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成立した全集本

まもなく
多摩地域
図書館大会

「現代日本文学大系」筑摩書房
「有島武郎全集」筑摩書房
「志賀直哉全集」岩波書店
「岡本かの子全集」冬樹社（欠有）
→欠本補充用として 5 館へ
「ジャン・コクトー全集」
東京創元社（欠有）
→欠本補充用として２館へ
多摩地域公立図書館大会
２月１２日から始まります。
第一分科会は「広域連携と資
料保存」を安江明夫氏が講演、
木村稔氏がパネラーです。
会員のみなさん、
ぜひお集

まり下さい
多 摩地 域の市 町村 立図 書
館長協議会 が主催す る、東
京都多摩地 域公立図 書館大
会が「持続 可能な図 書館活
動の展望に 向けて」 をスロ
ーガンに開 催されま す。今
年は小規模 開催の年 に当た
り、第一分 科会、第 二分科
会は市民の当日参加は 自由、
事前申込みも不要です。
２月 日（木）の第一分
科会は「多 摩地域図 書館の
連携・協力 ・保存の 現状と
今後の展望」をテーマとし、
共同保存問 題にも大 きく光
が当たりま す。ほか に住民
広域利用の 問題、図 書館相
互協力（特に都立との関係）
問題もあわ せホット なパネ
ルディスカ ッション が期待
できます。
会 場の 国分寺 市の いづ み
ホールは、 ＪＲ西国 分寺駅
下車南側の 大型スー パーの
アーケード を抜け歩 いて２
分。
（開催要項を挟みます））
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「図書館資料の里親
探し」事業☆快調☆

一筆書きの最
？
短ルートは?

―里親探しが成果を
挙げています

今 年度 は手始 めに 、市 町
村の図書館 で不用に なった
全集・シリ ーズ等を 未所蔵
の他館に紹 介するこ とから
始めていま すが、こ れまで
提供された 全集は順 調に里
親館が見つかっています。
み なさ ん、ぜ ひ里 親事 業
（詳細は、 多摩デポ ＨＰ参
照）に申し込み・ご協力を！
欲しい資料 、提供し て生か
したい資料 がありま したら

＜11/25 の里親さんへの
デイパックで背負って運んだ 配達ルート＞
自宅→Ｃ駅→Ｃ中央図書館→
Ｃ駅→Ｈ駅→Ｈ中央図書館→
Ｔ駅→Ａ駅→Ａ中央図書館→
Ａ駅→Ｋ駅→ＫＨ図書館→
Ｍ駅→Ｍ中央図書館→Ｋ駅→
Ｋ駅前バス停→自宅

第四回多摩デポ講座の
お知らせ
公共図書館・
地域資料供覧の空気
全国の図書館を訪ね
ながらの感想と希望
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詳 しい 内容紹 介は 次号 に
なりますが 、木村館 長の熱
気あふれる お話は参 加者の
心に強く訴えるもので した。
当 日は 多摩地 域の 図書 館
長さんも含め 名の参加が
ありました。多摩デポでは、
これからも 多摩の各 地でこ
の報告書を 読む会を 開きた
い、と考えています．
３ ペー ジに町 田市 立中 央
図書館長守 谷信二氏 の感想
を掲載しま した。あ わせて
ご覧ください。

『 多 摩 地域 に おけ る 共同
利 用 図 書館 検 討調 査 報告
書 』 が 日野 市 立図 書 館の
ホームページに掲載さる

２３

昨 年３ 月にま とめ られ た
『多摩地域 における 共同利
用図書館検 討調査報 告書』
＝東京都市 町村立図 書館長
協議会、の 全文が日 野市立

図書館のホ ームペー ジに掲
載され始めました。
私 たち が注目 し、 第三 回
多摩デポ講 座で木村 稔館長
にお話しい ただいた 報告書
ですが、こ れまで各 市町村
図書館には ２部ずつ しか配
布されず、 利用者が 自由に
見られる蔵 書登録も 数市に
留まっていました。
広 く公 開する ため 、平 成
・ 年度の東京都市町村
立図書館長 協議会の 会長市
である日野 市立図書 館のホ
ームページ に掲載さ れ見や
すくなりました。
ペ ー ジ以 上 の厚 さが あ
りますが読 みにくく はあり
ません。皆 さん、ど うぞご
覧になってください。

