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土曜講座2015 第１回 １１月７日

『まちを育てる図書館とまち文化』

講師 塚田 敏信 氏
（まち文化研究所主宰）

土曜講座2015

テーマまちを育てる図書館とまち文化

１班 面白いことに出会える場所
２班 食 暮らし
３班 スタンプラリー
４班 宝さがし
５班 食
６班 図書館員がおくるまち通信
７班 狸小路食べ物特集
８班 地域資料、地域写真、開館時間
９班 本を五感で感じる

１０班 まち合わせスポットin札幌

土曜講座2015
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２班
食 ・ 暮らし

土曜講座2015

１班

面白いことに
出会える場所

土曜講座2015
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３班
スタンプラリー

土曜講座2015

４班
宝さがし

土曜講座2015
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６班
図書館員が

おくるまち通信

土曜講座2015

５班 食

土曜講座2015
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７班
狸小路

食べ物特集

土曜講座2015

８班
地域資料
地域写真
開館時間

土曜講座2015
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１０班
まち合わせ

スポットin札幌

土曜講座2015

９班

本を五感で
感じる

土曜講座2015
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土曜講座2015 第２回 １１月１４日

『図書館と観光のかかわり』

講師 松本 秀人 氏
（北海道大学大学院研究員）

土曜講座2015

図書館と観光のかかわり

事例① 見よう！食べよう！感じよう！
事例② おいでよ下町!! 黒松横丁
事例③ 図書館で知識を釣りませんか？

釣って食べよう！観光から居住へ
事例④ 足湯で始まる鈴木町
事例⑤ 大声出せる山田町
事例⑥ 歴史を感じる図書館
事例⑦ 五十嵐島どこでも図書館

土曜講座2015
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事例②
おいでよ下町!!

黒松横丁

土曜講座2015

事例①
見よう！
食べよう！
感じよう！

土曜講座2015
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事例③

図書館で知識を
釣りませんか？

土曜講座2015

事例④

足湯で始まる
鈴木町

土曜講座2015



土曜 7 講座 2015

11

2015/11/28

事例⑥
歴史を感じる

図書館

土曜講座2015

事例⑤
大声出せる山田町

土曜講座2015
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事例⑦
五十嵐島

どこでも図書館

土曜講座2015

土曜講座2015 第３回 １１月２８日

『図書館の役割を考える
－地域の文化の発信と継承のために－』

第1回講師 塚田 敏信
第2回講師 松本 秀人
グループ研究成果 高塚 咲希（発表者）

コーディネーター 下田 尊久

土曜講座2015
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まちづくりと観光と図書館

• まちづくりの使命・役割

• 日本人、外国人、地元にとっての観光

• 地域住民、観光客の求めるもの
– 国 http://www.hkd.meti.go.jp/hokss/kyougikai1/data9.pdf
– 北海道観光局 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/
– 札幌市 https://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/

–図書館は設置母体の使命実現の一組織
• 自治体（設置母体）は何を期待しているか

• わたし（たち）が考えるまちの図書館

土曜講座2015

土曜講座2015

生涯学習社会における図書館
現代社会における市民との関係
生涯学習社会に求められるもの
憲法（1946）～図書館法（1950）～望ましい基準（2012）

⇒ 地域の情報基盤センター

地域の文化の発信と継承のために
北海道には（人に自慢出来る）文化がない？
北海道には残すべき文化がない？
北海道は文化の歴史が浅い？

• 長くユーラシア大陸と人的、文化的交流があった島
• 先住民族と和人が住む辺境の地
• 和人による殖民が行われた開墾地
⇒ 国境防衛の砦、鉱物資源、食糧生産の基地

⇒文化は人の営みそのもの



2015 年 11 月 28 日 藤女子大学公開講座  

土曜講座 2015「まちづくりと観光と図書館」 

第 3回 まとめ「図書館の役割を考える」 

MC ただいまから、土曜講座 2015 の第３回講座を開講いたします。本日はこれまで２回に

わたる講座を通して得られた成果をもとに、ご参加の皆様とともに考えてみたいと思いま

す。 

下田 今日は天候が悪くて足元も悪い中、たくさん参加いただきましてありがとうござい

ます。この講座、今日が３回目。一応最後ということで、どんな形になるかわかりません

けれど、まとめをしながら、皆さんには最後にぜひ「私が考えるまちの図書館はこんなも

の」を描いていただきたいと思っていますので、最後までお付き合いください。 

なお、スケジュールですけれども、プログラムは作っておりませんがおよそこんな感じ

です。 

第１回は、塚田先生に、まちの文化についてお話いただきました。第２回は観光学の立

場から、観光と図書館について松本先生からお話をいただきました。今日はその二つを通

して得られた結果から、私たちなりに何か新しいものに作り上げていこうという試みです。 

皆さんにはいつものように、お名前を書いていただく紙をお渡ししていると思います。

ぜひ三角に折って机の前にそれを置いていただければと思います。最後にその紙の下の余

白の所に、私の図書館のイメージを書いていただこうというふうに考えております。 

時間ですけれども、ちょっと順序は逆ですが、まず第２回にやりました松本先生の観光

学の話から入っていきたいと思います。若干ご質問等受け、次に塚田先生にまち文化のま

とめのお話をしていただいて、その後、私どもの大学の授業の中でやっている地域研究を

少しご紹介させていただき、全体での討議をして終わりという流れになっておりますので

最後までお付き合いください。よろしくお願いします。 

それでは初めに松本先生のほうから。ご紹介は省略させていただきますが、今日のタイ

トルであるテーマの第２回目の話、お願いします。 

松本 松本秀人でございます。こんにちは。よろしくお願いいたします。早速ですけれど

も、私の補足講義に入らせていただきたいと思います。 

まず、何を目的とする講義かと言いますと、私の回（第２回）では、七つの典型的なまち

をモデルとして用意して、「このまちの図書館で皆さんが図書館員になった場合に、観光に

関わることで何がしてみたいですか」というテーマで、ワークショップをやっていただき

ました。僕の期待以上に皆さんから面白いアイデアが出て、それらをポストに貼ってある

んですけれども、今日は、私がそもそもどういう意図で七つのモデルを出したか。“観光の
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プロ”というとおこがましいですけれども、観光学の専門家、まちづくりの勉強をしてき

た目で見ると、「こういう地域はどういう観光行動が可能か、あるいはどういう点にまちづ

くりで懸念すべき、あるいはクリアすべき課題があるのか」ということをお話することに

よって、皆さんの観光に対する視点、あるいはまちづくりに対する視点を、レベルアップ

していただければと、そういう思いでこれから 30 分ほどお話させていただきます。 

もう一度言いますと、ワークショップ用に用意した七つの立地条件（モデル）の補足説明

として、各条件において想定される観光開発の視点、各条件においてまちづくりのポイン

トとなる点をお話します。あと追加して、観光と図書館の関わりを考えると主な四つのケ

ースに分けられるのではないか、というお話もしてみたいと思います。 

まず最初の“山間の農村”の場合ですがどんな観光が考えられるか。農業と林業のまち、

そして農繁期には人手不足ということですので、こういう所では、例えば農家の人と都会

の人の交流によるグリーン・ツーリズム、あるいは都会の学生が農繁期に手伝うというボ

ランティア・ツーリズムが考えられます。 

それから長寿のまちであること、空気や水がおいしいということであれば、健康志向のヘ

ルスツーリズム。「どうしてこういう所は長寿なんだろう」と健康な暮らし方を学ぶような

観光が考えられます。 

それから昔話や妖怪伝説がいろいろ残る土地ですので、例えば土地のお年寄りが観光客に

昔話を語るような、物語ツーリズムみたいなものが考えられます。 

それから産地直売所ができたということですけれども、これも地元ならではの特産品を開

発することによって、一層の盛り上がりが期待できます。 

このようにいろいろ考えられますし、こういう人口 1000 人ぐらいの地域こそ交流が大切な

んですけれど、ともすればこういう山間の農村は、クローズドな、知っている人同士だけ

で交流して、「都会から人が来るのなんて嫌だよ」と、そういう閉鎖的になりがちな部分も

あります。したがって、こういう農村においていかに交流を促進させるかというところで

まちづくりも苦労することがありまして、図書館もそういう部分で役割を果たせるのでは

ないかと考えたりします。 

それからすでに廃校になった小学校の分校があるという設定ですが、こういう所で最近“ア

ーチスト・イン・レジデンス”というんですけれども、要するに芸術家が 1 週間とか１か

月ほど滞在して、そこで芸術活動をやりながら、地元の人々がそれを見て芸術に目覚める

みたいな、こういう活動が行われたりしています。 

二つ目は“大都市の下町”ですね。下町っぽい雰囲気が残るということで、例えばまち歩

きがあげられます。今あちこちの都市観光において、まち歩きというのは重要なテーマに

なっています。それから昨今は個人商店がつぶれてどんどんスーパーだとかショッピング

モールになっていますので、改めてこういう下町の個人商店や対面販売をうまく活用する

ことによって、まちの活性化やオリジナリティが図れるかもしれません。 

それから空き店舗のリノベーションがみられるという点ですが、全国で“マイクロライブ
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ラリー”という私設の図書館活動が盛んになってまして、その際に空き店舗が利用された

りしていますので、ここでもそういうことが行われるといいなと考えたりします。 

それから都市部で国際会議や学会・見本市が開かれると設定にありますが、「これはなんだ

ろう」と思った方もいるでしょうが、Meeting・Incentive・Conference・Exhibition、こ

の頭文字をとって MICE、こういう観光行動が注目を集めています。札幌市も学会を多く誘

致しようと考えたりしています。例えば学会が終わった後のアフターファイブで先生方が

すすきのに飲みに行く。それにより地域経済が潤いますし、あるいはまちづくりの学会を

行った後で、実際に下町地域へ行って実例を見学する。そういうのを Excursion（＝体験型

見学会）といいますが、こういう波及効果を狙って MICE を誘致するということがあるわけ

ですね。 

それから、こういう地域では、かつてのような下町的な人々の関わり合いや地域コミュニ

ティがどんどん喪失するという傾向が全国で見られます。昼間はビジネスマンが多いけれ

ど、夜になると地元の人だけになってバッタリと人通りが途絶えてしまう。こういう場所

で昼間の人々と夜間の人々のバランスをどういうふうにとっていくかということが地域お

こしの課題になります。 

それから最近は“サード・プレイス”という概念、これも社会学でわりとよく耳にするん

ですけれど、まず家庭が第１。それから子供であれば学校、大人であれば職場、これが第

２ですね。それ以外の第３の居場所が人間に必要じゃないかと。例えば、居酒屋とかパー

マ屋とか銭湯とか喫茶店、スナック、こういうものですね。昔はどこにでもあったこうい

う場所がなくなっている。「今も喫茶店はあるじゃないか」といっても、スターバックスな

どああいうチェーン展開のお店がサード・プレイスになるかというと、ちょっと厳しい面

もある。こういうことをふまえてみると“居場所としての図書館づくり”という、そうい

う発想もあっていいと思います。 

それから三つめは“海辺のまち”ですね。カップルに好まれる夕暮れ灯台があるという設

定なんですけど、こういうふうに観光客が自ら作り上げるような名所をどう活用するかと

いうのも観光現場の課題になっています。例えば石狩市にも“恋人たちが鍵を金網にかけ

る聖地”（厚田公園展望台）がありますが、こういう観光スポットの場合、それによって盛

り上がるのは楽しいんだけど、みんなが鍵を勝手にかけてしまうと金網がどんどん重くな

って壊れてしまう。でもだからといって撤去してしまうとつまんなくなりますよね。ある

いは帯広の幸福駅も、みんなが「ここに来ました」のような張り紙を貼ると賑やかでいい

んだけれど、あまりに貼り過ぎるとゴミにしか見えなくなるとか、そういうふうに観光客

が自らつくる名所に対して、地域がどう対処するかという悩ましい点があります。 

それからチリ津波の記憶が残るということであれば、これは負の遺産観光いわゆる“ダー

ク・ツーリズム”の展開が考えられます。 

それから葉山と姉妹都市を結んでいるということであれば、これは姉妹都市同士で様々な

交流をすべきですし、例えば図書館でも葉山のことを紹介するとか、そういうふうに都市
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同士の交流が図書館を通じて紹介され、盛り上がるといいと思いますね。 

