ。

場所に関して、ティーンズ展示に関して取材に来られていた報道機関の方と話したが、どんな場所で

も良いものなら探し出してでも見てもらえるものだ、と言われていた。たくさんの方に見ていただけ

るよう頑張ってほしい。広報等についてはもちろん意識的に行っていきたい。

【委 員】

ティーンズコーナーの内容の案内が、エレベーターの前などにあっても良いと思うが。

【事務局】

ティーンズコーナー入口の柱には、案内板がある。

【委 員】

工夫次第でもう少し分かりやすくなると思うので、工夫をしていただけたらと思う。

【事務局】

説明会の意見交換の場で話題として出していただけたら、他の学校からより良いアイディアなども出

てくると思う。そういった場でも意見として出していただければ良いと思う。

【委 員】

久しぶりに県立図書館に入ったら、入口すぐのところにマナーアップに関する展示が目に留まった。

入ったらすぐの視界に入る辺りに何かあれば、注目していただけるのではないか。

【委 員】

県立図書館として、ティーンズコーナーにどの程度関心を示していただいているのかを、数として把

握しているのか。

【事務局】

数としては把握していないが、今回、ご意見をいただいたので、意見箱を新設しようとしている。

【委 員】

高校生も見てもらわないと、やる気が起きない。「この学校の展示はどうだったか」について点数を

入れてもらうとか、評価のようなものをしてもらってはどうか。学校が集まって会議をするときに、こ

の学校の展示は反響があったとか、そういった話ができると刺激になると思う。

【事務局】

高校生も自分の学校の展示は見るが、他校の展示の際にはなかなか見ていないようだ。図書館に来て

くれた際になるべく見てもらえるような工夫は行いたい。



【委 員】

学校の中ではティーンズコーナーのＰＲをしているのか。

【委 員】

図書館だよりなどでお知らせしている。ティーンズコーナーの制作に関わった生徒は、ＳＮＳをする

などしており、それを見て来ている生徒もいたようだ。

昨年度は、感想を多くいただいたが、小学生など小さいお子さんからのものもあり、これからの高校

生が見ているんだなあと生徒たちも感じているようだ。県立図書館がどこにあるのかさえ知らないとい

う生徒もいて、こういった機会に県立図書館を知ることもできるので、ティーンズコーナーの３週間も

大事なものだと感じたところだ。

他校の様子も聞くと、違う層にも学校をＰＲできるということで、近くの公共図書館や書店などで行

っている例もあると聞いている。

【委 員】

ティーンズコーナーをしっかりと見ていただけるように、図書館には、案内の工夫をお願いしたい。

【委 員】

協力貸出が目標には届かず思ったほど伸びていない状況であるとのことだが、横断検索システムは、

非常にすばらしいもので、良く活用している。しかし、人気本に対する予約が100件を超える場合もあ

る状況だ。そうでないものでもすぐ50件程度の予約がつく。品切れや絶版のものも多い。それらの場合、

岡山市や倉敷市にお願いしている。横断検索システムでは、予約が百何人目であるとか表示されるが、

文字が小さく、予約されている方がそれを見ているのかと思う。○年先になるとか予約の順番が来る具

体的なおよその時期が分かるようにできないか。具体的に分かれば、地元の図書館に予約しようとか、

予約される方も判断できるのではないか。予約するのがとても便利で良いのだが、一方でこういった予

約が集中しすぎるという問題点もあると思う。

学校図書館への支援に関して、県下には未だに機械ではなく紙で処理している学校もある。そういう

学校の先生に学校図書館支援の話をしても、あまり食いついてこられない。県立図書館でテーマごとの

学校支援セットなどについて、学校への『こんな便利なことがあります』といったパンフレットのよう

なものを県立図書館で作っていただけるとありがたい。

【事務局】

県立図書館は、基本的に、人気本でも複本を購入することはせず、幅広く収集し保存していくことを

その機能の一つとしている。どの程度待てば順番が来るかという目安についてだが、搬送便で前後２週

間余分にかかる場合などもあり、期間の目安を示すのは困難だ。

なお、協力貸出が伸び悩んでいるのは、インターネット予約の他館受渡しが伸びているから、という

側面もある。

【委 員】

予約された方は、順番が百何番目と言われても、いつ頃借りられるのか認識していないようだ。イン

ターネット予約の方など１人が借りられている期間の幅があると思うが、およそ平均の期間で算定して

いただいて、何年何か月後に借りられますなど、いつ頃借りられるかが概算でもお知らせすることがで

きると、予約される方にとって分かりやすい。

【事務局】

１人待ち、２人待ち程度であれば、ある程度順番が来る時期の想定もできるが、多くの方が予約され

ている場合は、中には返却を延滞される場合もあり、いつ頃になるかは予測できない。延滞されている

方には当然督促を行っているところだが。

【事務局】

借りられる本は、偏る傾向があるようだ。一方で、充実した内容なのに見向きもされない本もある。

そのため、『隠れた名著』ということで、企画展示を行おうと検討しているところだ。

【事務局】

こうした展示により、蔵書の回転率を高めていきたい。現在は、全体の平均の回転率は1.1倍程度、

児童書図書については２倍以上という状況である。

【委 員】

県立図書館から言うことはできないが、人気のある本について、多くの人々に読んでもらいたいなら、

市町村の図書館が買えば良いと思う。



【事務局】

学校にセットで貸出する支援用図書が４３７セットある。対象は、県立学校と私立学校で、市町村立

の小・中学校は、基本的には市町村立図書館が対応することとしている。ただし、市町村立高等学校に

