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２．脇谷邦子先生のライフストーリーをうかがう会の記録 

 

前半実施日：2011 年 12 月 4 日 17:00～22:00（19:00～20:00 食事休憩） 

場 所：大阪ガーデンパレス 402 会議室     
出席者： 
（委員） 河西由美子（玉川大学准教授） 

 中村百合子（立教大学准教授） 
 堀川照代（青山学院女子短期大学教授） 

（オブサーバ）   
 家城清美（同志社女子中高司書教諭、同志社大学非常勤講師） 
 金昭英（東京大学教育学研究科博士課程） 
 宅間紘一（関西学院大学非常勤講師） 
 中島幸子（同志社大学非常勤講師） 
 堀内ゆうき（高槻市立図書館嘱託職員） 

 
後半実施日：2011 年 12 月 11 日 9:30～11:30 

場 所：大阪ガーデンパレス 402 会議室     
出席者： 
（委員） 中村百合子（立教大学准教授） 

 堀川照代（青山学院女子短期大学教授） 
 金昭英（東京大学教育学研究科博士課程） 

（オブサーバ）  
 足立正治（大阪樟蔭女子大学非常勤講師） 
 家城清美（同志社女子中高司書教諭、同志社大学非常勤講師） 
 宅間紘一（関西学院大学非常勤講師） 

 
 

資 料： 
資料 A   脇谷邦子氏年表 
資料 B   脇谷邦子氏の退職後の活動 

1．講師等の活動 

2．地域での活動 

3．著作（雑誌を除く） 
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子ども時代 
脇谷 簡単に生い立ちからいきますと、ちょうど終戦の年に生まれまして、3 人姉妹の次

女なのです。真ん中です。小さいとき体がすごく弱かったそうで、一時期は富山県の田舎

の方に預けられていたことがあったんです。小さいときは、ものすごく内気でした。いわ

ゆる内向性テストっていうのがあったら超内向っていうのがつくぐらいの。 

 それは体が弱かったということもあって、3 人姉妹っていうと真ん中が飛び出るとかい

うふうに言われるんですけど、うちは姉がはっきりした性格で、妹は末っ子でかわいがら

れてて、わたしがどうしても引っ込むみたいな感じで、すごい内気やったんですよ。その

上、することなすこと遅いんです、なんでも遅かったんですね。ご飯食べるのも遅い、服

を着るのも遅いとかいうふうに。うちの母が言ってましたけど、小学校に上がるときに近

所の人に 1 年遅らせたらどうやって言われたっていうぐらいね。3 月生まれでしたし体も

ちっちゃかったし、そうだったんです。幼稚園のときも、そこ（年表）に書いてあります

けど、先生が話しかけたら、もうそれだけで泣き出しそうになるっていうぐらいやったそ

うなんです。それは、今は「えっ？」って言われるんですけど、今でもちょっとそのシッ

ポは残ってて、見ず知らずの人に初対面で電話するっていうの、すごい苦手なんですね、

知らない人に電話するって、自分にかなりプレッシャーかけないと電話できないみたいな

ところが、今でもちょっと残っているんです。 

本は結構、小さいときから好きだったんです。田舎に預けられているときに、おじいち

ゃんが絵本とか買ってきて、英語の本なんか、「ネコは？」って言ったら、「キャット」と

か、そういうのはすごくすぐ覚えたっていうふうに親は言ってましたけども。本は好きで、

本を読むのに苦労をした記憶っていうのはぜんぜんないんです。 

で、尼崎市立立花小学校に入ったんです。立花小学校に入ったときに図書の時間があっ

たんですね。低学年のときに、多分 1 年、2 年生ぐらいのときで、高学年のときは行った

記憶がないので、多分使えなかったのではないかと思うんです。まあ、そこそこにいい図

書館やったと思いますが。『みつばちマーヤの冒険』を、そこで読んだっていうのを、ちょ

っと覚えているんですけど。本がずっと並んでて、なかなか良かったなっていう感じはあ

るんです。でも、それ程、使ってはいなかったのね。小学校のときは小学何年生っていう

小学館の雑誌がありましたね。あれを定期購読してもらってました。うちの姉が昭和 18

年生まれなんで、わたしが20年なんですが早生まれなので、学年は1年しか違ってなくて、

姉とは仲が良かったんですが、いつも読むときに姉の分と合わせて、だから、自分の学年

の上の分と合わせて一緒に楽しんでたし。国語の教科書はすごい楽しみで、とにかくもら

ったら、姉の分も一緒にすぐに読んでいたという感じですね。 

小学生の頃、本は買ってもらって…、公共図書館はあんまり近くにはなかったんで、ほ

とんどぜんぜん利用したことないんですけども、そのときに講談社の「世界名作全集」で

すよね、こういう箱に入った。あれで買ってもらって『リヤ王』が 3 人姉妹の話でしたし、

すごく強く印象に残っているんです。あれはすごくリライトしていますけども。講談社の

「世界名作全集」は何か他にも読んだのかなというふうに思います。小学校の 3 年、4 年

生の頃は、父がときどき本を買ってくれて、そこに書いているように夏目漱石の『坊ちゃ
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ん』とか芥川龍之介とかは、買ってくれたように思います。学校図書館は、小学校のとき

は自由に利用させてもらえなかったんですね。公共図書館へは多分、行ったことはないと

思います。小学校のときはとにかく体育が大嫌いでっていう子で、何をするのも遅かった

ので、低学年のときは、テストのときも時間内に答えが書けないっていう感じやったんで

す。それでどっちかというと完全にインドア派で、もうとにかく本を読むのが好きってい

うふうなことだったんです。 

その読書体験というのが中学に入って、パッって広がるんですね。中学校のときに独立

した図書館があったんです。建物、平屋で北門から入ったすぐ右手のところで、わりとみ

んなが行きやすいところにあったんです。わたしが育ったのは尼崎市で貧乏な市でして、

あの当時は工場が多かったので、地盤沈下のため、堤防をまずかさ上げせないかんって、

それで予算を結構使っているっていう、すごい貧乏な市やったと思うんですけども。不思

議なんですけど、中学のときに、すごくいい図書館がありました。それでものすごく幸せ

っていうのか、「岩波少年文庫」ですか、あれは全部そろっていて、片っ端から読みました

ね、すごく幸せだった。 

それと、そういう読み物だけじゃなくて、いわゆる NDC３門とか４門とかの本も割合あ

って。それこそ、『ろうそくの科学』なんかマイケル・ファラデーのね、ああいう本も読ん

だし。例えば『君たちはどう生きるか』（吉野源三郎著）っていうのもすごく心に残ってい

るし、『シートン動物記』も面白かったし、っていう感じです。そのときは多分、図書委員

をしていたと思うんですけど、図書館にわりと出入りしていました。一応、司書じゃない

んですけど、中学の卒業生…あの頃はまだわりあい貧しい時代でしたので、定時制の高校

に行っている卒業生が、昼間は図書館の世話をしてくれてて。だから、わたしらからした

ら、ちょっとお兄さんですよね。そのお兄さん的な人が、いつも図書館にいてくれたんで

すよね。それでいつでも利用できて、図書委員っていうことでちょっとお手伝いしていた

んだと思うんです。だから、学校図書館はすごく良かった。わたしはそういう意味で学校

図書館にすごい、いいイメージを持っていましてね。 

それともう一つは友だちです。中学 1 年のときに友だちになった人が H さんっていうん

ですけど、薬屋さんの娘さんで、そのお父さんがすごく本好きで、そこのおうちに本がい

っぱいあったんですよ。それでよくそこのお友だちの家に行って、それこそ風呂敷にごそ

っと本を借りて帰って読んだっていう記憶があります。だから中学、高校で多分ものすご

く読んだんだと思います。片っ端からとにかく読めるものは読む、みたいな感じで。その

ときは、一種の活字中毒みたいなもので、わたし、読むものがなかったら何でもかんでも、

それこそ、缶詰のラベルとかそういうものでも読みました。とにかく活字を読むのがすご

く好きだったんですよ。 

それで学校の図書館と、それから友だちの家に行って、ゴソッと本を借りて帰って読む

のが、すごい楽しみやったんですね。 

その頃、中学のときにやっと自分のお小遣いで本も買いだした。中学のときに村岡花子

さんの『赤毛のアン』が新潮文庫で出たんですよ。あれを新しい巻が出る度、買って読む

のを楽しみにしていました。それから中学、高校と結構、親に隠れて本を読んでました。
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というのは、うちの両親は農民出身で、だから朝早く起きて、夜はちゃんと早く寝るって

いう生活。それと、わたしがあんまり体も丈夫じゃなかったし、よく風邪をひいていたの

で、とにかく夜更かししたら叱られたんですね。だから、私は親に勉強しなさいって言わ

れたことはないんですけど、ずっとうちの家庭では「早く寝なさい、早く寝なさい」って

言われてました。早く寝なさいと言われるけれど、読むのを途中で止められないから親に

隠れて本を読んで･･･と、中学高校はそうやったんです。すごく本は好きだったので、その

頃、何となく自分の将来っていうのは、とにかく本を読んで過ごしたいって思ったのを覚

えているんです。 

高等学校に入学して、学校図書館はよく利用し、わりと行ったんです。それでわたしは、

自分では記憶がないんですけど、高校の卒業アルバムを見たら図書部っていうところにわ

たしの写真が写っていたんですよ、記憶がないんです。図書部に所属していたって記憶が

ないんですけども、どうも所属していたらしい。ちゃんと写真があったのでそうなんやな

って。図書館によく行っていたのは知っているんですけど、図書部で何をしていたのかは

ちょっと記憶にないんです。将来、司書になりたいっていうのは、はっきりその頃なれた

らいいなと思っていたので、図書部に出入りして多分、図書館の仕事をしていたんだと思

います。 

 尼北（兵庫県立尼崎北高等学校）の図書館も良かったのは良かったんです。本はそこで

借りたりしてました。それから貸本屋も…高校の時には、貸本屋も利用したと思います。

わたしが記憶に残っているのは「人間の条件」（五味川純平著）。確か６巻ぐらいあったん

ですね、1 冊がそんなに厚くないけど。ある春休みに借りに行って、1 日で 1 巻読んで、そ

れを６日間、毎日 1 巻ずつ借りて読んでしまった記憶はあるんです。貸本屋は高校のとき

に使っていたと思うんだけど、貸本屋って大学のときになったら使ってなかったかなと思

うので、本当に一時だけだったかなと思うんですけど、そういう感じで本を読んでました。 

 それから、あのころは、文学全集が競って出ているときですよね。ちょうど昭和 35、6、

7 年ぐらいって言ったらそうだったんですけど。河出書房新社の「世界文学全集」は親が

ちゃんと予約購入したくれたらから、いつも新しいのが出たら本屋さんが持ってきてくれ

るので、すごく楽しみにしていました。中学、高校で読んだ本っていうのは、わりと文学

全集のたぐい、それから古典って言うのか、ギリシャ神話や北欧の神話、アーサー王物語

など伝承文学的なものも好きでした。どっちかっていうと絶対、外国のものの方が好きだ

ったんです。 

 これは英語の話と絡んでくるんです。中学の 1、2 年生のときは英語の先生がすごくいい

先生だったんです。それで英語もすごく面白かったから、わたしも英語の成績も良かった

んですよ。ところが 3 年生になったら、ぜんぜん面白くない先生だったんです。教え方が

随分違いますよね。高校へ行くとグラマーの先生がまたなんかちょっと怖い先生だったの

で、それでちょっと英語を敬遠っていうのか苦手になりました。それと、1 年上に姉がい

ましたね、この姉がわりときっちりした人で、わたしと学年 1 年違いですからノートを全

部くれたんです。教科書も全部くれたんです。そうすると、グラマーの問題文の解答がち

ゃんと書いてあるんです。全部書いてあるんですよね。これはいけませんでしたね、やっ
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ぱりこれはいかんかったと思います。だって、やっぱりついつい見てしまうし。英語の先

生は結構怖い先生で、ちょっと嫌な先生だったし、ちょっと楽しようみたいな感じで。ノ

ートをもらったっていうのは、決定的にまずかったなって、わたし今でも思ってます。教

科書、昔は全部配ってくれなかったんで、上の姉とは 1 年で続いていたんで、そのままほ

とんど変わらないんで教科書も姉のお古だったんです。そうすると書き込みはあるしノー

トはくれるしで、自分で勉強するうえでは、良くなかったと思いますし、ちょっと英語の

興味をだいぶそがれてしまいました。 

それと反対に、高校のときは、日本の和歌とか、言葉がきれいだなというふうに感じま

した。逆に外国の本ばっかり読んでて、ふっと日本語ってすごいきれいだなと思って、結

局、国文科に行くんです。 

中学、高校とそういうふうにして本ですごく楽しい思いをしたので、わたしは将来の職

業として司書になりたいと思いました。本当は卒業したときに司書教諭になりたかったん

ですけど、そういうの（司書教諭としての勤め先）はほとんどなかったですし。とにかく

司書っていう仕事は、本読んでそれが仕事にできれば、こんな幸せなことはないなってい

うふうに思ったんです。それで司書になりたいと思いました。それから大阪女子大を受験

したのも、司書資格が取れたからです。 

 

大学時代 
尼崎は兵庫県なんで、わりと神戸大学に進む人が多いし、うちの姉も神戸大学に行った

んですけど、わたしは司書の資格が取れるっていうので、大阪女子大に行きました。でも

図書館学の授業というのは、本当に面白くはなかった。司書になりたいから単位は取りま

したけど、ぜんぜん面白くなくて、後で就職してから図書館に入ってから、例えば桃山大

学の司書講習なんかで来てはった人に話を聞くと、「随分授業が違うやん」っていうふうに

思いました。やっぱり片手間でっていう感じでしたから、ぜんぜん面白くなかったんです。

でも、資格が欲しいから取りました。それとあの当時は就職って言うと、女性で仕事に就

くっていうとやっぱり先生しかなかったんで、先生の資格も免許も取って、それで一応、

教員採用試験も兵庫県の教員採用試験受けて、それは一応運良く合格したんですけども。

司書になりたいけど、司書っていうのはなかなか口がないっていうのは分かっていました。

卒業したときにできることなら、本当は司書教諭希望やったんです。教員の資格もあるし、

司書の資格も持っているわけですから、司書教諭として働くのが一番いいなと思ったんで

すけど。何故かと言うと、今、わたしが公共図書館で長いこと仕事をしてても思うんです

けど、公共図書館っていうのは不特定多数なんです。不特定多数の人を相手にしてますで

しょう。ところが学校だと、やっぱり一人一人に密にかかわれるっていうのと、成長を見

ていけるっていうのがありますよね。後で図書館員になって自分が、仕事としても一番楽

しかったっていうのが障害者サービスと児童サービスなんですね。 

児童サービスは特に府立の児童サービスっていうのは後発で、大阪府立図書館としては

本当に仕方無しにやったみたいなサービスなんで、すごく小規模でしたので、すごく密に

かかわれるっていう、子どもたち一人一人をよく見ていけるっていうものがあります。そ
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ういうかかわり方、それは自分の内気な性格も影響していたと思うんですけど、不特定多

数の人を相手にするよりは、やっぱりちょっとじっくりと子どもの成長するのを見ていく

というか、かかわりたい、お互いによく知り合ってかかわりたいという思いがあって、司

書教諭っていう就職口があればいいなと思ったんです。その当時、確か東京は司書教諭を

採用していたんですが、関西の方では公立ではなかったと思うんです。それで型どおり、

とにかく教員採用試験と、それから運良く府立図書館の採用試験があったので受けて、無

事なんとか通って府立図書館に行ったっていうことですね。 

それからちょっと前後しますけども、高校の頃そんなふうに本をよく読みまして、大学

に行って、結構ミステリーにはまってミステリーが好きな友だちもいたんで、外国のミス

テリーとかよくその当時、読んだなと思います。司書資格の勉強はとにかく面白くなかっ

たけれども、まあまあ資格のためです。意外と教職課程の教育学っていうのが、山吉長先

生の授業が面白く、教育や社会教育の教職課程はわりあい面白かったです。そのときにそ

の山吉先生が、わたしたち女子大でしたので女の子ばっかりですけれども、女性として家

庭に入るだけじゃなしに、やっぱり自分の何かを生かして、しっかりした人生って言うの

か、そうした方がいいというみたいな話をわりとしてくれはって、それはすごく印象に残

ってますね。教育学は、わりと面白かった。 

本で言えばわたし実は、大学に入ってから、3 年生ぐらいのときかな、「源氏物語」を読

んで、それにまたはまってしまって、いまだにそうなんです。その当時の、玉上琢弥先生

って、源氏では結構有名な先生ですけど、その先生が、この「源氏物語」っていうのは女

が書いた女のための女の物語だから、自分のようなじいさんよりは、あんたたち若い人の

方がよく分かるんだよっていうふうに言ってくれてはったことが印象に残っています。そ

れは確かにそのとおりやなと思うんです。それ、本当に実感として、女の人の読み方と男

性の読み方ってぜんぜん違うんです。「源氏物語」には女性は結構はまるんです。自分と同

じっていう感じで読むんですよね。自分のこととして読むんです。 

それは橋本治も、何かで書いてました。いろいろ世界の文学全集っていうのも結構読ん

でいたけれども、「源氏物語」は何回も読んでも、読むたびに新しい発見があって、読むと、

やっぱり自分が日本人っていう感じがします。「源氏物語」はわたしの生涯の 1 冊になって

います。 

あの頃は、友だちとみんな北海道旅行に 3 年になったら行くっていうのが流行り、3 年

生になったら北海道旅行に行ったりとか、そういうこともやってました。 

大学で一番大きな出来事というのは、わたしはやっぱり松岡享子さんとの出会いかなと

いうふうに思うんですね。司書課程のレポート作成のために、大阪市立中央図書館小中学

生室を訪問したんですね。わたしそのときにぜんぜん予備知識がなく、何も知りませんで

した。松岡享子さんって、どんな人か知らなかった。たまたま友だちと 2 人で小中学生室

に行って、松岡享子さんにいろいろお話を聞いたんです。それがやっぱりものすごい感銘

を受けましたね。アメリカの話とかしてくれはって、ものすごく感銘を受けました。もの

すごく印象に残っているんです。児童サービスに関心を持つきっかけになったと思います。

松岡さんに出会ってなかったら、別に児童書がどうこうっていうことはなかったので、松
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岡享子さんに会ってなかったら、児童サービスに関心を持たなかったかなと思います。 

アメリカでのご自身の経験とか話をして下さって、お人柄もなかなか魅力的な方ですし、

すごい感銘を受けたんです。すごい印象に残ってます。これが児童サービスに関心を持つ

きっかけになりました。それで運良く図書館（大阪府立図書館）に就職できてから、松岡

享子さんがどういう人やったかっていうことは、図書館員になってはじめて知ったんです。

だけどそのときはもうお辞めになっていました。わたしが昭和 42 年に司書になって、1 年

前には辞めてはったんですね。松岡さんの話では、ずっと大阪市では児童サービスを続け

られない、ずっと同じ仕事をやれない、要するに異動がある、3 年間やったら代わらなあ

かんと言われてたんで、それだったら嫌だから辞めはったって聞いています。で、東京子

ども図書館をつくりはったんです。やっぱりすごい大きな方でした。 

 
府立図書館に就職 

わたしは公共図書館っていうのはほとんど使ってないんです。大学時代も中之島図書館

をちょっと利用した程度で、ほとんど大学図書館です。大阪女子大っていうところはちっ

ちゃな大学なので書庫にも自由に入れて、使いやすいので、公共図書館はあんまり使った

ことはないんです。ちょうど府立図書館で蔵書目録編纂の事業をしていたときに、採用試

験があったので、わたしの入った年は 4 月に採用して 5 月に採用して 9 月に採用してって

いうように、結構人を入れた時期なんですね。で、採用されました。 

そのときに吹田の図書館もちょうど図書館つくって募集してて、吹田の図書館は後輩の

お父さんが吹田の教育長をしてはって、「どうする？」って聞いてもらいましたが、府立図

書館を受けるから（吹田は）受けへんって言いました。今だったら受けられるところなら

どこでも受けますよね。大阪市も募集があったんですけど、珍しくそのときは府立の方が

試験が早かったのかな。教員採用試験と府立図書館と両方受けました。先生は決まるのが

結構ぎりぎりになりますね、どこの学校とかっていうのはね。教員採用候補者名簿に登載

される、そこから順番に声かけられる感じですからね。府立図書館の方が早く合格が出た

んで、それでもう決めました。それと司書教諭だったらいいんですけど、先生っていうの

はちょっと常に見られている存在ですよね、そういうのもあって図書館の方がいいやと思

って、図書館の方に入りました。 

 それでその府立図書館に入ってはじめて、大阪府立図書館は児童サービスをやってない

んや、っていうのを知ったんです。そんなことも知らんかったと言うか、知りませんでし

た。府立図書館で児童サービスしてないというのを知らなかったんです。入ってから「え

っ、してないの？」っていう感じやったんですね。確かに自動車文庫には本も積んで、児

童書も積んで行ってたんですけど。ただ、研修で BM に乗せてもらったときにちょっと浅は

かっていうのかな、今から思うとそうやって思うんですけど、正直言って、「えっ、こんな

本で？」というふうに思ったんです。と言うのは、あんまりいい本、積んでない。小説、

実用書のたぐいばっかりで、これって図書館でそういうサービスが意義のあることかと思

った、そういう感想を持ったことは覚えています。それから児童書もあんまりいい本は置

いてなかったです。だから、そんなふうに思いました。そのときはね。 



10 

 それで、天王寺分館に自動車文庫の基地があったので、あんまり接触もしないから分か

りませんでした。ちょうど中小レポート（『中小都市における公共図書館の運営』）なんか

が出て、児童サービスに力を入れようというような時期でした。わたしが大学で司書課程

を受けたときは、そんな中小レポートの話なんか誰もしれくれませんでしたし。そういう

生き生きとした図書館サービスの話っていうのは、ほとんど講義でなかったように思いま

す。例えば目録がどうとか。目録も就職してからだまされたみたいに思ったのは、例えば

著者主記入で目録取るんだよってなるでしょう？ところが、府立図書館に入ったら書名主

記入なんですよね。カードの取り方だって、いわゆる大学で習うのとはちょっと違ってて。

やっぱり実利的にできているんですよね。 

しかも、中之島図書館は NDC じゃなくて ODC って言って大阪府立図書館の独特の分類を

してました。多分歴史が古いんで、NDC が確立される前に独自の方法でしてたからだと思

うんですが、それをずっと踏襲してて、分類は違うわ、目録の取り方も違うわっていうの

で、「なんやったのよ」っていう感じがしました。おまけに児童サービスはしてないわって

いうような感じだったんです。一番はじめに配属されたのが社会科学室だったんです。そ

の頃、社会科学室っていうのは司法試験受ける人がずっと利用してて、マイ座布団を持っ

て、開館を待って、自分の決まった席を取るのに座布団持ってダーッと走って、何人かは

必ず自分で決めた指定席に座って、1 日司法試験の勉強をしてはるっていう、そういう感

じだったのです。 

中之島図書館っていうと、一番資料もそろっていて、ちょうど大阪の真ん中にあります

し、レファレンスなんてすごく多いんです、ものすごく多いです、人もたくさん来ます。

あの頃は入館証渡して、読んだ本を全部〔閲覧票に〕書いてもらってました。それから書

庫出納もすごく多かった。就職したときに、府庁の研修が終わって中之島図書館に配属さ

れて、ちょうど蔵書点検の 中だったんです。そのときは何年に 1 回かの本の大移動だっ

たのです。長い制服着て、手ぬぐいを頭と首に巻いてマスクをして軍手をして、本の移動

は長い列を作って、人から人へ手渡しで移動させます。 

しかも書庫の中は、表（閲覧室）は 3 階なんですが書庫の中は 5 層になっていて、1 号

庫、2 号庫、3 号庫とあって、表に見えている閲覧室と、裏側にある事務室のところと、ど

こがどうつながっているのか分からへんのです。もう肉体労働、ほこりにまみれてってい

う感じで、自分がどこにいてるかも分からなくて、ちょっとびっくりしました。こうやっ

て、「はい」っ、「はい」って手渡しでずんずん本を送っていくんです。あれはなんか、す

ごい体験だったなと思いますけども。図書館って、思ってたのとちょっと違うかなってい

う感じしました。それで社会科学室で、文学少女だったので、経済や法律などチンプンカ

ンプンですし、結構人も多いし、なかなか大変でした。すごく忙しかったし、「うーん」っ

ていう感じでしたね。 

 

西田博志氏のもとでの仕事 
でも、いい先輩がいたりして仕事を続けるのは楽しかったんです。図書館人としては有

名なんですけど西田博志さん（後に八日市の図書館の館長になった人。滋賀県で、滋賀の
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図書館が発展するのに大きな力になった人）という人がいてはって、この人が中小レポー