“海辺のまち”という設定からみて、まちづくり的に考えられるのが、まず漁業が賑わっ

ている。それからアジの干物でも有名だということは１次産業・２次産業の基礎的な土台

はある。となると、それをさらにもう一歩進めて商品をどうデザインするか、どうやって

売るかという３次産業的な部分をうまく盛り上げていくことによって、１次・２次・３次

産業を総体的にくるんだまち全体のブランド形成につなげられるのではないかということ

が考えられます。これはよく“１×２×３＝６次産業化”といわれることですね。 

図書館も例えば鳥取県立図書館が有名ですが、図書館による産業支援とかビジネス支援、

こういう観点から地域をサポートできるのではと思います。 

それから４番目。“観光地のすぐ近く”というケースですね。観光地には温泉街があるとい

う設定にしましたが、実は日本中の温泉街がどんどん衰退していまして、何が起こってい

るかというと、ホテルならホテル、旅館なら旅館で、「自分たちの所に泊まってもらって、

自分たちの所で食事をさせる」というある種の囲い込みが起こっているんですね。でもや

はり昔ながらの温泉街というのは独特の風情を持っていますし、「温泉に来た」という賑わ

いを感じさせますので、囲い込みをするのではなく温泉街全体としてお客様をどのように

回遊させるのか。例えば湯布院温泉などはそれで成功している例なんですけれど、宿泊と

食事をあえて分けるという“泊食分離”という考え方に注目が集まっています。 

それから観光地の周囲に別荘やペンションが点在しているという設定ですが、こういう所

では“セカンドハウス・ツーリズム”といって、週末に別荘的にここで暮らす人たちが居

るわけですが、彼らにとって図書館が新たな娯楽提供の場になる可能性もありますよね。 

それから道の駅が最近できたという設定ですが、ということは、温泉街で泊まる人もいれ

ば、道の駅に車で来て 15 分ぐらいで帰っちゃう人もいるはずで、そういう滞在型観光と通

過型観光をうまく融合させるというか組み合わせを工夫することがポイントになると思い

ます。 

これまで観光地というのは、皆さんも想像していただくと分かるんですけれども、本当に

観光地観光地していまして、そこに行くと地域の生活は何もないんですね。つまり今まで

の観光地というのは地域社会がスッポリ抜け落ちていることが多かった。でもこれからは

日本中で「地域外からお客様を呼ぼう」「交流人口を増やそう」という時代になってくると、

従来からの観光地も、これまで有名だったということにあぐらをかいているわけにはいか

なくて地域全体での観光地づくりが必要になります。その場合、たんに湖があるとか滝が

あるというだけではなくて、「われわれは何をお客様に見てほしいのか、どういう人に来て

もらいたいのか、何を感じてほしいのか」ということを改めて考え、ストーリーを再構築

することが重要になります。これは例えば札幌についても言えますね。札幌も従来は点と

して時計台があった、モエレ沼があった、大通り公園があった。でもそうではなくて、「札

幌というまちをどう見てほしいか」という札幌を貫くストーリーのようなものを考えてそ

れを示していくことが、これからは必要になるかもしれないですね。 
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それから５番目は“地方中小都市”です。かつては製造業が盛んで工業の跡地が残るとい

う場所にしてみましたが、こういうところは産業観光とか地域の文化遺産観光が考えられ

ます。 

それから鉄道マニアに評判がいい鉄道が通っているということは、鉄道マニアいわゆる「鉄

ちゃん」ですね。こういう人々が来てくれる可能性が大いにあります。 

それからスポーツ大会が行われたり J2 サッカーの本拠地ということであれば、こういうの

はスポーツ・ツーリズムに結びつきます。スポーツをする人、観る人様々ですね。 

それからテレビアニメの舞台になったという設定。これも最近話題です。例えば江ノ電の

「鎌倉高校前駅」の踏切はアニメ『スラムダンク』のオープニングシーンに登場するので

すっかり有名になって台湾や中国からの観光客でごった返しています。このようにアニメ

の舞台になることで、いわゆるコンテンツ・ツーリズムやアニメ聖地巡礼の対象になりま

すね。 

それから、ここ数十年でみると日本中あちこちで言えることなんですけど、地方の中小都

市はバイパスができたり国道が整備されることによって、それ自体交通は便利になるんで

すけれども、バイパス沿いにショッピング・モ－ルができる、コンビニができる、ファミ

レスができる、こういう流れで中心部は寂れてしまうし、どこも似たり寄ったりの風景に

なって没個性化していくという傾向があります。今からでも遅くないので「我々のまちは、

どういう歴史を持っているのか、そしてこれから何をすべきなのか」という伝統の創造を

もう一回やる、再スタートさせてみる。そして地域アイデンティティー、つまり「我々は

こういうまちに住みたい、こういうまちを愛するんだ」という地域アイデンティティーの

再構築が必要になっているんですね。中小都市にはどこもそういう悩みを抱えています。 

ここのまちをよく見るとファン、マニアあるいはオタクに好まれる要素、および彼らによ

るネット上のバーチャル・コミュニティで取り上げられる要素を多く持っていますね。具

体的には鉄道ファン、スポーツファン、アニメファンなどですが、こうしたファンは、今

どきネット上に掲示板を持っていたり、お互いにソーシャルメディアで情報交換をしてい

ることも多いわけですが、そういうバーチャルなコミュニティを持つ人々と実際の地域の

人々がどういうふうに交流すべきか。例えば温かく迎えてあげると「あそこはオタクに優

しい街だ」なんてことがすぐにツイッターで飛び交ったりするわけです。でも一方では、

鉄道を撮影するときに線路に入り込んで写真を撮ったりするというようなマナー違反も起

こるわけですし、どこまでをファンの行動として認めるか、どこまでファンと交流するか

というのが課題ではありますけれども、いずれにせよ、ファンへの対応がまちづくりのヒ

ントとしてあげられます。 

それから六つ目の“城下町”ですね。ここは城の天守閣だとか、日本庭園などが歴史観光

に結びつきます。歴史の好きな女性を「歴女」といったりしますが、戦国時代マニアなど

も増えています。それから伝統的建築物の侍屋敷があるということは、まち並み観光が考

えられます。 
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それから「図書館の建物が旧藩校の建物を使っている」という設定って何かなと思った人

もいるでしょうが、これは最近“ユニーク・ベニュー”という考え方がありまして、歴史

的建造物などで会議やレセプションを開くことを言うんですね。それによって特別な雰囲

気を醸し出したり、地域の文化遺産にも目を向けてもらおうという、そういう効果も狙っ

て、今まで会議をやったことがない所で会議を開くということでして、図書館の建物が旧

藩校であれば、そこで何かしらレセプションを行うというのも、厳かな歴史を感じさせる

メリットがありますね。 

それから「花酔祭」というお祭りが後継者不足で悩んでいるという設定ですが、これは観

光客が山車を曳くというような参加型観光が考えられます。 

それから、古い街の雰囲気を活かして映画やテレビドラマ・CM などがよく撮影されるとい

うことであれば、おそらくこういうまちにはフイルム・コミッションがあるでしょう。フ

イルム・コミッションを念のために説明しますと、ロケ地を誘致して自分たちのまちを撮

ってもらおうという活動です。これは日本中あちこちにあります。例えば神奈川県の逗子

市はフイルム・コミッションと図書館とが連携して図書館で逗子に関連した映画を紹介し

たりしています。こういう活動が考えられますね。 

で、こういう城下町なんていう地域は観光的にいえば非常にネタが豊富なんですけれど、

やっぱり今の時代はどんどん伝統が失われていく可能性がありますので、伝統の継承がと

ても気になりますね。「うちのまちは江戸時代の四代目の殿様が有名だね」と住民がわかっ

たような気になっているかもしれないけれど、そこで終わるのではなく、改めてきちんと

地域の歴史や文化を学ぶ。そしてその地域史を再確認する場として図書館を活用するとい

いなと思います。 

また、“観光客への語りの大切さ”というのも重要なんです。例えば知床などで行われてい

るエコ・ツーリズムのガイドさんのことを“インタープリター”といったりします。イン

タープリターを直訳すると「翻訳」あるいは「通訳」ですが、じゃあ今までのガイドと何

が違うかというと、今までのガイドというのは、Ａという場所に来たら 400 字詰め原稿２

枚ぐらいのことを誰にでも同じようにしゃべっていた。ところがインタープリターだと、

例えば「今日は子供さんが多い」と思ったら子供に分かるような話をするし、「今日は専門

家のグループだ」と思ったら専門的な突っ込んだ話題を提供する。あるいは熊のフンをた

またま見つけたら、その熊のフンをきっかけに知床の生態系へ話を広げる。そういうふう

に臨機応変に自分の持っている知識を結びつけながらお話をすることができる。そういう

のをインタープリターというんです。これは原稿を暗記するだけではできませんね。だか

らそれなりの能力を持ったガイドを養成することが必要になります。こういう古い城下町

もネタが豊富だからといって「どうぞ勝手に見学してください」ではなく、観光客がレベ

ルアップしつつある状況であればこそ「どういう角度からどういうふうにまちを見ると、

よりいっそう楽しめるか」を語れるガイドを養成することが必要になります。 

話がちょっとずれますが、NHK の『ブラタモリ』という番組が地味ながら評判がいい理由は、
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もちろんタモリさんと専門家の掛け合いも面白いんですけれども、例えば「札幌は、こう

