特

集

こんな
今、
図書館は変わりつつる。
図書館に行けば仕事ができ、
本を片手に
コーヒーやお酒も楽しめる。子どもたちはお喋りしながら
のびのびと読書をし、
設備で遊ぶこともできる。
図書館を運営する人たちは、
本を貸し出すだけではなく
さまざまな工夫を凝らした空間・イベントづくりに取り組み、
本と人、
人と人、
人と地域をつなぐために力を注いでいる。
そうして生まれた図書館は、
住民たちの居心地の良い場所となり、
その地域の新たな魅力、
移住への求心力となっている。
新しい可能性に向かう図書館と、
それを推進する人たちの思いを紹介する。
撮影 ●藤牧徹也

図書館のある

まちに住みたい

12
長野県小布施町にある「まちとしょテラソ」
（26～29ページで紹介）
で、
本を読む子どもたち。
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病院を訪ねてみたのです︒すると︑パ

れず︑その課題を解決できないかと︑

療に関するニーズが高いのに対応しき

ったと思います︒

療分野に踏み出すのは︑勇気が必要だ

書館が︑利用者ごとに症状が異なる医

年頃から注目されましたね︒地方の図

地域のニーズや課題を
解決するサービスの登場
ンフレットや相談窓口があるのに伝え

仲俣 図書館とは︑漠然と受験勉強や

休館日 火曜、
特別整理期間、
年末年始

URL https://lib.city.nagasaki.nagasaki.jp/
●

●

1 ４階には55 万冊収容可能な自動
化書庫を備え、貸出機で簡単に利用
できる。2 吹き抜けが気持ちよい、館
内のレストラン。3 地域の特性をふま
えた医療情報など、暮らしに直結した
特集棚が人気だ。

佐藤 ちょうど︑私が司書になって

●

この 年ほどの間に各地で起きて

いる〝図書館の変化〟について、皆さ
きれていない︒ならば連携しましょう

本を借りるだけの場所だと思っていま

─
んのご経験から伺えますでしょうか。
と︑自然発生的に情報の輪が広がり︑

したが︑
﹃未来をつくる図書館﹄︵＊３・

●

猪谷千香 佐藤美加 仲俣暁生

＊１ レファレンス……調べもの相談。
「答え」を提示することがスタッフの
仕事ではなく、
「探し方」を手助け
することが本来のレファレンスである。
そのため実際には、利用者が求める
資料や情報を調べるスキルに加え、
コミュニケーション能力が重要。

特集鼎談
＊２ 医 療 情 報 サ ー ビ ス …… わ か
りやすい資料の収集や地元の相談
窓口の紹介、病院と連携した健康
講座など。特定の病院や医療法を
薦めるようなサービスではない。
幅広い情報提供は、住民の健康維
持や向上にも寄与する。

撮影●大倉琢夫
構成●篠賀典子
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２０１１年︵平成 ︶に医療情報サー

開館時間 10時〜20時
（生涯学習エリアは21時まで）

年です︒地元長崎県で長崎市立図書館

●

地域の魅力を増すために
図書館が担う新たな役割とは？
ニューヨーク公共図書館の事例をも
とに、図書館の役割や公共の意味を
考える際のバイブル的著作。芸術・
起業支援や法律・医療情報ほか多彩
な活動内容が紹介された。

ページも参照︶が︑ビジネスに関する支

住所 長崎県長崎市興善町1-1

の確立に至りました︒
ビス︵＊２︶

電話 095-829-4946

課題解決、
連携、
多機能化のその先へ
＊３
『未来をつくる図書館
─ニューヨークからの報告 ─』
菅谷明子著（岩波新書）2003年

48

長崎市立図書館

援など多くの余地があると紹介して話

3

を担当
が開館し︑レファレンス︵＊１︶

2

猪谷 ﹁課題解決﹂という理念は︑

1

してきました︒長崎はがんを中心に医
05

23

10

10

近年、
図書館と地域の関係が新たな局面を迎え、
各地で大胆な改革が進行中だ。
その動向を追う取材者、
現場で活躍する司書、本 に関わるマクロ的視点からと、
異なる３名の眼差しから
図書館の変化や地域との関係、
そしてその未来を語っていただいた。