ホームページの
URL
http://www.lib.city.hino
.tokyo.jp/

日野市立図書館
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知るにはま ず図書館 へ行く
のが一番。 そこでの 職員と
のふれあい や、思い がけな
い資料に出会えた喜び など、
熱く語っていただきます。
どうぞご参加ください。
チラシを 同封しま した。
まわりの方 にも声を かけて
ください。

第三回多摩デポ講座
開催さる
去 る 年 月 日 、立
川市中央図 書館を会 場に、
第三回多摩 デポ講座 を開催
しました。
東 村山 市立図 書館 長木 村
稔氏をゲス トにお迎 えし、
「『多摩地 域におけ る共同
利用図書館検討調査報告
書』を読む 」と題し て、Ｎ
ＰＯ多摩デ ポ事務局 長の齊
藤誠一のイ ンタビュ ー形式
ですすめられました。
１２
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日 時 ３月１日
午後２時から４時３０分
講 師 平山惠三氏
会 場 国分寺労政会館
参加費 ５００円
定 員 ５０人
次回の多 摩デポ講 座は、
研究者とし て図書館 をお使
いのヘビー ユーザー の視点
からのお話です。
講師は、 多摩デポ 副理事
長でもある 平山氏、 信用金
庫の源流を 求めて日 本各地
を旅し、全 国すべて の都道
府県を踏破 という経 験の持
ち主です。 初めての 土地を
訪れて、そ の地域の ことを
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里親探し
「志賀直哉全集」の巻
今 回は 、あき る野 市中 央
図書館が里 親さんに なって
くださいました。
Ｋ 市立 図書館 に利 用者 の
方が持ち込んだこの全 集は、
ほとんど手 つかずか と思え
るほどの美 本。ブッ クケー
ス・月報付 で「自館 のもの
を入れ替え てもいい かとい
う感じでした。
」
と はい うもの の、 全巻 揃
っているし 、さほど 傷んで
もいない。 このまま お返し
すれば廃品 回収業者 の手に
わたってし まうので 「多摩
デポで里親 を探して もらお
う。
」ということに。

里親探し開始
里 親探 し担当 の雨 谷と 吉
田は、先日 、檜原村 立図書
館に「現代 日本文学 大系」

をお届けに 行く途中 、改築
したばかり のあきる 野市中
央図書館を見ていて、
「あき
る野市図書 館は、ま だ蔵書
充実期とい ってもよ いだろ
う。いつか 、あの図 書館に
も里親にな ってもら えるケ
ースが出る に違いな い！」
と思っていたのでした。
都 立図 書館の 横断 検索 で
検索してみると、果たし
て・・・
「あきる野に、この
全集ないわ！」
他 にも 、欠本 のあ る館 が
ありました が、まず 、あき
る野に電話 をしてみ たとこ
ろ、
「いただく方向で館内に
諮らせてもらいます。」との
嬉しい言葉。
一 週間 後には 、里 親に な
ってもらえ るとの返 事をい
ただきまし た。こん なに早
く実現するとはびっくり！

あきる野市
中央図書館訪問

年８月１日開館のあき
る野市中央 図書館は 、ＪＲ
五日市線秋 川駅から すぐの
ところに、 秋川キラ ラホー
ルと隣り合 って建設 されて
います。市役所からも近く、
市民の身近 で親しみ やすい
施設になっ ていると 思われ
ました。
月 日の運び込み当日
は、平野館 長さんも 在館さ
れていたの で、少し 多摩デ
ポの活動を 話させて いただ
きました。
「里親探し」にも
ご理解をい ただき、 歓迎し
てくださいました。
担当の古川さんに、
「志賀
直哉全集」 を無事引 渡し、
今後もチャ ンスがあ れば里
親になって いただけ そうと
の感触を得 て、ホッ としま
した。
こ の後 、雨谷 ・吉 田・ 田
中の三人は 、古川さ んにピ
カピカの館 内を案内 しても
らいました。

２階 ラウンジと雑誌コーナー

０７
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エントランスのすぐ左手。
リサイクルコーナー

情 報検 索用端 末と 持ち 込
みパソコン 用机は柱 を活用
して利用者 どうしの 視線を
遮るように 配置。館 から渡
されたＵＳＢで起動し ます。

マ ップ ケース も、 利用 者
が直接出し 入れでき るよう
になっています。

子どもたち用の小さなカゴ

「おはなしのへや」入口のタペストリーは
ボランティアさんの制作。
窓から、外の町並がとてもよく見えます。
児童用デスクにも、ちゃーんと
個別のライトがつけられるように
なっています。