いう角度からこういうふうな知識を持って視ると面白いんだよ。小樽はこういう歴史を知

ってると新たな発見があるよ」ということを掘り起こして、つまりそこに語りの要素が入

っているので観てて楽しいんですね。「どういうまなざしを向けると、もっと豊かな観光体

験ができるか」を教えてあげることはとても大切です。だから、こういう城下町も古い歴

史があるというだけで手をこまねいていてはいけないんですね。 

それから七つ目が“離島”です。ここは山があり独自の生態系など自然が豊かですので文

字どおりエコ・ツーリズムが考えられます。それからダイビング・スポットもありますし、

イルカやクジラも目撃されている。となるとマリン・ツーリズムとかイルカ観察ツアーな

どが考えられます。独自の民謡や踊りもありますので、これをもとに民俗芸能観光ができ

ますね。 

それから島への移住者が増えつつあるということであれば、移住のための例えば「一週間

だけ移住をしてみませんか」というような移住体験ツアーが考えられます。 

それから野良ネコがあちこちにいるという設定になっているんですけれど、これも今どき

ブログとかソーシャル・メディアで、「あそこに行くとウサギがいっぱいいるよ」「ネコが

たくさんいるよ」「なんか人懐っこいサルがいるよ」とこういう話題がワッと広がっちゃう

んですね。ネコがワラワラ居る島なんてのはそれはそれで楽しそうなんだけれど、もしそ

れが期せずして観光資源になったりすると、島民がネコをどこまで可愛がるのか、去勢を

したほうがいいのか、あまりに増え過ぎたら駆除するのかとか、今度はそういう様々なこ

とが課題になるわけですね。そしてブログの影響などを考えると、その対応すらもまたネ

ットで広まったりして、「猫がかわいそう」で炎上するなど厄介な部分があったりします。 

さて、こういう離島の場合、地域づくりとして何を考えなければいけないか。やっぱり一

番重要なのは、島の持っているオリジナリティとか独自性、島が培ってきた文化の真正性、

いわゆる“オーセンティシティ”をどう継承していくかというのが課題でしょうね。 

例えば生態系でいうなら、よく「ガラパゴス諸島に上陸するときは、草の種一つも持ち込

んではいけない」なんて話を聞いたことがあると思いますが、まあ、そこまで厳密にする

かどうかは別ですが、こういう島で観光客がいっぱい来れば、高山植物が荒らされるとか、

ヤマネコが絶滅するなんていうことも十分あり得ます。 

それから文化面でいえば、１年に１回しかやらないような踊りを、「観光客が来るんだから」

といって毎週日曜日にその踊りをやったら、その踊りは真正性が保たれていると言えるで

しょうかね。島民がそれでいいと納得してるんならまあ仕方がないですが、“１年に１回、

特別な日にしかやらないはずの踊りを毎日のように観光客に見せる”というのに似た現象

は、世界中どこの観光地でも多かれ少なかれ起こっていることで、どこまで自分たちの真

正性や固有の文化を保つのか、あるいは観光客向けにそれをかみ砕いて見せるのかという

のは非常に悩ましいところがあります。そのためのひとつの対策として、地域の記録ある

いは記憶を伝えていくために図書館を活用するという案が考えられます。 
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それから、こういう島の生態系と暮らしを考える場合、島の様々な相関関係を総体的に改

めて確認することが重要です。そこで“フェノロジー・カレンダー”といいまして、皆さ

んにペラ１枚で配布していますけれど、それをちょっと見てください。これは沖縄の北部

に国頭村（くにがみそん）、大宜味村（おおぎみそん）、東村（ひがしそん）といういわゆ

る山原三村（やんばるさんそん）というのがあるんですけれども、そこのフェノロジー・

カレンダーです。“季節ごよみ”と訳されてますが、要するに自分たちの住んでいる所には、

生業としてはこれこれがあり、植物としてはこれこれがあり、動物としてはこれこれがあ

って、それらがどういう関係を持っているのかということを一覧表にしたものですね。こ

ういうものを作るのも大切な作業だと思います。 

ということで駆け足でお話してきましたけれど、七つの事例における観光の可能性や図書

館の役割ですが、これはあくまでも僕の考えた一例です。これ以外にも、いろいろ皆さん

気付いたこともあると思います。図書館についてもう一度まとめますと、山間の農村であ

れば「交流促進の場」、大都市の下町であれば「居場所としての図書館」、海辺のまちなら

「産業支援」、観光地であれば「地域ストーリーづくり支援」、地方中小都市であれば「伝

統の創造」、城下町であれば「地域史の再確認の場」、離島であれば「記録と継承をサポー

ト」という方向性が考えられます。このように地域特性をふまえてみると観光やまちづく

りに関連する図書館の役割もまた様々なものが考えられるということですね。 

ワークショップでは話を簡単にするために七つの事例に絞りましたけれど、実際にはそれ

ぞれのまちでこれらの要素が組み合わさったりして千差万別です。ということは当たり前

ですけれど、図書館の役割だっていくらでも可能性は考えられるということですね。ここ

まででまず最初の話を終わります。 

次に、僕があちこちで講演して「観光と図書館って様々な関わりがありますよ」と説明し

たときに、よくある反応で「ということは、図書館を観光スポットにしなさいということ

ですか」って訊かれるんですね。図書館が観光スポットになるというのもまあ否定はしな

いけど、今から「図書館が観光スポットになるというだけではなく、いろいろな可能性が

あるのだ」ということを分かりやすく四つのケースに分類してお話したいと思います。 

まず一つ目は“プライマリー”。これは図書館の見物や訪問自体が主目的になるということ

です。いくつかの図書館で実際に見られる現象なんですが、僕の本音としては「そこまで

図書館が頑張る必要はないかな」と思っています。最初から見物客が来ることを狙うので

はなく、たまたまそうなるのもいいなという程度ですかね。 

次に二つ目が“インシデンタル”。これは“セコンダリー”という言い方もできますが、い

わば「ついでに」ということで、観光の主目的は他にあって、図書館を副次的に訪問する

ようなパターンです。 

三つめは“アクシデンタル”ですね。つまり観光中に偶然に図書館と遭遇する。その結果、

「あっ、図書館に寄っていこうかな」「図書館も面白いね」と気がついてもらえる。 
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それから四つ目は“インビジブル”。こうなると図書館は表面上はあまり意識されないです

が裏方的に観光や地域の活性化をサポートするというケースです。本音を言うとこの“イ

ンビジブル”あたりが僕は一番図書館らしい役割かと思っているんですけれど、いずれに

せよ、今あげた４つの区分をさらに細かくみてみるといろいろな事例があります。 

例えばプライマリーの事例で言うと、映画『図書館戦争』のロケ地になっている所ですね。

北九州市立中央図書館（福岡県）だとか十日町情報館（新潟県）とか、これはロケ地にな

った効果で図書館への訪問自体が観光目的になっています。それから活動が非常に有名な

図書館。例えばアムステルダム公共図書館（オランダ）だとか、日本でいうと武雄市図書

館（佐賀県）ですね。武雄市の場合、評判の良し悪しがありますがひとまずそれは置いと

いて、こういうふうに活動が活発な図書館は話題になって訪問者が増えます。それから建

築が楽しい図書館。例えばシアトル公共図書館（アメリカ）だとかバーミンガム公共図書

館（イギリス）。日本でいうと金沢海みらい図書館（石川県）なんかもそうです。それから

旅行サイトでも図書館がテーマになったりしてまして、「死ぬまでに見ておきたい世界の図

書館」なんていうトリップ・アドバイザーの特集が観光のきっかけになったりしています。 

それから二つめのインシデンタルの事例ですが、例えば奈良県立図書情報館（奈良県）は

年間 200 件ものイベントをやっているんですね。そのために図書館が好きとか、図書館に

行きたいということじゃなくて、図書館で面白いイベントをやっているから仕方なく―「仕

方なく」と言うと怒られちゃいますが―行くわけですね。それによって「あっ、図書館も

楽しそう」ということで、イベント時についでに図書館も見て回る。 

ここでちょっと余談ですが、奈良県って我々からすると観光地なんですけど、実は意外に

もあまり宿泊施設がない所でして、奈良県立図書館がこんなふうに活動を頑張っているた

めに「宿泊の受け皿をつくろう」とゲストハウスの動きが盛んになっていて、県立図書館

のイベントに来た人がそういうゲストハウスに泊まる。やっぱり図書館がやるような小さ

いイベントに来る人はカジュアルな気分で来てますから、そういう人たちがホテルなど大

袈裟な場所ではなくて地元の小さい所に泊まるのを好む。ということで面白い展開が起こ

っています。 

それから紫波町図書館（岩手県）ですが、ここは「オガールプラザ」という複合施設があ

りまして、そこの一角に図書館があるんですけれども、その複合施設でやっている産直イ

ベントなどと連携をしたり、そこに見物に来た人たちがついでに図書館に行こうなんてい

うことで相乗効果をもたらしています。 

それから舟橋村立図書館（富山県）、これわりと有名で富山地方鉄道「越中舟橋駅」の駅舎

と併設されています。そうすると駅の待合で鉄道を待つ人が、半ば時間つぶしで行くこと

も当然ある。図書館としてはそれでも構わないわけです。なんであろうとお客様が来てく

れて次の列車まで本を読んでくれる。そこから交流が生まれるなんてこともあるわけです

ね。 

それから三つめのアクシデンタルですね。例えば高山市図書館（岐阜県）。高山市は外国か
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らの観光客も多いんですが、高山市のいわゆる山の手地区にはお寺とか神社が集中してい

ます。で、中心部からそうした地区に向かう途中に図書館があるので、バッタリと図書館

に出会ったりするんですね。以前、図書館長さんとお話した際に、「日本人もだけど外国か

ら来た人が図書館に立ち寄っていく姿もよく見る。そういう人たちを少しでももてなすた

めに頑張っていきたい」とおっしゃっていました。 

似たようなことが金沢市玉川図書館（石川県）でもありまして、ここも普通のまちなかに

あるんですが、金沢が新幹線で今ブームになってますから、その影響というか効果で、ま

ち歩きをする人もすごく増えている。そうするとこういう何でもないどちらかというと地

元の人しか使わないような図書館も、ぶらり歩きの観光客がたまたま来たりして、これま

でにない賑わいをみせつつあるんですね。 

それから恵庭市（北海道）でも“まちじゅう図書館”という活動をやっています。こうい

う活動によって、たまたま恵庭の喫茶店を利用した人が「面白い活動をやっているな」っ

てことで、そこから恵庭の読書事情や図書館に興味を持つということもアクシデンタル（偶

然）なこととしてあり得えますよね。 

それから四つ目はインビジブル。あまり表面には出てこないけれど、図書館や図書館員の

地道な活動が観光に結びつく。これも全国でみられます。 

例えば大阪市立住之江図書館（大阪府）では、地元住民だけが知る思い出の地、例えば「キ

ャラメル公園」とかそういうものを「思い出カード」として集めていますが、これだって

立派な歴史保存活動ですよね。あるいは九重町図書館（大分県）。ここでは郷土料理の資料

を丹念に集めて『おいしいここのえいただきま～す』という料理本を図書館が製作して結

構評判になっています。それから笠間市立図書館（茨城県）では、なかなか利用が増えな

い茨城空港を応援するため空港に関する企画展示などをしていますね。 

ほかにまちづくりとの関連でよく知られた例としては、置戸町（北海道）、日野市（東京都）、

浦安市（千葉県）、伊万里市（佐賀県）などがあります。これらは直接的に観光とどうこう

ということではないですが、地域のいわば底力をあげることに貢献しています。 

ちなみにさきほど紹介した「オガールプラザ」（岩手県）ですが、図書館をここに設立する

際の発想というのが興味深くて、「図書館は一定の集客力を持った施設だ」という認識がベ

ースにあったそうなんですね。一定の集客力を持つ施設であればこそこういう道の駅的な、

地域からも外からもお客様が来る複合施設にあっていいじゃないかと。そして実際に産地

直売場と図書館が連携した活動をして、その結果、お客様で賑わっているという理想的な

展開がみられる事例です。 

それから次が……。ちょっと待ってくださいね。 

（※パワーポイントでトラブルが発生してスライドを一部省略した） 

トラブルでドタバタしてすみません。 
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さて、最後のスライドの図を説明させてください。これはどういう図かと言いますと、「図

