
図書館利用者と南田中図書館長との懇談会 

 

１ 日時   平成 25 年 11 月８日（金）午後４時～５時 30 分 

２ 場所   南田中図書館 会議室 

３ 参加者  利用者    20 名 

       図書館職員     ３名（南田中図書館長、館長代理、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）「南田中図書館における『地域』連携事業」レジュメ 

（3）南田中図書館紹介パンフレット 

（4）南田中図書館だより 11 月号 

（5）南田中図書館会議室利用案内 

５ 次第   （1）南田中図書館長あいさつ 

（2）図書館職員紹介 

（3）配布資料および南田中図書館地域事業概要説明 

（4）懇談 

（5）南田中図書館長あいさつ 

 

図書館利用者と南田中図書館長との懇談会 要録 

 

１ 南田中図書館長あいさつ 

本日はお忙しい中、皆様お集まりいただきありがとうございます。 

今回は、テーマを「地域活動と図書館の活用」に設定しましたが、テーマにかかわらず日頃

の図書館に対するご意見・ご要望等も伺い、今後の運営に活かしていきたいと思います。懇

談会という形のため、堅苦しい感じではなく、どんどんご意見をおっしゃっていただき、そ

れを前向きに検討していくことを考えています。厳しいご意見も含め、遠慮なくお聞かせく

ださい。 

 

２ 図書館職員・出席者紹介 

 南田中図書館長、館長代理、図書館職員 

出席者から簡単な自己紹介 

 

３ 配布資料および南田中図書館地域事業概要説明 

(1) 練馬区立図書館ビジョン（概要版） 

   ア 平成25年６月に練馬区で策定 

イ 基本理念は“情報拠点として 区民に役立ち 頼りにされ 愛される図書館” 

ウ 大きな４つの柱として“情報発信拠点の機能の充実”“学校および子育て家庭な

どへの支援”“図書館の資料や人材の活用” “区民や地域との協働”を挙げている。 

 (2) 懇談会テーマの説明 

練馬区立図書館ビジョンの柱の１つ、“区民や地域との協働”をどのように実現して

いくか、また図書館としてどうすれば皆様のお役にたてるか考えるため。 
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(3) 「南田中図書館における『地域』連携事業」のレジュメ 

ア 南田中図書館でこれまで４年半、地域連携事業として行ってきたことの実績やコ

ンセプトをまとめたもの。 

  イ 南田中図書館のコンセプト 

建設当初から「ご近所図書館」というコンセプトのもと、いつも暮らしの近くにあ

り、役立つ図書館を目指してきた。 

ウ コンセプトを実現するための取組 

①“地域情報の収集と発信” 

地域のあらゆるパンフレットや地域で開催されるイベント情報など、様々な地域

情報を収集し、図書館に来れば情報が手に入るようにする。 

② “地域連携” 

地域で活動している団体の方々の集会や会議の場として図書館の会議室を貸出し

たり、イベントを開催したりするのに使用して頂いたりそのサポートを行う。 

③“まちづくりサポート” 

・昨年度末からの新たな取り組み。 

・図書館に来てもらうだけでなく、図書館が外に出て、積極的に皆さんの活動をサ

ポートしていけたらと考えている。 

   エ “資料の収集と発信” 

   ① 実施済みのもの 

・地域資料の中でないものに関しては、「照姫伝説」や「練馬の名族 豊島氏」な

ど、図書館スタッフが取材や資料収集を行い、小冊子を作成し、図書館や施設

で所蔵・配布 

・「南田中団地の歴史」展示では多くの地域の方々が４千点あまりの写真を提供 

   ② 作成段階のもの 

・南田中団地を中心とした周辺の地域史を皆様にご協力いただいて作成し、完成後

は冊子として発行し、所蔵・配布することを予定 

・「練馬ブックマップ」 

まちづくりセンターの「ちゃりＭＡＰ」が非常に興味深く、それを図書館とし

て実現したく、“本”を主役とし、練馬区内で本が買える・借りられる・読め

る場所を大泉・貫井図書館と３館スタッフで取材し作成を進めている。 

(4) 南田中図書館の紹介パンフレット 

(5) 「南田中図書館だより」 

   ア  毎月発行 

イ 地域の皆様に取材などで協力頂いている。 

  (6)  会議室の利用案内 

   ア 利用に関する周知が不充分だと感じている。 

イ 図書館事業にかかわらず様々な目的で利用していただきたい。 
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４ 懇談 

