
図書館利用者と貫井図書館長との懇談会 

 

１ 日時   平成 25 年 11 月４日（日） 15 時 30 分～17 時 

２ 場所   貫井図書館 視聴覚室 

３ 参加者  利用者  ８名 

       図書館  ５名 

    （貫井図書館館長、館長代理2名、学校総括支援員、図書館職員） 

４ 配布資料 （1）練馬区立図書館ビジョン（概要版） 

       （2）貫井図書館 事業まとめ 

       （3）貫井図書館だより 2013年11月号Vol.３ 

       （4）貫井図書館美術パスファインダー02 白樺派について調べる 

５ 次第   （1）貫井図書館長あいさつ 

       （2）図書館職員紹介 

       （3）懇談 

        (4) 貫井図書館長あいさつ 

 

図書館利用者と貫井図書館長との懇談会 要録 

  

１ 貫井図書館長あいさつ 

 練馬区立図書館では、秋の読書週間行事の一環として、利用者の皆様と区内８館の図書館

長との懇談会を開催しています。これから17時まで、皆様からご意見を伺い、今後の図書館

運営に生かしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

 はじめに、今回の懇談会のテーマを説明します。テーマは「情報拠点としての図書館に求

めるもの」です。練馬区立図書館では、今年６月に「練馬区立図書館ビジョン」という概ね

今後10年間の図書館サービスについて示したものを策定しました。お手元の資料の中でこれ

からの図書館サービスの方向性のひとつに情報発信拠点の機能の充実というものがあります。

具体的な施策としては地域情報、区政情報などの収集提供、区の各部所との連携やパスファ

インダーなどを用いた情報提供の強化、電子書籍の導入や図書館資料のデジタル化に向けた

調査研究などです。貫井図書館では、所蔵本である和装本のデジタル化を進めていることや

美術コーナーでは館で作成した美術パスファインダーを配布しています。また、本日の講演

会のように地域に関連した事業を行っています。皆様に配布している資料は、昨年度からの

取り組みを簡単にまとめたものです。本日は図書館利用者である皆様から、どのような情報

を図書館に求め、図書館がどのような情報発信をすると皆様に活用していただけるのか、

様々なご意見を伺いたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

 