ついては、市町村も高等学校までは手が回りにくいと伺っていたので、今年度から対応するようにして

いるところだ。

【委 員】

将来的に、電子ジャーナルなど書籍の電子化といった話もあるが、図書館運営にどのような影響があ

るのか。ジャーナル等の書籍が電子化されていく世の中の流れの中で、図書館としてはどう対応してい

くのか。

【事務局】

電子書籍の提供をする図書館は、微増傾向にある。電子ジャーナルについては、大学図書館や研究者

の利用が主だ。公共図書館では少ない。図書館向けの電子書籍は非常に限られている。日本では、個人

が購入できる電子書籍も、コミックを除けばそれほど増えていない。電子書籍への対応をどうしていく

かは、図書館として、出版業界の動向にも注意を払いながら、真剣に考えていかなければならない。

今のところ、電子書籍のみの発行で紙の本が発行されていないといったパターンは見受けられず、価

格について、図書館向け販売価格が紙の本の３倍などと高額となるので、紙の本を選んでいるという実

態がある。今後、電子書籍しか発行されない状況になってくれば、対応せざるを得なくなる。今は、様

子を見ている状況だ。

例えば当館では、英語多読の紙の本は回転率が８倍といった状況だ。こういったものは、ボロボロに

なってしまうので、電子書籍の方が適切ともいえる。

【委 員】

電子書籍は、なぜ、日本では高額なのか。

【事務局】

個人向けに販売される電子書籍は日本でも比較的安価だが、多数の人が読む図書館向けの販売価格は

高額となっている。資料費が限定されている状況において、導入するに当たっては、予算面・財源が課

題となる。

【委 員】

アメリカでも、図書館向けは高額なのか。

【事務局】

アメリカでは、日本と比較すると図書館向けコンテンツも多く、安価であるようだ。紙の本よりはや

や高額とはなっているが。

【委 員】

日本では教科書については、デジタル教科書にするなどの話も出てきており、今後は、図書館を取り

巻く状況も変わってくることになる。

【事務局】

サービスもそれに伴って変化するし、図書館の運営も変化していくことになる。

（３）岡山県内市町村立図書館の動向について 資料６

資料に基づき、事務局説明

【委 員】

高梁市立中央図書館の開館日が延びていることが気になっている。建物の施工が遅れてると聞いた。

【委 員】

資料４の15ページ図書館振興プログラムで、市町村図書館等職員の研修に関して、開催時間や講座

内容の見直しにより参加者が増えたという記述があるが、この参加する職員の中には学校図書館の司

書も入っているのか。

【事務局】

参加者には、学校図書館の司書も含まれているものもある。



【委 員】

私の所属するグループのメンバーの中に司書の資格を取った者がいるが、実際に学校の司書がどの

ような仕事をしているのか見たことがないので、現場を見る研修は重要だ。子どもの読書活動推進連

絡会で司書に出会う機会はあるが、実際に仕事をしている現場を見ることや、個人的に相談させていた

だく機会などがあることは重要だと思う。研修への参加者が増えるために、具体的にはどのような見直

しや工夫を行ったのか。

【事務局】

図書館等職員の研修を、各図書館でも休館日としている場合が多い月曜日に県立図書館の館内研修

に合わせて実施することで、各図書館の職員も参加しやすくなったものと思われる。

【事務局】

学校図書館限定ではなく、大学・公共図書館も含めて行っている。また、ボランティア向けに行っ

ている研修もある。ただし、学校現場を直接見学する研修というのはなかなかない。また、図書館の

希望を募って、県立図書館ではなく地域で行う研修も行っている。

（４）その他

【委 員】

子どもの頃に、「本は大切にしなさい」と言われてきた。物を大切にすることを教えてくれるのが本

である。図書館は本を扱うところであり、そういった意味では、図書館は物を大切に扱うことを教え

ることができる数少ない場所だ。そういったことを子どもたちに伝えていただく県立図書館であって

ほしい。電子書籍などデジタル化している時代だが、様々な物を大切にすることを学んでもらう場と

していただきたい。

【事務局】

マナーアップキャンペーンを行うことで、啓発を行っている。

【委 員】

今、スマートフォンばかりの世の中となっている。

ポケモンＧｏは、県立図書館の中に入ることができるのか。禁止施設としているのか。

【事務局】

利用者に対しては、「他の利用者の迷惑になるようなことはご遠慮ください」としているが、ポケモ

ンＧｏ限定では禁止していない。ポケモンＧｏの運営側に対して、当館は指定しないでくださいとま

ではしていない。

【委 員】

これからは、個人がパソコンさえも持たず、スマートフォンだけを持つようになるのではないか。

【委 員】

最近は、親も物を大事にしない。使い捨ての時代となっている。

【委 員】

今の若者は、物を持たないようにしている。

【事務局】

借りるということに関連して、県の晴れの国おかやま生き活きプランの指標として、「県内公共図書

館の県民１人当たり個人貸出冊数の全国順位」を掲げているが、岡山県は6.3冊程度で全国３位という

状況だ。この辺りにも岡山県の県民性が現れているのではないか。

【委 員】

お母さん方も本を買うことはしない。昔は幼稚園で文庫本の案内があって本を注文して買うという

ことをしていたが、近ごろは全くなく、読む本は借りるということになっている。

【事務局】

昔よりも、借りるというシステムができている現状はある。

【委 員】

１冊だけでも買ってもらった本を、大事にしてほしいものだ。

【委 員】



多くの本を買い与えるのは良くないが、何度も借りる本は、買ってあげても良いと思う。

【委 員】

子どもにとって、中身を全部覚えられるような自分のお気に入りの本当に大切な本は、宝物になる。