書館が観光を意識した活動を行うことによって、図書館は地域外から来た人と地域をつな

ぐ要（かなめ）の役割を果たす」と私は思っていますが、これを皆さんにイメージしても

らえるように単純な図でまとめてみました。 

左側に観光者を置いて、右側に地域を置きます。上側に発信を置いて、下側に受信を置く。

こういう四象限で図をまとめます。まず観光者が地域の歴史に関する質問を図書館でした

とします（左上）。それを図書館が受け止めて（右下）、地域にフィードバックさせます。

すると「こんなことを観光者は知りたがっているのか」と観光者の関心を知ったり、「それ

を説明するのには、こういう資料が必要だな」と不足している情報を把握できます。その

結果、いろいろな資料をそろえたり、わかりやすいパンフを用意したり、情報発信をさら

に工夫します（右上）。それが図書館を通じて広がることによって、観光者はより豊かな情

報が得らます（左下）。これらの一連の流れがこういう 8の字型を描いて、図書館が地域の

要となって地域外と地域を活性化するというイメージを掴んでいただければと思います。 

どうも最後はスライドの不調で変な終わり方になりましたけれども、これで一応私の講義

の補足説明を終わりたいと思います。ドタバタしてすいませんでした。 

下田 松本先生ありがとうございました。今日の資料ですけれども、今日のために松本先

生が講義用資料としてお配りくださったもののほかに、「土曜講座 11 月７日 まちを育て

る図書館とまち文化」と書いてあるパワポの配布資料の３ページから４ページにかけて、

松本先生が前回ワークショップをしたときの模造紙の発表資料を写真に撮って載せたんで

す。見づらいのですけれど、事例ごとにそれぞれ５、６人のグループがいろいろ考えて、

じゃあ私たちはこんなふうにアピールしてみようというのをつくりました。それがレジュ

メにあります図書館と観光の関わりの事例 1 から７までのタイトルで、書いた実物があり

ます。お座りの所からあまり見えないかもしれませんけれども、先生のお話を聞いたうえ

でいろいろなアイデアを考えて、事例の山間の農村では「見よう！食べよう！感じよう！」

といった視点で考えたものですね。下町の場合には「おいでよ下町、黒松横丁」で考えた

とか、次、漁村に対しては釣りっぽいイメージで、「図書館の知識を釣りませんか」、こう

いうキャッチコピーを考えて皆さん発表してくださいました。このあたりに関して、前回

最後に講評はいただいたのですが、松本先生から何かありますか？ 

松本 一言で言うと、短時間の中で皆さんが本当によく考えて下さった、というのが第一

の感想ですね。それぞれの特徴をつかんでいただいて「わたしがこういう図書館の図書館

員だったらこうしよう」ということを真剣に考えて下さった跡がうかがえました。これは

単純に夢物語というか、ワークショップのためのワークショップというのではなくて、実

際にそれぞれの図書館で、すぐにでも始められるような活動もいくつかあって。また後で
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塚田先生のまちづくりの話でも出てくると思うんですけれども、非常に具体的なイメージ

が出ていると思って面白かったでした。 

下田 それでは今日の話の中でなにか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、もしあれば、

遠慮なく手を挙げていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

質問者Ａ 恵庭市の“まちじゅう図書館”活動ってありますね。具体的に喫茶店に入りま

して、その喫茶店ではどんなことをやっているか。単なるチラシとかなんかの PR だけの話

なんですかね。 

松本 簡単にいうと、これに参加した喫茶店やオフィスなどが店先やちょっとしたスペー

スに本を展示して読んでもらおうという活動ですね。ですから「まちのどこでも図書館の

本が借りられる」とかいう大々的なイベントではないんですけれども、これによって恵庭

全体が本のまちを感じさせる、図書館や本を愛しているまちだなという雰囲気づくりに役

立てばと、そういう意味のしっとりした感じの活動ですね。 

質問者Ａ 恵庭市はそう大きなまちじゃないと思いますけれども、例えば本を借りた人の

中継をしているとかと、そうことは全然していないのですか。中継してくれるとかですね。

札幌ですと、はっきり言って中央図書館に行くとなると結構大変なんですよね。ですから

仕事が終わったら行くとか限られてくる。実際に本を見ないとならないとなると、やっぱ

りどこかに中継地点があって欲しい。札幌市内に 80 カ所のまちづくりセンターがあるんだ

けど土・日とか夜はやっていないんですよ。そういったことができるような所があればい

いなと。恵庭市はそういった形でやっているのかなと思って質問しました。 

松本 まず質問に直接お答えすれば、“まちじゅう図書館”は、恵庭市の図書館の貸し出し

拠点ということではなくて、喫茶店などが個々に本を展示する、そういう活動なので、ち

ょっとご質問の意図とは残念ながら合わないですね。 

ただ、今の質問を受けて、僕なりに観光と図書館ということでいうなら、観光客が旅先で

本を借りた際に、それをわざわざ図書館に返しに行かないでも、例えば駅の待合室に置け

ば返せるとかね。そういう配慮があってもいい。あるいは地域の人々にとっても、これか

らは交通弱者が危惧される時代なので、僻地にいる人は移動図書館でフォローするとか。

今の質問を僕なりの問題意識として受け止めるならば、やはりまちづくりの意識として、

総体的に図書館の本を借りやすく・返しやすくするシステムというのを考えるべきだとは

思いました。 

質問者Ａ ありがとうございました。 

質問者Ｂ 図書館が観光を意識する際に、役場とか市役所とかに観光課というのがありま

すね。そこと常に連携しなくちゃあ、ちょっとパーフェクトじゃないと思うんですけれど
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も、実際のところ、それぞれの観光課とか、あるは商店街の商工組合とか、そういうとこ

ろとの連携についてお話を伺いたいと思います。 

松本 私もそれほど具体的に知っているわけではないので概論でしか言えないんですけれ

ども、あちこちを講演などで回って「観光と図書館が連携すべきだよ」と言っていますが、

観光課や観光協会の人に話を聞くと、「われわれも図書館に行って地域資料を見たりするん

だけれど、それ以上のことは思いつかなかった」という場合が多いんですね。だからご質

問にあったように、当然連携は必要なんですけれど、それがあまり意識されていないのが

まだまだ実情です。図書館の側からだけではなく観光協会の側からも、平たく言うと図書

館や図書館員をこき使うという意識を持って、「どの名所を紹介しよう」「どういうパンフ

レットをつくろう」「どういう観光マップをつくろう」と考えたときに、もっと図書館と連

携すればいいと思うんですけれどね。図書館の側からも観光を意識して欲しいし、観光関

係者の側からも図書館を利用するという意識がまだまだ足りないように思います。まさに

ご質問の点は、これからの課題だと思います。 

下田 どうもありがとうございました。だんだんだんだん、いろんなことが出てくると思

いますけれど、とりあえず前回のまとめ、さらに踏み込んだ形での「観光学から見た図書

館の関わり」を、お話しいただきました。どうもありがとうございました。 

（拍手） 

下田 それでは第 1 回の観光ではなくまちの文化ということで、お話をいただきました塚

田先生のほうからお願いします。 

塚田 こんにちは。塚田と申します。第 1回目では、「まち文化」と私が呼んでいるものと

図書館で実践してきたことが、まちを育てるのにどうつながっていくのかというお話をし

ました。今日は参加者の顔ぶれも少し変わっているようですので、ふり返りながらあらた

めて整理してみたいと思います。 

まず、時間を多めにいただいているようですので、１回目にも展示していた「まち雑誌」

のことをお話します。私は「まち文化」に関わりながらいろんなことを調べているんです

が、1960 年代ころから、札幌だけでなく旅行などで行った先に地元の雑誌があると、よく

買っては読んできました。こうして集めたものの中から今回もその一部を並べてあります。 

展示してあるのは、70 年前後から今年までに出された全国の「まち雑誌」からピックアッ

プしたものです。「まち雑誌」というのは、地域雑誌とかタウン誌・タウン情報誌などと呼

ばれてきたローカル雑誌ですが、この種の雑誌は近年どんどん少なくなっています。第１

回目の時はあまり見る時間がないままでしたし、多分、今日見なければ、もう一生見られ

ないものが大半だと思います。せっかく重い思いをして持って来たこともありますので、
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見ていただく時間をちょっと取ろうかなと思います。 

本学の司書教諭コースを受けている学生に、その中から自分が気に入った雑誌のポップを

書いてもらいましたので、それもご覧ください。 

こうした「まち雑誌」の展示自体、図書館でも行われているのをほとんど見たことがあり

ません。難しさもあるんだと思います。手に取るということになると、普通の本より傷み

やすいですし、バックナンバーだと、別な意味で貴重ということもあると思います。札幌

市の図書館にもすごい雑誌があるんです。たとえば昭和 20 年代の「日曜日」などは、まだ

有名になる前のおおば比呂司が何本も書いていますし、特集や広告もとても興味深い。 

じつはこれらのまち雑誌を授業でも使ったんですが、私が見るのと別の見方といいますか、

20 歳前後の学生が見ると、そういう見方もするのかという新鮮な発見がいくつもありまし

た。今の時代にはプライバシーの関係で難しくなってしまったような読者参加ページが、

70 年代、80 年代には普通にあったということにも、学生の感想を通してあらためて気づか

せられました。その意味でも「まち雑誌」は、身近な「まち文化」や時代の貴重な記録に

もなっているということです。 

それぞれに、何か感じていただければということもありまして、わずかな時間ですがご覧

になってみていただけますか。それを受けてこのあと私のお話をしたいと思います。それ

では一時散会ということでお願いします。 

下田 展示のコーナーと購読コーナーと後ろの 2 カ所に並べていますので、自由にご覧く

ださい。 

塚田 左側が主に北海道で、後ろのほうは道外です。混ざっている所もあります。 

【閲覧タイム 11 分間】 

塚田 ご覧いただいてどういう感じだったでしょうか。できれば皆さんに聞いてみたいと

ころです。普段見ることがないものを見る時間ってすごく大事です。読書でも、本屋さん

に行くとだいたい、いつも同じ棚に行きますよね。それ以外の所は通り過ぎるだけか、そ

もそも近づきもしません。そういうのをどこで変えていくか。大学の授業もそういう機会

だろうと思いますし、図書館も、そういう仕掛けをどうするのかということがあるだろう

と思います。それは図書館にいろんな人に来てもらうという意味だけじゃなく、図書館に

来るまちの人に、より知的な刺激を提供するということのひとつでもあるんですね。 

第 1回目の時は 30 分間かなり突っ走ってお話をしました。そこでその時の話のメインにな

る部分と、そのあと学生や一般の参加者の皆さんが話し合って発表していただいた内容か

らピックアップして、私の話をまとめたいと思います。 

図書館の役割って何なのか、という大きなテーマがあります。図書館の役割というだけで

なく、私の場合は「館の役割」と言っています。博物館、文書館、資料館、文学館、美術

館など、「館」にもいろいろありますけれども、それらはどういう役割を担っているのかと
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いうことです。特に図書館はそうだと思うんですが、まず自分が住んでいるまちを知る場