児 童室 の書架 は側 板に 地
元産の木材 を使って あたた
かみを感じ させ、柱 の周り
や天井には りめぐら された
沢山のミニライトは、
「図書
館は知の宇 宙」とで もいわ
んばかりの華やかさ。
そ ここ こに、 秋川 市立 図
書館・五日 市町立図 書館か
らの伝統を 感じさせ る、小
さな心遣い と工夫が 見える
図書館です。

あきる野市
デジタルアーカイブ
１ 階か ら ２階 へ の階 段 を
上がりきっ た壁面に 、多摩
地区で盛ん だった自 由民権
運動を象徴 すると言 われて
いる「五日 市憲法草 案」の
複製展示を はじめと した、
あきる野市 にまつわ る「歴
史・ひと・ 情報」を 紹介す
るコーナーがあります。

インターネット

(http://archives.library
）や
.akiruno.tokyo.jp.
タッチパネル、マイクロフ
ィルム、壁面展示を活用し
て、世代を超え伝えていき
たい情報を公開していく取
り組みは注目すべき図書館
の活動のひとつといえるで
しょう。

里親探し／さて
次はどちらへ？

ど の図 書館を 訪ね ても 、
共感と発見 の喜びが ありま
す。
「多摩デポ通信」など私
たちの活動 を紹介す るお知
らせも職員 の皆さん の目に
止まっているようです。
受 け渡 せる資 料が 成立 し
た時は、当 面は、Ｐ Ｒを兼
ねて、でき るだけ私 たち事
務局員が持 参したい なと思
っています。

「多摩デポ」ではこれまで
各市図書館協議会にあてて随
時、資料等を送ってきました
多摩地域全体を見回しても、
多くの図書館の書庫が満杯で、
書庫を拡充しようにも思うに
まかせない現実があり、平成
年度には 万 千冊あま
りの国立市分をふくむ計
万冊近くが全体で除籍されて
います。除籍はそれぞれの図
書館まかせのため、多摩地域
で最後の一冊となっても現在
は確実な保存体制がありませ

でに満杯になっていて、近年
受け入れた冊数とほぼ同数の
資料が除籍（リサイクルない
し廃棄）されています。その
中には、多摩地域のどの図書
館にもない資料が含まれてい
る可能性があるのですが、チ
ェックされていないのが現状
です。

書館のバックアップは、都立
図書館の役目でした。都立図
書館が責任をもって資料を保
存し、協力貸出にも積極的に
応じてきた間は、問題はまだ
深刻ではありませんでした。
しかし近年都立図書館は方針
を転換し、区市町村立図書館
を補完する役割を大幅に縮小
させています。都立図書館は
頼れる存在ではなくなってい

求が高まっています。２、
年前に出版された本を読みた
い、あるいは調べるのに使い
たいといった利用者が確実に
増えています。地元の図書館
に求める資料がなく、協力貸
出によって他館の資料を借り
受ける人も多くなっています。
これまで多摩地域の公立図

きには、地元の図書館をつう
じて貸出を受けることができ
る、そうしたシステムを構築
しようとしています。
これを立ち上げ運営してい
くためには、各自治体に相応
の財政負担が生じますが、
個々に保存システムを作るの
が現実的でない以上、これが
今考えられる最前の策と思わ
れます。国立市もぜひこの構

の中で取り上げたこともあっ
て、いま急速に機運が高まっ
ているのが、「多摩地域共同保
存（利用）図書館」設置への
動きです。各図書館の書架か
ら除かれた資料のうち、最後
の一冊を「共同保存（利用）
図書館」が保存し、利用者は
そこに必要な資料があったと

国立市図書館協議会
「共同保存（利用）図書館」
の実現に協力を、と提言

が、 年 月、国立市図書
館協議会から初めての応答が
ありました。この動きが他市
にも広まっていくことを期待
したいと思います。
国立市図書館協議会の『第
期図書館協議会報告と提
言』では、
「４ 連携して発揮
される力」の項で、
「
『共同保
存（利用）図書館』の実現に
協力を」と題し次のように述