トを踏まえて、やっぱり「児童サービスをせないかんのと違うか」っていう考えはもって

はったみたいで、「子どもの本を読む会」っていうのを何人かの人と一緒につくったんです。

（参照：「子どもの本を読む会—36 年の記録—編集委員会編『子どもの本を読む会—36 年の記

録—：府立図書館児童サービスの歩みとともに』同編集委員会発行、2007」）、わたしも松岡

享子さんの印象がすごくあったので、児童サービスしたいなっていうふうに思ってたんで、

はっきり記憶にはないんですけども、第 1 回目から参加しています。 

それで会に入って子どもの本の勉強をはじめたんです。府立図書館で児童サービスをす

るべきやっていうのは、わたし、そのときから変わらず思ってました。忘れられへん言葉

がありますけど、「府立図書館は、女、子どもは相手にせん」って言うた管理職がいました

が、そういう意識はやっぱりありました。女性もやっぱり排除されていました、っていう

のか、要するに仕事をもっている男性が主な利用者なのです。 

特によく商社の人とか、丸紅やとか伊藤忠やとかいう総合商社の人なんかがよく来てい

ましたし。レファレンスなんかでも、各種統計やデータ、法律・判例など、仕事だとか何

とかでとかで来てはりましたからね。そういう図書館でしたから、普通の主婦っていう人

もあんまり来ないんです。中之島図書館に主婦は来ない。だから、お勤め人と、それから

学生と、それから司法試験を受けるとかそういう勉強をしてはる、そういう人ばっかりが

来てる図書館でしたからね。だけどやっぱり女・子どもも図書館を使う権利はあると思っ

てました。今から考えるとわたしが府立の図書館でやったことは、1 つは府立図書館の児

童サービスを確立させた。それと、子どもと大人の差別的取り扱いをやめさせた。「子ども

も大人と同じように図書館を使えるように」っていうこと、それはできたかなっていうふ

うに思います。 

やっぱり大人と子どもと、年齢で差別するのはいかんっていうのは、もうずっと思いま

す。ある日突然、ここから大人っていうわけじゃない。子どものときから、小さいときか

ら本に親しんで、だんだん難しい本もちゃんと読めるようになるし。自分が後に児童サー

ビスを担当した体験でも、子どもにも大人の本は絶対に必要だと思っているんです。図書

館の全蔵書は子どもにも開かれるべきやって思っていたんです。「子どもの本を読む会」が

ができてかかわるようになって、勉強をはじめて、月に 1 回発表会したり、大阪府内だけ

でなく全国の図書館全体が児童サービスにもうちょっと力を入れよう、児童書のこと勉強

しようという時代やったので、よその図書館の人とも交流しながら、子どもの本について

勉強していきましたね。 

西田さんの話が中途半端であっちこっち行ってしまってすいません。西田さんが BM を

「図書館」に変えました。BM ってその当時までは無料貸本屋みたいな感じだったんです。

西田さんが BM の担当になって、BM を「図書館」に変えました。それはね、「図書館」って

いうのは自分が調べたいと思ったら、読みたいと思ったら、ここにある「あてがいぶちの

並べてある本」を借りなさいじゃなくて、本当に読みたい本を提供するのが図書館やって

いうことを自動車文庫で実践しはったんですよ。はじめにわたしが研修で BM 見たときに、

ろくな本置いてない、小説と実用書ばっかりしか置いてない、こんな本でどうなのかなっ
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て思ったんですが、西田さんは、例えば美術書を持っていったりとか専門書なんかも積ん

でいったのです。高価な本とかも。 

そうするとそういう本があることで、こういうことも期待できるんやっていうふうに、

思いますよね。それと、そこで予約制度をはじめて、とにかくお求めの本は絶対、提供し

ますっていうふうにしていったのです。BM を、要するに本館とつなげた。本館のすごい豊

富な蔵書とつなげて見せたっていうのは、これはやっぱりすごい人やなと思うんです。そ

れを目の当たりに見ていて、本当にケンカしながら本を持っていってたんですよ。その当

時、府立図書には、階級みたいなものがあって、一番偉いはの整理課なんです。本を整理

するところが一番偉い、本を選んで本を整理しますでしょう。本を選ぶのもそうですね。

本を選ぶときにも、「保存に値する本を買うのが府立図書館や」って言うてましたからね。

それが保存に値するかどうかは、見識を持った司書が判断しているわけですよね。そうい

うことで整理課が一番偉かった。その次に本館の閲覧。BM なんかはその下っていう感じで

したからね。 

その BM 担当者が本館の担当者に、例えば、美術全集を「今度、自動車文庫に積んで持っ

ていく」って言ったら、もうこれケンカです。それは本館用の本で BM に積んでいくために

買ったのではないというわけです。それですごいケンカして、それでも実行して、変えて

いったっていうのを、わたしは見てすごく刺激を受けましたね。わたしも仕事をするとき

に結構新しいことに取り組みたがるのがすが、そういう西田さんを見てたからかも分から

へんというふうにも思うんです。あるとき気がついたんですけど、だいたい決められたこ

とを、決められたとおりにやるだけっていうのは、どうも性分ではないみたいな気がしま

す。西田さんの仕事を目の当たりに見て、やっぱり変えていくっていうのか、改革ってい

うのか、より良いようにって、それをしなければならないんじゃないかというのは西田さ

んに教えてもらったと思うんです。 

その頃、そこに書いてありますけど、児童サービスの高揚期で石井桃子さんの子どもの

本（『子どもの図書館』岩波書店）を読んで、文庫があっちこっちに誕生しだすんです。「雨

の日文庫」っていうのが大阪の図書館発展の一つの起爆剤になるのですが、中川徳子さん

が昭和 45 年 7 月に「雨の日文庫」っていう家庭文庫を創設します。松原市に BM が行って

いたんで、西田さんに相談したら、「じゃ、貸そう」と、西田さんが言って、府立の本も団

体貸出として貸して文庫の蔵書を補足するんです。そのときに手伝いに連れて行かれまし

た。車に送り込まれて何人かで中川さんのところに行って、はじめる準備をしたんです。 

そういう文庫があちこちにちょうどできはじめて、それでそういうのを見て、その「子

どもの本を読む会」のメンバーの一人が、自分の家で、府営住宅やったんですけども「く

すのき庫」（富田林市）を開設したんです。それで文庫のある日はみんな交代で応援に行っ

ていたんです、それが 10 月。ところが 46 年に結婚して、「くすのき文庫」と同じ住宅に引

っ越すことになって、そのとき今度は元からやっていた人がその府営住宅から出ていくこ

とになったので「くすのき文庫」を引き継いで、それで自分の家で文庫を一時期やってい

ました。その頃はものすごく子どもが来たんですよ、本当に。府営住宅で狭いところだっ

たんですけど、もう子どもが入りきらへんぐらいビッシリ来て、階段に座らせて本読んだ
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りとかいう感じで、すごいたくさん来ました。それはそれで楽しいと言うか、自分も子ど

もの本を読んで楽しみながら、そういうことをやっていました。 

そのころ、ちょうど中川徳子さんたちが「家庭文庫・地域文庫を育てる会」を立ち上げ

ます。西田さんが文庫するんやったら、団体貸出の制度を適用して本貸すことを PR してい

って、種をまいて行きはったので、あちこちで文庫をはじめるところが増えたんですね。

そういう人と一緒にお互いに連絡取り合って、良くしていこうというふうな会をつくるこ

とにしたのです。わたしも文庫をしていたので、ちょっと顔出ししたりっていうふうにし

てたんです。くすのき文庫は 46 年からやっていたんですけども、あんまり狭かったから、

いつも手伝いに来てくれていた人が、自治会の集会所に移すことをかけ合ってくれて、自

治会有志運営の地域文庫になりました。その文庫は今も続いてます。 

 

府民センター図書室への出向 
そうこうしているときに、わたしが、南河内の府民センター図書室に出向っていうこと

になったんです。今も大阪府下の 7 つの地域に府民センターがあるんですけど、この府民

センターっていうのは、昔は地方事務所と言っていたところを、もう少しサービス機能を

持たせて府庁を身近に感じてもらおうっていうので、地方事務所を府民センターに変えて

いったのです。そのときに〔府民に〕親しんでもらうために、客寄せで図書室をつくろう

っていうことになったんです。その当時、他の府民センターの所在地の市に図書館があっ

たんですけども、富田林市だけなかったんです。だから 終的には富田林だけに、図書室

をつくろうということになったんです。これがすごい小さな図書室で。 初、48 年に設置

されて、5 年で、解散って言うのか閉室したときでも 9,000 冊ぐらいしか本がなかったぐ

らいで、4,000 程度ではじめたちっちゃい図書室だったんです。 

準備は他の人がしたんです。その頃はまだまだぺーぺーでしたから、もうちょっとちゃ

んとしっかりした人が準備しはって、その後に私が行ったんです。1 年目は 1 人だったん

です。1 人で結構貸し出しも多かったんです。1 人で大変やからっていうので、次の年にも

う 1 人付けてくれたんですけど。本の購入から整理から全部やるっていうことで結構忙し

くて整理が間に合わへんから、いつも来る子にちょっと「手伝って」って言って、判子押

しやラベル貼りを手伝ってもらったりしていたぐらいで、忙しかって大変やったんですけ

ど、子どもと仲良くなりました。お手伝いするのを好きって言うて、子どもも喜んでくれ

てたから、楽しいことは楽しかったです。 

それで、府民センターの事務室、一般の行政職の人もいるので手伝いにも来てくれてい

たんですけど、次の年にもう 1 人よこしてくれました。南河内地域って、図書館行政がす

ごく遅れてたんです。だから逆に「本物の図書館サービスを」っていうことを意識しまし

た。ただある本だけを貸すのが図書館じゃなくて、自分が必要とする本、知りたい情報、

そういうのをきちんと図書館は届けるのだっていうことを、求められる本を提供するのが

図書館やっていうので、意識的にはちゃんとした図書館サービスをしようという意気込み

はありました。それで、南河内地域で家庭文庫の育成支援をして、図書館づくり運動も支

援しました。富田林に図書館がなかったので、やっぱり図書館はいるよっていうふうなこ
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とで、動き出したりしました。わたしがやってた「くすのき文庫」、そこで後に運営の中心

となってくれることになる M さんっていうしっかりした方が中心になって図書館つくり運

動になったんです。 

それにもかかわって、それから南河内地域で大阪府の BM も走ってたので、BM 利用者で

文庫をしようとした人もいたし、こっちも図書室利用者に、文庫しませんかみたいな声を

かけて、「府からも借りれるそうですよ」みたいな話もして、声かけたりして、羽曳野とか、

狭山とか河内長野とかの文庫の育成支援をやっていたんです。この南河内の府民センター

の図書室で、わたし自身が図書館再発見をするすごく大きなきっかけになりましたね。そ

れで、忘れられへんのは、やっぱり 6,000 冊しかない小さな図書室で予約制度をはじめた

ことです。2 年目に来た後輩に予約制度をしようっていうふうに言われたんです。予約制

度その頃広がってましたけど、予約制度、それは分かるけど、何と言ったかて 6,000 しか

ない。しかも大人の本も子どもの本もあって 6,000 冊ですよ。そこで予約制度って、さす

がにわたしちょっと「それはー」と思ったんですが、やっぱりやろうと言われて、思い切

って、ちゃんと看板を出してやったんですよ。 

「貸出中の本は、返却されたら連絡します。図書室に無い本は、買える本は買います。

買えない本は借りてきます」って言って看板上げてやったんです。さすがに、実行すると

きは一大決心いりましたけど、でも「やったらやれるものやな」っていうのは本当にそう

思いました。しかもその 6,000 冊しか本がないけれども、いくつかの家庭文庫、 大で 9

つぐらいの文庫に団体貸出して面倒みてたのです。やろうと思えばやれるものやなと思い

ました。こういうのね、実はみんな勝手にやったんです。そこの南河内府民センターにい

るのはみんな普通の事務職の人、行政職の人なんです。府民係っていうのがあって、府民

係に付随して図書室があって司書が 2 人だけです。団体貸出制度なんかなかったけども、

向こうが知らぬを幸い、「これが当たり前なんです」って言ってやってしもうた。 

それで別に問題もどうもこうも起こらなかったです。一番 終でも 9,000 冊しかなかっ

たので、子どもの本だと半分で 4,000 冊くらい、一番多いとき 9 つの文庫の面倒見ていた

ので、〔１文庫当たり〕50 から 100 冊くらい貸していたんですよね。それでも、やろうと

思ったら「何とかなるもんやなあ」というのが実感です。ちょっと不可能みたいな感じが

しますけど。（昭和 50 年当時、蔵書 9,000 冊弱、貸出可能冊数一人 3 冊、年間貸出冊数 57,000

冊の実績がありました。）だからよく貸し出しの本が少ないから、貸し出し冊数を少なくし

ますとかって言うけれど、あれはちょっと違うと思います。本がちょっとしかないから貸

し出しを制限しますっていうのは、それは関係ないんと違うかなというふうに思います。

本の回転なんですね、結局、回転です。 

それで文庫の面倒みているときに、新しく文庫ができるっていうので、そこにはちゃん

とした本を貸してあげたいというのがあって、そのときに一番古い文庫でしっかりしてい

る文庫に「すいませんけど、ここで新しく文庫をはじめる人がいるので、基本図書、返し

てもらえって、そっちにまわしたいのです」と相談しました。48 年に開設して文庫の基盤

もしっかりしているので、快く返してくださって、その代わりにエンタテーメント系を借

りるわって、江戸川乱歩全集（偕成社）とルパン全集（偕成社）に切り替えてくれました。
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そうやってやり繰りしましたね。大事にしたのはやっぱり信頼関係です。そういう信頼関

係があったから協力してもらえました。 

中之島にいるとね、やっぱり普通の人来ないんですよ。普通に暮らしている主婦とかぜ

んぜん来ませんよね。来るのは仕事を持っている人、商社や会社や大学やらなんとか、学

生っていう感じです。それが府民センターに行くとやっぱり普通の主婦が来ますね。そし

たら例えば家でパン作りがしたくて、「何かない？」っていうふうな感じだったです。その

ときは本を買うことにしましたけどね。料理の本だとか、園芸の本だとか、旅行の本だと

かとかっていうふうな感じで、暮らしの中に図書館が必要とされているというのを実感で

きたんです。だから、わたしにとっては暮らしの中の図書館っていうのは、府民センター

に行って体感した、本当に体で感じました。これはわたし自身の図書館の再発見だったと

言えます。 

中之島図書館にずっといたんでは、絶対に分からなかった。みんな難しい質問とか、レ

ファレンス抱えてやって来る。そういう人の質問に応えて､いろいろ本を探し出して本を提

供するっていう、それはそれで大事ですけど。やっぱり一人一人が生きていて、その人の

人生の中で図書館っていうのが役に立つんやなっていうのが分かって、わたしにとっては

すごい大きな再発見になりましたね。そういう暮らしレベルの話やなくて、府民センター

っていうのは府庁の出先なので、税務事務所とか、福祉事務所とか教育事務所とか、土木

事務所とかがあるんです。そこのそういう仕事をしてはる人なんかもやっぱり本を利用し

に来はるので、仕事上で必要になる本だとか、そういうふうな要求もありました。 

そういう体験の中で、わたしにとっては「やっぱり図書館ってそうなんや、やっぱり人

の暮らしに役に立つんや」っていうのを感じて、図書館の再発見になったんです。それと

府立図書館を外から見て、府立図書館の在り方についても考えさせられました。府立図書

館っていうのは、それなりに忙しくて、レファレンス等で達成感も得られ、みんなそれで

満足してしまうわけですね。だから市町村の図書館に目を向けないんですよ。わたしは外

に出たことによってやっぱり府・県立図書館の役割、ちゃんと市町村の図書館を支援すべ

きで、目の前のお客さんだけじゃなくて、市町村の図書館を見なあかんと気付きました。

南河内の府民センターに来るのも府民ですから、そういう一人一人の府民に、どこにいて

もその府民の一人にちゃんとサービスせないかんって思いました。 

しかも子どもも府民ですから、サービスせないかんっていうことを強く感じたんです。

そういう意味では、南河内府民センターで学んだことはすごく多かったし、やりがいもあ

ったし、達成感もありました。それから文庫、子どもと本をつないでいるという活動を本

当にボランティアでやって下さっている人、そういう人たちの存在に心を動かされました。

わたし自身、中学・高校、小学生の頃から自分自身が本を読んですごく楽しいと思って、

幸せだったので、やっぱりこの思いをみんなと分かち合いたい。子どもたちにもやっぱり

楽しさっていうのを、ぜひ知って欲しいっていうふうな思いはすごくあったんです。それ

はものすごくありましたね。 

図書館員になって本を読む喜び、本を読んで役に立つって、自分の人生のプラスになる

って言いますか、いろんな知識も増えるし、いろいろな考える力の基にもなるしっていう、
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そういう意味では図書館ってやっぱりすごくいいところで、誰もがいい図書館サービスを

受けて欲しいなって思いました。図書館は、そういうふうになれるように頑張っていかな

あかんっていうことをすごく思ってね。府立図書館が来る人だけを相手にしてたら、やっ

ぱりいけない。市町村の図書館を援助しなければいけないっていうのを、府民センターの

図書室ですごく思い、本当に体で感じたっていうのがあります。だから、南河内の府民セ

ンター図書室に出たこと、府立図書館から外にでたことは、本当に良かったと思います。

だから、いいサービスをしなければっていうのがあって、利用者重視、利用者とそれこそ

対話を大事にしました。 

府民センター図書室開室前後に始まった図書館づくり運動で、富田林市立図書館建設の

ことは、射程に入っていたので、「いいサービスをしなければ、図書館サービスってこうい

うものや、あるものだけ貸すんと違うんやで」っていう、資料要求にきちんと応えて、利

用者の方を向いて仕事せないかんっていうことをやっぱり見せないと、ということはすご

く意識していたんです。 

それから少ない予算で本を買うときも、それこそ選書は、「顔の見える選書」を心がけま

したね。来る人は登録者が 1,300 人ぐらいだったと思うんですけど。おなじみさんが結構

多いので、「この本を買ったらきっとあの人が喜ぶやろう」とか、いつもすごい鉄道マニア

の子がいてて、「じゃ、あの子にこの本を、喜ぶやろな」みたいな感じです。予約制度って、

ちっちゃい図書室ではものすごい冒険やったんですけども、その当時、わたしの夫が中之

島図書館にいたので、専門書なんかは借りてきてもらったし。それから 2 年後には、BM に

寄ってもらうようになったんです。ちょうど富田林を巡回しているので、その時に寄って

もらいたいとお願いしたら寄ってくれるようになったのです。 

正式な駐車場の一つとして、そこで店を広げるわけじゃないんですけど、寄ってくれる

ことになったので、予約制度を破綻させずに、なんとかやれたのかなと思います。だから

そういうシステムがあれば市町村の図書館で、市町村の図書館にない本でも府立からちゃ

んと借りれるということが本当に必要やって、わたしの中では思ってきました。わたし以

外にも図書館の中に、そう考える人も少なからずいましたので、このことは中央図書館オ

ープンのときに全市町村･週 1 回運行という形で実現します。 

「子どもの本を読む会」の方は、わたし自身はちょうど子育て中で、向こう（中之島図

書館）の方でやっているので、あんまり直接にはかかわらなかったんです。ちょうど 49

年に夕陽丘図書館ができるっていうときに、いわゆる家庭文庫がたくさんできていって、

そういう人たちから府立図書館も児童サービスをやって欲しいという声があがり始めのと、

職員側、特に「子どもの本を読む会」の人も、子どもも府民の一人やし、児童サービスは

当然で、子どもやから府立の本を使われへんなんて、それはおかしい、府立図書館に児童

サービス絶対あるべきやというふうに考えていました。いろいろあって、わたしは外から

眺めていただけなんですけど、児童サービスはじめるために職場新聞（「こっぺぱん」）を

出して図書館の中で声をあげていきます。ところが、副館長が館の方針と違うから出した

らいかんと言われたりとか、いろいろあったみたいなんです。 

でも外の人、家庭文庫とかそういう文庫の人からの働きかけに加えて、黒田了一さんが
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大阪府知事になって、革新府政になって、47 年やったのかな（注：正しくは 46 年）、それ

で黒田さんの弟さんっていうのは黒田一之さんって仙台市民図書館の人だったんですが、

もともと革新的で文化を大事にしようという人だったので、住民運動に応えて。夕陽丘図

書館で建物ができた後に、49 年開館なんですけども 50 年に児童サービスするっていう決

定を下したんです。50 年から児童サービスはじめることになったんです。それで児童室が

オープンしたんです。でも、すごいちっちゃい図書室だったんです。細々っていう感じだ

ったんですけど。 

わたし自身はそんなんで、南河内府民センターで一所懸命仕事をして、事務職の人など

が知らぬを幸いと言うのか、「いや、図書館ってこんなんですよ」って言って、そういう感

じで仕事していて、好きなようにやらしてもらっていたんですね。ところが 51 年 6 月に富

田林の図書館がオープンするんですが、そのときに、夕陽丘図書館で副館長やった人が、

なんとその南河内府民センターの所長として来るということになってね。さあ、どうしよ

うと思いました。と言うのは、職員有志発行の「こっぺぱん」の発行を禁止した人だった

んです。文庫はもっともっと貸出冊数を増やしてくれ、増やしてくれって図書館の方に言

ってくるし、文庫というのも、ちょっとやっかいな存在やっていうふうに思われていたみ

たいでしたので。 

児童サービスするほうの側から言って、あんまりいい話を聞いてなかったので、「あれ

っ？」っと思って。いや、こっちに来たら、今まで知らぬを幸い好きなようにやっていた

のが、ちょっとできへんようになるのかなと思って心配してたんですけど、でもそうでも

なかったです。夕陽丘図書館を経験して、図書館っていうのを理解してくれはったのか、

結構親切で、そんなことはなかったです。あれこれしたらいかんとは言われへんかった。

しかも図書室を閉めるときに、わたしが文庫に貸していたのは、いわばモグリでやってい

た団体貸出ですよね。でも、図書室を閉めるときには、その本をそのまま文庫にあげたい

というふうに言ったら認めてくれはって、一応永久貸与みたいな形で市に渡して、市から

文庫に貸す、手続き的にはそうなるんですけど、文庫の本は返してもらわないでも済むよ

うにしてもらったし。 

それから備品なんかも全部欲しいところには、カウンターとか書架とか。欲しいところ

にはあげるっていうことにしたし。本も、もらってもらったっていうかたちで、そういう

ふうにできましたね。南河内って結構、図書館行政遅れているところだったので、千早赤

阪とか、太子町とか、河南町とか、そういうところに行きました。 

いわゆる社会教育審議会っていうのがありますが、南河内の府民センターで頑張ってた

おかげで、南河内社会教育審議会の中に図書館部門をつくってくれはったんです。南社審

（ナンシャシン）南河内地域で、図書館のことで、お互いに地域を越えて協議をしあうっ

ていう、連絡と情報交換する場っていうのも設けてくれるようになりました。 

そういう意味では南河内の図書館振興のサポートっていうのが、できたんと違うかなと

思います。昭和 51 年 6 月に富田林市立図書館が開館して、センター図書室のすぐ近くに、

センター図書室の十倍以上のピカピカの新しい本を揃えてできたというので、センター図

書室の利用は激減しました。それはそれでいいと思います。役目を終えたと言うことで 52
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年度末にセンター図書室は閉室ということで、残務整理もきちんとできました。今でも南