２ 図書館職員紹介 

 館長代理２名、学校総括支援員、図書館職員 
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３ 懇談 

利用者  先日残念なことが分かりました。貫井図書館所蔵の資料について、付属資料であ

るＣＤで行方不明のものがありました。区立図書館の資料は練馬区民共有の財産で

す。ＡＫＢ48の投票権が欲しくて、自分のものにする人もいます。ＣＤを見ると分

かるように、当初の解説書がないものが多く、半分くらいありません。自分で欲し

ければ、自分で買えばいいと思います。図書資料は皆で大切に楽しむ必要がありま

す。新たな資料の購入費も豊かではありません。新しいＣＤを置くスペースも限ら

れています。先程の資料は、当面復刻の予定がないようです。新宿区にもありませ

ん。こういう形でなくなると、自分たちの楽しみが危うくされるので、返却時にチ

ェックして欲しいです。 

図書館  返却時、中身の確認を行っています。解説書やＣＤ自体を紛失された場合は、弁

償をお願いしています。先程の中央公論の資料がなくなった経緯については、はっ

きり分かりませんが、図書館の資料は区民全員の財産のため、正しい利用をしても

らえるよう示していきます。 

利用者  費用負担の話ではありません。 

図書館  利用者のモラルの問題でもあります。 

利用者  現物を紛失したり、壊したりした場合、修理代を払えばよいというのではなく、

借りたものを大切に扱うのが最低限のモラルだと思います。 

図書館  ご意見ありがとうございます。 

今回、色々な話ができればと思っていますので、他の皆様も「地域の情報拠点

としての充実」のテーマで、図書館に期待することがありましたらご意見をくださ

い。併せて、多くの方の意見を伺いたいのでテーマは色々あると思いますが、おひ

とり二つずつ、順番に話をするようご協力お願いします。先程説明があったように、

配布資料を見て分かったことでも構わないので、日頃思っていることなど、ご意見

お願いします。 

利用者  幸い、ＴＲＣ（貫井図書館指定管理者 株式会社図書館流通センターの通称。以

下ＴＲＣ。）は頑張っていて、都内に限らず、ネットワークが広いです。調べて取

り寄せる図書館がたくさんあります。新宿区や中野区など、そういう可能性はすご

くあります。今日のテーマから言えば、情報収集は限りなくあります。思いもよら

ない遠隔地の資料も届きます。どうやって使いこなすかは、ＴＲＣの皆さんの指導

を元に、そのニーズは将来的にもっと広がっていくのではないでしょうか。具体的

に求めるものを説明すれば大丈夫だと思います。 

図書館  相互貸借で他区から借りることができます。それはお伝えいただければ、取り寄

せできるか否か検討します。何かお探しのものがありましたら、こちらで探します

ので活用してください。 

利用者  先日来館時、調べ学習の本を製本するまでの展示があり、非常に面白く、楽しく

みることができました。図書館が頑張っているのだと思います。美術館との連携も

あり、ＰＲが両方で分かります。図書館でも、今この催しをやっているなとすぐ分

かり、以前よりかなり良くなったと思います。皆さんの頑張りがあり、好感を持っ

ています。これからのことを考えると、例えば美術館だと学芸員の役割が物凄く大
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きいです。図書館も司書が選書やバックヤードで活躍するだけでなく、例えば、ブ

ックトークなどの形で前に出てもらえたら、図書館に司書というものが区民の間に

も定着しますし、司書の役割などもう少し理解が深まると思います。配付資料の、

「これからの図書館サービスのあり方」にも専門性を活かすという項目があります

が、図書館の資料や人材をぜひ大人向けブックトークで活用し、併せて展示と一緒

に行えば、面白いと思います。直接呼びかけられると利用者は資料に関心を持ちや

すくなります。 

図書館  ありがとうございます。添付資料の中での行事でも、様々な展示で関連した資料

を紹介していますが、「野菜とれとれ！ね・り・まの食卓 食生活講座」では、実

際に司書が関連本を紹介しました。今後も、図書館司書として資料と利用者を繋げ

る活動をしていきます。 

利用者  要望含めて伺いたいです。ふるさと文化館との連携はありますか。例えば、地域

資料の収集、発信が気になります。先程、貫井池と貫井川の話をしましたが、こう

いう地元の方の証言が大事です。実際に現場を見ている人はいずれ絶えてしまいま

す。例えば、こういう地元の方の証言を集めて、専門の施設と連携を図ることで形

として留めていくことは可能性として十分あると思います。そういうことがうまく

できるといいと思います。何か、その辺りの構想は現在ありますか。 

図書館  本日は、なじみ研究会の方もいらっしゃいますが、８月の夏休みを１か月使い、

「石神井川の記憶」という展示を開催しました。視聴覚室前の通路でのパネル展示

や、ポストイットに皆さんの思い出を記入し、それを集めるという手伝いを図書館

がしました。地元の人が集まる図書館ですので、ふるさと文化館と相談をして、地

域のためにできる活動を検討していきます。 

利用者  ポストイットの思い出は1冊のものにまとめましたか。図書館では実施していな

いのですか。 

利用者  図書館では実施していません。なじみ研究会は、集めたものを元に、昔がどうい

うものだったのかということを本にまとめていきます。まちづくりセンターが色々

な活動をしていると、それぞれ昔の形はこうだったという話ができ、図書館に来て

くださる方が、司書の方にも話してくださると思います。何かがあったから話すの

ではなく、昔の話を、また色々な人がしたという情報を、練馬区に集める場がある

といいです。 

利用者  まだ具体的ではありませんが、将来的に図書館が情報を集約するという構想は、

練馬区立図書館ビジョンの中に示されています。５年後にビジョンを再検討するこ

とが決まっているので、これから先、伝承などを途切れさせずに残していく方向性

は考えていると思います。 

利用者  前にも話していましたが、思い出預かりどころの箱があればよいです。今はネッ

トがあるので、その中に入れていけるような物を作れば、最終的にどこが管理する

かという問題はありますが、皆がそこに思い出を書き込んだり、集めた方がそこを

見に行ったりすると、他の人もそこを見て、こういうことがあるのだと分かります。

基礎データが集まり、それをそれぞれの人がまた取り出して、次に利用するという

ことができてくると思います。 
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利用者  中央図書館にそういう機能を持たせ、集約していくということを作る必要がある

