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東京丸の内ロータリークラブ 

 

第５０回 例会議事録 

 

卓話：株式会社図書館流通センター 

 取締役 谷一文子様（東京小石川 RC） 

 

２０２０年４月２２日(水) 

 

  オンライン併用例会 

     

① プログラム 

◆ 司会進行   嘉納英樹 幹事 

◆ 開会点鐘   尾崎由比子 会長 

◆ ４つのテスト 玉木仁 専任副会長 

◆ ビジター紹介  嘉納英樹 幹事 

【卓話者・ビジター】 

株式会社図書館流通センター 取締役 

 谷一 文子様 （東京小石川 RC） 

② 会長挨拶   尾崎会長 

⑴ COVID-19 下における例会・卓話等について 

本日は皆様のおかげで東京丸の内ロータリーク

ラブの例会が５０回を迎えることが出来ました。

これもひとえに皆様のご協力とご理解の賜物と思

っております。どうもありがとうございます。新型

コロナウィルス感染拡大のおかげで他クラブは５

月も軒並み休会のお知らせが来ております。その

中で丸の内はオンライン例会を開催することが出

来ております。これも皆様のご協力の賜物と思っ

ております。今後ともご協力をお願い致します。 

誠に嬉しいことに、本日は新しい会員をお迎え

することになりました。髙木元太さんです。本来な

らば会員バッジの授与など入会式を行わせて頂く

ところですが、このような状況ですので、本日は髙

木さんにご挨拶を頂きたいと思います。 

 

・髙木元太会員（フレイアジャパン株式会社 COO）

今回会員に加わらせて頂くことになり、皆様あり

がとうございます。是非ともよろしくお願いしま

す。弊社の社長が元々米山奨学生としてアメリカ

に留学した経験があり、その社長からロータリー

クラブを教えて頂いて、たまたま２番目にお電話

した先がこちらのロータリークラブでした。以前

に京都のロータリークラブの例会にお邪魔したこ

とがありましたが、こちらのクラブの方が現役世

代が多く、自分に合っているかと思いました。今回

会員にして頂くことになり、本当に嬉しく思って

おります。このコロナウィルス感染拡大の中、ロー

タリークラブとして何が出来るかということを考

えながら活動していきたいと思います。 

 

③ 幹事報告 嘉納幹事 

⑴ フェイスシールドを医療従事者宛に送る奉仕

活動について 

上記奉仕活動が理事会の承認を得て実際に動き

出しています。これについてご説明をお願いしま

す。 

・玉木専任副会長：医療従事者からしますと、顔特
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に目の保護はものすごく大事です。そこで、フェイ

スシールドは医療従事者にとって飛沫感染を防ぐ

うえで大きな意味があります。今回の試作品を私

が実際試したところ、予想以上に効果的ですし、価

値があると思います。現在業者に注文しても３週

間経っても届きません。 

・事務局より：このフェイスシールドは本当に簡単

に作ることが出来ます。材料は事務局で調達して、

ご協力いただける方にお送りします。予算はフェ

イスシールド１００個作成するのに大体５万円く

らいです。どうか皆様ご協力をお願いします。 

 

⑵ オンライン例会参加者の例会費について 

表題の件、今のところ理事会で決まっているこ

とのご報告です。一回あたり 4,000 円の経費のう

ち、1,000 円をオンライン例会参加者にお戻しする

ことで、半期毎に返金させて頂きたいと思います。

残りの 3,000 円については、例会場であるセンチュ

リーコートへの貢献として、お食事クーポン（緊急

事態宣言解除後の４か月間有効）の形で差し上げ

ます。 

④ 出席報告  

会員数 10 名 ゲスト 0 名 

出席数 8 名 ビジター 1 名 

欠席数 2 名 出席率 80％ 

 

 ⑤卓話：「図書館と SDGs」 

株式会社図書館流通センター 

取締役 谷一文子様 

（東京小石川 RC） 

・谷一様は 2019 年に著書「これからの図書館 ま

ちとひとが豊かになるしかけ」（平凡社）を出版さ

れました。ではよろしくお願い申し上げます。 

 

みなさま、こんにちは。オンラインで卓話は初め

てなので緊張します。東京小石川ロータリークラ

ブの谷一です。よろしくお願いします。 

新型コロナ感染拡大で、地区の方もいろいろな

意味で右往左往しているところです。PETS、地区

研修協議会につきましては、会長エレクトの皆様

にはビデオ研修をして頂くことになりました。 

では本題です。今日は「図書館と SDGs」という

題でお話しいたします。私は TRC という会社の社

長を経て現在取締役をしております。TRC は図書

館流通センターといい、①図書のデータ作成（全国

の図書館 3,300 館のうち約８割がデータベースに

参加）、②図書の装備（ラベルなど）をしてお届け

するサービス、③新しい図書館を作るにあたって

のコンサルティング事業、などを手掛けています。

また、今私共が主力でやっておりますことは、④

「図書館の運営業務」といい、全国５３９館で実施。

業界内シェアは最大です。この近辺ですと、千代田

区立日比谷図書文化館の図書館部門の運営です。
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スタッフは全国に 7,600 人くらいおります。今日調