河内地域では千早赤阪村、太子町、河南町には図書館ないですし、美原町もそのときなか

ったです。そういうところやったので、いるものは全部もらってもらいました。昔は財産

処分するときは基本は焼却か売却っていうことになっているらしいんですけど。それをき

ちんと、譲渡の手続きを取って下さいました。 

 
夕陽丘図書館で障害者サービスを担当 

それで夕陽丘図書館に帰ってきました。それが 53 年 7 月なんです。昭和 50 年に児童サ

ービスがはじまってたんです。わたしは図書館に帰って「対面朗読」（これ障害者サービス

なんですけれども）の担当になりました。対面朗読というのは、府立盲人福祉協会（略称・

府盲協）の意向で始まりました。都立がちょうど障害者サービス、対面朗読をはじめてい

たんで、大阪府立夕陽丘図書館が開館したときには「やれ」っていうことになりました。

その会長は結構力のある方だったそうで、サービスを始めるに当たって、何もかも会長に

お伺いを立てるっていうふうなかたちではじめました。それで「対面朗読以外のことはす

るな」っていうふうな感じだったらしいんです。対面朗読という名称で、視覚障害者に対

するサービスをはじめたんです。わたしはその対面朗読の担当になり、実はこの対面朗読

に、すごい入れ込んでしまいました。 

 そういう本を読むのに困難な人がいるって、今まで知らなかったんです。いわゆる障害

者サービスがぼちぼち話題になっていたけれど、あんまり自分とは関係なかったしって、

思ってました。府立の場合は都立に倣って、ボランティアではなく、朗読料という対価を

払ってました、読んでくれる人のことも、ボランティアとは言わず、朗読者っていうふう

に言ってました。1 時間当たりいくら＋交通費です。そうするとたくさん利用者があると、

お金がなくなったらできないんですよ。だから回数制限があったのです。週に 2 回までと

か回数制限があって、それはちょっとおかしいやないかと思いました。もともと読書にハ

ンディがあって、それで回数まで制限されなあかんっていうのは、おかしいやないかって

いうのがあって、回数制限を撤廃するべきやと思いました。 

それから、もう一つはテープ図書＝録音図書っていうのがあったんです。録音図書を府

盲協が作って、図書館が買って置いていたのですが、図書を貸出せずに置いてあるだけや

った。著作権の問題があって、許諾を取らないと貸し出しはできないという状態になって

ました。府盲協の会長が、「貸さんでもいい」っていうふうに言ったらしいんですよ。それ

に、駅から図書館までの点字ブロックも、おかしなことにその会長さんが必要ないって言

ったから敷かれてなかったんですね。会長さんはいつもちゃんと手引きがいるんです、1

人で歩くっていうことはないから、ご自分は必要ないんです。それで点字ブロックが敷か

れなかった。後の方になって、地下鉄の駅が 寄りの駅だったんですけど。大阪市側から

「敷きましょうか」って言っても、その会長さんが「いらん」とかっていうふうな感じで

点字ブロックがないという、そういう、ものすごい不合理があったんです。それで府盲協

の会長さんは力のある人で、館長とか副館長とか代わったら必ずあいさつに行くとか、障

害者サービスも課長とか係長とかになるとあいさつに行くとか、そんな感じやったんです
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ね。それで不合理なことがいっぱいあって、視覚障害者の読書環境っていうのをもうちょ

っとちゃんとせなあかんって思ったし、そういう運動もあったんですね。それで都立図書

館では田中章二さんって視覚障害者で、職員になってましたが、大阪でも視覚障害者を雇

ってくれっていう話はあったんです。そういう運動があって、障害者雇用を要求する団体

もあるという状況だったんです。それで、わたしも障害者団体の人とか障害者の人とは交

流して、勉強もして、学習会なんかも一緒に参加させてもらったり、障害者の人が合宿と

かしたら、そこへも行かしてもらったりしていました。 

それで年度末になるとお金がなくって、朗読を断らないかんっていうふうになって、そ

れはちょっとおかしいじゃないかって思って、職員でやろうって言うことになりました。

当時、職員は資料の用意と読みを調べたり、人の調整をしたりしてて、朗読はしてなかっ

たんですけど、職員でやろうと言うことになりました。3 人いたんですけど、もう一人の

先輩職員がすごい積極的でしたので、お金の無い分はわたしたちがやりますっていう感じ

でやりました。回数制限撤廃のために、朗読料を増やすために、かなり増額要求をしまし

た。そのときに忘れられないのは、いわゆる事務系の人に障害者サービスっていうのは 1

人の人に、どれぐらいかかっているか分かっているのかっていう言われ方したんですよ。 

普通の一般人だったら、図書館一人がを利用する費用はそんなにかかりません。でも対

面朗読障害者 1 人が利用するのにどれだけお金がかかっているのか分かっているのかって

言われて･･･。なんかおかしいやないかって腹が立ったっていうのがありましたけどね。外

で頑張っているグループもあって、一緒に図書館の中からもちょっとちゃんとやって欲し

いという話もあったので頑張りました。朗読予算はちょっと増やすことができましたし、

回数制限についても、小さな改革はできたと思います。それから録音図書の貸出が結局で

きるようになったし。だって録音図書を聞くためだけにね、図書館なんて行きませんよ。 

もともと、いわゆる録音図書の貸出は一般利用者の貸出と同じで、みんなが利用したい

本を家で読めるのと一緒で、視覚障害者に貸出という利用形態を保障するということです

よね。録音図書をただ置いておくだけで、「そこに来て聞け」っていうのは、すごい変な話

やと思うので、なんとかちゃんと許諾と取って貸せるようになりました。でもあんまり頑

張り過ぎたから 3 年で対面朗読は首になったんです。でも、そのときに障害者の方にいろ

んなことを教えてもらったし、それから点字も教えてもらいました。点字も使ってないと

すぐに忘れるけれども･･･。それからどんどんいい機械ができてきて、オプタコン（光で読

み取って点字のピンディスプレイを可能にする）っていうのが一時期あったんですが、コ

ンピューターがで進化してきて、取って代わられました。 

視覚障害者の情報アクセスがどれだけ大変なのかっていうのは、すごく思いました。特

に大学受験する人なんかは、そんな回数制限があったらとても追い付きません。だって、

問題集をまず点訳するところから始まります。読んでもらって、それを点字に直して、そ

れから勉強をはじめるっていう。だからそんな回数制限なんてあったらあかんのですよ。

とてもとても間に合わん、間尺に合わないって言います。だから図書館だけじゃなくて他

でも頼んで、読んでもらってしているっていう話も聞きましたしね。 

行き帰りも非常に危ないのです。皆さん半分ぐらいの人がホームから本当に落ちた経験
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を持ってはるんですよ。わたしが係にいるときじゃないですけど、やっぱりホームから落

ちた人がいてはりました。命は助かったけども、そういう経験、半分ぐらいの人があるの

です。でも、実際には絶対に対面朗読が必要な人っていうのは、わりあい少ないんですよ。

だって、家で録音図書を利用できるようにしてくれたら、それで済むわけですよね。対面

朗読が必要な人、つまり資料をたくさん使って、レファレンスも必要な利用者は限られて

いるんです。登録している人は 5、60 人いたけど、本当に対面じゃないとあかんっていう

人はほとんど 2 人ぐらいでした、2、3 人ですわ。だから、録音図書があれば、わざわざ命

の危険を冒してまで来る必要はないんですよね。 

ところが、録音図書は点字図書館が作っているから、公立図書館では点字図書を作るな

っていうのが、その会長の意向だったんですね。だから夕陽丘図書館では作れない、作っ

たらいかんっていうみたいな話があっって、だから係の名称が「障害者サービス」ではな

く、「対面朗読」なのです。図書館だからやっぱり読みたいっていう人に資料を提供するの

は当たり前やと思ったし。目が見える人だったら貸出って形態が普通に利用できるのに、

その形態が利用できないって絶対おかしいと思ってました。頑張りすぎて、3 年ちょっと

足らんところで配置転換させられました。だから障害者サービスにはずっと未練があった

んですけど、一般のところに変わりました。 

 

夕陽丘図書館の一般サービス 
そこは児童室も含んでいる課だったので、だからときどき児童室なんかの応援には行け

るようになったんです。簡単に応援に行けるようにはなったんです。すごいちっちゃな図

書室で大体 90 ㎡しかないんです。広さは 90 ㎡しかなくて職員は 2 人。開けているのも 1

時から 5 時までです。入り口が、一般の人と子どもが入るところが別になってました。一

般のほうはすごい厳しくて、みんな座席が決まっているんですよ、荷物はロッカーに預け

て、座席の番号をもらって、その番号のところに座るというやり方、だったんですね。子

どもは入れてくれないんですよ。本当に腹が立ちました。春休みに中学生になる子どもが、

この間まで 6 年生やってて中学生になって一般のところに行ったら、入れてくれへんって、

こっち（児童室）に来て言うんですよ、おかしな話ですよね。生徒手帳持ってないからあ

かんって言われたんだって。生徒手帳まだもらってないんですよ、「そんなことってあり？」

っていう感じで、すごく厳しかったですよ。 

一般のところに子どもを入れるのをものすごく嫌がっていて。大体府立図書館で、児童

サービスは必要ないと思っている人が結構いて、黒田了一知事の意向でしょうがないから

はじめたけども、やっぱり必要ないって思っている人がいて、子どもは結構差別されてい

ました。わたしの目標は、年齢による図書館利用差別を取っ払うって言うか、子どもも大

人も同じようにというのが 1 つの目標だったんです。それで子ども室は職員が 2 人しかい

なくて、行事なんかがなかなかできないんですよ。児童サービスってやっぱり行事。折り

紙作ったりとかそういうのを含めてね、そういうのがないと、ちょっと子どもにとって居

心地のいい、来やすいところではないんです。 

普通の児童サービスをしようと思ってもなかなかできません。クリスマス会とか夏休み
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のお楽しみ会なんかに、職員 2 人でどうにもならへんっていうのがあって。だから「子ど

もの本を読む会」の人が、休みを取ったり、なんやかんやして応援してたんです。その中

でも人形劇にちょっと詳しい人がいて、人形劇を図書館の中でグループを作ろうっていう

ことになりました。実際に児童室のときの行事のときに人形劇をやったり、よそに呼ばれ

ていって、やったりっていうようなこともするようになりました。それからいろんなリス

トを作ったりしているんですけれど、そういうのを作るのを「子どもの本を読む会」で手

伝ったりしましていたんです。（注：各種のブックリストを冊子にして発行していた）。み

んなが手分けして読んで原稿を作ったり、そういうことを手伝ったりしたいたんですね、

児童室の行事や作成リストなどは、外の部隊が手伝ってしていたんです。 

だけど、本当にイジメみたいな感じで、児童向けの行事をするなんて言ったら、府立図

書館でそんなことする必要はありませんとか言われたりして、会議室もなかなか使わせて

もらわれへんかったんです。結構大変やったんですね。それで「子どもの本を読む会」の

みんなが、児童室を応援してたんですね。 

というのがあって、そうこうするうちに問題になってくるのが、大阪国際児童文学館で

す。児童文学館が 79 年に鳥越アピールっていうのがあって、蔵書の寄贈先を公募していて、

それに大阪府が名乗りを上げるんです。で、大阪府に決定するんです。で、児童文学館が

建つことになって、児童文学館が建つと逆に、府立の児童サービスはそこに任せたらええ

やないかみたいな話が起こってきて、そういうややこしい話になってきたんです。そうい

う中で、ちょうど国立社会教育研究所の図書館司書研修、国社研の司書研修に行かせても

らうことになって、非常に刺激を受けて帰ってきました。 

ちょうど国がいわゆる社会教育から生涯学習へと政策転換していった時期です。そした

らわたし今までそんなこと意識してなかったんですけど、ああ、そうなや国の政策で変わ

るんやな、っていうのをすごく感じましたね。グループ作って、グループを育成するって

いう集団学習の社会教育から個人主体の生涯学習に変わっていく政策なんだなっていうこ

とをすごく意識させられました。それはまた公的な社会教育の撤退でもあるんです。みん

なそれぞれ自分の好きなことを、お金出してやったらいいやないかっていう感じですね。

研修のときに、講師に呼んできたカルチャーセンターの人が言ってました。「確かにカルチ

ャーセンターはお金は高いかも分からへん。でも、考えてみて下さい。お宅のだんなさん

が飲んでるお酒をね、そのこと考えたらそんなものちっとも高いことないですよ。お金を

出しても自分の好きなことを学べる方がよいでしょう」っていうふうに、言ってました。 

タダの公民館をグループで利用するより、自分でお金出しての好きなことを個別に勉強

するっていう、そういう時代になったんやみたいな感じ。だから、公的な社会教育は撤退

するんやってことを、強く感じました。こんなふうに国の政策で動いていくんやなってい

うのも、実感として感じました。それから、3 週間研修があったのでいろいろ図書館見学

したり、他の図書館の人との交流があってすごく刺激的で、これはこれですごく良かった

んです。それで帰ってきたら、児童文学館の話とか、それから新しい図書館をつくること

が動き出していたりしてきました。ちょうどその頃、当時の児童室担当者が、夏休みにち

ょっとお楽しみ会のようなことをしようと思って起案したら、府立でそんなことをする必
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要はないっていうふうに言われたりしていました。それから子どもがちょっとでも大人の

ところに行くと、嫌がられるんです。 

一番問題なのは、「子どもの本を読む会」の人は全部、異動で夕陽丘に移されていて、歴

代の児童室の担当者は「子どもの本を読む会」の人がずっと配置されていたのが、それが

そうでない人が配置されて、本人もちょっと戸惑っているっていうのか、児童書なんか興

味のない、どっちかというと高度なレファレンスやなんか得意な人を児童室に配置して、

危機感を覚えました。これはいかんということで、「子どもの本を読む会」のメンバーは意

識的にみんなで、児童室への異動希望を出そうよっていうことにしたんです。それでわた

しも異動希望を出して、そういう流れの中で児童室に行くことになりました。 

一方では、新府立図書館建設の動きがはじまってて､行政改革、行革がだんだんだんだん

厳しくなってきて自動車文庫を縮小する方針が出ました。これは自動車文庫を縮小して、

市町村の図書館に自立してもらわなあかん。BM はどんどん撤退するっていうことです。そ

れやったらやっぱり市町村図書館の支援っていうのをせないかんっていうことは、府民セ

ンターにいてて府立図書館の大事な仕事やっている意識もあったので、それをちゃんとせ

なあかんという思い、それと児童奉仕を守らなあかん、児童文学館ができたら府立図書館

の児童サービスは不要ではないかという動きも見えてきて、せっかくはじめた児童奉仕を

守らないかんっていうことで。新しい図書館建設に向けて取組を始めだしたのです。具体

的に何をしたかと言いますと… 

こういうもの（図書館問題大阪支部・新府立図書館を考える会『こんな図書館がほしい：

私たちの望む府立図書館』図書館問題研究会大阪支部、1989）を、これは市町村の図書館

の人に府立図書館に期待っていうのか、こういう声を掘り起こしていったんですね。府立

図書館がどうあって欲しいかっていうのを。市町村を回ったりして、懇談会をやったりし

て、こんな図書館が欲しいっていう声をまとめ始めたのです。わたしたちが望む府立図書

館ってこうであってほしい、新府立図書館をつくるんだったら、こういう機能がいるんだ

よっていうのを、市町村の人も巻き込んで考えました。市町村の図書館の人が本気に、な

ってもらわんとあかんと思っていたんで、こういうふうなことをやり出して、こういう形

でまとまっています。 

わたしが思っていたのは府立図書館をちゃんと良くする責任は、半分は市町村の図書館

にもあると思っていました。やっぱり育てなあかんのですよ。あそこが悪い、悪いって期

待しないのではあかんのです。やっぱり一緒になって考えてもらわないと、府立図書館は

絶対に良くならないって･･･。するとその当時予約制度が市町村の図書館ではじまってて、

枚方の図書館なんかそうなんですけど。こんな登山するときの「しょいこ」ってあります

でしょう、「しょいこ」を背負って、大きな袋 2 つぶら下げて本を借りにきてはったんです。

中之島図書館と夕陽丘図書館をまわって本を借りて帰るのです。 

それでそのとき組合の交渉のときにその写真を持っていって見せて、「こうやって来てい

るんや、何とかしてくれって、やっぱり車を走らせるべきやないか」っていう話をしたの

も覚えています。みんなそんなふうにして来ていたんですよ。だからやっぱりちゃんと連

絡車を走らせてもらわないかんって。そのときは月に 1 回だけまわっていたのですが、月
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に 1 回じゃぜんぜん話にならないんです。やっぱり新しい図書館ができたら絶対に毎週、

週に 1 回 低でも走るようにしてもらわなっていうことで。そういうふうに新図書館では、

府立図書館、本来の仕事ができるようになるようにっていうことを望んでました。 

それと児童文学館ができたからというので、せっかくはじまった府立図書館の児童サー

ビス、切られたらかなわんと思ったんです。これもそれこそ大子連（大阪府子ども文庫連

絡会）の人に協力を頼んで、府立図書館やっぱり一緒に考えて欲しいということを訴えま

した。府立図書館の児童サービスを守りたいっていうのがありました。それと、児童文学

館がしっかりしてくれんと、府立図書館のサービスが切られると思って、それで「大阪国

際児童文学館を育てる会」（以後：「育てる会」）にかかわりだしました。児童サービスが好

きで、関心があったから児童文学館が来ること自体は、いいことだしと思って歓迎はして

たんです。それで、その「育てる会」っていう支援団体ですが、一応会員に名前は連ねて

たんです。児童文学館がちゃんとしてもらわんと、府立図書館の児童サービスが、とばっ

ちりを受けると思ったんで、かかわり出したのです。それ以降、今もどっぷりかかわって

て、なかなか、しんどいことになっているんです。 

 

児童図書室の担当に 
そんなこんなであれこれやっているところで、実は 1988 年に児童室の担当になったんで

す。帰ってきてからちょうど 10 年ですよね、夕陽丘に帰って 10 年目で児童室の担当にな

ったんです。わたしが児童室になって目指したのは、府内の図書館の児童サービスを支援

できる力量を持つことでした。後発部隊だったんです。大阪で言えば大阪市立中央図書館

が児童奉仕に関してはもう、それは圧倒的に力量がありました。 

松岡享子さんが種まいて、その後、松岡享子さんの教えと流れを組んでしっかりサービ

スしてましたからね。だから児童サービスって言ったら、大阪市がレファレンスも含めて

絶対的な存在やったですね。それに比べたら資料は少ないわ、経験も浅いわっていうこと

で、あんまり大したことはできてなかったんです。それにとてもちっちゃい図書室でした

からね。だけど、市町村の図書館を支援しようと思ったら、やっぱりレファレンス、力量

をつけないとと思うので、レファレンスブックはもう積極的に買ってもらいました。

『Something about the auther』（Gale Reserch）とか、日本語のレファレンスブックは少

なかったので、洋書のレファレンスブックをどんどん入れてもらい使いました。それと網

羅的に収集したいということで、くだらん本も買ってくれって言ったんですね。これは結

構、抵抗がありました。府立図書館だからキリの方も必要だから買ってくれってで言いま

した。集書の担当者とだいぶもめました。そのときは府立図書館は、絶対に市町村の支援

もせなあかんし、いろいろ本を見比べたりするのも、これがないといかんのやから買って

ほしいと話すと、そのときは「うん」って言うのですが、名作再版が出ると、そっちを買

ってキリの方を買ってくれないんです。それで何回もケンカしながら、 終的には時間が

かかってもキリの方もちゃんと買ってくれるようになったんですが･･･。レファレンスは頑

張って、それと行事もしました、頑張りました。 

児童室は思い鉄扉で、一般室とつながっているんです、カウンターの後に扉があって。



24 

職員が出入りするためにそこに扉があります。子どもは別の入り口から入ります。さっき

も言ったけど、子どもでも絶対大人の本、必要なんですよ、子どもがいろいろ調べたりす

るとき。夕陽丘図書館に一番近い小学校は、6 年生に 30 枚くらいので卒論を書かせてたん

です。 

 夕陽丘図書館の前の大阪市立大江小学校っていうところ、卒論を書くのに子どもが来る

んですよね。そうしたらね、そんな児童書だけではあかんのですよ。だっていろいろあっ

て、例えば自分の田舎のおじいちゃん、おばあちゃんの家に行ったら、今使われていない

線路があって昔ここに電車が走ってて、今は使われてない、それを調べたいって言う。そ

れは滋賀県の何とか鉄道っていう、今はなくなっている鉄道なんです。そしたら子どもの

本で、そんなの書いてある本なんかあるわけないですよね。もちろん滋賀県のいろいろ百

科事典みたいのがあって、鉄道の歴史とかある程度ありますけ。そのときにどれぐらいの

人が乗っていたか知りたいっていう言うんです。それは結局、古い昔の運輸統計持ってき

て、調べないといけないです。そうなったら子どもの本だけで卒論が書けるわけないんで

すよ。 

今も忘れられへんのは、1 人の女の子がバレーボールが好きで、オリンピックで勝った

東洋の魔女について調べたいと言うのです。東洋の魔女っていう切り口で卒論が書きたい

って。公式記録はちゃんとあるんですよ。だけど東洋の魔女っていうふうな切り口で書か

れた本って、ほとんどなかったですね。それで大宅壮一文庫の目録で週刊誌を探し出して、

何とう週刊誌と何とか言う週刊誌の、どこどこに記事が載っているって、この週刊誌はど

こそこにあるから、どうのこうのっていう話になってっていくのです。いろいろすごい勉

強になりました。児童サービスっていうのは、子どもの本だけでは絶対にあかんっていう

のが私の持論です。子どものレファレンスで、結構白書も使いました。白書って結構便利

なんですよね。調べ学習だったら、絶対、白書は置いておくべきやと思います。 

それで資料を探しに行くときに子どもを連れていって、はじめはすごい抵抗があったの

ですが、府立の職員も、児童室ができてから 10 年たって、意識もちょっとずつ変わってい

ったので、堂々と子どもに、ときには「一般の部屋に行っといで」って、「そこで見ておい

で」とか言ったりして、行かせるようにしたりしました。扉開けっ放しにしてて、行かし

てあげたりっていうふうなことをしたんです。自分自身がある程度力をつけてから、児童

室に行ったことによって、結構それまでできてなかったことにオーケー出してもらえるよ

うになって、それはちょうどいい時期に行ったんやなっていうふうに思います。もっと若

かったら、そんなのあかんっていうふうに言われたと思うんです。それで、子どもの調べ

学習には、一般書がなかったら絶対駄目だっていうのを、わたしは信念として思います。 

だから、わたしは子ども図書室は、基本的には反対です。一般の部屋とつながっている

べきやと思うからです。資料というのは、子どもの本からずっと、大人の本へとつながっ

ていきます。それから大人のレファレンスでも児童書っていうのは結構役に立ちます。切

り口が違うのと、分かりやすいというのがあって。だからわたしは子どもだけの、子ども

図書室っていうのは反対で、そこだけで年齢で切れるわけじゃない、ずっとつながってい

る。子どもでも小学生でも白書が必要なときには白書も必要だし、昔むかしの統計資料も
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必要だしっていうのがあるので、そう思ってます。 

わたし、その中で今でもちょっと後悔していることがあります。あるとき「雪国の暮ら

し」っていう単元にありますでしょう。教科書の中で『北越雪譜』が取り上げられている

んですね。それであるとき『北越雪譜』が見たいって言われたことがあったんです。中之

島図書館には版本の和書があるんです。だけど、そのとき「見ても分からへんよ」って言

ってしまった。というのは、その少し前に市町村の図書館で、和図書を借りようと頼んだ

ら、頑として貸してもらえなかったっていうことを聞いていたんです。資料を守ろうって

いうガードがすごい固いですから、子どもが見るって言ったら絶対貸してくれないとか思

ってしまったし、あれやこれやのやりとりを想像すると、ちょっとしんどいなと思ってし

まって、つい言ってしまったんです。見せてあげるよう頑張れば良かったと思います。例

え分からなくてもね、木版の和綴じの本を見せてあげられたら良かったなと思って今でも

後悔しています。子どもが必要とする資料っていうのは、そんなふうに子どもの本だけで

は絶対ないんです。子どもにも大人の本を見る権利があるし、必要とする人にはやっぱり

提供するべきやと思います。子どもだけの図書館じゃなくて、資料のつながり、奥深さを、

子どもなりに感じられると思うんです。あそこにあんなに本がたくさんあって、そのうち

に自分も読めるようになるやろうって。図書館っていうのは、それこそ 0 歳から 100 歳ま

で誰もが行けるところであるべきやって、そのときにそう思いました。 

頑張ってレファレンス図書もちゃんとそろえてもらったら、不思議なことにレファレン

スも来るようになったんです。その頃は児童文学館へ行って、あかんかったって、夕陽丘

に来る人、わりとあったんです。児童文学館は図書館ではないので、レファレンスってい

うのが分かってないのかなっていう感じはしましたね。 

レファレンスについては頑張って力を入れました。そしたら、聞かれることも多くなっ

て、いろいろレファレンスを受けているうちに、卒論に取り組む子どもにも徹底的に鍛え

られたんです。やっぱり図書館員は利用者に育てられるとわたしは思います。規模も良か

ったんですよね。あんまり大きな図書館だと、子どもは「これ調べたい」とか言えないで

す、でも、そこそこほんのちっちゃい図書室ですから、顔なじみにもなっているし、だか

らわりいあい何でも言ってくれて、それでちゃんと向き合っているとこっちも勉強にもな

り、それはいい経験やったなというふうに思います。 

だけど本当のことを言うと、実は児童サービスの担当になったときに、自分では異動希

望は出していたんですが、実際に決まった時にはちょっと躊躇するものがありました。児

童室に児童サービスに関心のある人がいかないと、この流れの中では児童サービスが切ら

れてしまうかも分からへんと思って、みんなで異動希望出しましょうということで、自分

も出していたので、出していたんですけど、正直に言うと、児童サービスには、いろいろ

実技がありますでしょう。例えば、ストリーテーリングや、読み聞かせをしないといけな

いとか、こういう（折り紙などの）工作物を作ったりしなければ、というのがあって。実

はあんまり、そういうことにはちょっと苦手だし、昔すごい内気だったってことを言いま

したけど、その名残が結構あって、そういうことをするのって本当は嫌だったんです。だ

から、実際にはね、どうしようかと思いました。 
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ストーリーテーリングもこれはもう勉強せねばと思うものの、自分の中では「うーん」