図書館  これまで南田中図書館では、地域在住の写真家の方の作品展開催や、石神井氷川

神社で行われる“井のいち”に参加する等の活動を行ってきました。図書館は、地

域の施設の中でも誰でも利用でき、無料であり、ある意味最も敷居の低い施設だと

思います。そのため、特に目的のない方でも、気軽に図書館に来れば色々な情報が

手に入り、また来るたびに色々なイベントが行われていて参加できる、そんな親し

みやすい施設を理想としています。このあたりで何かご意見はありますか。 

利用者  普段この図書館でいろいろ勉強させてもらっています。光が丘図書館の前館長が

非常に褒めていましたから、活動の実績が広く知れ渡っていると思います。 

２つほどお願いがあります。まず、私は 1998 年に引っ越してまだ 15 年目ですが、

ちょうど 2000 年の時に教育委員会主催で区民学級があり、そこで企画と運営を行

っていました。同じく参加している他の人達は女性が多かったので、介護や子育て

というテーマが多い中、私は「学ぼう話そう練馬の文化」という企画を組み、70

年代の人たちは面白い人がたくさんいるなと思いました。ちひろ美術館の話や、檀

一雄、檀太郎さんの話など、７週間にわたって貫井図書館で講座を組ませてもらっ

て非常に面白かったです。私の原点はその辺にあるのではないかと思います。ここ

で色々なイベントをたくさんやっているのは分かっているのですが、企画面での参

加について考えていただければと思います。ここで色々企画していますが、どうや

ってその企画が決まったのかよく分かりません。職員と色々話してはいるのですが

採用されません。 

２つ目は、練馬区立図書館は 12 館ありますが、旧女性センターとふるさと文化

館だけが独立していて、検索があまり分からないので、図書館のネットワークにこ

の２館も加えてほしいです。 

図書館  最初のご質問ですが、企画段階から参加していただけることが一つ理想です。色

々取組んでいるうちに「これは面白い」ということでイベントにつながることもあ

り、企画はこちら側のアンテナ次第というところがあります。それは確かに一つ悩

みの種ではあります。我々のアンテナが低くなってしまうと、いい事業を実施して

いても、皆様にとってはどんな取組なのか分からなくなってしまうと、非常にもっ

たいないですね。ですので、一番良いのは図書館に直接、企画に関する情報を寄せ

ていただいたりすることでして、「こんなのやりませんか」と声を掛けていただい

くと、我々は本当に嬉しいです。あるいは、私たちがたとえば定期的にお邪魔をし、

いろんな情報を拾っていくということが次善策かと思います。図書館にそのような

情報をお寄せいただくことは、敷居が高いというイメージがありますか。 

利用者  いいえ、話してはいるのですが、意見が採用されません。区民学級での企画の他

に、公民館で大泉出身の松谷みよ子氏、藤沢周平氏の企画を初めて行いました。 

図書館  そのような情報を伝えやすい雰囲気を作っていくようにスタッフ一同努めていき

ますので、皆様も情報をお寄せください。以前、利用団体の方から「歴史と文化講

座」という企画をいただき、南田中図書館で受け付けや会場整理を行い、図書館と

の共催という形でイベントを開催した事例があります。また、男女共同参画センタ

ーとふるさと文化館と図書館の検索システムについてのご要望ですが、統一は参考
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意見として承ります。 