という意見は出ています。 

利用者  インターネットですと、高齢者は扱えない人が多く、どう書いていいか分からな

い人も多いです。やはり、そういう人達も自由に意見や思い出話を語れるような環

境づくりは、大事です。 

利用者  集約して、その人が使う道具としての形で提供できるかどうかということです。 

図書館  海外の図書館で、オーラルヒストリーといって口承として個人の記憶を所蔵して

いる図書館があります。日本ではまだ根付いていませんが、地域資料の収集を行う

中で、情報の収集・提供の仕方について検討していきます。 

利用者  アメリカの図書館では、寄付金の税額控除が100％のため、それぞれの人が目的

を持ち、そこに資金を提供しています。日本は違います。 

利用者  民間のサークルとは別に図書館でリーダーシップをとってもらい、そういう情報

を積極的に集めるような方向に向いてもらえると良いと思います。 

図書館  検討していきます。 

利用者  練馬区立図書館ビジョンでも出たので、５年後にはそういう方向でいくのではな

いでしょうか。皆さんのおっしゃるとおりだと思います。 

利用者  ふるさと文化館の専門の学芸員と連携をとって、何かできると良いと思います。

あの方達は、情報から知識を蓄積している方が何人もいます。 

利用者  大学に入る前から、そういうことをしてきた人がほとんどです。 

図書館  図書館だけで行うのは無理ですので、色々な施設とも連携をしていきたいです。 

利用者  ふるさと文化館は、元は石神井図書館の地下にあり、そこが独り立ちして、ふる

さと文化館となりました。でも、そこは生涯学習課と兼務でした。生涯学習課も二

つに分かれ、教育委員会と区長部局に分かれました。だから、そういう情報蓄積は

新しいひとつの別組織になるかもしれません。 

利用者  地域ごとにしか集められないものがたくさんあると思います。ふるさと文化館で

したら、石神井地域の情報をたくさん収集できると思います。貫井でしか集められ

ないこともたくさんあります。図書館として、そういう機能を持つようになればと

思います。 

図書館  古い資料の保存ですと、貫井図書館では、そちらにも置いてありますが、和装本

を所蔵してデジタル化するという事業をしています。電子書籍が図書館に導入され

るという動きもありますが、そういったことに関して何か意見はありますか。 

  今回、地域資料ではありませんが、江戸時代の和装本で練馬区にあったものをま

とめて貫井図書館が所蔵していたということで、そのままだと状態が悪いため、皆

さんに見ていただける形にしました。今後、例えば地域資料をデジタル化した方が

いい、大きい地図をデジタル化すると活用されるのでは、また簡単に読める文庫本

や単行本を増やすなど、色々な考え方があると思いますが、どういうものをデジタ

ル化したら良いと思いますか。 

利用者  デジタル化、デジタル化と言いますが、同時に判別の難しいものもあります。古

いものは解釈がつきにくいです。文書形態が筆記中心のため、ちょっと区別がつか

ないものもあります。単純にデジタル化しても、それより古い文書はこうだったと
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いうことがあり、その修正が大事です。だから、古いものは保存の仕方がある程度