って思ったんですけど、でもまあ、しょうがないと思ってストーリーテーリングも勉強し

ました。おはなし会の専用の部屋はなかったんですけど、ちょっ仕切りをして、やりまし

た。人形劇もそうやったんですけど、やってみると「役者は 3 日やったらやめられへん」

とか言いますが、少し分かるような気がしましたね。子どもに人形劇していると、子ども

がすごい身を入れて、見てくれます。わたしたち図書館のグループで作った一番のおはこ

が「たべられたやまんば」っていう話で、通称「やまんば一座」（正式には、こっぺぱん座）

って言ってたんです。 後、小僧さんが逃げてきて、トントンって門の戸をたたいて「開

けて、開けて」って言うと、和尚さんが「いやいや、今ふんどし締めている、今何してる」

って言うのです。そうしたら子どもたちが「ほら、そこに来てるやん、はよ、はよ」とか

いうふうに子どもたちが真剣になって言ってくれて、そういう体験をすると、やっぱり役

者は 3 日やったらやめられないって、こういうことなんやと分かるような気がしました。

ストーリーテーリングもそうでしたね。ストーリーテーリングも、全部覚えてお話しする

って大変なんだけど、でもストーリーテーリングっていうのは本がないので、ちゃんと子

どもと目を合わせながらするので、子どもがすごく一所懸命聞いてくれるのです。やっぱ

り語り手だけじゃなくて、聞き手と共に 1 つの空間を作り出すんやなっていうことを体感

しましたね。人形劇やストーリーテーリングの面白さっていうのが、ちょっと分かったよ

うな気がして、それはそれで楽しかったですね。 

児童室、そんなふうに人形劇もやりいの、行事もやりいの、なんやかんやすることがい

っぱいあって、こういうリストも作ったりとかっていうのもあったりして、いろいろでき

て、すごく面白いっていうのがわたしの実感です。府立図書館っていうのは、担当がきっ

ちり分かれているんですね。整理業務だったらずっと整理業務ばっかりするし。閲覧にし

ても、人文科学系なら人文科学、社会科学は社会科学、自然系は自然系っていうふうに分

かれてますから、それだけ資料をちゃんとまとまって見るので、それはそれでそうなって

いるときには、その必要性は分かるんですけ。だけど児童室って何でもできるし、いろん

なことができるっていうのが 1 つの魅力やなと思いました。行事もできるし、ブックリス

トなどの成果物もできるしっていうのがあります。 

もともと学校図書館の司書教諭になりたいと思ったのは、対象がわりと限られている、

不特定多数じゃないっていうのが 1 つの魅力だったのです。障害者サービスもそうでした。

わりと顔なじみになるし、ずっと決まった人が来るわけですね。児童室もそうなんですよ、

小さいときから続けて来る、それこそ、就学前から小学校に上がって、中学生になって、

っていうふうに成長していくところを見ることができるということもあって、それも児童

奉仕の醍醐味かなって思います。そういう意味では児童サービスっていうのは、やっぱり

楽しい仕事ではあるなと思いましね。だけど、その児童サービスが切られようとしている、

「児童文学館ができたからいらない」っていう声が出てきたのです。 

児童サービスは、ひょっとしたら、わたしがほっといたら本当に切られてしまったかも

分からないんです。文学館と府立図書館の児童奉仕は二重行政だといわれました。児童文

学館と府立図書館と両方やる必要はないっていうふうに言われたんですよ。それで児童文
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学館はお金も出して建物も造ったから、そっちは残すとして、府立図書館の児童サービス

なんか、児童文学館に比べて、ものすごくちゃちなものなのです。これはほっといたら切

られてしまう。文学館と図書館とは絶対違いますからね。文学館って言うのはやっぱり研

究のために資料を保存したりするのが大事ですけど、図書館は赤ちゃんからずっと小学、

中学、高校、大学、大人になっても続いて、人の役に立つ、今を生きている人の役に立つ

のが、図書館のいいところです。府立図書館に再び子どもを入れなくするのは、絶対嫌だ

と思うし、子どもでも府立図書館を利用する権利があると思っているのです。 

ある日、幼稚園児かと思えるかわいらしい男の子が来て深海魚の本を見たいっていうか

ら、児童書で絵本みたいのがあったので見せたら、「みんな知っている」って言うのね。で、

今度は児童室の図鑑を見せたら、また、みんな知っているって言われました。「おっ」と思

って一般のところに行って、書庫まで行って探してきて、大人の専門書を持っていったら、

「僕の知らないのが 3 つあった」って言われて、なんとか面目を施したんです。後で聞い

たら、その子は、「お魚博士」って言われているんですって。やっぱり児童サービスは子ど

もの本だけではいけない、大人の本も必要な子に提供すべきです。昔はいましたよね、昆

虫博士とか虫の博士、鉄道博士とか、そのことに関しては、本当に一般書、大人のものす

ごい専門的な本でも見ますでしょう。 

児童文学館はそうじゃない、子どもの資料だけって言うのかな、つながってはいきませ

んよね。普通に図書館を利用するのとはちょっと違います。児童奉仕は絶対にここで途切

れさせてはいけないと思ったんです。大子連の人に呼びかけて、「府立図書館の児童奉仕を

守って下さい、続けられるようにしてください」と協力をお願いしました。大子連も府立

図書館に児童サービスは必要と声をあげてくれて、 終的に存続っていうことにはなりま

した。新図書館は、市町村の役に立つ図書館でないといけないという思いがあって、それ

にはやっぱり市町村の図書館の人の意見を聞かないといけないと考えて、そのときに、新

府立図書館の中で、どういう児童サービスを展開していくべきかということでシンポジウ

ムの企画を提案して、こういう情報誌（『はらっぱ』（大阪府立夕陽丘図書館じどうしつだ

より）No.13・14 合併号、特集 府立図書館児童奉仕を考える、1991.3.20 発行）を出しま

した。 

その頃、ちょうど児童図書館員の養成専門講座（日本図書館協会が実施）に公費で行け

ることになりました。これはもうすごい刺激になって、やっぱり良かったですね、児童図

書館員の養成専門講座。講師陣が皆さん児童奉仕に熱心な人ですし、本当に熱い思いが、

ビンビンと伝わって、すごく良かったです。勉強もしたし、アフターファイブで、講座が

終わった後も見学に行ったりとか、交流もできて、これもすごく刺激になりました。それ

でやっぱり新しい図書館に向けて頑張らなっていう思いがいっそう強くなりました。 

児童図書館員の養成専門講座って結構お金いるんですよ。国社研の場合は半分（片道）

国が持ってくれるんです。それから泊まるところも寮（松戸寮）があって、安い料金で泊

まれることになって予算はそんなにかかりません。児童図書館員養成講座の場合は、前期

と後期と、2 往復せなあかんのです。寮のような特別の宿泊所もないので結構予算がいり

ます。これがどういうわけか行かせてもらえたんです。いろんなときにいろんな偶然があ
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るんですけど、ちょうどこのときの庶務課長さんが実はわりと、わたしの住んでいる同じ

地域にいてはって、いい人やったんです。それでどっちかっていうと、府立図書館に児童

奉仕はいらない、という偏見があって、日の当たらない部署だったのです。子どもにそん

なお金をかけるのか、みたいな話もあったのです。そういう偏見を持ってない良い人やっ

たんです。だからあの庶務課長さんが多分、行かせてくれたんやろうと思ったんです。公

費で行かせてもらって、これは非常にいい刺激になって、これは新図書館で頑張らないと、

というふうに思いました。 

その頃、文学館のことと関係があるんですけど、ちょうど子ども図書館をつくる、児童

書のナショナルセンターをつくるっていう動きがあって、国会図書館で、児童文学館と都

立図書館などを結んで児童資料のデータベース作ろうという動きがあって、国会図書館の

有志で実行委員会をつくって実施していた「図書館フォーラム」（参照：図書館フォーラム

編集『児童書と図書館 全国サービスを実現するために』図書館フォーラム 1992 の中で、

児童資料を取り上げることになって、わたしは主には児童文学館の現状報告と、図書館の

現場からということで参加しました。 

このときに発言したことですが、当時、児童資料は国会図書館協力貸出の対象にはなっ

ていなかったのです。そのときの理由が、国会図書館の利用は、満二十歳以上が対象（注：

2004 年から満 18 才以上）で、未成年者には資料は見せない。子どもの本を貸して、子ど

もが見るだろうから貸さないという理屈やったのです。だから子どもの本は協力貸出の対

象にはしない、という話やったんです。わたし、国会図書館が子どもに開かれてないって

いうのは、やっぱりおかしいと思う、児童書も協力貸出して欲しいと、発言したことを覚

えています。ちょうど子どもの権利条約もありましたし。大人の研究者の人で児童書を必

要とする人は結構いますしね。子どもだって、もし本当にそれが必要だったら子どもに見

せてあげるべきやと。さっきの夕陽丘の経験で、図鑑やら古い運輸統計資料とか、普通、

子どもが見ないやろうと思うやろうけど、いろいろ調べていく過程では、これも必要なん

ですよ。50 年ほど前の運輸統計資料を見るんですよね。だから、必要な人には開かれてい

るべきやという思いはあって、そのことは発言したような気がします。 

そのころ、子どもの部屋と一般の部屋があまりにも落差があることが気になりだしまし

た。夕陽丘図書館の場合は。児童室は狭い、一般に行ったらすごい広いし、どこに何があ

るか分からんへんって、ものすごい落差です。それで子どもたちがスムーズに一般のとこ

ろへ行けるようにと思って、図書館ウオッチングっていう、新中学生対象の図書館利用ガ

イダンスっていうのを 1 回やったんです。その頃、大阪女学院の丸本郁子先生が、わりと

夕陽丘の図書館に来てくれはって、何かのときに、そのことをお話ししてたら、興味をも

たれて、図書館大会の利用教育の分科会で発表して下さいと声をかけられたのです。児童

室の担当をしてると子どもの将来って言うか、この子たちが次の段階ね、児童室卒業して

どうなるんやろうって、そこが気になります。ヤングアダルトサービスも同じです。ヤン

グアダルトサービスは児童サービスの延長じゃない、大人のサービスのはじまりやって言

うんですけれど、一般室担当者は子どもをそんなふうに見てくれません。 

だけど児童室にいるとこの子たちが子ども室を卒業して、どうなるんやろうって気にな
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るんですよね。それでわりと児童関係の人がどうしたって、ヤングアダルトサービスに関

心持つことが多いです。大人のサービスの担当者は、なかなかそうは見てくれない。自分

たちのところへ来る前の段階の子どもがいるって見てくれないんです。だから、児童サー

ビスの人でヤングアダルトに関心持つ人が多いんです。 

児童室では、ときどき、「ちょっと行っといで」って言って、わたしは向こう（一般室）

に見に行かしたりしたけども、やっぱり、ちゃんと案内してあげた方がいいのではないか

と思って、そういうことをやりました。次の年にもやったのかな。やったのはわりあい好

評でした。お父さんも付いてきて、参加したお父さんも良かったって言ってましたから。 

いよいよ新図書館の準備が始まって、子ども室の設計についての検討がはじまるんです。

それで先進図書館を見学して情報収集に努めました。 

それで新図書館つくるときに、やっぱり現在あるものを基準にして物事って考えますで

しょう。夕陽丘の児童室は、入り口が別なんですよ、大人が入るところと子どもが入ると

ころ。入り口は絶対に 1 つの入り口で、別の入り口を設けるなんていうことは絶対やめて

欲しい、入り口は 1 つで、子どもも大人の部屋にも行けるし、大人も子どもの部屋に行け

るってね。そうでないといけないと、わたしは思ってたし。開館時間なんかも夕陽丘の児

童室は午後だけでしたから、それも一緒にしてくれっていう話もしましたしね。これがち

ょっと計算違いだったのは絶対、人員の関係で児童室だけは、早く閉まることになってし

まって、ちょっと残念でしたけど。 

児童室開室の頃は本が少ないからっていうので、貸出冊数と期間も大人は 4 冊 3 週間の

ところ、子どもは 3 冊 2 週間、それも途中で大人と一緒に合わせてもらいました。できる

だけ大人と子どもの取り扱いを、同じようにっていうのは、わたしは結構主張しました。

それで、子ども室に新図書館の検討をして。それからレファレンスについても、だいぶ力

量をつけようと思って頑張っていたという話をしました。 

大阪府立図書館は、市町村の図書館職員対象にレファレンス研修っていうのをやってい

たのですが、児童資料についてはなかったんです。児童サービスについては、大阪市は府

立よりは非常に進んでましたし、本も無かったしっていうのもあったんです。これは、わ

たしが児童図書館員養成講座っていうのを受けて、自分でも力を入れてやろうと思ってい

たので、はじめのときは堺市の図書館でやっぱり児童図書館員養成講座受講者がいて、だ

から一緒にっていうことで協力してもらって、ここからはじめました。 

参考業務研修の中に、児童資料も扱ってもらうということで、H6・7 年は堺市と共同で

実施して、新図書館になってからは府立単独でするようになりました。このころから、学

校図書部会の先生方から、ブックトークを教えて欲しいっていう依頼がありました。ブッ

クトークも図書館で実際にやっているわけじゃないんですけど、岡山のビデオ（岡山市学

校図書館ビデオ製作委員会編「本があって、人がいて」同委員会、2001）観たりとか本読

んだり勉強して、ブックトークの研修を先生方にするようになりました。 

それで児童文学館がね、あそこは非常にずっと不安定やったんですよ。わたしも「児童

文学館を育てる会」というところでかかわっていたんですけども。何て言うのかな、鳥越

信先生は行政の中で事業を前進させるっていう点については、やり方はちょっとやっぱり
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あんまり、よろしくなかったと思います。サービス前進させようと思ったら、ちゃんと考

えて一歩一歩やらんと。主張ばっかりでもあかんですよね。鳥越先生は当時の教育長と良

いものを作ろうというので意気投合して多分、自分の思いどおりにできると思ってはった

のですね。ところが実際にお金出すほうの側になると、財政はやっぱり財政の論理を持っ

ているので、そんな教育長がどう言ったかって、それはもうやっぱりそう、なかなかうま

いこといかへんのね。だから必要なお金付けてくれへん、人も付けてくれないっていうの

で、これはけしからんっていうので、わあわあやられて。それを聞くと、また府の方も良

く思わへんっていうことで悪循環になっていきました。 

それからあんまり理想を主張し過ぎてはって、今やったら当たり前になっているんです

けど、例えば目録の内容細目も、今は、コンピューターで解決できている部分もあるんで

すが、あれを作品単位でカードを作りたいっていうふうに言ってはって。必要な人や予算

をつけてくれない、専門家をたくさん入れてくれるはずやったのに、半分もいてへんとか

いうことで、なかなかうまいこといってなくて。できるところから一歩ずつという発想が

ないのでしょうかね。わたしらから見たら、どうかなと思うところもあるんですけども。

児童文学館にかかわって、それはそれでちょっとしんどかったです。間で組合騒動（注：「吹

田の児童文学館 不正経理 1,300 万円」1991.4.17 読売新聞報道）もあったりして、いろい

ろありましてね、いっときはもう全員で、ものすごく暗くなって「どうしよう」っていう

感じだったんですけど、「もう、どうにもならへん」みたいな感じでね。いろいろ〔図書館

の〕外ではそういうことがあったんですけど。 

 

新図書館へ 
新府立図書館設計のときは、児童室のところは結構、意見を聞いてくれたんです。あの

部屋の設計には、はじめからある前提があったのです。丸い部屋になってますよね。日建

設計がつくったところは、みんな似ているんですね。その直前に愛知県の図書館、あれも

同じ感じで、大阪の赤十字病院かな、そこもやっぱり丸くてね、大体似ているんですよね。

円形は絶対入れるんやっていう感じです。放射状に本を並べるって、どうかと思って、わ

たしは代案って言うのか、こうでも並ぶやないかっていうのも見せたんですけど。 

いろいろ、ちょっと思いどおりにならへんこともあるけど、特にだまされたみたいな気

がするのは、ガラスの壁面です。すぐ公園があって、すごくいいところに子ども室をつく

ってはくれたのです。そのときにガラスの壁面に外が見えるベンチを作るって案だったん

です。図書館の、中と外との視線の交流っていうのが向こうのコンセプトでした。外の人

と図書館の中にいる人が視線を合わせられるように､交流ができるっていうふうに言った

んです。けれど、随分長い壁面なので、わたしは絵本を置ける低い書架にして欲しと思っ

たんですが、あれは寄ってたかって、あきらめさせられたみたいな感じで。半分向こう側

がベンチで、こっちが書架になっている低書架を同僚が考え出してくれて、それで落ち着

いたんですけれど。建物が完成したら、ミラーガラスだったので、視線の交流なんか絶対

ないんですよ、本当に。そんなふうに、いろいろあったけど、まあまあ、結構要望は聞い

てはもらいました。 
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それからサインは、例えば恐竜の本が置いてあると、側板に恐竜の絵が描いてあるとい

うふうになっているんですけど、あれは実は同志社の国際中学校・高等学校の図書館（注：

正式名称は、コミュニケーションセンター）のマネをさせてもらいました。一度見学に行

って、書架の分類のサインに絵を使っていたんで、子どもにはいいな、分かりやすいなと

思って、そうしました。開館後、「虫の本どこや？ ああ、あそこ虫の絵が描いてある」っ

て、それは子どもも気づいてくれたみたいで、子どものところで、絵をサインに使うのは

なかなかいいなと思いました。わたしは、新図書館では、読み物の本はある程度絞りたか

ったんですが、知識の本はたくさん開架したいなと思っていたんです。これからの図書館

は子どものときから「調べるという機能」が大切だと思ったからです。 

 新図書館での方針は、①府内の図書館の児童奉仕の支援をするっていうことと、②子ど

もにとっては当たり前のサービスを、③子どもにかかわる大人、研究者、文庫関係者、教

師、保護者などを支援すること、この 3 つを運営の方針にしたんですね。市町村の図書館

にとっても、役に立つようにっていうことで、どの本も網羅的に、キリの本も絶対に買う

んやっていうことを主張しました。子どもは府県立の図書館であろうと、市町村の図書館

であろうと近いところに行くんだから、子どもにとってはごく当たり前の児童サービスを

と思ったし、大人に対する支援っていうについては、ちゃんと重視したいと思ったので、

児童資料の研究書とかレファレンスブックとかはカウンターの近くにコーナーを作りまし

た。 

 それから視覚障害児のための「わんぱく文庫」。確か 83 年ぐらい（注：正しくは 1981

年）に「わんぱく文庫」ができたのですけど、わたしが夕陽丘の子ども室に行ってしばら

くして、代表の福山恭子さんから相談を受けました。「わんぱく文庫」っていうのは、盲人

情報は文化センターにあったんですが、阪神淡路大震災の後で、「わんぱく文庫」が使わせ

てもらっていた部屋を他のところに貸すからあけ渡して欲しいって、言われたんです。そ

れで新しいところを探してはったんですよね。相談されて、これからは、中之島より新図

書館のほうが中心になるっていうのが分かっていたんで、それやったら中之島に逆に部屋

が空くかも分からへんから、あそこでどうやろかっていう話も、したりとかしてたんです

けども、ちょっと無理やろうっていう話になりました。 

 そのときに、ひょっとしたらと思ったんです。「子どもの本を読む会」なんかの流れを受

けて、図書館の中で有志が集まって昼休みに仕事に役立つことを勉強しようと言うサーク

ルがあって、そこに当時の副館長がわりとよく顔を出してくれてはったんです。この人だ

ったらひょっとしたら、分かってもらえるかも分からへんと思ったんです。新しい図書館、

結構、広いスペースがあるので何とかなるかも分からへんと思って、わたしはその人に賭

けました。で、何にも言わんと、副館長に「わんぱく文庫」の福山さんに、会ってもらっ

たんですね。そしたら副館長が「よし考えよう」と言うてくれはったんです。それで新図

書館で受け入れようというふうに何とか事が進みました。点字資料の量については、ちょ

っと予想外でした。「そんなにありません、そんなにありません」っていうふうに言われて

いたんですよ、点字の本ね。ところが実際に本が来てみたらすごいあって、「ええっ」と思

ったんですけど、点字って結構、場所取るのでね。まあ、それでも、結構スペースがある
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ので、書庫の中に作業スペースも作って、机を置いて、ちょっと工夫したりとかしました。

それから開架にも点字の本を出して、少し置いてます。このわんぱく文庫についても、や

っぱり一緒にやってみて、やっぱりいろいろ学ぶこと多かったですね。 

 わたし、障害者サービスはもともと自分が担当になって、障害者サービスにすごい関心

を持って、自分でも一所懸命やっていたつもりなんですけど、この「わんぱく文庫」の話

を聞いたときに、大人への障害者サービスはそれなりにどこも進んでいる、都立もそうで

すけど、だけど子どもに対しては本当に何もないんだ、ということを実感させられました。

大人は対面朗読とか、録音図書なんかも随分、いろいろサービスがあり、ないーぶネット

（注：現在のサピエ）とかっていうのがあって、いろいろ情報が分かるようになっている

けれども、子どもの本については何もないんですよね。それと、「わんぱく文庫」と実際や

ってみて、思ったのは本を置くだけでは、ダメだってことです。やっぱり本があるだけで

読書に結びつくかって言ったら、そうじゃないんだっていうことを、わんぱく文庫さんで

気がつきました。 

 自分の子どもが障害を持って生まれてきて、それを受け入れるのにやっぱり結構大変な

んですよね。だからそういうお母さんの話を聞いたり、年に 1 回ぐらい一緒に遠足出かけ

て行ったりとか、音楽会なんかもやったりとかして、そういうお母さんとか、親御さんの

ショックをやっぱり一緒に共感してあげるっていう、そこから始まるんやなというふうに

思いました。ただ単にこう本を置いておくだけでは、あかんのやというふうに思いました。

そういうハンディ持っている子どもは、親ぐるみでやっぱりサポートしないと。本がある

からと言って、読書に結びつくわけじゃないっていうのを実感しました。それってなかな

か公共図書館だけではできない。そこまではなかなかできませんよ、親のケアまでは。公

が場所提供して、そういう細やかなケアっていうのをボランティアさんがやってくれるっ

ていうのが、これが本当の意味での協働じゃないかなというふうに思ったんです。 

 あるお父さんは何でもかんでも見える子と一緒にって言うんですよね。それはそれで、

子どもがしんどかったりってあるんですよね。はたから見てたら、ちょっと分かるんです

けど、違うのは違う部分があるんで、わたしらにはフォローはできないです。その子は、

小学校 3 年生ぐらいから来てたんですが、中学になって職業体験で図書館に来てくれた。

そういうのも、なかなか良かったですね。3 年生ぐらいから「わんぱく文庫」にで来てた

子が職業体験行くときにここでっていうことです。そのときに少し自閉傾向のある子ども

と 2 人で来たんですが、それを受け入れることができて、それもすごく良かったなという

ふうに思いますね。すごく明るくやってましたしね。いろいろやったんですよ、「わんぱく

文庫」と。例えば科学教室をして欲しい。視覚障害児には科学は難しいそうです。それで

そういうことをやってみようと思って、これは科学読物研究会の西村寿男先生に相談しま

した。ふと思ったのは、どうせ、わたしたちの目に見えない原子をテーマ、これは板倉聖

宣さんの『もしも原子がみえたなら』（注：国土社、仮説社から出版されて版を重ねている）

っていう本があるので、それを仮説実験授業でやってみようと。 

 これは視覚障害児も見える子も、一緒にやったんですけど。これが教材作りっていう、

原子の模型を作って、酸素と水素の違いが触ってわかるように、酸素の方にちょっちょっ
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と穴をあけたりとかしました。もちろん点字と墨字の資料も用意しました。それで酸素と