所だということですね。まちのことを知る。自分の足元を知る。生活の基盤を知る。そし

て世界を知る。そういうきっかけをつくってくれる場所だと思うんです。 

それが今は、どこか違っているんじゃないかなという感じがしています。特にコンピュー

タをベースにしたスマホのような機器が広く普及するようになって、出発点が宙に浮いた

ところから始まっている感じが強くあります。いろんなものを自分の中に取り込み、シャ

ッフルして、自分の世界をつくっていく、という考えるための素材獲得の範囲が広がると

いうことではいいのかもしれません。でもそこがメインになってしまうと、いつまでたっ

ても足元が見えない不安から逃れられなくなっちゃうんじゃないかな、と自分を見ていて

も感じます。 

そこで、「あなたのいる場所はこういうところなんだよ」と、自分が実際に生きているとこ

ろを教えてくれる場所の一つが図書館じゃないかと私は思っています。あとはそういう場

所である図書館にいる人たちが、その力をどう引き出すか、そしてそれを引き出す機会を

きちんと与えられているか、ということにもなります。 

いま公共図書館というのは、民間委託云々の問題を抱え、貸し出し冊数の数字などの論議

にふりまわされているところがあって、そういう状況は将来の国づくりの面から考えても

どうなんだろうと思うわけです。そこで、じゃあ自分は何ができるのか、というところか

ら始めていったわけです。 

私は札幌篠路高校という所で教えていました。皆さんに「篠路高校の実践」という資料を 1

回目でお渡ししましたが、今から 15 年くらい前でしょうか、それまで図書館に感じていた

物足りなさも含めて、とにかく自分でやってしまおうということで動き出しました。言葉

で「こうやったらいいんだよ」と組み立てても、「じゃあ、あんたはできるの」と言われた

ときに詰まっちゃうようでは、言ってることに説得力がない。ということで取り組んだこ

とを、映像をまじえながらお話したわけです。 

その実践をするときに一番考えたのは、まちを育てるということです。よくまちづくりと

いいますけれども、まちづくりっていうと行政が再開発的にやるというのがどうしても多

くなって、市民は後からくっついていく感じになる。でもまちというのは、自分たちでつ

くり育てていくものなんだということなんです。 

その時の出発点はというと、身の回りにあって、普段は何気なく見たり利用したりしてる

もの。これを「まち文化」と呼んでいるのですが、まずそれを知る。つまり、あらためて

意識し直して再認識するわけです。そしてそれはいったいどんな経緯をたどって今ここに

あるのかという歴史を知る。その集積が、今自分が住んでいる「まち」なのですから。「あ

あいいなあ、このまちは」というところに向かう実践を、どれだけの人がやるかによって、

そのまちの居心地というのもかなり変わってくるのだろうと思います。 

松本先生の観光の話に、すごくつながるんですね。要するに観光というのは自分にとって

の非日常体験であるわけです。つまり普段見られない自然を味わいに、お寺にお参りに、
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歴史を味わいに、ほかの土地に出かけて行っていたわけです。それが今は、そういう拝観

型の観光だけでは人を引きつけなくなっていて、それがいろんなところで従来型の観光の

行き詰まりにつながっていきます。 

その点、日本の国内に限っても、いろんな歩みを重ねてきた町があり地域がたくさんあり

ます。それぞれ違うわけですね。よそのまちから来ると、同じように人間が生きている場

所なんだけれども違うんです。つまり非日常なんですね。 

例えば、私が京都に行って、まずどこに行くかというと、市場に行き、銭湯に行き、それ

から喫茶店に行って、というふうに、私が「まち文化」と呼んでいるところを歩きまわり

ます。それは多くの場合、自然発生的に生まれたものを原点とする商いの場であり、土地

の暮らしの場の一部なんですけど、それは同時に社会的機能を自然体で担ってきた場所で

もあるわけです。人と人をつなぐ役割をはたしてきた場所なんですね。私にとっての観光

はずっと、そういうところを体感するというものでした。 

銭湯にしても市場にしても、それが消えて行ってるということは、ただ時代が変わって、

まちの風景が変わっていくという以上のものがある、と感じています。しかも新旧いろん

なものがある中から熟考して「よし、この点でこっちの方がよりいいから、こちらを選択

しよう」といって選び取るならまだいいんですが、どうもそうじゃない。なんだかただ流

されているだけのように見えてしまいます。 

私が携帯電話を持たないというのも、そこなんですね。「まだ携帯電話をこなせる人間じゃ

ない。持ったら絶対それに流されるだけ」ということで、携帯電話を持たない日常を過ご

しています。そうすると見えてくるものがあります。公衆電話がめちゃくちゃ減っている

なと。昨日あったのがなくなっている。ですから約束に遅れそうになったときに、どうや

って連絡するか、というのが私にとっての大きな問題なんです。 

ちょっと早めに行って、事前に近隣の公衆電話を探しておいたりする。ところが次に行っ

たらなくなっていたり。またスーパーの場合だと、電話があるところでも、かなりの確率

ですぐ近くのスピーカーから店内放送が大音量で間断なく流されていますから、非常に聞

き取りにくい。それでは設置した役割を果たしているとはいえません。サービスとはいえ

ないんです。というように携帯電話がないことによって気付くこともたくさんあります。

結果的に私は、そっちの道を選んで生きているわけですけれども。 

いずれにしても他のまちにいったときには、非日常を味わうことができる。それが新しい

方向の観光につながるのだろういうのはかなり前から感じていて、まちを育てるまちづく

りはその意味でも、まず自分たちの暮らしの身辺を洗い直すところから始めるのがいいだ

ろうと考えています。つまり「まち文化」の再発見です。今日も、まず身近にあるモノや

コトを見つめ直すところから始めようということでお話をしているわけです。 

そのときに図書館というのは、すごく重要な存在だと思います。図書館にはこれまでのま

ちの記録が集められています。それを利用して、例えば展示でも何でもいろんな形ででき

ますし、雑誌を使って今回ここで行なってるようなこともできます。雑誌を全部取ってお
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くのは大変かなとも思ったんですが、今はまち雑誌の数は非常に少なくなりました。残念

ながら、無理なくとっておけるくらいの数しか出ていない寂しい状態なので、それは十分

可能かと思います。 

私は地元の出版を応援するのが、図書館の最大の役割のひとつだと思っています。ところ

が図書館にもよりますけれど、新潮社や講談社など中央の大手出版社の本はお金を出して

買うのに、地元の雑誌や本は献本してもらうという図書館の話も聞いたりします。これは

むしろ逆じゃないでしょうか。地元の出版活動が活発に行なわれて、多くの「まち文化」

がかたちに残されると、自分たちの住んでいるまちをテーマにした企画など、いろんな刺

激を市民にも発信できる。市民にとって魅力的な場所は、よそから来た人にとっても魅力

だと思います。今そういうところが少なく思えるのは、図書館にその力がないからという

ことではないんですよね。 

さっき松本先生のお話の中に、「サード・プレイス」という言葉が出てきました。居場所に

もいろいろあります。自分の部屋のように一人でいて落ち着く居場所もありますが、これ

からはむしろ共有の居場所っていうのが、すごく大事なんだろうと思います。そこにいる

と、好むと好まざるとにかかわらず、他の人も一緒にいるという場所。そういう共有の場

所が居場所のひとつとしてあることは、社会装置としてもとても重要じゃないかと思って

います。例えば銭湯なんかがそうなんですが、そういう共有空間がどんどん消えていって

るんですよね。 

地元の人たちが利用するそういった商業的なスポットというのは、観光の面でも大きな可

能性をもっています。地域のコミュニティの核としてもそうですね。その辺の役割につい

ても、もう１回見直した上でたとえば「いや、やっぱり銭湯なんてなくたっていいよ」と

判断するのなら、それはそれで仕方ないのかもしれません。でも本当にきちんと考えた時

に、はたしてそうなって行くのかだろうかという疑問が強くあります。大きな問題は、そ

ういう判断をしながら取捨選択しているのでなく、ただ何かに流されているだけの思考停

止状態のあらわれなのだとしたら、その先には取り返しのつかない事態が待っているので

はないか、ということなんです。 

前回は映像をいろいろご覧いただきました。今日は、映像は数点だけにして、参加者の皆

さんがまとめたものに移ろうと思います。 

この映像は札幌市立中央図書館で行なった展示の風景です。そこでは２回展示をやってい

るんですけれども、最初に行なったのが、図書館にとってこれが一番大事だろうと思って

やった企画展「おらが出版人に花束を」でした。地元の出版に関する世界をできるだけ幅

広く、少しでも深く展示にすることで、そこに携わる人たちを応援しようと考えたわけで

す。生徒たちが出版社にインタビューに行き、製本会社などにも協力していただいて、地

元で本や雑誌などの出版がどのように行なわれているのか、ということを伝えようとしま

した。 

本や雑誌が出版されなければ、図書館は成り立ちません。それは媒体が紙でも電子でも基
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本的に同じなんですね。地元の出版社を応援するというのは、地元のライターさんなど書

き手の人たち、つまり知的な活動をしている人たちを応援するということでもあります。

今は出版社も大変ですが、ライターさんたちも大変です。書く場所がなくなってるうえに、

原稿料は下がってます。ですから、そういうことをひっくるめて、地元の知的活動を応援

するのにはどうしたらいいのか、ということでやった企画でもあるわけです。結果的にそ

れがまちを育てることにつながるからです。 

図書館はこのような企画を、どんどんやってほしいですね。そのときもこちらの活動の広

がりに呼応して、出版社の人達も「じゃあこういうものを展示に加えてみようか」という

ふうにどんどん張り切って下さったんです。その後、道内の高校図書館の全道大会で当番

校になったときの企画には、十数社の地元出版社が本の屋台を出し、そこで販売を行った

り、いろんな情報サービスも行なってくださいました。 

この映像がそれです。「北の出版文化祭」ということで、コンベンションホールでやりまし

たけれども、たった数時間の文化祭でしたが、かなりの人が来てくださいました。こうい

うことが恒常的にできる所があればいいと思っています。本当はここにライターさんたち

も来ていただくと良かったんですが、そこまではできませんでした。 

今日紹介するのはそのほんの一端だけになりますけれども、こんなふうに本をキッカケに

して、自分たちも楽しめ、外に発信することもできるんです。 

というふうに、図書館はそこにあるものをキッカケに、いろんなことがやれるわけですね。

「図書館でやれることは、従来やってきたこと」という枠を頭から取り払えば、できるこ

とはいくらでもあります。何しろ図書館にある本には、あらゆるものが盛り込まれてます

から、何をやってもそこにつながるわけです。楽しみは無限大、という感じがします。 

最後に、会場の後ろに貼ってありますけれども、学生と一般の方が混じって 10 班に分かれ、

「じゃあ図書館では、まち文化をきっかけにしてどんなことができるのか」を話し合い発

表していただいたことについて。皆さんのお手もとにも、さきほど下田先生から紹介があ

りました冊子がありますが、その中からピックアップしてお話ししたいと思います。 

「図書館というのは面白いことに出会える場所」というのがありました。ここから「楽し

くなければテレビじゃない」という、1980 年代のフジテレビのキャッチフレーズを思い出

しました。そこでいう楽しさというのは、どっちかというとおふざけのほうに行っちゃい

ましたね。当時視聴率的にトップだったそのテレビ局は現在は率をかなり下げています。

楽しみを知的な方向にも掘り下げて行ってたら、今のテレビ界も違っていたのかどうかは

わかりませんが、ちょっと方向を誤っちゃったかなという感じはあります。 

自分が面白いと思うことを私もいろいろやっていますけれど、やはり楽しくなければ続か

ないだろう、というのはあります。楽しさにもいろいろあります。その場で笑い転げるよ

うな一過性の楽しさもあるし、後でジワーッときていろいろ考えるうちに、自分のテーマ

が見えてくる、なんていうのは、究極の楽しさかもしれません。 

私は今、全道のいろんな「館」を回っています。博物館、資料館…さまざまです。それも、
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公共の施設よりもむしろ私設の、個人がやっている所を回っているんですよ。これがすご