瀬戸内市民図書館
岡山県瀬戸内市

建設から運営にまで
市民の声を反映し
コミュニティを活性化

市民と行政とが丁寧なコミュニケー
開館以前から、市民の主導で本に親し

瀬戸内市では、瀬戸内市民図書館の

をもつ母親たちの要望により、市内の

中心となって結成したのが「パトリシ

独立した図書館がない状態が続いてい

図書館が閉館して以来、瀬戸内市には

数年前に台風による浸水で牛窓町の

ジェクトチーム」が発足。市民と行政

れ、
「瀬戸内市新図書館整備検討プロ

という３つの要望全てが議会で可決さ

への市民参加 」
「 館長候補者の公募 」

図書館が完成する前に館長を公募し

ーに関わる市民による「図書館友の会

運営などに、
「協力と提言」をモット

当選してからだ。瀬戸内市民図書館の

整備などを公約とする武久顕也市長が

た滋賀県永源寺町で、市民と共に図書

人の過疎地域であり、図書館のなかっ

めてきた嶋田学さん。人口約６５００

は、大阪府や滋賀県で図書館司書を務

に全国公募が行われた。選出されたの

「武久市長は学生時代、１時間以上か

すると、
「新瀬戸内市立図書館整備基

嶋田さんが新図書館の準備室に着任

市民は武久市長の図書館整備に前向

図書施設などを視察する「どうなって

かすためのワークショップで、既存の

写真提供 ●瀬戸内市立図書館

開館から１年で、「ライブラリー・オブ・ザ・イヤー」
大賞を受賞した、
瀬戸内市民図書館。市民の声を
図書館整備に生かすためのワークショップ開催など、
市民と共に進めた開館までのプロセスを聞いた。
取材・文 ●片山幸子（エディ・ワン） 撮影 ●テラサカトモコ

ており、気候は穏やか。オリーブや牡

ションを積み重ねながら理想の図書館
む環境づくりを進めてきた経緯がある。

蠣などが特産物だ。

像を共有し、誰もが気軽に利用できる
発端はおよそ 年前、中学生の子ども

図書館整備を求める声が
市民から上がる

「広場」のような図書館をつくりたい。
そうした思いから生まれたのが、２０
全ての学校の図書室に司書が配置され

瀬戸内市は、人口約３万８０００人。

豊かな暮らしには、利用しやすい環境

お さふ ねち ょ う

して誕生した。隣接する岡山市のベッ
に整えられた図書館が欠かせないとの

く ちょう

ドタウンで、沿岸部は瀬戸内海に面し

望書を提出した。
「整備計画策定にか

た。長船町と邑久町が公民館の中に図
が協働で、誰もが利用しやすい図書館

かる情報公開」
「図書館整備プロセス

書室を設けていたものの、共に面積が
づくりを目指して歩み始めた。

が利用するのに十分な施設とはいえな
かった。閲覧室が備わっていないなど
の不便さもあり、利用者の足は年々遠
のいていた。
てほしいとの市民の要望を受け、 年

（通称もみわフレンズ）
」の中心メンバ

けて岡山市の県立図書館に通って勉強

本構想」がまとめられた。これをたた

出だった。

していたそうです。地域に図書館のな

き台に、 年（平成 ） 月から開催

きな姿勢を歓迎し、計画段階から自分

ィング」
。市民の声を図書館整備に活

されたのが、
「としょかん未来ミーテ

11

るの編」
、新図書館の施設・サービス

を認識していたのでしょう」

ち市民と同じ目線で、図書館の重要性

い不便さを知っているからこそ、私た

語る。

館づくりを行った経験を買われての選

10

ーの一人、谷原和子さんは次のように

状況が変わったのは、 年に図書館
09

ミーティングを重ね
幅広い意見を集約

１００㎡程度と狭く、４万人弱の市民

備でも中心的な役割を果たした。

思いでつながり合い、市立図書館の整

お

アねっとわーく」
。市民一人ひとりの

たことだ。この時に活躍した母親らが

１６年（平成 ）にオープンした岡山

20

年に邑久町、牛窓町、長船町が合併

県の瀬戸内市民図書館だ。

28

22
23

23

1「としょかん未来ミーティング」の様
子。毎回、平均で48 人ほどが参加
（写真提供：瀬戸内市立図書館）2 天
した。
井が高く、開放的な雰囲気の書架。
テーブルだけでなくカウンターも各所
に設けられ、多くの人が本を閲覧でき
るようにしている。

住民の声を反映させ、
ともに
つくりあげた図書館は、
工夫を凝らした選書や展示、
イベントや空間づくりなど図書館ごとの個性が光る。
そうしてできた図書館は、
住民の誇りとなり、
移住者を引き付ける地域の魅力となる。
11

1
2

PA RT 1

たちの声を反映してもらえるよう、要

瀬戸内市の郷土資料を展示する、
「せとうち発見の道」。

住民と
つくりあげる
図書館
04

複合施設の中核を担う図書館が増えている。
そこは、
どの世代にも開かれた地域の文化・知の拠点として
一日中いても飽きない居場所ともなっている。
多機能化・複合化で図書館は
大きく変化している。