重要です。デジタル読書機があり、紙媒体よりも早く進める方向で検討しています

が、著作権者としては、全部ただとはいかないので、著作権料をもらう必要があり

ます。図書館は原則無料のため、限界があると思います。 

図書館  デジタル資料のあり方は、また別の話ということで、ご自身が使う立場になった

時に、どういうものがあると使いやすいですか。 

やはりデジタル資料はあまり見る機会がないのでしょうか。地域によっては、

図書館のホームページにあげて、そこから研究に使われることもあります。練馬区

では、デジタル化は貫井図書館が初めて行っていますが、今後、どのように活用し

ていったらよいか、利用者の皆様からご意見を伺いたいです。 

利用者  ｉＰａｄでしか公開していないということについて、先程も職員に尋ねました。

今の時代、インターネットで閲覧できないと不便です。国立国会図書館でも、デジ

タル化し、公開しているので、ぜひインターネットでもしてほしいです。例えば、

先程から事業関連の話で皆さんから意見が出て、形にできそうなことがありました

が、形作っていくと、ＴＲＣの中で事業費が膨大に膨らみませんか。デジタル化す

るにしても、手間もかかりますし、そういった点で、受託しているＴＲＣの内部だ

けで収まるのかどうか、区に伺いをたてて、事業化が必要なこともあります。今は、

受託時にデジタル化すると提案して、それをやっているのではないでしょうか。他

区では、良かれと提案した館長が、余計なことするなと首になって裁判沙汰になっ

たことがあります。区職員にも直接話しましたが、今回のテーマ「情報拠点として

図書館に求めるもの」はＴＲＣの中で答えられないものではないですか。区職員が

同席しないと、責任のある答えがもらえません。後で伝えておきます、では、単な

るアンケートと同じレベルの話になります。そのことを区の方にも直接言ました。

今回のテーマは、地域のデジタル化はどうですか、くらいなら良いですが、大きい

テーマのため、少し問題があると思います。だから、そこを事業でもなんでも本当

に実行できるのか、具体的な形で聞きたいです。 

図書館  デジタル化に関しては、提案という話がありましたが、それに基づいて予算的な

面も考え、ｉＰａｄにて館内で閲覧していただくというのが実状です。現在、光が

丘図書館も含めて、将来的に、館内で他のパソコンで見ていただいたり、図書館の

ホームページにアップしたりなど、方向性を考えています。 

利用者  工程表まではいかなくても方向性はありますか。 

図書館  話はしていますが、いつ始めるというところまでは至っていません。 

利用者  現実問題として、趣味に関する部分は不足しています。練馬区の公的な情報、例

えば、計画などといったものは、少しずつ整備して蓄積しています。あまり興味を

持つ人はいませんが。 

図書館  情報の蓄積は図書館としてとても重要です。 

利用者  光が丘図書館に依頼したら、例えば、音声化したものを入手できます。視覚障害

利用者としての証明書はいりません。あいまいなものを流用、活用する場合もある

ので、グレールールがあるのは事実です。 

図書館  そういった資料は、他の方にも使えるようにはなっています。事業に関しては、
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人員配置の予算もありますので、全て出来るとはお答えできませんが、利用者が求