くおもしろいんですね。人のエネルギーはすごいなと思います。 

ひたすらカメラだけを集めている方が札幌にもいますが、高齢のため、2014 年の 12 月で閉

館しました。じゃあ集めたカメラをどうするかということで、すごく悩んでいます。どこ

かあれば、それを寄贈してもいいということなんですが、札幌市には断られたといいます。

だいたいそういうことをやっている方は、開館から時間も経って高齢になっている場合が

多い。まだ今は何か所もありますが、これから数年したらかなり消えちゃうんじゃないか

という問題があります。 

それはつまり、その館が消えるだけじゃなくて、そこにある収蔵物が散逸することを意味

します。そこにまとまってあることで体系的にみることができたのが、それができなくな

っちゃうわけです。そうすると、せっかく北海道でその人が集めてくれたモノという財産

が、それはつまり「まち文化」なんですけれども、それが消えちゃうんです。 

図書館は面白いことに出会える場所。図書館に限らず「館」というのはそういう場所なの

で、そうした「館」との出会いのきっかけを図書館がつくるということもできますね。た

とえばうちのまちにはカメラばっかり集めている人がいるよ、枕ばっかり集めている人が

いるよ、郵便物ばっかり集めている人もいる。これ全部札幌なんですけどね。多くの人は

たぶんそんな人たちがいることも知らない。だからそういう情報を流すのも図書館の役割

です。 

具体的にはたとえばそこから枕をいくつか借りてきて、現物と一緒に、枕や寝具、睡眠な

どに関する本を並べてもいいわけです。そのとき眠っていた所蔵本が活きてくるわけです

し、そこから「館」に向けて人を動かすことで、やっている人を応援することにもなりま

すし、「まち」に動きが生まれます。やる気になりさえすれば、いくらでもできることはあ

るんです。 

そして人の掘り起こしですね。やっぱり「人」です。ここはすごいなという館でも店でも

何でもそうですが、それをやってるのは、人。そういう意味でもまちを育てているのは人

ですから、そういうエネルギッシュな人に会うきっかけを提供するのも、公共図書館など

「館」の役割じゃないかなと思います。 

それから「図書館とまち文化スポットを結ぶ」という発表がありました。これまさにその

とおりですよね。図書館だけで完結しちゃあいけないんです。例えば最近は、松本先生の

お話にもありましたが、温泉地に行くと大きなホテルの中ですべて完結してしまいます。

土産物売り場があり、お風呂もたくさんあり、それからバーもあり、喫茶店もあり、ラー

メン屋まである。これは温泉街としては死を意味するんですね。自分の利益だけを囲い込

むのでなく、できるだけゾーンを動いてもらうための情報を、各ホテルで提供しあう姿勢

が必要です。 

図書館と「まち」の関係も同じです。その図書館を一つの核にしながら、まちに動き出し

たくなるような刺激（情報）を提供する。そういう意味で図書館はうってつけの場所です。
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そう考えれば、図書館に行くとカフェがあってゆっくり寛ぐことができ、おまけにショッ

ピングもできるなんていう方向は、本当に図書館の役割なのだろうかということも出てき

ます。まちを育てるという全体構想の中で、どんな優先順で、どういうことをどこまでや

ればいいのか、ということも考える必要がありそうです。 

そこに行けばそのまちのどこが面白いか、しかも従来の定型的な観光地じゃなく、その土

地固有の「まち文化」にふれられるという情報が入手できれば、あるいは入手できるよと

いう情報が流されれば、今、人は動きます。特に札幌市はまちの真ん中にも、図書館をつ

くるようですね。あの辺は位置的にも、そういう役割をはたすのにうってつけと言えるん

じゃないかと思っています。どこの図書館も同じような金太郎あめじゃあ、せっかくの場

所がもったいないですね。 

そしてもう一つ。図書館員は、できあがった本や雑誌を置いて見せるだけじゃなくて、図

書館員自身が発信する楽しみも知ってほしいな、というのがあります。私が何かをすると

きは、必ず印刷物を出します。1回目にお配りした紀伊国屋書店でのイベント企画「本棚の

まち旅」のときにも、３か月弱の間に通信を 30 号まで出しました。というように、これも

やる気にさえなればいくらでもできることなんじゃないかと思います。楽しいですよ。 

その発信の中には当然、その図書館の PR も盛り込まれていいわけですから、「実はその本

が図書館にあります」とか「もっと深い情報は図書館のカウンターで聞いてください」と

か。図書館員がそこまでできないというなら、図書館の一角に観光協会の人や、その方面

に詳しい人などに来ていてもらってもいいわけですよ。曜日を決めてもいいし。そういう

連携はできるんじゃないかと思いますし、そうすることで１＋１から２以上のものが出て

くるんです。 

自分だけで完結しようと思ったら限界がありますから、どんどん外部と結び合って行くと

いうことですね。そういうネットワークづくりは大変なようで、じつはそうでもないんで

す。まず「こういう人がいる」「こういう場所がある」「こういう資料がある」というよう

な基礎的なリストを楽しんでつくりながら、同時に自然にそことつながりながらネットワ

ークをつくっていけば、そんなに難しいことではないだろうな、と体験上思っています。 

とにかく自分が生きている場所は、楽しく知的であるほうがいいですから。そうなるため

に皆さんも、それぞれの場所でいろいろと挑戦してみていただければと思います。 

ということでピッタリ時間ですね。ぜひまち文化を旅しながら、まちを育ててください。 

【拍手】 

下田 ありがとうございました。展示の資料、新聞を見て、今の先生のお話を聞いてさら

にもうちょっと考えてみたいと思います。最後にまた全体を通して皆さんの体験を聞きた

いと思います。（塚田先生には）第 2回についても触れてお話してくださいました。ありが

とうございました。 
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それではちょっとお時間下さい。 

下田 全体をまとめる前にちょっと課程の PR をさせていただきたいと思います。この図書

館情報学課程の土曜講座では、これまで Google の社長とか、札幌市長、恵庭市長など、い

ろいろな（地域にかかわる）方々にお話をしていただきました。今回（の講師）は、松本

先生も塚田先生もこの図書館情報学課程の中で、学生たちと一緒にいろんなことを考え、

一緒にやってきています。それを通して図書館を考えるという意味では、受講生を含めて、

（地域と）図書館のことを考えるということの実践を、日常的にもやっているというふう

に私は思っています。  

図書館情報学課程は、（オプションの）課程で卒業要件とは関係がないのです。司書の資

格を取りたい者が受講するというのが普通なので、司書課程というふうに呼ばれています。

大学の図書館情報学課程はもちろんそういう（司書養成という）要素があって、文部科学

省が定めている司書養成教育の中でやっているわけですが一つの目標としてやっぱり図書

館が元気にならなくちゃいけないよね、というところを大事にしていきたいと思っていま

す。ここにいる受講生たちは、２年生から４年生まで３年間、課程で学ぶんですけれども、

両学部キャンパスが離れているものですから、土曜日しか授業ができないのです。土曜日

にここ（文学部校舎）に集まってきて、今日のメンバーたちもそういう形で授業に来てい

るわけですが、図書館ありきという形で「図書館があるから司書の資格を取るんだ」とい

うことではなくて、「図書館って何なの？」「図書館って本当に必要なんだろうか？」「自分

にとって図書館はどういうものなんだろうか？」あるいは「社会にとって図書館ってどの

ように必要とされているんだろうか？」ということについて考えています。 

これまで、とくに松本先生のお話の中にもありました、いろんな新しい現代の技術の中

では、これまでイメージしてきた図書館の読書室的な機能とは全然違うものがたくさんあ

ります。そういう中で「図書館がホントに必要なんだろうか？」ということを考えてみる

ことも大事だろうということで、３年間の中の学びを通して、「果たして図書館は現代にと

って必要なのか？」という問いの答えを出していくというのが、本学の図書館情報学課程

の学びです。 

３年生前期に「図書館サービス概論」という必修科目があります。この中で図書館の館

種（つまり）図書館の種類によってどんなサービスをしているか、とくに去年と今年は、

この地域の図書館がどんな働きをしているのか、あるいはどんな働きの可能性があるのか、

ということの前提として、近くにある区民センターの中で行われているコミュニティの活

動、いろんなボランティア活動だったり、それからその中で行われている講習・講座とい

ったものはどんなことが行われているのか、実際の施設の見学を含めて、私たちクラスご

と区民センターに行って授業をしました。その後、私たちなりに、この大学を中心として

みることができる、様々な館種についての学びというのをやりまして、その中で地域にど

のように図書館は根差していけるんだろうか、実際に肌で感じるということをしてきまし
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た。 

今日ご紹介をするのは、実はこの講座そのものの運営を後期の「図書館総合演習」とい

う科目の中でやっておりまして、司会進行から、会場の設営から、すべてのことについて、

この「図書館情報学演習」の二十数名の学生たちが分担して、この中に座りつつカメラを

持ったり、記録をとったり、受付をしたり、ということをしています。その授業グループ

の中にいくつかのプロジェクトがありまして、その一つが前期に行われた館種のグループ

のまとめというか、館種グループの研究成果を自分たちなりにまとめ、このまちづくりと

の関わりの中で何か提案ができないかということを考えて、自ら課題設定をして今回発表

したものがあります。そこに今、白黒ですけれどお配りした「つながり寄り添う図書館」

という形のパンフレットになっております。 

これについて、作成したグループの代表のほうから発表してもらいます。内容について

は館種のグループが短い時間の中でやった内容ですので足りないところもあるかもしれま

せんけれども、どんなことを授業の中でやって、どんな成果になったのかということを、

見ていただきたいと思います。 

高塚 みなさんこんにちは。私たちはチーム笹川先生です。チームを代表して私、人間生

活学科の高塚と食物栄養学科３年の斉藤のほうで、発表させていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

図書館といっても幅広いジャンルがありますよね。例えば大学図書館に公共図書館、病

院の中にある本の棚、あれも図書館に含まれるのですが、そういった各施設が行っている

サービス内容のイベントなどはもちろん、その施設の存在自体がなかなか知られていない

ということが現実です。まずは市民の皆さんに知ってもらうということが重要だと私たち

は考えました。 

そこでこの場を借りて、皆さんに私たちの考えを述べさせていただきたく思います。お

手持ちのパンフレットを併せてご静聴願います。もし持っていらっしゃらない方がいらっ

しゃいましたら、今学生が回りますので声をかけてください。お願いします。 

では話のほうを続けさせていただきます。 

私たちは先ほど下田先生のほうからもご紹介ありましたが、前期の「図書館サービス概

論」という講義のほうで、札幌市にある各図書館のサービス等について調べて発表してき

ました。そこで発表するときに、北区民センターでどういうふうに活かしていけるかとい

うことを課題に、各々調べまとめてきました。その中でも今回の土曜講座のテーマ、そち

らにもある「まちづくり」ということに焦点を当てて、そこに深く関わっているであろう

館種をピックアップして、パンフレットのほうに記載いたしましたので、後ほどご確認く

ださい。 

斉藤 次に地域と図書館の関わりについて、私たちなりに考察を立てましたので、お手持

ちのパンフレット 11・12 ページをご覧ください。 
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先ほど高塚も言ったように、私たちは地域と図書館をつなぐには、まず周知させること