水素がくっつくように、ああしてこうして、楽しかったです。原子がどれぐらいのあるの

か知るために、1ｍの木の枠があって、例えばこれが 1 ㎥だったとして、この中に原子がど

れぐらいあるかみたいな、どれぐらい間が空いているものなのかいうのも、触って分かる

ような感じでやって。もちろん、わたしたち自身も原子は見えないですからね、そういう

意味でもちょっと面白かった。見える子も見えない子も混ざった科学教室が実現しました。

あとは点字教室っていうのも、この頃やってます。子どものための点字教室です。そうい

うようなことをやって。 

おはなし会は中央に移ってからは、基本的にはボランティアさんにやってもらうように

なったんですね。開館した中央図書館に行って、実はわたしはものすごく落ち込んだんで

すよ。人はものすごく来るんですよ。新図書館に行ってから、忙しいのはすごい忙しかっ

たんです。こども資料室は、すごいピカピカで広いので、子どもは喜んで走り回るんです

よね。それで飾り物などは壊しまわる、書架の側面の絵のサインは動かせるようにしてい

たので、しょっちゅう剥がれるは、聞かれることと言えば、漫画の本はないか、アンパン

マンがないかとか、ドラえもんがないかとかという質問ばかりやったんで、もうすごい落

ち込んだんですよ。 

夕陽丘のときは常連さんは、教育大の付属に行っている子とか、小学生に卒論書かせて

いる、すぐ近くの小学校の子どもとか、地域の図書館ではあったんですけど、落ち着いて

いました。夕陽丘っていうところは塾がいっぱいあるところなんですが、図書館の隣も塾

なんです。それから追手門学院の子どもとかね、受験とか、親が教育に関心があるという

層が来てたし、レファレンスも結構あったし、子ども少ないから丁寧に、いろいろかかわ

れるわけですよね。 

落差が大きすぎて、すごい落ち込んだんですよ、「ええっ」と思って。本当に落ち込んで

しまって、とにかくひと月ぐらい結構ショックでしたね。でもまあまあ、ひと月かふた月

ぐらいたってから、これこそが子どものパワーなんやと思って、ちょっと思い直しました。

これが子どもなんやなと思って、むしろ夕陽丘の方が特別やったんかも分からへんなと思

い直しました。やっぱり普通の子どもは、そうなんやって思って、ちょっと気を取り直し

て、これも本当の意味での子どもっていうのをやっぱり知ることができたって思って、ち

ょっと前向きに考えるようになりました。そんなわけで、行った当初は落ち込みました。 

それからビデオも子ども用のビデオは、子ども室に置いてあったので、それでビデオを借

りる人も多く、ビデオもシリーズ物の予約の順番がなんやかんややこしいし、結構大変だ

ったんですね。本当に落ち込んだんですけど。これも新しく子どもを見る目が広がったん

やというふうに思って気を取り直してたことも忘れられない思い出です。 

新図書館でがっかりしたのは子ども室を 5 時で閉めるっていうことです。わたしは絶対

一緒にしておいて欲しかったんで。これ結局、人の問題なんですよ。夜まで開けると倍の、

人を配置しないといけないという理由なのです。思わず司書部長に抗議しました。そんな

の聞いてなかったので。今でも開館時間は一緒でいいと思うんです。もともと子どもだけ

で来るっていうのが、今はもう随分少なくなっているんです。大抵、親と一緒に来ますよ
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ね。子どもの帰宅時間も遅くなってて、それこそ 4 時半ぐらいにならんと来られへんって

いう状況ですよね。本当に 低でも 6 時までは開けているべきだと思います。大人の方は

7 時までですが、7 時まで開いていたってぜんぜん大丈夫って思うんですよね。もともと子

どもだけで来るって少なくなっているので。だからそういう差別をする必要は、絶対にな

いと思っています。一部の部屋だけ閉めていると、いろいろあるんですよ。結構、5 時以

降に子どもの本見たい人が来たりしますしね、それは当然ありますよね。児童書って、子

どもにとっても一般書必要だし、大人にとっても児童書ご覧になる人、この頃すごく多い

ですから、そういう人のためにも本当は一緒であるべきだと思うんですけど。これは人の

関係で残念ながら、今でもやっぱりちょっと悔しいなと思うんですけど、5 時までってい

うことになりました。 

このときに次の年、「子どもの心を育てる図書館活動推進事業」。これは大阪府がとにか

く財政難で、府は補助金取れるんだったら何でも補助金取れっていう、府がお金出さんで

済んだら絶対その方がいいので、とにかく補助金取れっていう話やったんです。文部省の

委嘱事業で、こういう「子どもの心を育てる図書館活動推進事業」なんかも名乗りを上げ

てお金をもらって（平成 9 年に応募し、10 年に実施）。府立図書館、それから府内の各市

の図書館なんかも舞台にして、講演会だとか講座とかっていうふうなこともやりました。

中央図書館に行ってから 1 年目はものすごく見学が多くて、幼稚園の先生も、保育士さん

だとか学校からも、わりあい見学によく来てたので。そういう先生の研修って言うのか、

絵本の話をしてくれって、そういうこともよくありました。そのとき、ちょっとそういう

絵本の話をしたりっていう機会が、わりあいありましたね、この平成 8 年とかは。 

 
（2011 年 12 月 4 日 17:00～22:00） 

 
 
乳幼児サービスの開始 
 大阪府立図書館が開館したとき、たくさん子どもが来て、1 年目は大変やったんですけ

ど、平日に赤ちゃん連れたお母さんが、すごくよく来てはるっていうのに、気がつきまし

た。96 年、開館した 1 年はもう無我夢中みたいな感じだったんですけども。お母さんが平

日の午前にバギーに赤ちゃん乗せて、何組か必ず来ているんですよね。わたしたちは、「ま

たバギー軍団やね」って言ってたんですけど。それで、そういうお母さんに何か働きかけ

をしたいなというのをすごく思ったんです。大体、児童サービスで子どものいわゆる低年

齢化現象っていうのがどんどんどん進み、わたしが児童サービスの担当になった頃から利

用する子どもの年齢がどんどん下がりはじめていきました。 

でも 1988 年、担当になった頃はまだ小学生 5、6 年生とか、3、4 年生とか、夕陽丘のと

きはわりあい来てくれてたんですけど、90 年、91 年、92 年とかいう頃になると、低年齢

の就学前の子どもがだんだん増えてきたんですね。それで、ちょっと 95 年にいったん夕陽

丘図書館を閉めるんですけど、その頃になると、赤ちゃん、それこそ首も座らないぐらい

の赤ちゃんを連れてきて、この子に何を読ませたらいいですかってお母さんが来はって。
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すごく印象に残っています。そのときに「いや、お母さん、そんなあわてんでいいですよ」

って言った記憶があるんですけど。そういうお母さんが、ちらほら現れはじめたっていう

のは感じてはいたんですね。それで中央図書館に行ったときに、赤ちゃん絵本のコーナー

を作っているんです。赤ちゃん絵本をまとめて並べ、その前にちょっとマットがあって、

赤ちゃんはそのまま靴脱いで上がって遊ばせられるようにとしているんですよね。 

ちょうど 95 年に福音館書店の「こどものとも 0、1、2 歳版」が出はじめて、図書館に来

る子どもたちの年齢がどんどんどんどん下がりだしてきて、赤ちゃんがやってくる時代に

なってきたんです。開館したときに求められたのか、「漫画がないか」っ、「アンパンマン

がないか」っていうのが、とにかくキャラクターですよね。機関車トーマスも、アニメ版

のばかり求められる。オリジナル版は長いから嫌だって言われるんですよね。そういう現

象に危機感を抱いて、小さいころから手を打っていかないと、なかなか本っていうのは読

んでくれないかなと思って。それで赤ちゃんに働きかけをしたいという意識は、97 年ぐら

いから持っていたと思います。でも正直言って、どう手をつけていいか分からないってい

うようなのが本音だったんです。 

赤ちゃんのおはなし会がぼつぼつ始まりだしました。赤ちゃんに絵本を読んだりとかっ

ていうところが、そういう試みをしている図書館がちらほらあったんですけど。でも、定

着しているかって言ったらそうでもないし、来たり来なかったり人数も少なかったりって

いうふうな話を聞いていたし。それからわらべうたが必要や、つまり本だけではあかんや

ろうというのは思ってて･･･。わらべうたの知識もないし、どうしようと、思っていたんで

す。それで図書館利用者の中に、いい人を見つけたんです。その前の 98 年に文部省委嘱事

業で「子どもの心を育てる図書館活動推進事業の実施」なんて年表に書いてありますけど

も、そのときに常連さんで、梅花女子大の聴講もされているらしい、どうもわらべうたに

詳しいらしいっていうのを実は知ったのです。わりあいよく来てはるし、お話し会なんか

も担当ボランティアさんに加わってくれてはったので、実は目をつけました。 

それで何となくお話などするように心がけてました。一度、図書館に来て下さるボラン

ティアの方と、おはなし会をやって下さっている方と交流会をしたときに、おはなし会に

ちっちゃい子が来て、3 歳以下の子どもが来て、年齢がすごく広がってきてちょっとやり

にくいっていう話が出たんです。それでそのときに、すかさず、「ちょっと分けてやってみ

ません？どうでしょうかね？」って。提案しました。年齢分けて、いわゆる 0、1、2 歳の

子と 3 歳以上の子、普通のお話し会とちょっとちっちゃい子を対象にしたおはなし会やっ

てみません？って声かけたら、「じゃあ、そうですね、やってみましょう」と言ってくれは

ったんですよ。そのときに「やったぜ」と思ったんです。 

それで、99 年に入ってから 4 月以降ですけど、ちょっと相談をして「じゃあ、勉強しま

しょう」と準備をして、それで 99 年にいわゆる「おはなしゆりかご」っていう 0、1、2

歳対象のお話し会をはじめることにしたんですね。そのときに、わたしいろいろ聞いてみ

たんですが、確かにあちこちで赤ちゃんためのおはなし会ってあるけれども、それほどい

つも決まった子が来るわけでもないしっていう感じやったんです。それで 1 つしかけを作

ろうと思いました。定着させるために差別化を図ったのです。固定メンバーで、期間は 3
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回ぐらいに区切ったんですけど。4 月から 7 月までと、8 月はお休み、9 月から 12 月、1

月から 3 月と。学校の学期みたいに 1 期、2 期、3 期みたいに区切りました。で、今の若い

お母さん向けに、参加する意欲って言うのか、モチベーションを高めてもらうために、か

わいい出席カードを作ってそこにハンコを押してもらうことに。そういうしかけを作りま

した。毎回、誰が来るか分からんっていうよりは固定メンバーで、「あなた方は特別なので、

毎回参加してね」って、試行やからっていうことで、館の了承をとって、99 年 9 月に立ち

上げたんです。やっぱり誰もが自由に参加できるというわけじゃないので、ちょっと疑問

視する声もあったんですが、「まあ、試行ですから」っていうことで、始めたんです。募集

は赤ちゃんとお母さんと必ず組で参加してもらうんで、10 組から 12 組ぐらいしか取れな

いということで、月 2 回参加の予定やったんです。 

募集したらすぐにいっぱいになって、予定超して倍ぐらい集まったんですね。10 組募集

したのかな。だけど実際には 30 組近く申し込みがあって、急いで募集のチラシを引っ込め

て。月に 2 回参加の予定だったのが、参加者が多いので、2 グループにわけて、月 1 回で

お願いしますっていうことではじめたんですね。試行錯誤で、必ずわたしたち職員も入れ

てもらって、O さんが中心になって引っ張ってくれたんです。本当に勉強になりましたけ

ど。O さんがすごく声もすごいきれいな人で、はじめにわらべうた歌って遊んで、場の一

体感って言うのか、参加者の親和的な空間を作り出して。その遊んで高揚した気分のとこ

ろをお母さんに抱っこしてもらって、子守唄を歌って気持ち静めるんですね。それでスー

ッと絵本に入っていくっていうのか、それはなかなかというふうに思いましたね。元幼稚

園の先生でもちろん保育士さんの資格も持ってはるみたいで、子どものこともよく分かっ

てはるのでよかったです。お母さんもはじめはわらべうたを歌うときにすごくぎこちなか

ったんですけど、そのお母さんが毎回参加していくと変わってくるです。お母さんの表情

が楽しそうになってくるんです。それを見てて、「あれ？」っと思いました。わたしたちは

子どものために、赤ちゃんと本をすぐに結び付けようとするのですが、O さんははじめか

ら本は読まなくっていいのよって、いつも言うてはったんですよ。わたしは内心はちょっ

と不満でしたが、でも、それは後で分かるようになっていきましたね。 

そんなふうに、「わんぱく文庫」のときに、本があるだけでは駄目なんやっていうのを感

じたと同じような意味で、やっぱり本、本、って言ってもあかんのやって。お母さんがす

ごく楽しそうな表情になって、お母さんが変わってくるんですよ。 

お母さんが、うれしいっていうのか、ホッとするって言うんですよね。これって子ども

のためと言うよりもお母さんのためになっていると思いました。お母さんが幸せやったら

子どもは幸せなんです。お母さんが不幸で子どもが幸せって絶対有り得ない。お母さんが

幸せだと子どもも幸せですね。お母さんにいいということは結局子どもにもいい。お母さ

んがそこでそのおはなし会に参加して、すごくリラックスして子どもと一緒に遊んで、

終的にはちゃんと本に結びついたと思います。 

おはなし会でいろいろ感じたのですが、例えば子守唄を歌っている人いますかって質問

すると、子守唄あんまり歌ってないんですよ。そうやって実際にわらべうたで遊んだり、

立ったり座ったりして遊んだりしますから、子どもがハイになるんですが、でもお母さん
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に抱っこしてもらって、トントンしてもらいながら子守唄聞くと本当に落ち着くんですよ。

子守唄の威力って言うのか、「ああ、すごいな」っていうのは多分、子守唄、歌ったことの

ないお母さんも実感しはります。それからわらべうたのリズムと遊びを、とても子ども喜

ぶんですよね、と言うのは、いつもその「おはなしゆりかご」のテーマソングみたいなも

ので、すごい簡単なわらべうたで、「(歌う)抱っこしてー、抱っこしてー」、それから名前

呼んでもらって「(歌う)ハナちゃんのーことー」って、「好き、好き、好きー」って子ども

抱きしめてもらうのね、ぎゅっとね。これのバリエーションで、「高い、高い、高ーい」っ

てしたり、「こちょ、こちょ、こちょー」ってやってね。「こちょ、こちょ、こちょー」っ

てね、これだけでもうすごい子どもは「キャッキャ」って喜ぶんですね。 

すごい印象的なのは、そのときでもしょっちゅう声かけすることは、「お母さん、赤ちゃ

んの目を見て、赤ちゃんの目を見て、アイコンタクト、アイコンタクト」って、これを今、

言わんとあかん時代になっているんやなって思いました。「赤ちゃんの目を見てね、見てね、

赤ちゃんの目見てね」って言わんとあかん時代になった。お母さん自身が、子どものあや

し方もよく知らない。もう日がな一日子どもと向かい合って、これってなかなかしんどい

ですよね。だから来るのをすごく楽しみにするようになって、お母さんの表情が変わって

くる。これって、本当の子育て支援やなって、わたしはすごくそう思いました。一応 3 月

までやって、参加者からアンケートを取ったんですね。そうすると、やっぱりわらべうた

とか遊びを教えてもらってすごく良かったと、これすごく好評でした。 

それと、絵本っていうのも「ああ、使えるんだな」ってそういう感想でしたね。子ども

と 1 日向き合って過ごす長い時間の中で、絵本も使えるんだなっていうふうに、そういう

感想があって。子育てしているお母さんが、誰でも、こういう「おはなしゆりかご」みた

いなところに参加できる機会があればいいなって思って、そういう機会をつくりたいと、

思ったんですね。 

それから赤ちゃんを見る目って言うのか、やっぱり保育関係の人とわたしたち司書と、

それから学校の先生。これ、本に対する見方が何かちょっと違うんですよね。それは感じ

ていたんです。 

学校の先生は少しでも子どもを伸ばしてあげようというお気持ちが、それはすごいある

んですよね。ちょっとでも子どもの能力っていうのを伸ばしてあげようって、それを感じ

たのは、例えば夕陽丘図書館にいたときに、先生をお辞めになって再雇用かなにかで来て

下さっていた方があって、そのときに小学生の登録カードを書くときに名前を書くんです

が、「君、君、3 年生だろ？もう漢字で書いたら」って先生は言いはったの。「ああ、これ

やね」と思った。わたしたちは絶対に、そういうことは言わない。住所が分かってちゃん

と手紙が届く状態やったら、そういうことは言いません。それはそれで大事は大事なこと、

先生は少しでもやっぱり子どもの力を付けてあげようって思われている。それはすごく大

事なことですが、でも学校と違う空間でそんなことを言われたらちょっとね、子どもによ

っては、たまらんなと思うところがありますでしょう。 

それからその「おはなしゆりかご」でやったときに、保育関係の人とわたしたち司書も、

やっぱり子どもを見る目が違う。保育士さんっていうのは、そういう子どもとかかわって
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いる方は、子どもの成長っていうのをすごく意識して見てはるんですよね。例えばわらべ

うたをするときでも、例えば「むーすんで、ひーらーいーて」っていいかげんにしたら怒

られるのですよ、その O さんに。しっかり結ぶ、しっかり手を開く、ちゃんと手を合わせ

る、これは子どもにとってはすごい大事なこと。1 つひとつできるようになっていくって

いうのはすごく大切なことです。子どもが成長する先を見なさいって。「ああーっ」と思っ

て、そういう子どもの成長という視点を教えてもらったの。子どもの成長する先を見なさ

いっていうのを教えてもらった。一つ象徴的なことがあるんです。 

例えばお話しの部屋に入るときに靴脱いで上がるんですが、そのときに、子どもたちが

靴を脱ぎちらかして上がろうと、司書は何も言いません、言わないですね。お母さんなん

かも、そんなに意識せんとしはるのね。だけど注意しはるんです。例えば児童室で子ども

が騒いでいて、ちょっと何々ちゃん、ちょっと走ったらあかんよって言って。そうすると

親がいたら、親は「図書館の人が言うからやめとき」って言うの。人に迷惑かけるからっ

ていう言い方しない。そういうのに慣れているし、親に注意しても、ギロッとにらまれる

こともあります。だからあんまり親自身が靴なんか脱ぎ散らしても、わたしたちはなかな

か言えなかったんです。 

でも O さんは「お母さん、お母さん、ちょっと靴脱いで、ちゃんとそろえてね」って言

いはるの。「ええっ」と思ってたんですけど、それもやっぱり子どもの成長って大事じゃな

いですか。親がきちっと靴を脱いで靴をそろえてはると､子どもはそれを見てマネしますよ

ね。靴をそろえるっていうことを知らない子どもよりは、知っている子どもの方がずっと

いいですよね、生きていく上でね。自分が図書館員で思うんだけど、やっぱりその子の、

そのときのその子しか見てなかったなと思う。だけど保育関係の人はその子が 1 カ月後、1

年後、3 年先に成長して姿を見てはるっていうのをすごく感じたんですね。それは、わた

しにとっては、すごく大きな学びになりました。だからこの「おはなしゆりかご」をする

ことによって、たくさんの子どもをみる視点を勉強させてもらったなというふうに思いま

す。 

「おはなしゆりかご」はすごくいいと、本当に良いことだし、お母さんにとってもすご

く良かった良かったっていう声があったので、2000 年の 4 月から本格実施になりました。

一月に 1 回だったら、わらべうたを忘れてしまうって言われたので。頑張って O さんたち

にお願いして、参加するほうは月に 2 回、するほうは毎週になりますけど、1・3 週と 2・4

週のグループっていうふうに、増やして、わたしたち職員も入ってはじめました。 

そうすると 2000 年がちょうど子どもの読書年で、この年ブックスタートが紹介されたん

ですね。イギリスのブックスタート運動。それで東京で子どもの読書推進会議主催の国際

シンポジウムがあったんです。ブックスタートをはじめたイギリスでブックトラストの方

と、保健所の人、それから図書館員、それから赤ちゃん用の作家さんと 4 人招いて国際シ

ンポジウムが東京であったんです。そのときに大阪でも、という話があって、そのときに

府立中央図書館で、やってもらえることになったんです。大阪の場合は、ブックトラスト

の責任者の方が大阪まで来てくれて、イギリスに絵本の勉強に行ってはって大阪ではすご

く有名な方で、正置友子さんのお二人をパネリストにして、パネルディスカッションとい
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う形になりました。ちょうど自分自身が乳幼児サービスっていうのがものすごく大事だと

思ってたちょうどそのときに、こういうブックスタートの運動を紹介されて、しかも大阪

で国際シンポジウムを開催することができました。このときは子ども読書年で、子どもの

読書推進会議、ブリティッシュ・カウンシルとも共催でした。ブリティッシュ・カウンシ

ルの協力で、イギリスの赤ちゃん絵本の展示ができました。やっぱり乳幼児サービスを広

げないといけない、広げたいっていうふうに強く思ったんです。身近で誰もがこういう乳

幼児のおはなし会に参加できる環境にあったら、お母さんの子育てもすごく楽になるやろ

うと。ちょうど 2001 年に近畿公共図書館協議会の研究集会、児童奉仕部門があって、それ

ほど実践が積み重なっているわけでもなかったんですが、この乳幼児サービスの取組を発

表させてもらったんです。そのときに発表するに当たって、ちょうど自分とこの図書館で

蔵書がどう動いているかって、調べてデータを出してもらったんですけど。やっぱり赤ち

ゃん絵本の回転率ってものすごく高い。それから絵本の貸し出しっていうのも、すごく多

いっていうのもそれは数字でちゃんと示されました。 

赤ちゃんコーナーの回転率をコンピュータで出してみるとすごく高かったですよ。やっ

ぱり時代が必要としているサービスやなって、そう思ったんです。まだそれほど半年ぐら

いしかたってなかったけれども、乳幼児サービスの取組を発表したいって発表させてもら

いました。それをきっかけに、あっちこっちに行って、乳幼児サービス「これ、いいよ、

いいよ」みたいに。それと『図書館界』（日本図書館研究会）で書かせてもらいました。み

んなに知ってもらいたいっていうのがすごくあったんですね。それで積極的に発信して大

阪府内だけじゃなく、近畿一円から見学に来ました。京都も、奈良も、兵庫からもたくさ

んの図書館やボランティアさんの見学がありました。これは数字として府立図書館の要覧

に残っています。乳幼児サービスの必要性、それからやり方、こんなふうにやるんやって

いうお手本みたいなことを例示できて、多分、近畿圏では乳児サービスを広げるという上

では、すごく大きな役割を果たせたんと違うかなというふうに思います。 

わたし自身も O さんに学びつつ、結構厳しい方でしたからね、勉強して、それこそわら

べうたなども教えてもらいながらやってたんですが、児童サービス、ずっと長かったので、

本当はちょっとその前から異動しないといけなかったのです。大阪府はお金がないので、

子ども読書年に府立図書館としての体面と言うのか、事業をやらせるために、子ども読書

年の 12 年までは置いてもらってたっていう感じでね。だからこの年、わりあい大きなイベ

ントをしています。ここ年表にも全部書いてあるんですけど、結構大きなイベントを子ど

も読書年にはやっています。2001 年はね、国際シンポジウムもしましたし。カナダ領事館

と共催して飛鳥童さんの講演とワークショップがあったし。それから「子どもの本の 100

年の時間
と き

」っていうことで、児童書の 100 年間の流れをテーマに大きな展示会と講演会を

しました。 

一応、府立図書館として、子ども読書年の記念のイベントを、ほとんど予算をかけない

で実施しました。そういうふうにして子ども読書年を終え、役目を果たしたから、もうえ

えやろうということで、児童サービスを替わることになりました。13 年間ずっと児童サー

ビスを担当してたんですね。これは府立図書館では、異例中の異例です。郷土資料では、
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ずっと専門でやるっていう方はあったんですけど。児童サービスっていうのは、府立では

本当に付け足しっていう感じでしたから。でも、いろいろあって良かったです。 

13 年間続けてやったっていうのは、例えば 3 年で見えてくることと、5 年やって見えて

くることと、やっぱり 10 年やって見えてくることってあるんですよね。だからそういう意

味では 13 年続けてやらせてもらったっていうことは、すごく良かったかなと思います。3

年では気がつかなかったことが、5 年経って見えてきたとかっていうのもありましたしね。

それとわたし自身は、「府立図書館での児童サービス」っていうのをすごく意識してたので、

目の前の図書館に来る子どもだけじゃなくて、府立図書館として大阪府内の子どもたちが、

やっぱり身近なところで豊かな児童サービスを受けられるようにって、そういうことを府

立図書館としてやっぱり考えないかんっていう思いはずっとあって、市町村の図書館に対

する支援と言うのか、情報提供っていうようなことも含めて、相談があったら相談にのる

っていう感じで。それはずっと意識してやってきたんですよね。だから、そういうふうな

ことも含めて 13 年やれたっていうことはすごく良かった。その後も続けてやっていたら、

どうなんかなっていう気もあるんですけどね。 

 