めるものに近いもので実現するにはどうしたら良いか考えています。こういった会

で皆さんの意見を直接聞くということは必要だと思います。 

利用者  例えば、先程のインターネットで閲覧したいということを、経費の面も含めて、

上に話していますか。これをしたいと上の許可を得られるルートは形にはなってい

ますか。また、予算をつけるところまで要求できていますか。 

図書館  話し合いをして認められれば予算請求することはできますが、事業内容の調整に

時間を要します。 

利用者  きちんと予算がとれて、光が丘図書館から練馬区立図書館ビジョンや政策の細か

いところをつめて、今度はそちらで検討してくださいという話になれば良いのです

が。現実問題として、本当に持ち上げて事業費に予算がつき、運用していけるので

すか。デジタル化できたのは、最初に事業提案で契約をしたからではないのですか。

新規事業として、最初からないものをこれからやりたいと言って、予算をつけて行

えるのか少し難しい問題があるように思います。 

利用者  そのかわり枠内で組み替えはできます。 

図書館  指定管理者管理業務費の中で行うということが原則で、ＴＲＣの実費負担で実施

するのは、問題かと思います。 

利用者  指定管理者管理業務費の中には人件費も含まれているので、そこに手を付けずに

実現させる可能性があるのか、疑問です。ただ話して、ガス抜きみたいに話を聞い

ていれば良いというものではありません。 

図書館   図書館からの情報発信には様々な形があります。一つの手段として、貫井図書館

ではデジタル化して発信しています。その反応を、利用者から直接、フロアで聞く

場合もありますが、こういった機会に皆様からのお話が伺えたらとテーマに今回入

れました。 

利用者  ＴＲＣに変わって、柔軟性が増えたのは事実ですし、処理能力がアップしたと思

います。 

利用者  現場の人は交替が多いのではないですか。最初からの人は何人いますか。ＴＲＣ

の中の人でも現場の中で入れ替わりが激しいです。委託館ではありますが、他館は

最初からの人は４～５人です。ＴＲＣの内実はどうですか。実効性を考えるならば、

そこまで知る必要があります。答えられないのであれば、区で直接調べます。 

図書館  パスファインダーを情報ツールの一つとして紹介します。こちらの細長い紙がパ

スファインダーです。パスファインダーとは、特定のテーマに関する資料や情報を

探すための手順をまとめた、情報探索ツールです。インターネットでの調べ方やそ

の他の関連施設について、まとめたものです。美術関連で、２階の美術館ではこう

いったものを実施していると案内しています。皆様、ご利用になるか見たことはあ

るでしょうか。 

利用者  私は視覚障害全盲のため、全くありません。 

利用者  今までの図書館は、集積している本を皆さんが借りに来るという場でした。デジ

タル化していくということで、今後どういう展開になるか分からないのではないで

すか。デジタル化した資料が何年も経っているものだと、著作権がなくなり、誰か
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が情報収集すれば、共用で使えるとか、無料で使えるということもあります。また、

新刊本だとお金を払わなければいけないです。更に、モニターで見るのか、キンド

ルやｉＰａｄで閲覧するのかなど、色々と展開してくると思いますが、その辺りは

図書館としてどうなっていくのでしょうか。 

図書館  電子書籍というもの自体が、2000年頃からようやくｉＰａｄやキンドル等と普及

し始めました。持っている人もいれば、全く触ったことがない人もいます。まだ形

態もこれが王道だというものがはっきりしていない状態です。今後どうなっていく

かについては、図書館としては、デジタル化した資料や今あるものをデジタル化し

保存するといったことや、利用料を支払って、利用者の方に手元にある端末で３週

間はご自宅で見られるように貸出をし、その期間が終ったら返却し終了という形も

あります。そうすれば、延滞がなくなるので、こういった可能性を秘めているので

はないかと思います。 

利用者  その辺りの区の政策はどうなっていますか。例えば、国立国会図書館から、各図

書館にデータで送られるようになりました。その対応はどうなっていますか。光が

丘図書館の方針は分からないですよね。だから、区職員も参加し、こういう質問も

答えられる形をとらなければいけなかったのです。デジタル化のｉＰａｄ以外に、

ＴＲＣ独自の貸出用も含め、電子書籍などを購入できますか。そのように色々な端

末を館長がしますと言ってできますか。 

図書館  基本的にこちらの会に関して、中央館的役割を果たしている光が丘図書館の職員

がいないということは、大きなものをテーマにした時に答えられません。ただ、こ

の場で皆様の意見を集め、今後の方向を考える元にはすることができます。 

利用者  現段階では端末機のことまで考えていないのではないですか。 

図書館  配布資料にもあるように、電子書籍の導入や図書館資料のデジタル化に向けた調

査・研究を行うという形のため、まだ、明確にこうしようというものがありません。

この段階だからこそ、皆さんにこういったものをこうした方が良いのではという意

見を伺い、こういうことを求めていると意見をあげることはできると思います。 

利用者  端末機を貸出すには、費用が今の何倍必要になるのでしょうか。 

図書館  費用はだいぶかかるかと思います。 

利用者  最近のニュースでどこかの教育現場で５万円徴収するので反対するという話があ

りました。そんなに負担できるのですか。 

利用者  これから、どんどん下がっていくでしょう。 

図書館  方向性として、どういう形であれば、利用できるか聞きたいと思います。 

利用者  ｉＰａｄは使ったことがないけれど、デジタル化であればパソコンから見ること

ができるのですよね。 

利用者  パソコンの型落ちであれば、案外安いです。 

利用者  光が丘図書館には、障害者サービス用として24時間テレビから寄贈を受けたパソ

コンがあります。 

利用者  １台、２台でも貸出用パソコンを用意できませんか。図書館利用者アンケートで、

若者がホームレスになりそうだから、図書館に頑張ってほしいという記述がありま

した。そういう人は端末を持っていないため、就職も思うようにいきません。そう
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いう人のためにも端末を図書館内のみで外に貸出はせず、券と交換して、学習室で