が大切だと考えました。その一策として、例えば地下歩行空間など地域住民の利用が多い

場所に広報誌等を置いたり、SNS の公式アカウントをつくり、情報発信に力を入れることが

周知の基本になっていくと考えました。 

高塚 また、定着させるためには、他施設との連携も不可欠となります。その機会を増や

していくところで、まちづくりの一助になれると考えました。例えばブック・カフェで文

書館等から貸し出した郷土資料を展示したり、読み聞かせるイベントを、今は公共図書館

のほうでしか行われていないのですが、公共の図書館の枠を超えて他の施設に読み聞かせ

をするなどといった、ブック・カフェと公共図書館と文書館、公共図書館と他施設といっ

たように、他施設同士との連携が大切になってきて、そのことで人々の周知へもつながっ

ていくと私たちは考えています。 

斉藤 さらに現行のサービスやイベントも重要ですが、さらなる活性化のためには、新た

にサービスを企画し実現していくことが重要である、と私たちは考えました。 

例えば公共図書館等で閲覧した図書や雑誌を気に入った場合、その図書等の注文が気軽

にできるようになるというようなサービスなどがあれば、もっと地域や図書館がまちとし

て一つになっていくのではないでしょうか。 

高塚 これらの可能性を広げるために、図書館という地点から、まちの創造・活性化をは

かるためのスタートラインとして、多くの市民が興味を持つこと、自らが考えていくとい

う姿勢、この２点が重要であると、私たちは最終的に考えました。 

第１回、第２回の土曜講座でも、このグループワークで行われたとおり、先ほど見てい

ただいて分かると思いますが、たくさんのアイデアが皆さんから出ました。人の知恵は無

限大。その言葉に合うように、それらはどれもとてもすばらしいものでした。それらの知

恵がもし多くの人のものとつなぎ合わせることができるのならば、様々な発展が可能とな

ると私たちは思っています。そのためにも図書館に関わる人々は、市民が積極的に考えた

くなるようなきっかけをつくることで、スタートラインに行くことができるのではないで

しょうか。 

最後になりましたが、本日私たちがこの前期で行ってきたことを活かし、考え、まとめ

てきたことを、この場で皆様に発表できたこと、心より感謝いたします。 

もし質問等がありましたらお気軽に聞いてください。もしこの場で答えられないことで

も、後ほどしっかり調べて下田先生のほうを通してご返答したいと思っています。 

ご静聴してくださった皆様とスタッフの方々、そしてパンフレット製作に関わった仲間

に心より感謝いたします。ご静聴ありがとうございました。 

【拍手】 

下田 はい、ありがとうございました。質問を受けてもいいということなので、カラーで
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なくてホントに申し訳なかったんですが、こういう形で学生たちがまとめたものをご覧い

ただいて、もし何か質問・ご意見ありましたらいただければと思います。いかがでしょう

か？ 

下田 はい、ありがとうございました。 

高塚 ありがとうございました。 

下田 こういう活動、もちろんいろいろ足りないところあるんですけれども、学生たちに

も自ら情報を発信するということに少し慣れてもらいたいと思って、私たちの「図書館情

報課程」では授業をやっております。 

先ほど塚田先生もお話しくださいましたけれども、今年は２年生、いきなり受講始まっ

てすぐに紀伊国屋書店でのイベントに学生たちが参加をして、あのような形で成果を残し

ておりますし、大学生決しておとなしくない、ということをホントに感じます。 

今回のテーマに関して私たちが目指しているもの、つまり図書館というものが、例えば

観光とどう関わるのかという部分で、松本先生のほうからお話いただいたのは、そこにあ

るものを、どういうふうに持っていけば観光に結び付くのかというところで、観光学の立

場から、こういう手法があるよとお話くださっていたと私なりに理解をしています。 

一方で塚田先生は、観光からということではなくて、まちというものを意識して、いろ

んなまちの中にあるシーンを取り上げながら、学生あるいは高校の生徒さんたちと一緒に、

それを形にして情報発信しておられるのを見ております。このお二人の先生方のなさって

いる活動が、これからの図書館にとって非常に大きなきっかけづくりになるのではないか

と思っています。 

実はこの土曜講座の最初のきっかけは、21 世紀に入って図書館がパラダイムシフトとい

う形で新しい図書館サービスに向かわなければいけないということが頻繁に話題になるよ

うになった時期に始めました。それをいろんな角度から見てきたのですがやはり大きいの

は、国が何を今図書館に期待しているのかということについて、もう一度見てみる必要が

あるだろうということでした。 

生涯学習社会という言葉を私たちは普通に使うようになってきています。生涯学習社会

と呼ばれている今日の日本の環境の中で、図書館が果たす役割は何なのかということを、

図書館側から考えるということももちろんですが、国は何を期待しているだろうかという

ことを、最初はまず学んできました。私たちが置かれている社会の環境が大きく変わって

いるということが、一番大きな要素でありますし、同時に生涯学習社会という呼称で呼ば

れているもの以外にも、私たちが今日の社会の中で求められている市民としての役割の部

分に、かなり大きなものがあるということを認識せざるを得ないことを政策的なところか

ら、あるいは経済的なところから見られるようになりました。 

国は地域の情報基盤センターということを、21 世紀になってからかなり頻繁に掲げてい
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ます。それはすごく新しいことなのかというとそうでもなくて、これをたどっていくと、

日本が日本国憲法をつくって、その憲法のもとで「図書館法」ができて、その「図書館法」

に基づいた図書館の理想的な形という、最終的に国が考えなければいけない望ましい基準

というものを、ようやく 2012 年、半世紀以上たってからつくるわけですが、「図書館法」

の中にも、それと理解できるようなことはすでに書かれていると私は理解しています。 

「これからの図書館像」、あるいは「図書館の望ましい基準」というのをここで私が皆さ

んにご説明するのは、ちょっと時間的にも難しいので省略をしますが、そこで一貫して言

われていることは、地域の情報基盤センターというキーワードに結び付くような内容です。 

その基準の中では、様々なことを書いているんですけれども、最終的に、図書館は閲覧

サービスだけではない、読書サービスだけではない、市民・住民のためのサービスを確立

することを掲げている、ということを私たちはまずしっかり受け止めなければいけないと

思いました。 

図書館の世界では、1994 年にユネスコがつくったマニフェストがあります。これを日本

では「ユネスコ公共図書館宣言」といいますが、この図書館宣言の中に書かれていること

が、憲法に書かれていることとつながってくる非常に大事なことなんだということに気が

付きました。この文書、とても長く、訳文なので分かりにくいですけれども、ちょっと読

ませていただきます。 

社会と個人の自由・繁栄・発展というのは、人間にとっての基本的な価値なんだと。こ

れはもう当たり前のことですけれど、これに続く文章の中で、これは充分に情報を得てい

る市民というのがまずあって、その充分に情報を得ている市民が、その民主的な権利を行

使すること、社会において積極的な役割を果たす能力を用いて（これら基本的価値を）達

成することだと書かれています。建設的に参加して民主主義を発展させるということが、

充分な教育が受けられて、知識・思想・文化および情報に自由かつ無制限に接し得るとい

うことを前提にしてあるということは、つまり私たちは充分な教育が受けられること、知

識・思想・文化・情報が自由に、かつ、無制限に得られることが前提になって、私たちの

自由を守ることができるんだと。回りくどいですけど、そのために地域において知識を得

る窓口である公共図書館というものが存在している、その図書館が個人と社会集団の生涯

学習、独自の意思決定及び文化発展のための基本的情報を提供するという役割を果たして

いると書かれています。 

これなぜ今あえてということを考えてみると、文科省が求めている知の情報基盤センタ

ーの役割というのは、まさにこのことにつながってくるんです。じゃあ具体的にどうすれ

ばいいのかということについては、例示はしていますけれど、書いていない。むしろそれ

は大事なことで、例示がされていればできるのかというとそうではないと。つまり、私た

ち自身が自発的にそのことについて考えることができる環境と、その中で自発的に関わる

ことができなければいけない、ということが先にある。とすれば、むしろそれを実現する

のは私たち一人ひとりにかかっている、というふうに考えました。 
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テーマが飛びますけれど、今回のまちづくりのことについて、地域の文化の発信と継承

のために、私たちは何をすればいいのかって考えたときに、例えば先ほどの松本先生の観

光事例。私も最初見せていただいたときに、「うーん、これに近いものが北海道にあるかな

ぁ」って、まず思いました。「そもそも北海道に文化なんてない」って言う人がいますね。

認めざるを得ない部分もあるんですけれど、「人に自慢できる文化なんかないよ。たかだか

150 年」とか言いだしたりします。そうでしょうか？というところが私の一つの出発点です。

「残すべき文化がない？ 残すべき文化がないってどういうこと？私たちこんなに生きて

いるのに」と思いました。「やはり北海道は文化の歴史が浅いからね」と言われて反論でき

ない悔しいところもあります、そういうものも分からないではない。でもそれが地域の文

化をつくることのできない理由だろうか、というふうに考えなければいけない。視点を変

えなければいけないんじゃないかなと思いました。「文化は人の営みそのもの」と書いて、

この言い回し、表現が果たして専門的に言って正しいかどうかわかりませんけれど、私は

「文化は人の営みそのもの」だと思っています。 

そういう面から北海道を見たときに、北海道というのは、日本の中ではユーラシア大陸、

樺太を通ってヨーロッパにつながる大陸と非常に近くて、実際かなり古い時代から文化的

な交流、人的な交流がありました。例えば蝦夷錦のようなもので描かれている衣装、最近

フランスで発見されたという絵の中にあるような衣装の中には、実は日本や北海道には存

在していなかったものを使っている。どこからきたのかということも、今はもう明らかに

なっている。それを見ると、文化交流というのは、鎖国の時代を含めても、本当は全然違

う所であったということが分かってきます。 

北海道はというと、歴史がないのが当たり前で、明治の初めになるまで北海道は日本の

領土じゃないというか、厳密な意味で世界的に認知された日本の領土じゃなかったので、

ロシアとの関係の中で、急に日本がこれは危ないと思って、一生懸命北海道を守るために、

様々な政策を江戸時代、幕末の時代にやっています。初めのうちは半分だけが松前藩の領

土であったこの北海道を全部をとにかく守らないとロシアが攻めてくるかもしれない。松

前藩には任せられないので、東北を含めて各藩の人達に全部分担してもらって、北海道中

に番所ができて、国防の防人をしてもらうわけですね。うまくはいきませんでしたけれど

も。そういう歴史でしか、文字に残された北海道の歴史はない。でも先住民族と和人が住

むこの辺境の地は、かなり昔から人々が生活を営んでいる場所です。 

一方で和人と呼ばれる私たち日本人が、植民という形で北海道の開拓をしていきます。

その理由は国境防衛の砦であり、鉱物資源の採集原材料、近代化に向けての重要な石炭や

その他の鉱物資源の宝庫でもあるし、同時に広い土地を使って何とか食糧生産をしなけれ

ばいけない。もちろんつい最近まで、北海道がつくるお米は、決しておいしいお米ではな

かったわけですけれど、そういうことをやってきた。そういう歴史があります。その中に

埋もれている小さな歴史、歩みというのが、北海道の中にもたくさんあって、松本先生が

おっしゃっていたような、様々な事例のどれかに当てはまるものが、いくつもあると私は
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思っています。それが北海道。 