南陀楼綾繁

取材・文 ●

Ｊ Ｒ岐阜駅からバスで 分ほど走る

市民が何度でも来たくなる
滞在型図書館

ライター・編集者

）

27

たとえば、展示グローブではさまざ

やかにコーナーを形成している。

うな形のかさがいくつも下がり、ゆる

と呼ばれるグラスをひっくり返したよ

メインフロア。天井には、
「グローブ」

エスカレーターを上がると図書館の

入ることができる半開架の部分だ。

架が並んでいるのが見える。２階から

中央はガラス張りの「本の蔵」で、書

ターバックスコーヒーも入っている。

複数のスタジオもある。コンビニやス

などがあり、活動に必要な作業を行う

活動交流センター、多文化交流プラザ

１階にはホールやギャラリー、市民

ス」として親しまれている。

７月の開館以来、市民から「メディコ

この中にある。２０１５年（平成

命名だという。岐阜市立中央図書館は

で広がっていくとする期待を込めての

点として、さまざまな情報が宇宙にま

公であり、
「知と文化、絆」を育む拠

と名付けられた。利用する市民が主人

「みんなの森 ぎふメディアコスモス」

設計者は伊東豊雄。名称は公募により、

と、木製格子屋根の建物が見えてくる。

10

写真提供 ●岐阜市立中央図書館︵Ｐ ～ ︶

旧館から移転して約３年。利用者の多い年齢層が
代以上から 歳以下に逆転し、
美しい建築・
空間構成とともに全国的な注目を集める図書館がある。
若い世代に絶大な支持を得た、
その理由とは？

若い世代に支持される
新・滞在型図書館

みんなの森 ぎふメディアコスモス （岐阜市立中央図書館）岐阜県

PA RT 2

まな企画展示があり、それに関するイ

岐阜市立中央図書館内の様子（P40〜41 写真提供：中村絵 Nakamura Kai）

42

43

40

40
41

複合化する
図書館
40

－

まちライブラリー提唱者・森記念財団

（
取材・文 ●山下 隆 撮影 ●島﨑
㟢信一
︵

〜
、テラサカトモコ
（
～ ページ）
︶
︵

まちライブラリーとは
本を介して人がつながる場
社会人教育機関の「アーク都市塾」
や産学連携の会員制図書館「六本木ア
カデミーヒルズ」を森ビル勤務時代に
立ち上げた礒井純充さん。
「月額会費１万円という施設に会員３
０００人を集め、ビジネスとしては一
応の成功を収めました。その一方で、
収益性を優先するあまり会員とわれわ
れスタッフの関係が薄くなっていくこ
とへのジレンマがあったのです。例え
ば、開塾当初は面接もしっかりして、

〜
～

ページ）
︶

商店街

考えを分かち合いながら『お互いにが

病院

んばりましょう』という人間関係があ

介して人が交流し、繫がる場がまちラ

マンション

りました。しかし、会員も増え忙しく
てきた事業でしたので、とても虚しさ

イブラリーです。手元に本がなくても、

大学

そんな折に、礒井さんは人事異動に

を感じました。でも、この挫折体験が

取り組みに共感したり興味を持った人

公園

なってくると効率的に運営するようさ

より部署を離れることになる。

あったからこそ、六本木アカデミーヒ

こんなところに
まちライブラリーはあります

まざまなものが自動化され、人間関係

「約 年間にわたって一から育て上げ

がお互いに本を持ち寄って集まれば、

お寺

18

個人宅
カフェ
オフィス

が希薄になってしまったんです」

ルズとは反対に、もっと相手の顔が見

それでまちライブラリーはできます。

という熱い心を持って、何よりも自分

えて、人と人が繫がれる空間を自分の

自分が所蔵する本を貸し出す私設の

自身がワクワクできる空間であること

あまり堅苦しい定義やルールというの

図書館マイクロ・ライブラリーがある

箱のような小さな本棚を作り本を並べ

自宅で始めたり、自宅の前に鳥の巣

が大切です」

「単に本を貸し出すだけでなく、本を

の一形態として位置づける。

が、礒井さんはまちライブラリーをそ

思うままにつくりたいと決心するよう

Yoshimitsu Isoi

は設けていません。一番大切なのは、

55

になりました。それが、まちライブラ

53

開催する人が『どうしてもやりたい』

まちライブラリーが併設される「PIZ
ZA FORNO CAFE ビーンズ阿佐ヶ
谷店」にて。同店では本を読みなが
らコーヒーや本格的なピザも。

52

カフェや大学、
病院、
自宅などに本棚を置き閲覧、
貸し出しも自由。そんな、
まちライブラリーの提唱者
礒井純充さんに、
コンセプトや作り方について話を伺った。

礒井純充

単に本を読む場
ではなく人との
繫がりをつくる
私設の図書館

全国に広がる小さな私設図書館－
50

50
51

まちライブラリー
PART 3

まち
ライブラリー
まちライブラリーに本を寄贈する際は、
カードにメッセージを。

1981年、森ビル株式会社入社。会員制図書館
「六本木アカデミーヒルズ」
などを立ち上げる。
2011年より「まちライブラリー」の提唱者として活動。
13年には、全国の私設図書館を集めた
「マイクロ・ライブラリーサミット」
を開催。
特集 こんな図書館のあるまちに住みたい

本を通じて人と人が出会うまちの図書館
「まちライブラリー」。
国内外に580ものまちライブラリーができ、
その活動が注目されている。

リー構想へとつながったのです」

まちライブラリーやマイクロ・ライブラリ
ーは
「自分でできる範囲」
が基本。開
設場所もさまざま。

PA RT 3