使う形などにすれば良いのではないでしょうか。そういう形で、個人的要望ではあ

りますが、意欲のある貫井図書館ならば、実行してほしいです。 

図書館  パソコンの貸出は困難なため、館内の利用者用インターネットパソコンをご利用

ください。 

利用者  中古でも新品でも構わないので、ＴＲＣの本社にも働きかけ、ぜひ実行に移して

ほしいです。 

図書館  予算についてはこの場でお答えできません。 

利用者  図書館に今日来て、ｉＰａｄが使えることを初めて知りました。私たちがｉＰａ

ｄで見たい、何か調べたいといった時に、図書館で見ることはできますか。 

図書館  デジタル化専用のものを置いていますので、その場で触ることは可能です。 

利用者  調べものではなく、デジタル化されたものがこの中にいくつか入っています。そ

れを見たいと言った場合に、このテーブルで見てくださいという風にじっくり見る

ことはできますか。 

図書館  今のところ、盗難の恐れがあるため、その場で見る形にしていますが、じっくり

見たいという場合は、他の場所をご案内することもできます。 

利用者  貫井図書館も文献検索用のパソコンはありますよね。 

図書館  利用者用のインターネットパソコンがあります。 

利用者  デジタル化は賛成ですが、私が知りたいのは、デジタル化された和装本をｉＰａ

ｄで見たい時に、１台しかないがどうすれば良いか、ということです。借りる場合

はどこのテーブルで見てくださいという形はありますか。 

図書館  今、想定しているのは、美術カウンターにイスを置き、見ていただくという形で

す。残念ながら、今まではそういった要望がなかったので、ぜひ、そちらで見てく

ださい。 

利用者  例えば、持ち出しできないように鎖をつけてもらっても構わないので、見たい時

に自由に見ることができなければ、デジタル化しても意味がありません。 

利用者  鎖がついていても、どういう形でｉＰａｄに映るかを確認して、これなら私も使

いたい、タブレット端末を自分で買っても惜しくないと思っています。 

利用者  デジタル化されたデータがあるわけなので、いくらでもこれから活用していくこ

とができます。個人で活用するために、デジタル化されたらデジタル化コーナーで

ｉＰａｄでの閲覧ができるという具体的なことが知りたかったのです。 

利用者  和装本の現物は見ることができますか。 

図書館  声を掛けてもらえれば対応します。 

利用者  現物の展示をしていた時に、その案内はありましたか。 

図書館  資料の状態が悪いため、デジタル化し、皆様が見ることができるようにｉＰａｄ

にしました。現物は現状ケースに入れて展示しています。今後、デジタル化事業の

際に現物も手に取って見ることができるようにするなど、検討していきます。 

利用者  条件があってもいいので、文書でおこして案内を出してほしいです。 

利用者  デジタル化資料を個人のパソコンへ取り込むことはできませんか。 

図書館  現在はｉＰａｄでの館内閲覧のみでして、まだ対応できていません。 
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利用者  国立国会図書館では、ホームページにあげています。 