企画協力課で館外の支援を 
企画協力課の振興係・係長に異動したんです。企画協力課って市町村支援、それから振

興係っていうのは、もう本当に司書部全体の取りまとめみたいなもので、企画とか研修の

担当っていうことになったんです。後で、平成 14 年度に図書館地区別研修で、大きなイベ

ントを中央図書館が担当することになってたんで、そのためにリクルートされたんやと聞

かされたんですけれども。ある意味、企画力っていうのか、児童奉仕での実績が買われた

んやと思うんです。異動して、直接的には児童サービスとはかかわれなくなりました。実

は乳幼児サービス実技の方で言うと、ちょっと 99 年からはじめて、まだまだ極めるってい

うところまで行ってなかったので、本当はもう 1 年やって、もうちょっと学んで、もう少

し実技など極めたかった、せめてあと 1 年いたかったっていうのは正直ありました。 

それでわたしが出ることになって、わたしの後に行くのはみんな嫌がっていました。そ

れは結構プレッシャーあるし、でもわたしが出たら暇になるからって、わたし結構仕事を

作ってしまう方なので。それと出た後は、できるだけ口出しはやめようと思いました。口

を出したくても出さんようにと心がけました。それが、また子どもとかかわることになっ

たのは、「子どもゆめ基金」ですよね。これも大阪府の方針で、お金がないから国からもら

えるものは何でも、もらえっていうのがあって、子どもにかかわるようになりました。府

立図書館には社教主事の先生が 2 人配置されているんです。大阪府立中央図書館が開館し

たときに、これからの生涯学習時代のニーズに応える図書館をっということで、社教指導

の先生が 2 人配置されて、司書部じゃなくて総務部に属して、生涯学習の事業業を担当し

ています。府民講座を担当をしているんです。それで集団学習の社会教育から、個人主体

の生涯学習となって、生涯学習というのは子どもの時から始まるわけですから、子どもも

対象にせなあかんっていうふうな動きがあったんです。社教主事の先生方は府立高校の先

生なので、幼児や小学生や子どもに対しては、経験がお有りじゃないので、わたしがかか
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わることになりました。それで「子どもゆめ基金」の趣旨から言って、府立図書館単独で

は駄目なので、幾つかの団体にご協力願って、それで「子ども読書活動支援事業実行委員

会」っていうのを立ち上げました。それで子どもの読書活動推進に取り組むということに

なりました。それで、わたしが企画や講師の依頼、他団体の調整等でかかわることになり

ました。そういうことで児童サービスとの縁は切れずに、やってきました。わたし自身は

やっぱり府立図書館としてやらねばならない市町村図書館の力になるような事業というの

を、やっぱり 1 つでも 2 つでもできたらいいなと思ったのです。それから乳幼児サービス

を広げなければっていうふうに思っていたので、そういうね。それと子どもと本をつなぐ

人の養成ができたら、と考えました。 

児童サービスは実はこの当時より少し前から、ボランティアさんの存在なくしてはなり

たたない状態になってました。本の貸出・返却だけだったら、それは職員でもできますけ

ど、例えばおはなし会にしろ、行事・イベント、クリスマス会、春とか夏とか冬なんかの

イベントとなると、これは職員だけでは絶対成り立たない。どこでも図書館の状況は厳し

くなって、人はどんどん減らされますでしょう。人減らされて担当もどんどん削られてい

って、しかも児童サービスってみんな若い人を充てるんですよね。年の若い人や嘱託さん

やアルバイト職員などを。それ程、経験のない人でも、子どもの相手やったらできるやろ

うっていう感じで、そうなんですよね。そういうことは、児童サービスの質なんかにもす

ごく、かかわってくるんですよ。子どもって、自分の年齢に近い人は好きですから、若い

人が担当やとそれはそれで喜びますよ。 

だけどやっぱり子どもときちんと本をつないでいくのに何が必要かとか、何か条件を整

えていったりとかいうことは、やっぱりある程度経験を重ねてないとうまくいきません。 

現場の力量も落ちているし、ボランティアさんの存在なしでは、もうこれは成り立たち

ません。ボランティアさんがいなかったら、子どもたちに図書館を楽しいと思ってもらえ

る度合いは、すごく低くなってしまう。そんな状態になっているんですね。これはこれで

もう仕方がない、仕方がないと言うのか、そこで頑張って「人よこせ、人よこせ」って言

っても、それは絶対にそうはならない。むしろ、ボランティアをやって下さっている方も

自分自身の生きがい、自分の達成感・自己実現を求めて喜んでやって下さっている方が多

いです。子どもたちの喜ぶ顔を見るのが、わたしの喜びやと思って下さる方がやっぱり多

いですから。そういう人をたくさん養成して、ちゃんと子どもと本をつなげるようにして

いくことが必要かなと思われます。 

よく、「本ぐらい読めるわ」って言う人がいるんですけど、本の読み聞かせなんて誰でも

できるっていうふうに思われているけど、そうじゃなくて、そのときの子どもの年齢とか

発達にふさわしい本を提供し、子どもの成長を支援するって、そう簡単なことでもない。

やっぱりいい質のいい児童サービスを展開していくためには、そういう子どもと本をつな

ぐ人っていうのに、きちっと勉強してもらって、いい仕事って言うのか、いいかかわり方

をしてもらうっていうのは、すごく大事やなって思ってたんです。それで子どもと本をつ

なぐボランティアさんを養成したいと思ったんです。 

大阪府子ども読書活動支援事業実行委員会が実施した「ゆめ基金」の事業はずっとボラ
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ンティア養成、ステップアップ研修を続けました。これ一応 2010 年で区切り付けて、実行

委員会を解散したんですけれども。次に大阪府自身が市町村子ども読書ボランティア対象

に講師派遣事業っていうのを 2010 年、11 年と取り組んでいます。こうして、子ども読書

活動支援事業実行委員会、「ゆめ基金」に取り組む中で、子どもと児童サービスとかかわっ

ていきました。 

2001 年には全国公共図書館奉仕部門研究集会の助言者として参加しています。 

2002 年には、奈良県住民ともかかわりをもつようになりました。奈良県の住民の組織で、

奈良県の図書館ネットワーク（注：「図書館とまちづくり・奈良県・ネットワーク」のこと）

っていうのがあるんです。そこで、奈良県は、図書館振興が大阪に比べるとやや遅れてい

ます。図書館サービスから言えばやっぱり大阪府が一番成熟しています。もちろん滋賀は

滋賀で、すごくいい活動をしていますけど。京都も府立図書館ができるときに、児童奉仕

の直接サービスは撤退してしまったし、奈良県も県立図書館情報館ができるにあたっては、

児童サービスやめちゃったんですよね。京都のときもやっぱり反対運動ありましたけど、

奈良県でも市町村の図書館の人は県でやって欲しいっていう声がずっとありました。県立

で児童サービスやらないで、本だけ置いているんじゃあかんのですよ。 

わたし公共図書館に絶対児童サービスが必要って思ってます。子どもも一人の人格とし

て、子どもと言えども、公共図書館の利用は保障されるべきです。それに子どもと言えど

も、前にもお話ししましたけども、6 歳とか 5 歳の子でも大人の資料を見るんですよ。分

野によっては絶対に必要とするんです。資料は必要とする人には提供されるべきやと思う

のです。児童サービスは市町村がやって、県は本だけ買って支援する、本だけ買って貸す

からって、そんなものではありません。自分が実際にやった経験から言って、子ども自身

から学んだことはすごく大きかったし、利用者と接する中で、やっぱり市町村の図書館の

人が必要とすることも分かってくるというのもありましたし。 

奈良県とか、京都府が児童サービスをしないっていうのは、わたしはすごい間違ってい

ると思っています。子どもの人権を無視しているって、わたしは絶対にそう思っています。

兵庫の県立も実は児童サービスしてないんですね。近畿圏で、府県立でしているのは大阪

と滋賀だけ（実は和歌山もある）になって、なんかすごく残念なんですけども。でも兵庫

の一部の職員は児童サービス、すごくしたがっていますよね、やりたいっていうふうに言

ってますけどね。京都奈良なんて児童サービスしないなんて言った後で、子どもの読書推

進とか、そういうことがすごく取り沙汰されるようになって、もうちょっとズレてたら続

けられたん違うんかなって、その辺はすごく残念なんですけどね。 

それで実はこの奈良県ネットワークのちょっと前ぐらいから、奈良の県立図書館が児童

サービスをやめると聞いて、それはおかしいやないかって思う住民さんや図書館員が、学

習会をし、ときどき呼ばれて行ったりしていたんですよね。奈良県の図書館ネットワーク

は、児童サービスに関心持ってはる人、図書館のことを勉強してはる方たちの集まりで、

学習会の講師したり、あとはアドバイザーみたいな感じで、結構、通いました。事務局で

中心にやっていた人が H 町の図書館の準備にかかわるようになって忙しくなって定期的に

会が開けなくなって、わたしの足が自然と遠のいたっていうことになるんです。今でも機
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関誌なんかを送ってくれています。 

2002 年は、ちょうど大阪府は読書推進計画を策定するときですけど、これを児童文学館

と一緒に協力しました。作るに当たっては、庁内組織で、主に地域教育進行課の指導主事

の先生（高校の先生ですよね）が中心になられました。大阪府にはなんと言っても大子連

（大阪府子ども文庫連絡会）という組織があります。この大子連ってすごい組織なんです。

大子連の創設当時の役員の人は、図書館員顔負けに図書館のこともよく勉強してはります

し。行動力・実行力もすごくありますしね。子ども読書活動の推進は、大子連の協力なし

にはできないということで、大子連に協力を仰いでます。児童文学館の専門員の人と素案

を作るところや、指導主事の先生が作った案に意見を言ったり、という形でかかわりまし

た。 

当時の地域教育振興課の課長って、ものすごく怖い人やったんですよ。怖い人って言う

か、みんなに恐れられて。今は行革で結構頑張ってはりますけどね、そういう人で。やっ

ぱり並みのものではあかんっていうので大変で、先生もヘトヘトになってしてはりました

けど。はじめはオーソドックスな案だったんですが、こんなんでは訴える力が弱いていう

ので組み替えたりして担当の先生は、ものすごく大変だったんですが、結果的には良かっ

たかなと思います。わたしが大体、公共図書館を中心とした地域での活動部分を、国際児

童文学館は家庭や学校図書館での活動部分を担当し、協力してたんですよ。 

あのとき 11 月ぐらいだったかな、あしたは一応、素案をまとめて上にあげる、直すとこ

ろ直して意見があったら言ってくれっていうふうに、言われたことがあったんです。それ

で仕事が終わってから、児童文学館の土居（安子専門員）さんのおうちでやろうっていう

ことになって、そのときにちょっと体調が悪かっったので、「いや、ちょっと体調が悪いん

で」って言ったら、倒れてもいいからやってくれって言われたんですよ。その先生も本当

に倒れそうやったと思うんですけど、倒れてもいいからやってくれと言われてほっとくわ

けにも行かず、仕事が終わってから西宮の土居さんの家に行って夜遅く、そのときはちょ

っとしんどかったから、西宮から堺までタクシーに乗って帰ったことがありました。 

国は、子どもの読書活動推進って、ああやこうや言いますけどね、わたしに言わせたら

本音はね、「図書館に本と人を」に尽きると思います。公共図書館と学校図書館の充実ね。

公共図書館も、人はどんどん減らされていて、かなりしんどいんですね。私も図書館に勤

めていた時代は残業・残業・残業で、そんなに定時になんか帰ったことないしっていう状

態でした。子どもに対する図書館サービスっていうのは、子どもと遊ぶぐらいの余裕がな

いと駄目なんですよ、本当は。一緒に遊ぶぐらいのかかわり方をしないと。 

ある象徴的なことですが、府内のある市立の図書館員の人ですけども、「遊んでいる」と

言われて、結局、図書館を辞めました。児童サービスの担当になって、あるとき子どもた

ちとこいのぼりを作ろうとして、こいのぼりのウロコを子どもたちと一緒に作って、貼っ

たりする作業をやっていたら、「遊んでいる」って言われて、それで辞めた人がいるんです

よ。もうとても続けられないっていうのでね。だけど本当は子どもと遊べるぐらいの人の

配置がないと･･･、とにかく本だけ置いてもあかんのですよ。やっぱり子どもとコミュニケ

ーションって言うのか、子どもの成長を見守りながら、コミュニケーション取りながら本
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を手渡していかないと。本だけそろえてあったって絶対にあかんのですよ。そういう意味

で「本と人」を、ちゃんと付けるってことに尽きると思っています。国が、いくら読書推

進、読書推進と言うても、肝心の本がなくて、子どもに本をつなぐ人がいなければ、どう

しようもないんですよ。学校図書館なんて完全にそうですね。だから、計画の中でちょっ

とでも本とか人につなげたいっていう、これは土居さんたちとも同じ気持ちで、それをな

んとか足がかりになる事項を潜り込ませようと思ったのですが･･･。十分にはなかなかいき

ませんでしたが。こういう法律作ったり、計画作るっていうのは、逆にちゃんと財政的な

措置ができないからっていうことでもあるんですよね、 

一方で乳幼児サービスが、だんだん世間的にブックスタートの運動の広がりとともに、

知られるようになりました。子どもの読書活動推進連絡協議会主催の読書フォーラムにス

ピーカーとして参加しました。それから全国公共図書館児童・青少年部門研究集会で、「図

書館とわんぱく文庫のいい関係」という事例発表をしています。官と民との協働という意

味ではなかなかのものだと思います。官は官だけ、民は民だけじゃなくて、ある意味、官

で行き届かないところ、例えば、お母さん方のフォローだとかというふうな部分は公共図

書館では難しい。障害者サービスやりますと言って、障害児用の本は置くことはできるけ

れども、やっぱりお母さんを支えたりなんかっていうのは、図書館の仕事としては、ちょ

っとどうなんかなって思います。そういうところを、やっぱり民間の方が一緒にやって下

さるっていうのは、すごくいいことだなということです。「わんぱく文庫」の方も、公共図

書館と一緒にやることによって広がりが出てくるんで、こんなかたちで広がればいいなと

いうふうに言ってました。でも、ほとんど広がらないんですよね。なかなか広がらないん

ですよね。ちょっと残念ですが。発表させてもらいました。図書館と「わんぱく文庫」と

のいい関係、ほんまにいい関係だなと思っているんですけども。 

その次の 2003 年に仕事外の活動ですが、命名は後になるんですけど、「戦後 60 プラス 1

周年子どもの本・文化プロジェクト」の一員として加わります。ちょうどプランゲ文庫の

展示を全国でしはじめましたよね。中之島図書館にも話があったことは聞いていましたけ

ど、これは早稲田大学か独占的に関わってはって、わりとお金がいるとか聞いてました。

それで戦中戦後に子どもの本、こんな本が出てたんやっていうのをやっぱり広く知っても

らいたいから、わたしたちでやれないかっていうことを、正置友子さんが中心になって呼

びかけて、2006 年に大阪歴史博物館で展示会と講演会が実現します。これがこのときにや

った「あの頃こんな子どもの本があった」っていうパンフレットなんですけども。 

戦後の検閲の問題とか、教科書について研究している人がメンバーの中にいて、教科書

の話はなかなか面白かったです。特に社会科ができて教科書が変わっていくとか、そうい

う話など。各自勉強もして、何度か小発表会という取組もしました。実際実現するのは、

ずっと後になります。これに加わって戦後の児童書出版について、ちょっと勉強もはじめ

ました。 

仕事の上では地区別研修を企画し、実施して、2004 年には、全国の図書館大会で大阪子

ども読書活動推進計画にかかわっての事例報告をさせてもらっています。それから平成 16

年、第 20 回子どもの本全国研究集会、日本子どもの本研究会主催でも事例発表させてもら
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って、「おはなしゆりかご」の話をしました。 

この年にわたしのやった仕事の中で、実施できてよかったと思うのは、児童奉仕の実務

研修です。これを実現させることができた。 

児童奉仕ですが、現場では、児童サービスの質が落ちてきています。だからやっぱり研

修が必要なんです。特に若い人対象のね。とにかく若い人に児童奉仕させて、フォローの

体制がないから、本の選び方とか、排架の仕方やなんか、足りないところがあるのです。

やっぱり、そういう研修をしないといけない、そういう研修の場を持ちたいって言ってた

んです。大阪府にはお金がない、なかなか事業費っていうのがないんですよ。さっき言っ

た生涯学習の方には府民講座のお金があるんですけど、司書部にはお金がなくて、司書セ

ミナーという図書館職員対象の研修も、いったん切られそうになったんです。とにかく国

がやめたので、府もお金出すのやめることになりかけて、切られそうになった。これも頑

張って教育委員会に行って、続けられるように働きかけて、何とか守ったんです。今も続

いています。児童奉仕の方は何かしたいけどお金がなくてできなかったんです。それでい

わゆる大阪公共図書館協会（OLA）、ここに話をして受託研修、そこから依頼を受けるとい

うかたちで実現しました。OLA がお金を出してくれて、OLA が大阪府立図書館に研修依頼す

るという形です。OLA にある程度お金があるのです。これで、実務研修っていうのができ

るようになりました。これは児童奉仕のすごく大きな進歩だと思います。 

それで大阪府内の図書館の職員が府立に来て、聞くだけの座学ではなく、事前に課題も

出し、ワークショップ形式で実務に役に立つような中身になっています。これが実現でき

て、良かったなと思っています。市町村の図書館の役に立つって良かったと思っています。

平成 16 年に実現させることができました。 

仕事以外では、一人の図書館員、図書館に心を寄せる者としてですけれども、地元の堺

市で、図書館の指定管理者制度導入の方針が表明されて、市民の一人として、導入阻止の

ために「堺市の図書館を考える会」にはせ参じました。「堺市の図書館を考える会」はもう

35 年ぐらい歴史のある会で、今の堺市立図書館の発展の基礎を作った栗原均さん（元日本

図書館協会理事長）が仕掛けて結成された会です。栗原さんは元大阪府立図書館の職員で、

堺に館長として出向してはったときに、図書館友の会みたいな住民組織を作ることを働き

かけて、図書館の応援団的な組織を作らせたのが、「堺市の図書館を考える会」の母体とな

っているんです。「堺市の図書館を考える会」は議会に図書館充実のための陳情書を出した

り、毎年のようにシンポジウムや学習会を開いて、ずっと図書館発展のために活動を続け

てきました。図書館協議会の無かったときに図書館協議会を作るよう働きかけ、協議会の

委員となって、図書館振興の答申を出したりしてきました。今、堺市に 14 のサービス拠点

がありますけれど、その実現を後押ししてきたのが、「堺市の図書館を考える会」です。そ

ういうふうにサービス拠点を作らせる、そういう答申を作ったっていうかな、そういうこ

とをやった。 

堺市の図書館は充実して、安定してきたので、「考える会」は、休眠状態やったんですけ

ど、その指定管理者制度の問題が持ち上がったときに、また動き出して、それで市民運動

に加わって、署名運動したりとか議会に行ったりとか、なんやかんやありました。そのと
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きに指定管理者制度というものを勉強したもんで、その後、府内のあちこちで委託や指定

管理者問題があると、あっちこっち講師として行くようになったんです。今、思うには大

阪府立図書館にいるとやっぱり市町村の図書館の人と顔なじみになるし、自分自身がずっ

と以前に一時期文庫してて、いわゆる大子連の前の組織で「家庭文庫・地域文庫を育てる

会」にもかかわったりして、文庫関係者に知っている人が多いので、わりあい声かけられ

て、住民団体に呼ばれて、あっちこっち行くようになりました。 

そうこうしているうちに 2005年に定年退職。1年間は再任用として勤務することにして、

その年に国立教育政策研究所の図書館司書専門講座の講師の声がかかり、国際子ども図書

館のシンポジウム「バリアフリーの普及を願って」にスピーカーの一人として参加しまし

た。そのとき山内薫さんとか、偕成社の元編集者の方とかがスピーカーとして参加してい

たんですが、山内薫さんの発言の中で、図書館を利用するのに障害を持っている人たち、

刑務所の図書館の話をちょっとされたのです。その話を聞いて、あれっ、そういえば大阪

府立図書館に少年院の子どもが来ているって、聞いたことあるなと思ったんですね。少年

院の子どもが大阪府立図書館に来ているっていう話は、ちょっとチラッ聞いていた程度や

ったんですね。そのことを山内さんに話したら、「ちょっと調べてくれたら」みたいな話が

あって、それで図書館に帰って何気無しに、自動車文庫のところに来ていたって聞いてい

たので、自動車文庫の担当の人に聞いたのです。わりと親しくしていて、「子どもの本を読

む会」なんかでも一緒にやっていた人なんですけど、その人に聞いたら、「そうよ、わたし

たち少年院に読書会に行ってたのよ」っていう話を聞いて、「ええっ」ってびっくりしまし

た。そんなの聞いたことなくて、ぜんぜん知らなかった。多分、図書館の中でもほとんど

の人は知らなかったんじゃないかなと思うんですけど。少年院にまで行ってたのかって、

それで少年院のことを調べ出すきっかけになったんです。 

自動車文庫も昭和 30 年代ぐらいから、浪速少年院っていうところ、本持って行ってたら

しいんですよ。それがいったん途切れて、夕陽丘図書館開館後ぐらいにまた復活して、見

学ということで連れて来て、本を選んで持って帰ってということをしてたらしいんですね。

それでそれだけじゃなくて、職員が交代で少年院の読書会に参加しているってことまで聞

きました。それはぜんぜん知らなかった。府立って組織が大きいので全部縦割りなんで、

他の仕事はわからないのです。それで、少年の読書会に行った人は結構親しい人やったん

ですが、でもそういう話を聞いたことなかったんで、びっくりしました。「これは」ってい

うんで、過去のことから何から調べだしたんです。 

少年院は少年院ですごい壁があるんです。『浪速少年院 80 年史』を出しているって聞い

たので、中之島図書館から寄贈依頼出してもらったんですけど、「あげません」って言われ

たんですよね。中之島図書館が言っても、「寄贈できません」って言われて、ちょっとどう

しようかなって思っていたんですよ。そしたら、その友だちが自分が少年院に行ってたと

きの法務教官の名前を覚えていたの、H 先生とか。そのときにちょうど、たまたま前年に

何年ぶりかの司書採用で入ってきた人の中に少年院の法務教官していた経験がある人が府

立図書館にいたんですよ。日置将之さんと言って、一緒に「少年院と図書館サービス」（『大

阪府立図書館紀要』No.35、 2006.3、 p.7-32.）を書いた人です。それでこれは運命やな
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と思いました。だから日置さんに声かけて手伝って欲しいっていう話をしました。その日

置さんは、3 年間法務教官で勤めていて、その法務教官の時代に担当していた子どもが、「自

分がもし小さいときから本を読む環境にあったら、自分はこんなところに来ることはなか

ったやろう」って言ったんですって。それの言葉を聞いて彼は図書員になろうと思って、

筑波の大学院に行って、筑波で修士号取って、それで府立図書館に受かって入ってきたと

いう経緯があったんですね。その話をちょっとチラッ聞いていたんで声かけました。元法

務教官していたので、元の同僚の協力で、先生の住所を教えてもらえました。それで、実

はこうこうこうで会っていただけませんかってお手紙書きました。そしたら、その方辞め

ておられたんですけども、お寺の方だったので、ちょうど西本願寺に仏教関係の研修で来

られるので、そのときに会ってもいいって言われたので、そのときにお会いしました。そ

したらそこから、もう一人、その後任の方を紹介してもらいました。 

その後任の方が本にもわりあい関心を持ってはって、その人にいろいろ資料見せてもら

ったり、いろいろ教えてもらって、とにかく広がっていったっていうかたちです。少年院

そのものを知るために結構いろんな本を読みました。少年院のこと、これどうしても 後

までやろうと思ったのは、少年院の少年ってすごく本読むんですって。本を読むって聞い

たんです。それは他にすることないからなんですよね。人と話すことも禁じられているん

ですって、私語するとろくなことしないと考えられているそうです。携帯ももちろん使え

ませんし、テレビも限られた時間しか見られない。だから本読むしかすることないんだっ

て。だから本を読む。 

日置さんの話でも、罪を犯して少年院に来る子っていうのは、さっき「自分が小さいと

きに本が読める環境にあったら、こんなところに来なかった」って言った少年みたいに、

ちゃんと読めないっていう子どもが多いのだそうです。「塀の中の中学校」っていうドラマ

にもなっていますが、そういう学力ついてない、本が読めないっていうっていう子もいる

らしい。だけど勉強したいらしいとか、することないから本読みたいっていう子がいるそ

うです。本がやっぱり娯楽になるんですね。娯楽っていうのか、本読んで、娯楽だけじゃ

なくていろんなことがきっかけで、ちゃんと自分の成長につながるっていう場合も結構あ

りますしね。本を読みたいと思うヤングアダルト。ヤングって大体どこでも本離れして、

なかなか本を読んでくれません。 

だけど、本を欲している若い人っていうのがいるんだって、本を読みたいとヤングアダ

ルトがいるんやっていう、これは何とかせんといかんのと違うかっていうことが、関わる

ことになった動機でしたね。結局芋づる式にいろんな方とお知り合いになって。それで面

白かったのですけど、地元の例えば中学生と交流があったりしたらしいんですよ。茨木市

立図書館のボランティアサークルの人に朗読をしてもらったり、中学生と一緒に読書会を

やってみたケースもあるらしいのね。だけど少年院っていうのは、やっぱり国の方針で、

何年かごとに矯正施策を変えていくみたいで、国の機関として結構流行廃りもあって。い

っときは、読書教育はすごいはやったらしいんですが、読書教育は今では廃れてて、今は

やっぱり職業教育にすごく力を入れてるそうです。やっぱり仕事がなくて社会に受け入れ

られないと、また犯罪に戻ってくるからですね。 
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少年院によって、それから少年のタイプによって、つまり結構頭がいい子はどこそこへ、