利用者  私は「南田中のまちを考える会」をやっていまして、このまちで住みやすく暮ら

しやすいまちにするにはどうすればいいのかということに注目して皆で少しずつ考

え活動しています。指定管理者館の南田中図書館は、様々な活動をしていて非常に

成功していますね。私の目から見ても、歴史の古い石神井図書館ではイベントをほ

とんどやっていなくて残念です。南田中図書館は、オープン当初から非常に積極的

で、練馬区内では同社が指定管理者館として他にも２館を運営しています。職員の

皆様が努力しているのだと思います。 

私からの要望ですが、イベントの開催で会場をおさえるのに、前月の１日からし

か予約できないのでは非常に困ります。区長の手紙でも何度も書いていますが、全

く改善されません。他のところにも何度もお願いしています。広報などするのに期

間が１ヶ月前からで短すぎます。他の施設は、インターネットなどで３ヶ月前から

予約できるのに、１ヶ月前では遅いです。せめて３ヶ月前からにできませんか。教

育委員会に後援願いなどをする際、手続きに時間が足りません。教育委員会ではも

っと早く持ってくるようにと言いますが、図書館の会場予約が１ヶ月前では、こち

らも何もできず、矛盾していませんか。同じ行政としてどうしてそんなに考え方が

違うのでしょうか。図書館事業などが優先というのはよく分かっています。 

また、南田中図書館に行く際、道に迷います。今は電柱がたくさんあいているの

で、側面ではなくもっと分かりやすい看板をつけてほしいです。講座を行うにして

も講師が迷ってしまいます。 

図書館  まず、最初のイベントの申し込みについては、１ヶ月前では遅いなどのご意見も

確かにあります。一つは、イベントの内容にもよりますが、「まちづくり」という

観点から、図書館との共催事業であれば、会場をあらかじめおさえることが可能で

す。図書館事業が優先のため、１ヶ月前や２ヶ月前という縛りはありません。また、

町内会掲示板などでの広報料や、会議室使用料が免除されます。図書館にとっても、

多くの方に来館していただけるというメリットもあります。ぜひ図書館との共催と

いう企画をお持ちいただければと思います。我々も良い企画であれば、フレキシブ

ルに年度の途中でも開催できます。具体的な「３ヶ月前から」という件につきまし

ては、今回の懇談会のご意見として承ります。 

利用者  イベント開催の際、参加者から参加費を徴収することはできますか。 

図書館  参加費は難しいです。物品販売もできません。無料の原則があります。ただし、

共催の企画でも、材料費であれば徴収することが可能な場合もあります。図書館は、

無料で開催するという方針で事業実施を考えています。 

利用者  先ほどの話と同じですが、南田中図書館までの道が分かりにくいので、分かりや

すい看板やサインなどをもっと設置してほしいと思います。 

利用者  図書館通りという名称にする案も出ていましたよね。看板など、様々な提案もあ

りましたが、財政上厳しく、実現しなかったということもありました。 

利用者  道が分かりにくいというのもそれはそれでいいと思います。 

図書館  現在、南田中図書館までの地図を練馬高野台と石神井公園の駅と交番に置かせて

いただいています。初めて図書館にお越しいただく利用者の方にはそのような案内
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をしています。同じく、今後地域の施設に地図を置かせていただくなど、ご協力い