想の実現に協力し、できれば
その推進役になってほしいと
思います。

10

18

1

7

50

ぜひ他の協議会も検討を

べています。長いですが、以
下、全文引用します。

るのです。
そこで多摩地域の図書館関
係者の中から構想が生まれ、
都市長会が
『広域連携の勧め』

（以上）

ん。
一方で、図書館の検索シス
テムが整備されるにつれて、
過去に出版された資料への要

08

くにたち図書館の書庫はす

１６
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あきる野市中央図書館へ
「里親探し」成立資料をお届

年度もさまざまな活動を
積み重ね、ポスターも更に工
夫し参加したいと思います。

最終日には、別会場でプレ
ゼンテーションを行う時間が
設けられ、齊藤誠一事務局長
が発表しました。
今回の参加は、日外アソシ
エーツの星部長の尽力による
ものです。星部長に感謝しま
す。来年も参加してもらいた
いという依頼を受けており、

ただ、今のところ図書館の
蔵書管理システムとこの自動
書庫出納システムのデータが
連動していないので、出納の

立の逐刊センターが利用出来
ていたので問題なかったが、
今後は再検討の必要があるの
かも・・・）
。
どこの館でも同様だと思う
が、ＯＰＡＣ（利用者用検索
端末）を提供するようになっ
て書庫資料の出納頻度は高く
なっているため、この自動出
納書庫からの出納は毎日あり、
有効に利用されているようだ。

自動出納書庫が担うという。
開架 万冊（含：児童書）の
バックヤードとしての収容能
力としては充分で、主に、旧
秋川市立図書館・五日市町立
図書館時代に収集していた資
料を収蔵しているそうだ。雑
誌は保存期間が短いので壁面
の固定架に配架している（都

ないと、レファレンスに利用
しづらいことだろう。今後、
この点をどう克服していくか
が課題になっていきそうだ。

際、正確な操作とカウンター
での的確な引継ぎが必須とい
うのが、キビシイとのこと。
固定書架や集密書架と違っ
て書架をブラウジングするこ
とが難しいため、自動書庫内
に収納した資料を熟知してい

図書館総合展

展示会場内にパネルボード
１枚分のスペースをもらい、
共同保存図書館という事業の
仕組み、活動年表、現在の資
料里親探しの紹介、設立総会
での安江明夫氏の講演や「多
摩デポ」講座の内容などを写
真入りで紹介したパネルを作
り展示しました。
会期中は事務局員が会場に
詰め、来場者への説明を行い

けした折に、
「自動出納書庫」
を見学させていただいた。
収蔵能力 万冊の 万冊
分は、３階に設置されたこの

昨年 月 日（水）から
日（金）まで、横浜市のパ
シフィコ横浜で、第 回図書
館総合展が行われ、
「多摩デ
ポ」は、ポスターセッション
に参加しました。

書庫訪問 連載②

２５

あきる野市中央図書館

３９

ポスターセッション出展

ました。パネル前に立ち止ま
り、熱心に聴いてくれる人も
多く、活動を理解してもらう
絶好の機会となりました。

０９

２８

１１

２６

１０

１４

昨年十二月十四日、第三回

の思いや姿勢です。鈴木喜久
一元館長の背中を見て育った
という木村さんは、一時期自
分なりの図書館像が見えなく
なって、図書館を離れていた
時期があるそうです。しかし
いま、人権の問題を中心に据
えた図書館運営を心がけてい
る。それは東村山市の地域資
料として特別な意味を持つ、
国立ハンセン病資料館の存在

行政経験の長い当時の羽村市
の館長さんに、このくらいは
かかって当然と言われて安心
した話など、報告書刊行に至
るまでのご苦労が目に浮かぶ
ようなお話でした。
しかし、もっとも感銘を受
けたのは、そうした話の端々
に伺える木村さんの図書館へ

した。
図書館長としては私より先
輩ですが同い年です。多摩に
木村さんのような館長がおら

仕事だとも話されました。自
治体が図書館を設置するとい
うことは、自治体を超える仕
事をその内側に抱え込むこと。
だから、かつて東村山市やい
くつかの図書館が連携して行
った地方出版物発掘の運動の
ように、多摩のアイデンテテ
ィとして、共同利用図書館の
問題に取り組むべきではない
か、と講演を締めくくられま