図書館  デジタル資料として、地域情報や区政情報ですと、どういったものを見ますか。

また、どういったものがあったら良いですか。 

利用者  事業化と言っても、パソコンの台数を増やし、区のパンフレットなどを並べる程

度のことになります。区の情報公開システムとの連携が必要となります。ただ、情

報公開しても満足はなかなか得られません。デジタル化し、すぐにアクセスできる

ようにしないと先のようになってしまいます。 

利用者  文書にする必要もあります。そうしないと、データベースをハッカー等に荒らさ

れたり、情報を書き換えられたりした場合、問題になります。 

図書館  システム的な事はまた別の話です。          

利用者  区の教育関係要覧のホームページから、図書館のデータを探し出すのに非常に時

間がかかります。だから、図書館毎のデータが各図書館のホームページで見ること

ができると良いです。今の状態ですと、探すのが容易ではありません。 

図書館  図書館の部分だけを図書館ホームページから、または各館のページから各館のデ

ータが見ることができるようになどということですね。図書館に関する資料につい

てホームページで閲覧できるよう検討していきます。    

中村敬老館等との連携事業を行ってきましたが、情報提供の方法をどうしたら

よいかなどご意見ありますか。 

利用者  チラシを貼るだけでなく、他館の情報も整理してまとめて、提示する必要があり

ます。一覧でテーマごとに紹介をしたり、他館と連携をとって誰でも分かるように

案内したりなど。 

利用者  区内12館の情報をまとめたものがあると良いですね。 

図書館  練馬区立図書館報の図書館だよりには大きいテーマの場合、全ての館の情報を載

せています。 

利用者  例えば、歴史なら今日どこの図書館に行ったら、歴史のイベントがあるかという

ことが一目で分かるように、すぐに情報にたどり着けると良いです。 

利用者  案内を集中して行う図書館があってもよいのではないですか。中央館的役割を担

っている光が丘図書館が担当するのが本来の姿であると思います。 

利用者  図書館だけでなく、練馬区の生涯学習課や観光課がまとめて、区内の情報として

作っても良いのでは。 

利用者  情報サービスセンターでもあると良いです。 

図書館  月に一度の館長会で、各館のイベントなど情報交換をしています。ただ、各館の

図書館だよりは発行している館と発行していない館があります。 

利用者  他館の情報も各図書館で発信してほしいです。 

図書館  地域情報として、どんなことが知りたいか、皆様の意見をお聞かせください。 

利用者  練馬区社会福祉協会のボランティア冊子「ぽけっと」に多少は載っています。図

書館にも置いてあるのでは。 

利用者  専門の調査は図書館ではしていないですよね。であれば、ふるさと文化館と連携

して行ってほしいです。各図書館が情報を集積し、研究し、まとめて形にすること

ができます。石神井川のようにポストイットに思い出を書いて貼るだけでは、ただ
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の思い出作りで終わってしまい、もったいないです。これからの課題ですね。 

図書館  今後連携などできるか検討していきたい。 

利用者  図書館は資料の情報拠点としての足場として重要です。現状、指定管理者が入り、

イベントや展示が増えていますが、利用者が求める資料を提供するという図書館本

来の仕事がないがしろになっていないでしょうか。貸出数が落ちているということ

は、利用者が本から離れていっているということでは。情報拠点の位置付けとして

迷うものです。 

利用者  図書館は生涯学習の場であり、赤ちゃんから高齢の方まで、多くの人が利用でき

る場所です。 

図書館  図書館は情報が集まる場であり、区民の皆様の身近な存在で情報をいつでもすぐ

に提供できる場所でもあります。 

利用者  資料の現物がない時、どこにいけばあるのかということを案内できる道先案内人

であってほしいです。 

  選挙公報をなぜ音訳化しないのかについても不満を持っていて区に伝えたことが

あります。  

利用者  パスファインダーを作るうえで、ＴＲＣが具体的に行ったものはありますか。 

図書館  パスファインダーは情報収集のツールとして作成しています。また、美術館の帰

りに立ち寄られた方にも、図書館を利用できる案内となるようにしています。 

利用者  今年６月の教育長の練馬区立図書館ビジョンを提示してほしいです。今回のテー

マは、枠が大きすぎたのでないですか。「情報の入り口としての拠点」くらいで良

かったのではないですか。でも、今日は来られて良かったです。次の練馬区立図書

館ビジョンには、着実なものを持つことができるのでは。 

図書館  お時間となりましたので、これで懇談会を終了します。 

利用者  形式的に１時間半というのは短いです。もし、人数が多く、30人もいたら、この

時間では無理です。初めに30分はあいさつや事業報告でかかります。この時間の件

は光が丘図書館にも伝えてありますが。今回の懇談会の案内は提示していますか。 

図書館  今回の案内は、外にある掲示板と図書館入口の風除室に掲示しています。懇談会

を開催する他の館の案内も貼っています。 

利用者  懇談会を開催しない館は、貼っていないのではないですか。 

図書館  全館で貼っています。 

 

４ 貫井図書館長あいさつ 

皆様のご意見を参考に、今後のより良い図書館運営に生かし、皆様により満足していただ

ける図書館づくりをしていきたいと思います。 

本日は本当に貴重なお時間ありがとうございました。 
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