ただければと思います。また、ご要望があれば地図のデータをお送します。南田中

図書館でのイベントや集会等の際に、ご自由にお配りください。  

利用者  私は団地に住むようになったのですが、本日初めて南田中図書館に来て、このよ

うな懇談会に初めて参加して、こんなに色々な事業をやっているということを知り

ました。南田中図書館でのこうした地域活動を知りませんでしたし、団地の人たち

も知らないと思います。図書館は本を借りて返すだけかと思い、このような施策は

知りませんでした。図書館があること自体をなかなか知る機会が少ないので、何か

その活動を広める方法は考えていますか。 

図書館  長野県のある町では、まちのあちらこちらに文庫があり、まちの人がいつでも本

に触れることができると聞いたことがあります。例えば、先の話になるかもしれま

せんが、団体貸出しのような形で地域の公共施設や自治会の集会所に南田中図書館

の出張文庫や簡易文庫のようなものを置かせていただき、本や情報が気軽に手に入

る環境を築けたらと思っています。図書館内の広報だけでなく、まちの人たちが集

まる様々な場所をお借りして広報をさせていただければ、図書館の活動をもっと知

っていただけるのではないかとも考えます。また、図書館に対するご要望等も、ア

ンケート用紙と回収ＢＯＸなどを集会場に置かせていただき、そこにご要望を書い

て入れていただく。定期的に職員が回収に伺うという形で、様々なご意見や情報を

お寄せいただけるような体制を整えられたらと思います。 

利用者  南田中図書館で作成しているブックマップに、貯水槽の位置や消火器の位置など

をあわせて掲載したら良いのではないでしょうか。 

利用者  このマップは趣旨が違うと思います。防災マップのようなものがあると思います

のでお確かめになるといいと思います。 

利用者  ただ、この辺りの方にとっては練馬区全体の防災マップは必要ないのでは。 

利用者  防災マップに限らず、南田中という町単位の地図を作成すれば良いと思います。

現状はまちセンさんの「こもれび」くらいしかありません。それをベースにして南

田中の情報をまとめた物を作ったら良いと思います。この図書館が中心となって情

報を集め、一枚のマップを作ったらものすごく地域の中で役立つと思います。それ

が図書館に来ればもらえるとなれば、さらに皆が訪れることになると思います。 

利用者  それは行きたくなりますね。 

図書館  ぜひ作りましょう。 

利用者  ゼロから職員が作るとなると非常に大変なので、地域の方がこちらから図書館に

情報を提供するという形で作り上げることが大事だと思います。私は南田中在住で

はないのですが、ここが羨ましいと思われ、この図書館が発信することで練馬区内

全ての図書館がそうなったらすごく良いと思います。そうなって行くためのモデル

図書館になってほしいです。 

利用者  一か所が実施すればそれが定着し、進んでいくと思います。 

利用者  そうなれば、館長が変わったからといって、取り組みがなくなることもないと思

います。 

私はこの図書館はかなり異質だと思っています。図書館の方から外に出てくるな

5 



んて事はこれまで本当になかったです。けれど、出てきてくれたから「井のいち」

で出会ったり、チラシを持ち込んだら喜んで受け取ってもらえたことがきっかけで

関係ができて、別の情報も流させてもらったりなど、できるようになっています。

本を読まない子にとっては、図書館というのは敷居が非常に高いです。けれどこの

ように他のことに取り組んでいたり、自分の作品が展示してあったりしたら本を読

まない子でも来たりします。そういうきっかけ作りがすごく大事です。 

利用者  そうですね。そういう方法で図書館が利用できれば。私は勉強が嫌いで、図書館

なんか行ったことがありませんでした。だからそういった形で違う興味を持って来

ると良いと思います。 

利用者  ここは他の練馬区内の図書館と比べても、断トツに違うと思います。 

利用者  私は南田中小学校の図書室を見に行ったときにこちらの職員が入っていて、驚愕

しました。同じ公立の学校図書室でこんなに良い所があるとは思いませんでした。

でも、できるのだとも思いました。学校図書室もこうなることが可能だと思ったの

で、やはりここが発信地となって色々と練馬区全体が良くなってくれればと思いま

す。 

利用者  やはり今日見てきて、すごい館だと思いました。小学校とも繋がっていますし、

他にこういう館はなかなかないのではないですか。子供たちはすごく幸せです。今

まで図書館はただ見に行くだけだと思ったら、ここまで取り組んでいるのですから。 

利用者  隣の小学校の校長先生が感謝していましたね。 

利用者  国語の研究授業を見に来たのですが、そこにも図書館の方が協力していて、本の

帯作りの授業など、すごいと思いました。 

利用者  建設懇談会でも、かつて色々話をしていて、まずは小さい子供が来ることができ

るようにしようということで、学校との連結とかも考えたのです。また、一階の大

きな窓側に席を作って本を読めるようにしようなど。結構、建設懇談会で提案した

ことで実現した事は多いです。 

こういう地域情報ということに関しても、まず地域コーナーを作ろうという提案

をしました。そういうところも結構実現していると思います。この図書館が一つの

モデルケースとしてやっていけたら良いです。 

     もう一つは地域情報、例えば地域史にしても「南田中団地」ということでテーマ

を絞り込むと割と集めやすいと思います。実は南田中団地というのは南田中地域全

体でいうとかなり異質です。ですが、一度に作ろうとすると地域史というのは大変

です。まとまったものとして、完成してから見せるというのではなく、作りながら

見せていく、そしてどんどん書き換えていく、そんなことができたら良いです。ひ

とつひとつのワンテーマで例えばカードになっていて、そこに写真やシートなどを

作っていき、何人かで聞き取りなどをするのはどうでしょうか。一人から聞くだけ

だと記憶があやふやな場合がありますので、必ず二人や三人からなど、チェックし

ながら密着して進めていくのが良いと思います。 

利用者  それも一つの方法ですね。間違ったところがあっても、本になっていたら新しい

ものを出しても皆さん買えないでしょうから。 

利用者  地域史と言っても実は幅が広いです。野菜の話から畑や道路、下水道の話からい
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っぱいあります。それを完成させたものとしてやるのはとても無理です。だから地