べましたところ、新型コロナの影響で 500 館以上

が休館に追い込まれております。その他、⑤学校司

書の派遣がございます。子供たちの図書館での勉

強にとても役にたっております。企業図書室もや

っておりますのでご相談ください。 

今日のメインテーマの SDGs と図書館はどう関

係するかについてです。SDGs の中に「質の高い教

育をみんなに」と、「すべての人に健康と福祉を」

という部門がございます。教育と福祉の関係につ

いてお話したいと思います。 

実は、昨年フレデリック・ワイズマン監督のドキ

ュメンタリー映画「ニューヨーク公共図書館 エ

クス・リブリス」が公開されました。３時間２０分

もある長い映画ですが、とても好評で、ニューヨー

ク公共図書館に対する注目が集まりました。その

時に私自身も関わらせていただきました。なぜ、ニ

ューヨーク公共図書館かといいますと、実は、日本

の図書館は戦後アメリカの政策で作られているの

です。戦前日本は図書館利用が有料だったのです

が、それが無料に変えられました。１０年以上前に

菅谷明子さんというジャーナリストが「未来をつ

くる図書館」という本をお書きになりました（岩波

新書）。これが、私の中での大きな出来事でした。

私が2005年にニューヨーク公共図書館を訪問しま

した時に「野間`s ルーム」というのがありました。

それは日本人でただ一人、講談社の野間省一社長

のご寄付によって設けられた部屋だったのです。

バブル全盛期に図書館の財務担当役員達が日本で

寄付のお願いに回り、唯一野間社長が快く応じて

くださったのが経緯だそうです。当時「ビジネス支

援をしよう」というのがトレンドでした。例えば、

ホームレスの方が、図書館でインターネットを使

って授業を受けたり、お客様と応対していたのに

びっくりさせられました。また、一流の方々が図書

館へ来て無料で講演をしてくださるというサービ

スも行われていました。そして、「こんな図書館が

日本にもあったらいいのに」と思いつつ帰国いた

しました。 

 

この写真は神奈川県大和市文化創造拠点シリウ

スです。この図書館は年間 300 万人が来館する日

本一の図書館です。東名高速道路からも看板が見

えます。ここはとても居心地の良い空間で、毎日何

らかの講座やワークショップ、健康体操、無料コン

サートなどをやっています。大和市長の方針で「図

書館で健康になる」がテーマなのです。したがって

血圧計や骨密度測定器なども置いてあり、保健師

さんも常駐しています。「ここに来て、健康状態を

確認して、講座に出て、本を借りて帰る」というの

が一連の流れとして定着しています。「あらゆる年

代の人が集うところになった」というのがこの図

書館のとても良いところだと思います。現在図書

館利用者は行き場のない高齢男性が多いです。本

来は図書館はあらゆる年代の方が利用する場所で

あるべきで、そのようになって欲しいです。 

札幌市図書情報館は「本を貸し出さない」図書館

です。大通りの近くで雪でもぬれずに来られます。

本を貸し出さないのはなぜか。よく「図書館には新

しい本がない」と言われます。実はあるのです。た

だ、新刊本は予約が入っていて、２年くらい予約者

の間でのみぐるぐる回っており、一切書架に出て

来ないのです。なので、この図書館は「新しい本が

ちゃんと手に取れる」画期的な図書館なのです。 

現在コロナで閉館中の日比谷図書館でもたくさ

んプログラムがあって、場所が足りないくらいで

す。カフェもありますので、ぜひご利用ください。
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唯一私が不満なのは、開館時間が１０時～２２時

ということです。もっと朝早くから開館できると

いいと思います。 

 