とか、受け入れ先も一応、特色があるらしいんですね。本って慰めにもなるし。例えば本

がなかなか読めない子どもだったら、結構心を動かす絵本ってありますから、それこそ絵

本からね。そういう本を持っていって本を読み聞かせとかして、それをやったらええんと

違うかなと、いうふうに思いましたしね。いろいろ調べると昔、法務局の中でもいい図書

館を作ろうっていう、そういう動きもあったらしいっていうことも分かって面白かった。 

やっぱり本を必要としている人のところに、本を持っていきたいという思いがあります

よね。それが発展したかたちで今、矯図連っていう、矯正図書館を考える連絡会ができて、

（注：正しくは「矯正と図書館サービス連絡会」）ちょっと関心を持ってくれている人が増

えてきています。もともと国会図書館の中根憲一先生とかずっと、いわゆる刑務図書館の

こと研究してはったし。大阪でも以前、天満隆之輔さんって方がちょっと研究しかかって、

もう亡くなってしまわれたんですけど、いっとき研究してはりました。そういう気運を上

げる引き金になったかなと。少年院、結構ガードが堅いんですよ、本当に。でも本を求め

る人がいる限り、読みたい人に何とか本を届けたいっていう思いはすごくあります。 

それで、2006 年に同志社大学の嘱託講師になりました。その年にこの「子どもの本・子

どもの文化交流プロジェクト」がまとまって、展示ができたんです。これも一つの達成感

がありましたね。それから、地元の堺で地域デビューをしたんですよね。で、「堺市子ども

文庫連絡会」にも加わって、地域で子どもと本をつなぐ活動を開始しました。これはわた

しが図書館員になったときに、やっぱり地域って言うのか、文庫、そういうボランティア

さんって言うのか、子どもと本をつなぐために活動してくれはる人に、すごく助けられた

っていう思いがあって恩返しの意味もあります。子どもたちに図書館サービスを届けるの

に、やっぱりすごく協力してもらったり、助けられたっていう思いがあって。だから自分

もお返しがしたいっていう思いがあったんですね。地域でこんなことをやっています。こ

ういう講演会やとか図書館の PR もしているし。手作りコンサートっていうのもやってまし

て（チラシを回覧）。この「堺市子ども文庫連絡会」っていうのは、いつも毎年 2 月には手

作りのおひな様を作るっていうので、これ、ずっと何年も続いているんですね。今もちょ

っと準備中なんですけど、今年はどんなおひな様にしようかみたいなので、図書館祭りを

一緒にやったりとか、堺市市役所のロビーで、図書館の PR も兼ねて、展示をしたりってい

うようなことをやっています。シンポジウムもやったりしたし、そういう資料も作ったり

っていうのも、これちょっとだけですけどね、ある分持ってきたんですけどね。こういう

感じで。 
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退職して 
 あらためて書いてみると、結構いろいろやっているなっていう感じです。あっちこっち

講師として行ったりとか、地域でやってて、ふと気が付いたら「えっ、何？」って働いて

いるときより忙しくなっているやん、っていうのが正直な気持ちです。その忙しさが加速

度的に増していくっていう感じです。わたしはもうちょっとのんびりとやろうと、読み聞

かせのボランティアをちょっとして、のんびりとっていうつもりだったんです。 

それを許してくれなかったっていうのは、一つにはやっぱり図書館をめぐる状況です。

指定管理者問題や委託やという問題が起きて。〔地元堺で指定管理の問題が出たときに〕、

やっぱり市民の 1 人として、図書館に対する思い入れってすごいあるんですよね。府民セ

ンターのときに暮らしの中の図書館がある、誰にとっても図書館は役に立つっていう。そ

ういう図書館であって欲しい。すべての人の居場所にもなりうる図書館を守りたい。図書

館のいいところは絶対に守りたい。それから情報にアクセスするというのか、そういう働

き、必要な情報を得られるとか、それはもちろんあるんです。府民センターの中では、本

当に暮らしの中で、自分が生活する中で図書館っていうのは役に立つっていうのは実感と

して思ったし。夕陽丘図書館の時代にいろんな子どもがいて、結構落ちこぼれっていうの

か、そういう子が図書館に来るんですよね。図書館っていうのは評価しないから、そうい

う子どもら、学校でちょっとはみ出している子どもが行きやすいところなんですよね。 

1 人ちょっと、ボーダーライン、いわゆる養護学校か普通学級かボーダーラインにいる

子がいて、その子がずっと図書館に、もう幼稚園ぐらいから図書館に来てました。5、6 年

になったときでも 3、4 年生ぐらいの子どもに、からかわれていたんですけども。そういう

子どもがずっと来ててね、ずっと来ているとやっぱり図書館の働きってやっぱり理解して

いくんですよね。図書館にはいろいろな資料がある。その子は中学に行っても、宿題が出

たら図書館で「おばちゃん、こんな宿題出てんねん」とか言いながら来て、図書館に行っ

たら何か問題解決するのに助けてくれる、図書館の人に聞いたら教えてくれる。新聞なん

かでもちゃんと古いのもちゃんと置いてあるのとか、そういう図書館は資料を保存してい

るなんてことも分かってくるんですよね。そういう子の居場所になっている。 

それから 1 人、女の子で、この子はどうも話を聞いていると問題児なんですけどもね、

いつも図書館に来るんです。それである夏休みなんか毎日来ました。図書館開いていると

きには毎日来ました。それで図書館が閉まっているときは、これは他の人から聞いた話で

すけども、仕方無いから夕陽丘、天王寺区にある近鉄デパートに行って、デパートの中で

誰かれに話しかけたりしているっていうのは聞きました。毎日、図書館に来ていたんです

よね。その子は話を聞いていたら、どうもお母さんが家を出たらしいんですよ。お父さん

は長距離トラックの運転士さんかなんかで、だから家を空けることもあるみたい。お姉ち

ゃんは未婚の母になっているみたい。お兄ちゃんはちょっとグレているみたいっていうふ

うな、話を聞いているとそんな感じなの。 

その子は図書館にしょっちゅう来ていたんですけど、その子ね、お母さんっていう言葉

を 1 回も口にしない。聞いたことないんです。お父さんの話もする、お姉ちゃんの話もす
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る、おじいちゃん、おばあちゃんの話も。でもその子の口からお母さんっていう言葉は、

聞いたことがないんです。でも、女の人に寄っていくんです、中年の母親ぐらいの年の人

に話しかけて寄っていくのね。夏休み中毎日来て･･･。でも、図書館が居場所になっている

って言うのか、図書館に来て、何やかんやわたしらに相手してもらったりしながら、それ

でも図書館に来るっていうのは、そういう場所があるっていうのは、いいんやなと思って。 

さっきのボーダーの子も、図書館にいれば、図書館っていうのはこういうところやって

いうことが分かっていくっていう、そういう子が来れる場所でもありますよね。図書館っ

ていうものの働きを知らないという子よりも、図書館の働きを知っているということで、

その子は多分これからの人生を送るときに、図書館に行ったことのない人よりは、わたし

はやっぱり有利な、世の中でちょっといい生き方ができると思うんですよね。 

中央図書館に行ったときも 1 人男の子がいてて、この子もお母さんが働いてはるから、

お母さんの帰り待つまで、とにかくどっかで過ごさなあかん。ちょっと太った子で、学校

ではちょっと人にからかわれている。その子は毎日図書館に来ていました。成績もそんな

にいいこともないみたい。だけどやっぱりコンピューター、ピッピって触っているうちに

使えるようになるんですよね。その子が蔵書点検で休館しているときに、行くとこがない

から図書館の外から窓を足で蹴っているのね。ミラーガラスになっているから、こっちか

ら見えるんですけど。窓の向こう側で怒ってね、その子は図書館が開いてて欲しいのです。

その子は小学校 3 年生ぐらいから未だに図書館に来てますけどね。図書館に来てインター

ネットしたりとか、ちょっと本を見たりしています。 

それから印象的だったんですが、養護学校に行っている子なんですけどね、ベストセラ

ーを予約するんですよね。例えば『1Q84』が話題になったとすると『1Q84』をすぐ予約す

るんですよ。それでパッと見て、パッと返すんです。あるとき、江藤淳の妻のなんとかっ

ていうのがありましたよね。奧さんを亡くして、その奧さんのこと思い出を書いたもの（『妻

と私』文藝春秋、1999）。それってちょっと笑ってしまってしまいましたが。だけど、今何

がベストセラーになっているかという情報をどこで仕入れるのだろうって不思議に思いま

す。ちゃんと予約もして、一応、本をパラパラっと見て返すんだけど、そういう子もいた。

その子があるとき、学校の同級生を連れてきて、図書館の使い方っていうのをちゃんと説

明して、「これ、こうするんやぜ、ああするんやぜ」って。そういうのを見ていると図書館

ってやっぱりいろんな人、誰にとっても居場所になれて、わたしはいいところやなってい

うふうに思います。情報にアクセスするのはもちろんだけども、そういうふうに図書館を

使うっていうのか、図書館の役割があるっていうか、やっぱりそういう図書館を守りたい

っていうのが、わたしの中にすごくはあるんですね。図書館はもっともっと発展して欲し

い。図書館にはすごい可能性がある、まだまだ日本の図書館って可能性が十分発揮されて

いないと思います。 

例えば乳幼児サービスで、子育てしているお母さんの支援になれるっていうことにも、

気がついたけれど、まだまだ図書館でできることはいっぱいあるんやと思うんですよね。

だから図書館を守りたいっていう思いがあって、図書館を守るために、あっちこっち行か

ざるを得ないっていうのが実情です。そのためにだんだんだんだん忙しくなってくるって
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いうのが、正直あるんですけどね。2007 年から京都産業大学にも児童サービス論の講義に

行くようになりまして。2007 年は図書館問題研究会の全国大会の事務局を担当しました。

実を言うと。この図書館問題研究会の全国大会って、ものすごい過酷なんですよ。大会中

に、その日の報告をすぐ出して、すぐに事務局で印刷して次の日にすぐ配ってみたいなこ

とをやらないけないので、正直夜も寝てられへんぐらいにハードなんです。参加者も 250

人ぐらいで宿泊も伴うんで大変でしたよね。終わった後で一種の燃え尽き症候群みたいな

感じになって、この年の夏暑かったこともあって、ちょっとこたえましたけど、そういう

ことをやったりしてます。 

2008 年からは大阪府立大学の非常勤講師。大阪大学では「読書と豊かな人間」。大阪府

立大学っていうのはわたしの家のすぐ近くなんですね。ここでは「図書館サービス論」を

やらせてもらいました。大阪府立大はもう理系に特化するということで、司書課程がなく

なることになったので、2010 年で辞めましたけど。その年、兵庫であった図書館大会の青

少年分科会で、助言者として参加しました。 

それで 2008 年に橋下徹氏が知事になって国際児童文学館の廃止の方針が示されたため

に、ここから、ある意味ほんまにものすごい嵐に巻き込まれたみたいな。もまれているよ

うな状態になって、その上、府立図書館に市場化テスト導入するっていう話があったので、

この年はほんまに大変でしたね。2008 年、9 年っていうのは、これはほんまに大変やった

んです。議員さんへの働きかけとかっていうので、それこそ「定期買うたらええのと違う

か」って言うぐらい府庁に行って、議員さんにとにかく存続して欲しいとかというふうな

ことで訴えて、大変でしたね、あっちこっちあれもこれも。児童文学館を廃止して府立図

書館に持ってくることは、わたしは府立図書館の立場として困るっていうのが正直なとこ

ろです。文学館っていうところと図書館はやっぱり機能がぜんぜん違います。図書館はみ

んなに資料を提供するっていうのが一番ですけど、文学館はやっぱり資料を守ることが大

事なのですよね。だから、ちょっと違うんです。図書館（府立図書館なんかは特に）も、

もちろん資料をずっと守るのは守っていきますけども、まず提供して、それから保存して

いく、提供の前に守る（保存）っていうことはない。やっぱり皆さんに見ていただくって

いうのが図書館ですので。そういうところに文学館が来て整理の方法も違うし。それから

書庫が即狭くなるんですよ。新府立図書館ができたときに 100 年もつ図書館っていう構想、

図書館の準備に携わった人の中では 100 年もつ図書館っていうのがあったんです。ところ

が資料ってすごく増えます。電子書籍になったら、ひょっとしたら 20 年後とか 30 年後に

は減るのかも分かりませんけども、紙資料って予想以上にどんどん増えていってて、思っ

たより早く書庫がいっぱいになっていって、もともと書庫に 100 万冊ぐらいの本があって、

児童文学館が 70 万って言うんですか、それだけ本が来たら書庫は満杯になってしまいます。 

 役割も違うし、わたしは正直、児童文学館は図書館には来て欲しくないっていうふうに

思って、児童文学館はやっぱり残ってもらわなっていうのがあったんで、ものすごいハー

ドな年でした。市場化テストも大きな問題でした。市場化テストっていうのは、仕組みと

しては、テストの対象に選ばれたら逃れられない仕組みになっているんです。市場化する

ために障害になる条件をどんどん取り除いていくっていうことなんで、これが市場化テス
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ト。市場化テストって言うけれども、「テスト」っていうのは上辺だけで、口では比べて良

い方を取るなんて言いますけど。市場化するのに障害になる条件を取っ払っていくわけで

すから、市場化テストっていうのは絶対助からへんのですよ。府立図書館が市場化テスト

の対称になるかもと聞いた時にはショックでしたが、教育委員会の人は、それほど危機意

識持ってなかったようでした。全部情報公開されてて問題点など、きちんと指摘されてい

るのを見て、「そこそこちゃんと分かっているやん」みたいに思ってたけど、市場化テスト

ってそういうもんじゃない。結局テストの対象になってしまって、やっぱり 後、何を守

るかっていうことになりました。何もかもじゃなくて、核になる部分っていうのはある程

度守れたかなと思います。特にわたし心配だったのは児童サービス。これが市場化の対象

にならないか、特に子どものサービスなんて言うと、ちょっと軽く見られているので、「誰

でもできるやん、子どもに本貸しておはなし会やったらええんやろ」みたいな感じで。こ

こが市場化されないか、それがすごく心配やったんです。 

それは一応、対象にはならなかったんで、ほっとしました。図書館の方も頑張ったよう

です。児童サービスはじめた頃は、府立図書館の職員の大多数は、児童サービスなんて府

立図書館には必要ないっていうような感じを持っていたんですけど、児童サービスやって

いる中で、一般のレファレンスなんかでも児童書っていうのは使えるし、児童書に対する

偏見もちょっと改まっていった。今はそんなに軽く見るっていうことはなく、そういう偏

見はちょっとなくなったかなと思うんです。そういう中で、市町村図書館を支援する児童

サービスの在り方っていうことで、目の前の人だけを相手にするんじゃない、市町村図書

館、それから図書館に来ない人にも、どうやってサービスを届けるかっていうことを、考

えていかないといけないっていうことをずっと思ってたし、言ってきました。 

政策立案ということで、これは直営でやらねばならないっていう方針を、図書館が出し

てくれて、市場化の対象にはなりませんでした。でも、あと 1 年たったら、また契約更改

があるんですね、そのときがちょっと心配です。市場化テスト問題でも、今は府民の立場

で、「市場化テストを考える府民の会」っていうのを立ち上げて、意見を言いに行革室に行

きました。それで印象に残っているんですけど、府側は市場化テストで判断するときに建

前としてはサービスの質を下げないっていうふうに、サービスの質を下げずにコストをカ

ットするんや、と言ってましたが、コストダウンとサービスの向上の比重をどう見るのか

と質問すると、50、50 って言ったんですよ。サービスの質を下げたら、府立図書館のサー

ビスの意義がない、質が下がったら、府立の図書館なんて市町村の図書館と一緒やから不

用なんだと、コストカットできても、質を下げるなんてとんでもない話やと向こうにも強

く言いました。 

それで 2010 年は、乳幼児サービスに早くから取り組んだっていう実績もあって、あっち

こっち図書館なんかから呼ばれることも多くて。そういった図書館のブックスタート養成

講座の講師をしたりとか、大阪府が読書支援員派遣事業っていうのをやっていて、これが

読書団体、いわゆる学校の PTA やとか、地域で文庫してはるところ、そういうところで講

師に来て欲しいと手を挙げたころに講師を派遣するっていう事業をやっていて、これは

2010 年と 2011 年と、研修講師で結構あっちこっちに回りました。 
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2010 年には、日本図書館協会、「図書館の自由の文化会」で堺の BL（ボーイズラブ）図

書問題について事例報告しています。これは地元の堺でいわゆる BL 図書を置いている図書

館に電話で実際に図書館に来たことないんだそうですけど、BL 図書を置いているのはけし

からん、こんな本を税金で買うのはいかがなものかって言って、執拗に電話がかかってき

て。そういうやり取りの中で、市会議員にも圧力かけたみたいで、その市会議員から話が

あったりして。それで、これも図書館の自由で大きな問題になってしまいました圧力に屈

して堺市立図書館は、「BL 図書は買わない、ある本は廃棄する、保存しない。未成年者に

は貸さない」と決めて、公表するや大騒動になりました。この BL 図書を問題にした人は、

ねらいはジェンダー攻撃で、フェミナチっていう、フェミニズムもナチズムと同じと見な

して、攻撃している団体からの意図的なクレームだったのですね。わたしは図書館の人に

未成年者に見せない根拠って何なんですかって聞いたら、青少年健全育成条例に準拠して

いるって言うのね。でもね、それ、真っ赤なうそです。市販されている BL 図書で、青少年

健全育成条例に抵触するような本はほとんどないんです。 

あれは大阪府が、大阪府青少年健全育成条例が改正されるときに、ちょうど中村百合子

先生に府内図書館職員対象の研修である司書セミナーに来てもらうきっかけになったんで

すが、コンピューターのフィルタリングをするっていう条例改正の問題があったとき、青

少年健全育成条例の勉強もしていたんで、そういうシーンが全体の何分の 1 とか、なんと

かかんとかっていう規定があって。普通は本屋さんで売られている、いわゆるボーイズラ

ブっていうのは、そんな青少年健全育成条例っていうのに引っ掛かるような、そこまでは

いってないのね。だから条例を読みもしないで決めるんかっていうのがあって。「根拠ない

ですよ」っていう話をし、「堺市の図書館を考える会」として、市にも図書館にも抗議しま

した。 

本当は、図書館で決めたときには、廃棄しますとか、買いませんという、その文言の前

に規則に従ってっていう文言が、基準に従って購入しませんとか、「基準に従って」ってい

う文言があったらしいんですけど、それが上に行く段階で削られたと、後で聞きましたけ

どね。そのときには学習会を開いて、市会議員さんも来てもらって、図書館の人もちょっ

と出席してくれはりましたけど、そういう学習会を開いたりして、BL 図書は何かっていう

ところから勉強しました。そのときのことを、事例報告したんです。堺市は 終的にはち

ゃんと元に戻した、軌道修正したんですけどね。この年は日本図書館協会のステップアッ

プ研修でレファレンス・インタビューを担当したりもしています。 

和泉市と羽曳野市では、以前から読書活動推進協議会にかかわっていて、2011 年に羽曳

野市の図書館協議会委員を頼まれて、それから今年は堺市の図書館協議会委員にもなりま

した。「堺市子ども文庫連絡会」枠です。堺市の図書館協議会は昔と違って、ほとんど形骸

化してて、報告だけになっていて、それに反して「堺市の図書館考える会」など、図書館

に関心持っている人が多いんです。わたしは見に行ってあんまり協議会がくだらんって言

うのか、ぜんぜん議論にならない、討議にならないんで、ちょっとヤキヤキしているとこ

ろがあって。そういう中で文庫連絡会代表が委員になっていたんですが、ちょっとしんど

いから代わってと、前から言われてたんです。どうせ堺市が承知せいへんよって言うたん
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やけど、堺市がいいということで、今年から協議会の委員になりました。少しずつ改革し

ようと思っています。 

今年は兵庫県立図書館で読書ボランティア養成講座、「アニマシオン入門」をやっている

んですけど。今、このアニマシオンに、興味と関心を持っています。あっちこっちアニマ

シオンの普及って言うとなんですけど、今ちょっとずつ増えてきているんですね。これか

らの時代にアニマシオンはやっぱり必要なんと違うかなとすごく思っています。日本に紹

介されはじめてた頃、そんなに興味をひかれず、「ふーん」って思っていたんですけど、モ

ンセラット・サルトさんの本（M.M.サルト著『読書へのアニマシオン ７５の作戦』宇野和

美訳 柏書房）を読んで、強く興味を持ちました。「ああ、そうなんだって」思って、共感

しました。わたし自身は子どもと本をつなぐときに、これは児童サービスの担当をしてい

る人はみんなそうなんですけど、おはなしをしたりとか、子どもが本が面白いと思っても

らえたら、本を好きになってもらえるやろうと思っていたんですけど。サルトさんの本を

読んで、本が好きなだけではあかん。やっぱり考える力とか、そういう力はやっぱり何だ

かの方法で、引き出してあげなあかん、何でも仕かけが必要になるんだな、確かにそうだ

なと思ったんです。楽しい話、面白い話を紹介したり、本をを読んであげたりすることが、

読書に結びつくかなと思ってんです。それだけでは、読むということにはつながらないん

やなって理解しました。そこにつなげるためのアニマシオンなんだとわかりました。今は

活字を読むっていうことに対して、ものすごい困難がいっぱい、壁がいっぱいあるんです

よね。一つは生活環境、時代の変化がすごい激しい。時間がすごく早く流れるようになっ

ているし、映像･音響を伴った活字より刺激の強いメディアの登場などで、心から落ち着い

て活字に向き合うことが困難になってます。活字にアクセスして活字を読みとるって、時

間がかかるし、心がある程度ゆとりがないと、なかなか本の世界って入っていけない。 

読書を疎外する要因が今、ものすごく多すぎる社会だと思っているのね。それで図書館

で一所懸命頑張っても、なかなかそう簡単にいかない。やっぱり家庭の問題とか社会の問

題とかがあって。これはやっぱり図書館だけではどうしようもないし、ときには「わたし

たちの努力って何なるの？」ってちょっと絶望的になることもあって。子どもに読む力を

獲得させ、読む力をつけるのに、読む力を引き出すには、アニマシオンってやっぱりいい

んじゃないかってすごく思ったんです。それで、「読書と豊かな人間性」の授業で、ブック

トークかアニマシオンかどっちかのプログラムを学生に作らせてみんなの前で発表せいっ

ていうのをやっているんです。 

これが面白い。1 年目のときはわたしの説明が充分じゃなかったんだろうと思うのです

が、アニマシオンに興味を持つ学生がだんだん増えて、ブックトークよりアニマシオンを

やってみたいという学生の方が圧倒的に多くなった。自分自身が模索しながら、アニマシ

オンに取り組んできたんですが、説明もだんだんと上手になってきたんやろうと思います。

グループで作ってもらうんですが、これがだんだん面白いものができてくるんです。学生

は替わっているんですけど、だんだんいいのができてくるようになって面白い。先生にな

ったときにアニマシオンは他の教科でも応用がきくやろうと思って、先生になる人にはぜ

ひ知ってもらったらいいなという思いがすごくあります。 
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それで他の公共図書館でもこのアニマシオンでも講習に取り組んでいます。あちこちで

やっているんです。このアニマシオンが、もうちょっと広がって欲しいって思っています

ね。それで、なんやかんや図書館のことと、要するに子どもと本をつなぐっていうことに

は、ずっと退職した後でもいろんなかたちでかかわり続けています。というところでそろ

そろ時間ですね。 

 
（2011 年 12 月 11 日 9:30～11:30） 
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資料 A 脇谷邦子氏年表 

 

年 個人の出来事 図書館の動き 

1945（昭和 20）年 ・3 月 2 日誕生（富山県）。三人姉妹の次女として誕生。   

   その間一時期、療養のため富山県氷見市の祖父母宅に預けられる。   

1950（昭和 25）年 ・尼崎市立立花幼稚園入学。ものすごく内気で先生に話しかけられた

だけで涙ぐむほどだったという。 

図書館法  

1951（昭和 26）年 ・尼崎市立立花小学校入学。 1953 年 学校図書館法  

  ・小学校低学年の時には図書の時間があった。そこで、『みつばちマー

ヤの冒険』読んだ記憶がある。 

  

  ・『小学○年生』という雑誌を定期購読してもらい、1 年上の姉の分と合

わせて楽しんだ。  

  

  ・小学 2 年生のころ、買ってもらった講談社世界名作文庫の『リア王』が  

強く印象に残っている。 

  