域史を作るのであれば色んなことを色んなテーマで少しずつ集めていき、検証しな

がらどんどん書き換えていく、そういう作り方をしていった方が良いです。 

利用者  歴史観というのは執筆者によって様々ですから、専門家の方による本ではなく、

もっと簡易なものをどんどん書き換えていくということは良いことだと思います。

南田中団地を特集しようというのであればやったら良いと思います。 

利用者  少しずつ段階を踏んで、またその上に積み重ねていけば良いかと思います。 

利用者  まずはやりましょう。 

図書館  今回、実施していて意外だったのは、学校の卒業文集や記念誌に、ものすごく古

い物もあり、そこに当時ここに大きな木があったなど、当時の方が書いています。

そういうものは生の証言ですね。学校 30 年誌等、貸出に協力していただけました。

そこにも古い写真なども載っていますし、そういうところから地道に積み重ねて、

我々の手で作った地域史というものを今後も作っていきたいです。先ほど言われた

とおり、大上段に構えると難しいです。そこでまず今回は南田中団地をテーマにし

たのですが、その次の計画としてこれまでの展示のお付き合いを活かして「石神井

川」を核にした南田中地域史、その次は「白子川」といった風に、聞き書きを中心

にして、間違いを訂正しながら、皆様の協力を得て、皆で作って行きたいと考えて

います。 

利用者  製本する前に、皆さんに校正をお願いしてはどうでしょう。間違いが修正されて

なお良いものができると思います。 

図書館  よろしくお願いします。 

利用者  南田中図書館でのこのような施策は、区の方針としてやっているのですか。それ

とも館長の裁量で取り組まれているのですか。南田中図書館は指定管理者館として

館長が代われば、こうした事業をやらなくなることもあるのですか。指定管理者館

だからこのような取り組みが行われているのでしょうか。 

図書館  まず、指定管理者館だから行っているかという質問ですが、確かに、他の自治体

ではよく指定管理者館とそうでない図書館の差がついてしまうということが言われ

ることがあります。練馬区に関しては、平成 25 年に「練馬区立図書館ビジョン」

をまとめています。その際、館長からの意見も求められて、私も出席しました。そ

うして「練馬区としての理想像」として総合的にまとめられました。練馬区として

のビジョンというのはしっかりしています。通常、他の区ではこういったものは作

らないです。各図書館に運営を任せるというケースが多いです。練馬区では、この

ように区のビジョンがしっかりしていて、それに沿って各図書館が運営を行ってい

ます。この方針がぶれないように、我々はこれをバイブルにして運営を行います。

たとえ館長が代わっても基本方針は変わりません。直営館についてもこのビジョン

に沿って運営していくということは変わりません。確かに、指定管理者館の方が動

きやすいことはありますが、まだまだ勉強しながら南田中図書館がモデルケースに

なって広げていければと思っています。 

利用者  小学校の体育館は、図書館と共催すれば、コンサートなどでも使えますか。図書

館の会議室は狭いので。 
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図書館  使えます。ただし、学校行事が優先になります。 

利用者  今日は大人が集まって実施していると思います。私は中学生と小学生の子供がい

ますが、次の未来の子供たちが通ってくるような、遠くても来ることができるよう

な図書館になればいいと思っています。みなさんが認識している南田中界隈の話も

良いのですが、子供たちの目線で、また違うアイディアがないかなと思います。小

学校とも連携しているということですが、中学生や高校生には行く場所がないです。

そういった中で、うまく子供たちがいられる場所、なおかつ、一緒に向上していけ

る場所になったら良いと思います。こういう話をする場に、子供たちもいるとまた

違う目線があると思いました。大人だけだとちょっと偏りますので。 

図書館  南田中図書館では今年度から、おっしゃるとおりの発想で、「青少年ブッククラ

ブ」を発足させました。行く場所、エネルギーを発散させる場所として、中学生、

高校生に向けて、図書館で活動するメンバーを募集しました。夏には「パラソル図

書館」という行事の開催や連載小説を作成するなどの活動を行っています。若い世

代はシャイな世代ですが、実力はすごくあります。色々行いたいこともあるでしょ

う。ですが、活動できる場所や居場所がないというのは、本当におっしゃるとおり

です。南田中図書館にくる中高生も元気な子ばかりです。図書館が彼らに活動の場

所を提供し、若い芽を摘まないよう機能していければと思っています。本当に、中

高生との懇談会のご提案についても、実施してもいいかもしれません。ありがとう

ございます。 

利用者  この図書館の屋上は本当に見晴しが良いです。石神井城の堀などもこういう距離

感で見られるのはすごいです。安全管理上の問題などあるのでしょうが、何とか活

用できないでしょうか。 

図書館  何とか活用したいと思っているのですが、安全管理上やはり難しいですね。屋上

の生態系など、貴重で珍しい物らしいのですが。引き続き検討します。 

 

５ 南田中図書館長あいさつ 

本日は長時間、本当に貴重なご意見をありがとうございました。今後も皆様と繋がりを深

めていき、皆で色んなものを作って行く、そういう仕組みづくりから真剣に考えたいと思い

ます。またこの先もご協力よろしくお願いします。本日は皆様ありがとうございました。 
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