大変大きな意味を持つし、そ
れだけに恐ろしい仕事だとも
言われました。その通りだと
思います。
また、時代や社会状況によ
って迷うことはあっても、図
書館の収集、整理、保存、提
供という仕事は、いつでもや
らなければならない普遍的な

デポの事務局の皆さんに、心
からお礼を申し上げます。

れることに、大きな勇気を与
えられる思いがしました。当
日は、他にも数名の図書館長
さんが参加されていました。
館長同士、職員同士のつなが
りを作り出すためにも、こう
した機会が大切な役割をもつ
ように思います。
木村さんはもとより、多摩

第三回多摩デポ講座

多摩デポ講座
「
『多摩地域にお
ける共同利用図書館検討調査
報告書』を読む」に参加しま
した。同報告書の取りまとめ
役をされた東村山市立中央図
書館の木村館長に、その内容
や意義、報告書への思いをお
聞きするという趣旨です。
「共同保存」ではなく、あ
えて「共同利用」にこだわっ
た理由、当初ＪＲ中央線高架

に負うところが大きいという
ことでした。図書館の仕事は
人権問題そのもの。したがっ
て、図書館長の日々の判断が

守谷信二
（町田市立中央図書館長）

木村稔さんの
お話を伺って

下のスペースを活用する案が
リアルに検討されたこと、一
自治体当たり約二〇〇万円と
いう負担金の額を心配したが、

化記念第一 回総会で の安江
明夫さんの 記念講演 「公共
図書館と協 力保存 ―利用
を継続して 保証する ために
―」です。 次号の「 多摩デ
ポ通信 号」の発行時には、
もう刊行の ご案内が できる
予定です。
第 ２号 、第３ 号も テー プ
起こしなど 着々と作 業が進
んでいると ころ。ど うぞご
期待ください。！

里親探し
「志賀直哉全集」
仲介者インタビュー
今号の４ 面に載せ てもら
いましたが 、市民か ら寄贈
された志賀 直哉全集 を活用
していただ ける図書 館があ
って良かったです。
日々、図書館に勤める私
（たち）は たくさん の本の
寄贈を受け 取ってい ます。

回チャリティ古本市

小平図書館友の会

新しい本や 取り替え られる
きれいな本 は再び図 書館の
蔵書として利用されま すが、
それ以外は 、後ろめ たさを
残しながら も処分し てしま
うことになります。
捨 てら れない 性格 の私 は
事務室の机 の下に取 り替え
用にたくさ んの寄贈 本を突
っ込んでい ますがそ ろそろ
限界です。
全 集類 は茶色 に変 色し た
古いものを いただく ことが
多いのです が、今回 のもの
はきれいなものだった ので、
無駄になら なくて大 変嬉し
いです。
（Ｋ市ＫＫ）

第

４月１１日（土）
１０時～１７時
１２日（土）
１０時～１５時
中央公民館ロビー

個人会員
いよいよ百人突破

会の現勢

●会員
（個人会員１００名）
（団体会員３団体）
●賛助会員
（個人３１名）
（団体２団体）
～ 年１月 日現在

３１

※年会費
・正会員（個人・団体）
五千円
・賛助会員 一口 二千円
（個人一口以上団体五口以上）

旧「共同保存図書館・多摩」
の会員で、まだＮＰＯ法人会員
へ 移行 してい ない 方は ぜひ 、
「 特 定 非営 利 活動 法 人共 同 保
存図書館・多摩」へ、会員登録
をお願いします。今号「多摩デ
ポ通信」は、旧組織の会員の皆
さまにもお送りしました。

０９

多摩デポブックレット
刊行準備中
共 同保 存図書 館の 実現 に
向けて、
「知は力」
、
「資料を
保存し長く 活用する 事につ
いて」、「表舞台か ら消えた
り、散逸し たコンテ ンツを
再度よみが えらせて いく事
について」、「図書 館の共同
事業化とい う事につ いて」
など関連し た学習を 進めて
いこうと多 摩デポ講 座を開
始しました。
こ の講 座が好 評。 毎回 大
勢の参加者を迎えてい ます。
そこで、残 念ながら 参加で
きなかった 方・もう 一度聞
きたいとい う方のた めに、
私たちだけ の記録と して残
しておくの でなく、 印刷物
を発行することにしま した。
名づけて、
「多摩デポブッ
クレット」
。
第 １号 は、現 在印 刷準 備
進行中です 。まずは 、法人

１１

イベント
情報

１０