大阪にオープン予定の「こども本の森 中之島」

は建築家安藤忠雄さんが全面的に寄付をして建物

を建ててくださいました。５年間はそのような寄

付で運営することになっています。子供たちが自

由に楽しく過ごせる図書館をテーマにしています。 

徳島県美馬市の市立図書館もとてもおしゃれな

所です。宮崎県都城市図書館は元デパートを改装

した美しい図書館です。このように地方の方がゆ

ったりとした敷地が取れますので大きな図書館が

多いです。もしよろしければ、地方の図書館巡りな

どもしていただくとよろしいと思います。 

鹿児島県指宿市ではクラウドファンディングを

使って本を運ぶ車を買い、移動図書館を作りまし

た。このような取り組みがなぜ起こるかというと、

図書館にはなかなか予算がつかないということな

のです。全国公共図書館 3,303 館の総予算（図書費）

が 205 憶 2 千万円です。つまり 1 館あたり 621 万

円です。本の平均単価 1,600 円で計算すると 3,881

冊しか買えません。年間 7 万点ほど出版されるの

に、図書館は 4,000 冊くらいしか買えないというこ

とです。しかも予算は減少傾向にあります。特に新

型コロナウィルス感染拡大の影響で今後は更に予

算が削られると思います。ロータリーの皆様によ

る更なるご支援が必要です。 

地元の大学の支援を受けて、図書館でやってい

る行事もあります。福岡県飯塚市にある「サイエン

スモール in 飯塚」では、地元の大学の協力を得ま

して、子供たちに科学実験を見せたりして、子供た

ちの科学に対する興味をそそるきっかけとなって

います。徳島市の図書館では、ヴォルティスという

地元サッカーチームの選手を呼んできて、サイン

会と共に、その選手の読んだ本のリストを発表し

ます。すると子供たちは「読みたい！」と思うわけ

です。 

それから、日本のお宝を電子化しております。地

方には歴史的な資料がたくさん残されております

ので、それを電子化し、かつ検索できるようにして

おります。国立国会図書館の資料も見ることが出

来ますので、ぜひご利用ください。また、金沢市に

は 6ｍ四方の古地図があります。その大きさですか

らおいそれとは目にすることが出来ません。しか

しそれがデジタル化することによって見ることが

出来ます。また古文書を読み下し文と共に読むこ

とや、古地図を現代の地図と比べながら見ること

が出来ます。しかしながら、デジタル化には相当な

労力とお金がかかります。ただ、ここ数年の水害な

どにより、貴重な古文書が失われることが続いて

いますので、急いでデジタル化する必要があるの

です。 

最近のテレビ番組でも注目されましたが、AI に

よる研究により、「読書する人は健康になる」とい

うことが実証されました。読書が健康な長寿につ

ながるということ、そして、「図書館へ行く」とい

う行為自体が健康に良いということがわかってき

ました。先に大和市のシリウスの話が出ましたが、

実際にそこで、ひきこもりがちだった７０代の男

性が、図書館へ来る習慣がついたおかげで友達が

出来たという報告がありました。 

日本の図書館は現在本を貸し出すだけではなく

色々な問題に取り組んでいます。例えば、教育格差

の問題、虐待を受けたり、いじめを受けたりしてい

る子供の問題もあります。また、保活の問題もあり

ます。司書は調べるのが仕事ですから、各自治体ご
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との保育園事情を調べて、情報を蓄積、公開するこ

ともしています。そして、健康の問題。図書館に本

を読みにくるだけでも健康にプラスになります。

また長崎市立図書館では「がん情報サービス」をや

っています。ここに来れば近くの病院にあるいろ

いろな資料が揃えてあり、病気について調べるこ

とが出来ます。病院に行って調べるよりも敷居が

高くなく済みます。またこの図書館には医師の先

生方による講演会や保健師による相談会などもあ

ります。その他、就活、子育て、年金、遺産相続の

問題、災害についても、調べるにあたって司書がお

手伝いすることが出来ます。 

また最近の流行りは電子図書館です。これは図

書館に足を運ばなくても本をネット上で借りて読

むことが出来、返却日になると自動的に消えると

いうものです。予約本がなかなか読めないという

問題もありませんし、離島などでも重宝です。 

また、書籍消毒器なるものが売れております。こ

れは紫外線を当ててゴミを吹き飛ばして本をきれ

いにするというものです。小さなお子さんをお持

ちのお母さんなどに人気です。 

初めにご紹介がありましたが、「これからの図書

館 まちとひとが豊かになるしかけ」（平凡社）と

いう本を出版しました。もしよろしければお読み

ください。ご清聴ありがとうございました。 

 

【質問】 

Q1 どのようなきっかけでこの図書館の仕事に入

られたのでしょうか？ 

A1 大学で３年間かけて司書の資格が取れるコー

スがあり、それを履修しました。最初の就職先は病

院でしたが、次にたまたま岡山市の中央図書館に

勤務しました。何年か後に TRC の仕事に関わるこ

とになって、その時にかつて勉強したことがむく

むくと蘇ってきたわけです。 

Q2 図書館が本を購入する場合どのような基準で

選択するのでしょうか？ 

A2 どの図書館も選書基準というのがありますが、

その自治体によって文芸系が強かったり、社会科

学系が強かったり、様々です。ただ、共通している

のは、郷土資料系、地域の関係は必ず購入すること

です。そういうものは、国会図書館にもないからで

す。 

 

◆ 閉会点鐘 （尾崎会長） 

 谷一様、今日は卓話をありがとうございました。 

本屋さんが最近減ってしまっているので、ついつ

い本はネットで購入していましたが、本日見せて

頂いて、このような素晴らしい図書館が各地にあ

るということがわかりましたので、今後は折を見

て訪れてみたいと思いました。図書館のコミュニ

ティースペースとしての活用や、資料のデジタル

化のお話なども興味深く聞かせていただきました。

私共のクラブでも、モンゴル日馬富士学校に本を

寄付させて頂く話がありますし、千代田区という

ご縁で日比谷図書館に対しても何かさせて頂きた

いと思っております。ありがとうございました。 

 今後の予定 

 

 

5月 13日 

第 51回 例会 

（オンライン例会） 

卓話 地区青少年交換委員会 

委員長 藤本誠一 様 

（東京東久留米 RC） 

5月 27日 

第 52回 例会 

（オンライン例会） 

神奈川県 政策研究担当局長 

竹本 治 様 

 