  ・新学期には、国語の教科書が楽しみだった。読み物は姉の分ととも

に、すぐに読んでしまった。 

  

  ・父が時々、本を買ってくれた。漱石の『ぼっちゃん』など。   

  ・図書館は近くにはなかったので、利用したことはない。   

  ・学校図書館も 3 年生以後は利用しなかった（させてもらえなかった）と

思う。 

  

1957（昭和 32）年 ・尼崎市立立花中学校入学。   

  ・学校図書館がすばらしかった。独立した建物で、人（定時制高校に通

う卒業生）がいて、いつでも利用できた。図書委員をしていた。 

  

  ・そこで、『岩波少年文庫』を片っ端から読んだ。『君たちはどういきるか』

『シートン動物記』『ろうそくの科学』など文学以外も充実していたと思う。 

  

  ・読書家の父親を持つ同級生がいて、本をたくさん貸してもらった。世

界名作文学を読んだ。 

  

  ・お小遣いで本を買いだした。『赤毛のアン』に夢中になった。   

1960（昭和 35）年 ・兵庫県立尼崎北高等学校に入学。 

  ・学校図書館はよく利用した。あまり記憶にないが、卒業アルバムによれ

ば図書部に所属。 

鹿児島県立図書館「母と子の

20 分間読書運動」開始 

  

  ・このころ、貸し本屋も利用した。『人間の条件』等は貸し本屋で。貸し本

屋の利用はほんの一時だけだったと思う。 

  

  ・河出書房新社『世界文学全集』予約購入。刊行を楽しみにしていた。   

   （依然として、公共図書館の利用経験なし。）   

  ・将来の職業として「司書になりたい」と思い始める。   

1963（昭和 38）年 ・大阪女子大学（国文科）入学。（司書資格が取得できることも大学選び

の動機となった） 

中小都市における公共図書

館の運営（日図協） 

  ・教職課程・司書課程を選択。   

1965（昭和 40）年 ・司書課程レポート作成のため、大阪市立中央図書館小中学生室を訪

問。松岡享子氏と出会い、強い感銘を受ける。後に児童サービスに関

心を持つきっかけに。 
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  ・大学時代の図書館利用は中之島図書館を数回利用した程度。ほとん

ど大学図書館を利用。 

  

  ・教員免許・司書資格・司書教諭資格を取得。   

  ・司書教諭として働きたかったが、近畿圏では正規の職はなかった。   

1967（昭和 42）年 ・大阪府立図書館勤務。   

1968（昭和 43）年 ・館内に「子どもの本を読む会」発足。メンバーとなる。児童書の勉強を

始める。 

  

1970（昭和 45）年 ・7 月 「雨の日文庫」（中川徳子主宰）発足の準備手伝いに。   

  ・10 月「子どもの本を読む会」メンバー宅で「くすのき文庫」開設。メンバ

ーとして支援に。 

  

1971（昭和 46）年 ・結婚を機に富田林市に転居。「くすのき文庫」を引き継ぐことに。   

  ・天王寺分館に異動。   

  ・このころ、「家庭文庫・地域文庫を育てる会」発足準備。会に関わる。   

1973（昭和 48）年 ・1 月 「くすのき文庫」を地域文庫に移管。自治会集会所に移し、自治

会有志の運営となる。 

  

  ・4 月 南河内府民センター図書室に出向。   

  ・図書館行政が遅れている南河内地域において、「ほんものの図書館

サービスを」と心がけた。 

  

  ・南河内地域で家庭文庫の育成・支援。富田林市の図書館づくり運動

に関わる。 

  

1974（昭和 49）年 ・6000 冊（当時）ほどの蔵書で、予約制度の実施に踏み切る。   

  ・夕陽丘図書館では「子どもの本を読む会」の仲間が、子どもへの直接

サービス実施の必要性を訴えて、行動を起こしていた。子育て期間中

でもあり、場所も離れているため、具体的な応援はできなかった。 

大阪府立夕陽丘図書館開

館。 

1975（昭和 50）年 
・美原町に転居したため、くすのき文庫の運営から手を引く。 

大阪府立図書館児童サービ

スの開始。児童室オープン 

1976（昭和 51）年 ・富田林市立図書館がオープンし、センター図書室の利用激減。   

1978（昭和 53）年 ・南河内府民センター図書室閉室。大阪府立夕陽丘図書館へ。   

  ・「子どもの本を読む会」活動に復帰。児童サービスの支援（リスト作成・

行事支援等） 

  

1979（昭和 54）年 ・障害者サービス（S53 から担当）に強く興味と関心を持つ。障害者や障

害者団体と交流を深め、自館のサービス拡大に力を入れる。（回数制

限撤廃のための予算増と録音図書の貸出等） 

鳥越コレクション大阪府受け

入れが決定 

1983（昭和 58）年 ・国立社会教育研究所「図書館司書研修」受講。国の「政策」を強く意

識した。仲間作り・集団学習の社会教育から、個人主体の生涯学習へ

の転換を強く意識させられた。東京での 3 週間の研修は図書館見学や

他の研修生との交流で刺激的だった。 

  

1984（昭和 59）年 ・このころから、府立新図書館建設に向けての動きが有り、一方で大阪

府行政改革の流れが強くなり、児童文学館開館により、府立図書館児

童サービス縮小の動きが出てきた。新図書館では市町村図書館の支援

を強化しなければならない、また児童奉仕も守るべく、市町村図書館の

職員と協力して、望ましい新図書館像を明確化し、府立の児童奉仕を

守るために行動を起こしていった。 

大阪府立国際児童文学館開

館 
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  ・府立図書館児童奉仕継続のためには、児童文学館機能の確立が大

事と「大阪国際児童文学館を育てる会」と関わりだす。 

  

1988（昭和 63）年 ・児童室担当となる。   

    

  

・運営に当たって目指したことは、府内図書館の児童サービスを支援で

きる力量を持つこと。そのために①レファレンス機能の重視、②児童書

の網羅的収集を心がけた。 

  

1989（平成１）年 
・読者の集い「新府立図書館における新しい児童奉仕のあり方を探る」

を企画し、府内図書館の役に立つ府県立図書館における児童奉仕の

あり方を模索し、確立したかった。 

新府立図書館建設基本計画

（報告）策定 

新図書館での児童奉仕継続

決定 

1990（平成 2）年 ・第10回児童図書館員養成講座に公費出張。大いなる刺激を受け、新

図書館に向けて頑張ろうと思った。 

  

  ・図書館フォーラム「児童書と図書館」（実行委員＝主に国会図書館有

志会主催）にスピーカーとして参加。国際児童文学館と図書館の現場

における児童サービスについて話した。記録集あり、『児童書と図書館 

全国サービスを実現するために』図書館フォーラム刊。 

  

1992（平成 3）年 ・全国図書館大会・利用教育分科会にて、「新中学生対象図書館利用

ガイダンス」報告 

  

1993（平成 5）年 ・新図書館子ども室設計について検討開始。先進図書館を見学し、情

報収集に努めた。 

子どもと本の議員連盟 

1994（平成 6）年 ・大阪公共図書館協議会受託参考業務研修で始めて児童資料を対象

に実施。H6･7 年は堺市と協働で実施。（以後継続。新図書館に移転し

てからは府立図書館単独で実施。） 

子どもの権利条約批准 

  ・このころから、学校図書部会の先生方求められて、にブックトークの研

修を行う。 

  

1995（平成７）年 ・新図書館移転準備始まる。 9 月、大阪府立夕陽丘図書館

閉館 

1996（平成 8）年 ・大阪府立中央図書館こども資料室室長となる。 大阪府立中央図書館開館 

  ・運営に当たって重視したこと   

    ①府内図書館の児童奉仕を支援すること   

    ②子どもにとっては標準的な当たり前のサービスを   

    ③子どもに関わる大人（研究者・文庫関係者・教師・保育者等）を支

援すること 

  

  ・視覚障害児のための「わんぱく文庫」への支援との協働始まる。   

1998（平成 10）年 ・文部省委嘱事業「子どもの心を育てる図書館活動推進事業」の実施。   

1999（平成 11）年 ・乳幼児対象のおはなし会「おはなしゆりかご」の開始。 学校図書館法改正 

  ・少子化対策臨時交付金事業「親と子のわくわく絵本講座」とリスト作成

実施。 

  

2000（平成 12）年 
・国際シンポジウム「絵本で赤ちゃんを育てよう」（子ども読書年推進会

議とブリティッシュ・カウンシルとの共催） 

子ども読書年            

国立国会図書館国際子ども

図書館開館 

  ・これを契機に乳幼児サービスの重要性を認識し、普及しなければと思

い始める。 

  

  ・近畿公共図書館協議会研究集会児童奉仕部門にて、「大阪府立図

書館における乳幼児サービスの取組」事例発表。 
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2001（平成 13）年 ・企画協力課振興係に異動。（司書部全体の取りまとめ・企画・研修の

担当となる） 

子どもの読書活動の推進に関

する法律 

   （後に平成 14 年度図書館地区別研修を担当させるためにリクルートさ

れたと聞かされた） 

国、子ども読書活動推進計画

策定 

  ・大阪府子ども読書活動支援事業実行委員会を設立し、子どもゆめ基

金に応募する。大阪府立図書館生涯学習事業として府教委の意向も

受けて取り組むことに。主管は総務部生涯学習室。全面的に協力す

る。金のない大阪府で府立図書館として、やりたいこと・やらねばならな

いこともできないので、国の金でその一部でも実施できたら良いと思っ

た。子どもと本をつなぐボランティアを養成したかった（10 年間続く）。 

  

  ・全国公共図書館奉仕部門研究集会第 2 分科会に助言者として参加。   

2002(平成 14）年 ・奈良県の住民組織「奈良県図書館ネットワーク」に学習会の講師に呼

ばれたことがきっかけで、以後 H16 年まで、アドバイザー的存在として

関わる。 

  

  ・大阪府子ども読書活動推進計画策定する教育委員会に児童文学館

とともに協力して、関わる。 

大阪府子ども読書活動推進

計画策定 

  ・読書フォーラム「赤ちゃんと絵本」（大阪府子ども読書活動推進連絡協

議会主催）にスピーカーとして参加。 

  

  ・全国公共図書館児童奉仕部門研究集会「図書館とわんぱく文庫のい

い関係」事例報告。 

  

2003（平成 15)年 ・「戦後 60＋1 周年子どもの本・文化プロジェクト」（後に命名）に加わり、

ﾌﾟﾗﾝｹﾞ文庫、戦中戦後の児童書出版について関心を持ち学び始める。 

  

  ・平成 14 年度図書館地区別研修の企画・実施。   

2004(平成 16）年 ・全国図書館大会児童青少年分科会にて「大阪府子ども読書活動推進

計画に関わって」事例報告 

  

  ・第 21 回子どもの子どもの本全国集会（日本子どもの本研究会主催）に

て、「赤ちゃんと絵本と子育て支援」事例発表。 

  

  ・府内図書館員対象「児童奉仕実務研修」を OLA(大阪公共図書館）受

託研修として実現。 

  

  ・地元堺市の図書館に指定管理者制度導入が表明され、市民の一人と

して「堺市の図書館を考える会」に参集し、阻止するための市民運動に

加わる。 

  

  ・このころから、委託・指定管理者問題などについて、府内の市民団体

に呼ばれて講演活動をするようになる。 

  

2005(平成 17）年 ・大阪府立図書館定年退職。引き続き再任用として勤務。 文字活字文化振興法 

  ・国立教育政策研究所「図書館司書専門講座」講師。   

  ・国際子ども図書館主催シンポジウム「バリアフリー図書の普及を願っ

て」にスピーカーとして参加。（シンポ参加がきっかけで、府立図書館と

少年院について調べることに。翌年、大阪府立図書館紀要 35 号に「図

書館と少年院」として発表。） 

  

2006(平成 18)年 ・大阪府立図書館再任用退職。同志社大学嘱託講師となる。        

・福岡県立図書館研修会「子どもの読書活動推進計画について」講

師。                    

・地元堺市で地域デビューし、「堺市子ども文庫連絡会」に加わり、地域

で子どもと本をつなぐ活動を開始。 

「戦後６０＋1 周年子どもの本・

文化プロジェクト」実行委員会

主催「あのころ、こんな子ども

の本があった―戦中・戦後の

絵本から教科書まで」



60 

 
 

  ・大阪府立図書館「子どもの本を読む会」の記録誌（『子どもの本を読む

会 36 年の記録』／2007 年 1 月刊）編集に携わる。 

(2006.6.14～8.28） 大阪歴史

博物館にて講演会と展示 

2007（平成 19）年 ・京都産業大学非常勤講師となる。   

  ・図書館問題研究会全国大会の事務局を引き受ける。   

2008（平成 20)年 ・大阪大学・大阪府立大学非常講師となる（いずれも 2010 年まで）。   

  ・全国図書館大会「青少年分科会」にて助言者として参加。   

  ・橋下徹氏が知事になり、児童文学館廃止の方針が示されたため、「大

阪国際児童文学館を育てる会」会員として、存続運動に深く関わること

に。同じく大阪府立図書館への市場化テスト導入を阻止するための運

動にも関わることに。 

  

  ・日本児童文学学会主催シンポジウム「児童文学館問題」スピーカーと

して参加。 

  

  ・和泉市･羽曳野市の子ども読書活動推進協議会委員となる。（2010 年

まで） 

  

2009(平成 21)年 ・「大阪国際児童文学館と大阪府立図書館考える集い」に、実行委員、

コーディネーターとして参加。児童文学館存続を願って、議会や各界に

働きかける。 

大阪府立国際児童文学館閉

館 

2010(平成 22)年 ・平成 21 図書館地区別研修にて演習「ブックトーク」講師。   

  ・平成 9･10 年度「吹田市立図書館ブックスタート養成講座」講師。     

・大阪府読書支援員派遣事業講師として、府内各地の読書団体の研修

講師を務める(計 6 箇所・全 10 回）。 

  

  ・全国図書館大会図書館の自由分科会にて「堺 BL 図書問題」につい

て事例報告。 

  

  ・日本図書館協会「ステップアップ研修」(レファレンス・インタビュー）講

師。 

  

2011(平成 23)年 ・羽曳野市図書館協議会委員となる。   

  ・堺市図書館協議会委員となる。   

  ・引き続き、大阪府読書活動支援員派遣事業講師（計 7 箇所・全 11

回）。 

  

  ・引き続き、日図協ステップアップ研修講師。   

  ・引き続き、吹田市立図書館ブックスタート養成講座講師。   

  ・兵庫県立図書館「平成 23 年度子ども読書ボランティア養成講座(アニ

マシオン入門）講師。(4 回) 
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資料 B 脇谷邦子氏の退職後の活動 

 
1. 講師等の活動 

2007 年  

7 月 熊本県立図書館「児童サービス」研修 

10 月(?) 長崎県立図書館研修「児童書の選書」 

 

2008 年  

1 月 「図書館の委託を考える」  寝屋川市子ども文庫連絡会主催 

3 月 「絵本講座」        なにわ語り部の会主催 

 「図書館の役割」      大東市住民団体主催 

 「和泉市子どもの読書活動推進協議会」に委員として出席 

 「大阪市子どもの読書活動推進連絡会」に委員として出席 

6 月 「委託問題」        奈良市子ども文庫連絡会主催 

10 月 「和泉市図書館ボランティア養成講座」（3 回） 和泉市立図書館主催 

12 月 「読み聞かせ研修会」（2 回） 和泉市「にじの図書館」主催 

 

2009 年 

2 月 大阪国際児童文学館と大阪府立図書館を考える集い」（実行委員会主催）にコーデ 

ィネーターとして参加 

2 月 シンポジウム「図書館サービスの持続的発展を探る」にスピーカーとして「法制

度・行政の変化に基づく新制度―大阪府の場合」事例報告 日本図書館研究会主催 

3 月 「羽曳野市子どもの読書活動推進協議会」に委員として出席 

 「和泉市子どもの読書活動推進協議会」に委員として出席 

4 月 「絵本の世界と子どもの育ち」  滋賀県高月町立図書館主催 

 大阪府職員労働組合総務支部女性部・ランチタイム学習会「私の生き方」 

6 月 「図書館の非正規職員問題」 京都自治労連主催 

9 月 大阪府立図書館司書セミナー「アニマシオン講座」2 回  大阪府立図書館主催 

10 月 シンポジウム「大阪国際児童文学館のこれからを考える」にスピーカーとして  

大阪国際児童文学館を育てる会主催  

 「指定管理者問題を考える学習会」  富田林市立図書館有志主催 

 「ブックトーク研修会」       にこにこ文庫（堺市）主催 

11 月 「中高生･ボランティア講座」（大阪府立堺上高校）2 回  大阪府子ども読書活

動推進協議会主催 
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2010 年 

1 月 「学校図書館と公共図書館を考える集い」基調講演   全国自治労連絡主催 

 「2009 年度ブックスタートボランティア養成講座（2 回） 吹田市立図書館主催 

 「図書館の委託問題」  吹田市の図書館をよくする会主催 

 「図書館の使命と役割」         吹田市山田地区住民懇談会主催 

2 月 近畿地区地区別研修会にて演習「ブックトーク」講師 文部科学省･滋賀県主催 

3 月 「アニマシオン研修」     みちくさ文庫（堺市）主催 

 「学校図書館研修講座」    八尾市教育研修所主催 

 「図書館ボランティア研修会」 大和郡山市立図書館主催 

 「羽曳野市子どもの読書活動推進協議会」に委員として出席 

「和泉市子どもの読書活動推進協議会」に委員として出席 

 「大阪市子どもの読書活動推進連絡会」に委員として出席 

6 月 「図書館の使命と役割」    京都市子ども文庫連絡会主催 

7 月 研修会「乳幼児サービスについて」 石川県立図書館主催 

8 月 研修会「ブックトークについて」  和歌山県立図書館主催 

 「ブックトーク」   子どもの読書を考える教師の会 

 「指定管理者問題学習会」     和泉市住民団体有志 

9 月 「アニマシオン」研修  子どもの読書を考える会主催 

 「ブックトーク」研修会  東淀川ボランティア団体主催 

 全国図書館大会図書館の自由分科会「堺の BL 図書問題」事例報告 

日本図書館協会主催 

 ステップアップ研修「レファレンス・インタビュー」   日本図書館協会主催 

10 月 連続講座「児童サービス入門」（～2011 年 2 月・全 5 回）   

図書館問題研究会兵庫支部 

11 月 「ブックスタートボランティア講座」（2 回）       吹田市立図書館主催 

12 月 「委託問題学習会」    羽曳野市立職員労働組合 

○ 他に、大阪府読書支援員派遣事業講師として、府内各地の読書団体の研修講師を務め

る（6 団体・計 10 回） (内容は、絵本講座・アニマシオン等）  

 

2011 年  

1 月 「指定管理者問題学習会」  富田林子ども文庫連絡会主催 

2 月 研究集会にて「事業仕分けと図書館」事例報告  図書館問題研究会 

 「アニマシオン研修」   三重県図書館協会主催 

職員研修会「図書館とボランティア」   神戸市立図書館主催 

3 月 「ブックトーク」研修    和歌山市ボランティアサークル「きいちご」主催 

 ボランティア講座「図書館とボランティア活動」  神戸市立図書館主催 

6 月 総会記念講演会「図書館の使命と役割」   高槻市の図書館を考える会 

7 月 図書館問題研究会全国大会第 2 分科会にて「大阪府立図書館の市場化テストの問
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題点」報告    

9 月 「アニマシオン講座」（～11 月・全 4 回）    兵庫県立図書館主催 

「ブックトーク」研修会  東淀川ボランティア団体主催 

10 月 「ブックスタートボランティア養成講座」（2 回） 吹田市立図書館主催 

11 月 ステップアップ研修「レファレンス・インタビュー」   日本図書館協会主催 

○ 他に、大阪府読書支援員派遣事業講師として、府内各地の読書団体の研修講師を務め

る（7 団体・計 11 回）(内容は、絵本講座・アニマシオン等)  

 

2. 地域での活動 

2006 年 

5 月 図書館まつり（図書館との協働）  読み聞かせ、おはなし、手作り遊び等、 

7 月 絵本作家・近藤薫美子さん講演会･原画展・ワークショップ「かまきりを描こう」 

 

2007 年 

1 月 翻訳家・千葉茂樹さん講演会 

2 月 図書館 PR と文庫連活動紹介（堺市役所ロビーにて） 

 てづくり工作「おひなさま」講習指導（サイクルセンターにて） 

5 月 図書館まつり（図書館との協働）  読み聞かせ、おはなし、手作り遊び等、 

7 月 絵本作家・いとうひろしさん講演会「絵本の育て方」･原画展・ワークショップ「音

を描こう」 

12 月 多文化の絵本展・アジアの子どもの絵日記展（堺市役所ロビーにて）+松居直氏講

演会「私の絵本づくり」 

 

2008 年 

1 月 おはなし・遊び・音楽 同じ？･違う？「日本の中の世界･世界の中の日本」 

2 月 てづくり工作「おひなさま」講習指導（サイクルセンターにて） 

おはなしと音楽と手作り遊び「アフリカは遠くて近い国」 

3 月 楽しもう わらべうたとおはなしの会 

5 月 図書館まつり（図書館との協働）  読み聞かせ、おはなし、手作り遊び等、 

8 月 島泰三氏ワークショップ「アイアイの指のひみつ」+講演会「人はなぜ立ったか～

人類の進化の謎」 

 絵本「月･人・石」（乾知恵作）原画展+ワークショップ「絵本を読んで字を描こう」 

9 月 村中李衣さん講演会「感じる・あらわす・伝える そしてともに楽しむ」 

10 月 絵本作家・ひろかわさえこさん講演会 
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2009 年 

2 月 てづくり工作「おひなさま」講習指導（サイクルセンターにて） 

5 月 絵本作家・関谷敏隆さん講演会とワークショップ「染めてつくろうマイ･T シャツ」 

7 月 松原文庫に「マイ・T シャツ」染めの講習指導 

8 月 児童文学作家・たつみや章さん講演会+シンポジウム「1318 は何を読む―中高生

の読書を考える」+東逸子(月神シリーズ)原画展 

10 月 福祉バザーに出品参加 

11 月 絵本と音楽で「秋」を楽しむ会 

 図書館まつり（図書館との協働）  読み聞かせ、おはなし、手作り遊び等、 

 市役所ロビー展示「みんなちがってみんないい」 

12 月 てづくり工作「クリスマスリース」講習指導（サイクルセンターにて） 

 

2010 年 

2 月 てづくり工作「おひなさま」講習指導（サイクルセンターにて） 

7 月 絵本作家･小寺卓矢さん講演会「私の絵本づくり」+原画展+ワークショップ「身近

な命を写真絵本に」 

 東販「子どもの本」ブックフェアーに協力（おはなし・てづくりあそび等） 

8 月 西村寿男氏講演会「科学読物の魅力」+ワークショップ「水のぼうけん」+科学絵

本の広場 

10 月 子どもゆめ基金ポスターセッション参加 

11 月 図書館まつり（図書館との協働）  読み聞かせ、おはなし、手作り遊び等、 

 てづくり工作「虹のたまご」講習指導（サイクルセンターにて） 

 市役所ロビー展示「絵本のひろば」 

 

2011 年 

2 月 てづくり工作「おひなさま」講習指導（サイクルセンターにて） 

3 月 絵本と音楽を楽しむ会「みて きいて うたって おどって」 

5 月 図書館まつり（図書館との協働）  読み聞かせ、おはなし、手作り遊び等、 

7 月 絵本研究家・加藤啓子氏講演会「もっと絵本を楽しもう」+「絵本のひろば」 

 東販「子どもの本」ブックフェアーに協力（おはなし・てづくりあそび等） 

8 月 ダンボール面展絵本書架製作講習指導 

9 月 絵本作家・松岡達英氏講演会+ワークショップ+原画展 

11 月 市役所ロビー展示「絵本のひろば」(図書館･書店組合との協働)   

 
3. 著作（雑誌を除く） 

1987-2003 年    

 『年報こどもの図書館 1986・1992・1998・2002 年版』 児童図書館研究会編 日

本図書館協会刊 
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 「大阪国際児童文学館」、「大阪府の状況」等の項目 

2000 年 『メディアリテラシーとジェンダー』 田上時子監修 大阪府立助成総合センタ

ー編 大阪府男女協働社会づくり財団刊 「絵本」の項 

2004 年 『中之島百年―大阪府立図書館の歩み』 大阪府立中之島図書館百周年記念事業

実行委員会編･刊 

 第 5・6 章（児童サービス関連） 

2004 年 『 新図書館用語辞典』 図書館用語辞典編集員会編 柏書房刊 児童サービス

関連項目 

2005 年 『図書館ハンドブック』 日本図書館協会ハンドブック編集委員会編 日本図書

館協会刊 「児童書の選択」 

2006 年 『子どもの読書環境と図書館』 日本図書館研究会刊 「乳幼児への図書館サー

ビス」 
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