同時に観光ということが、最近盛んに言われるようになって、観光立国とか北海道は観

光をベースにとか、札幌は観光都市などと言われて、じゃあ一体何をしているのかって見

ていくと、どちらかというと経済的な効果を狙った様々なイベントや施設やその他のもの

が中心になっています。それはそれでもちろん大事なことではあるかもしれないですけれ

ども、もともと経済的基盤が強いわけではない北海道で、今考えていることだけが、大事

なことだろうかと考えてみると、新幹線もそうですけど、私たちにとっての北海道の観光

資源はいったい何だろうということを、もう一度考える必要があるだろうと思っています。 

札幌というと時計台とか、某ビール会社のビール工場とか、限られたものしかなかなか

思い浮かばない札幌っ子もいるわけですけれど。 

じゃあ北区という単位で考えたときに、北区の人口どれぐらいあると思いますか。北区

は人口 20 万以上います。北海道で 20 万ぐらいの人口を持っている都市はいくつあると思

いますか？函館も 30 万に届かないけれども、まあそのぐらい。旭川ぐらいまでしか、それ

ぐらいの規模の人口の都市はないです。北区はそれだけの人口がある。じゃあ北区とそれ

らの都市と比べた場合、都市機能としてどれぐらいなんだろうかと考えてみると、あまり

にもおおざっぱに札幌はなり過ぎているということを最近常に感じています。 

＊注 平成27年度の住民基本台帳に基づく上位各都市の人口は旭川347、函館271、釧路178、

帯広 168 でいずれも減少傾向、札幌 1936 で北区 282 をはじめ東区、豊平区、白石区、西区、

中央区はいずれも 200 以上で増加傾向にある。（いずれも数値は単位千人） 

北海道という単位でくくってももちろんそうです。何かというと「北海道の天気は」と

いいますけれど、いつも私たちはひねくれて、「どこの北海道。帯広それとも稚内、札幌？」。

「もう北海道は大変だ、大変だ」と言うから、道外の人からいろんなことを言われます。「で

もそれってね、実はねえ」って説明しないといけない。北海道でくくらないでほしいな、

というぐらい北海道大きいですよね。そういうことに関しての意識を、私たちの側で持っ

ていなくちゃいけない、と私は思っています。 

まちづくりということが、実はすごく大事だと、私は最終的に思っているんですけれど

も、観光とまちづくりを結び付ける要素は何なのかというと、これは本当に私たちが一人

ひとりが考えなくちゃいけないことだけれども、答えは一つではないと思います。 

もちろん、いわゆる観光といった場合には、日本人の観光客が来る、外国人の観光客が

来る、あるいは意外と数的にはこれが多いんですけど、地元北海道の人たちが、他の地域

を訪れる、そういう観光というのがあります。けれども一体どんなものがあればいいんだ

ろう。例えば、道外から来る人の―これ旅行会社のせいかもしれませんけれど―5日間ぐら

いの道東旅行で、千歳に降りて、それから 5 日間（バスで）道東全部を回って、知床まで

行って帰ってくる。毎日、夜、ホテルで何が出るかというとカニが出る。毎日毎日カニを
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食べて北海道を満喫して帰る。それってどうなのかなって思うことがあります。一つの事

例として、そのように私は感じるんですが、じゃあ地域にとって観光客をどういうふうに

受けとめたらいいだろうか。札幌のことを知らないお客さんが来たらどこへ連れて行こう

か、というふうになりますよね。皆さんどこへ連れていきます？ 北海道を知らない、札

幌を知らない人から「観光したいんだけどどこか連れてって」と言われたら、どこへ連れ

ていきますか？ イメージある人いますか？ 私はいつもここへ連れていきますという人

いますか？ 私は大体二つぐらいしか行くところがないですけど。開拓記念館（今は北海

道博物館）とオープンミュージアムというか開拓の村へ行くのが大体普通です。開拓の村

へ行くと何が都合がいいかというと、北海道の歴史を話すことができます。あそこを歩い

ていると、自分が知らなくても、これは新聞社の社屋でとか、これはどこどこの蕎麦屋さ

んとか、全部書いてあるので、一応それなりに（説明ができるように）なっている。外の

空気を吸いながら歩けるという、いい面もあります。 

そんなことを感じながら図書館とそれをどう結び付けたらいいかということを、いつも

考えています。私たちの図書館は、公共図書館の場合ですと行政の単位の一つとして、設

置母体が自治体なわけですよね。自治体の一つの組織であるわけです。その組織の中で、

図書館という機能が果たさなければいけない使命があるとしたら、やはり図書館は、もっ

と積極的にこういった問題を考えなくちゃいけないんじゃないかというふうに思います。 

ところが北区を見ていて驚いたのは、北区のホームページって、他の区に比べてダント

ツにいいんですよね。ホントにいろんなことが載っていて。実は、私が学生たちにこうや

ってやろうよって（提案しても）なかなかみんなに手を挙げてもらえなかったんですがす

でに「文化 20 選」といって、いろんな地域の写真を載せたりしています。ホントに北区の

ホームページでは、いろんなことをやっているんですよね。それを見ていたら、北区は北

区役所が出している。例えば「来てみて篠路」なんていうのも、細かいいろんなことが載

っているんですけれど、同時に区民センターもいろんな活動してます。 

北区の場合、北区民センターは直営ではありません。ここは指定管理者がやっているセ

ンターです。コミュニティセンター、まちづくりセンターの一環としての機能もこの中で

はやっていますけれど、実は指定管理者です。今日はもう時間がないのでお話しできない

んですが、この辺はすごく大事だなというふうに私は思っています。この指定管理者はか

なり一生懸命いろんなことをやって、これまでの市のイメージを変えていると思います。

宣伝するわけじゃあないですけど。そういうものを見ていくと、すごくいいなと思って、

それで北区民の活動の中に学生はいないのかと思ったら、学生もちゃんといて、いろんな

活動をしているんですね。この学生の団体は、今はホームページの更新をあまりしていな

いみたいですけれど、地域の町内会とリンクした活動をいろいろやっています。歴史を知

らせる、紹介するとか、小学生たちの学習の機会に一緒に何かやるとか、高齢者の方々と

一緒にどこか行くとか、結構いろんなことをやっています。こういうのを見て、私は、「あ

っ、まちづくりってちゃんとあるよ」。北区民センターでも図書館と何か一緒にやれること
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があったら、一緒にやったらいいということをいつも話しています。 

だから私たちがやらなきゃいけないことは、自分の足元のまちを考えることであり、そ

れがすごく大事だろうと思っています。そういう意味で、私たちが一人ひとり、私たちの

生活空間の中で、まちの図書館がどんなふうであったらいいかということを考える。そう

いう目線で見ていくと同時に、私たちが営んでいる生活を、どうやって次の世代に伝える

かということも、自分たちの中で考えなくちゃいけない、ということを感じているのです。

まちを育てるという塚田先生の視点で言う図書館が、これからどんどん増えればいいなあ、

と思っています。 

これまでの 2 回の公開講座の中で、私たちは、まず一つは、手法としてこういうことが

観光ということと結びつけられるよ、という話をいただきました。一つは、まちっていう

ものを考えるときには、こういうものがあるよ。しかもそれを形にする媒体に残すことで、

実は伝えることができるという部分は、時代が変わっても同じだと思うんですね。 

だからその部分を、私たちが大事にすることを忘れなければ、図書館というのは充分に

観光とも関われるし、まちづくりとも関われるし、むしろ関わることが一番求められてい

るのではないかなと思っています。 

今日はご紹介できなかったんですが、札幌のまちづくりセンターの計画書の中に、こん

なネットワークがあればいいというネットワーク図があるんですね。その中に図書館はな

いんです。図書館は入ってない。何で図書館入ってないんだって、（はじめは）そう思った

んです。でもよくよく考えてみると、いや、ここに図書館入るべきじゃあないよと。この

下に図書館があるから、全部ネットワークできるんだよって考えればいいんだと思ってい

ます。なので、決してそこにないことがマイナスなのではなくて、そこにないのは、その

前提に図書館があるからだと私たちが思えばいいというふうに思っています。すいません。

余計なことですが。 

ということで、ちょっと皆さんのご意見を聞こうと思って、私一人でしゃべってしまい

ましたけれども、あと 1、2分大丈夫でしょうか。 

何か私が今勝手に言ったことについてご意見があればお聞きしたいんですけれど。 

下田 先ほど学生がフレッシュな頭で、考えられるいろんなことを言ってくれていました

けれど、ホントにいろんなアイデアが出てくるので素晴らしいなと思います。何とかそれ

を形にするためには、根底にきちっとした図書館の役割っていうものを、私たちが人に伝

えることができることが大事かなと思います。その意味でこれから先、少しでも図書館を

元気にするために、何らかの形で私たちが持っているものをそこに投ずることができれば

いいと思っています。そんな形でまとめてよろしいでしょうか。 

松本先生と塚田先生に何かご意見を聞かないといけないかもしれないんですけれども、

何かコメントいただけますか。特にないですか。それではちょっと時間超過をしてしまい

ましたが、皆さんにお配りした B5 の紙、名前を書いて、三角にして、ネームカードにして
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いただいていると思うんですけれど、考えているまちの図書館ってこんなもんだよという、

何かアイデアみたいなものを書いていただけると大変ありがたいのですが。それを書いて

アンケート用紙と一緒に出していただけないでしょうか。 

ということで、私のちょっとまとまりのないお話で大変恐縮ですけれども、終わりたい

と思います。ありがとうございました。 

ＭＣ 本日の土曜講座 2015 第３回講座を閉講いたします。最後までご協力ありがとうござ

いました。 

先ほど下田先生からもありましたようにアンケート及びネームカードの回収にご協力お

願いいたします。記入されましたアンケートやネームカードは、今から学生が箱を持って

回りますので、その中に入れていただければと思います。ご協力お願いいたします。 
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藤女子大学公開講座 土曜講座 2015 「まちづくりと観光と図書館」  
主催：藤女子大学・藤女子大学図書館情報学課程運営委員会  
企画：図書館情報学課程「図書館総合演習」2015 年度受講生による土曜講座実行委員会 

 
むすびにかえて 

 
図書館は地域社会におけるひとつの社会的装置という定義に注目し、現代における生涯学習

社会を考える企画である。地域社会には、その地域における様々な生活、文化の情報が存在

する。また、自治体の将来計画や地元住民、有識者が作りだす要求などもある。なかには、

街づくりや観光の情報源として活用できるものも存在している。土曜講座2013年では、公文

書館と地域史料、地域の歴史についてお二人の専門家とともに考えた。今回は実際に地域の

中でどのような情報が街づくりや地元の観光に役立つのかをともに考えた。 

 
（第 1 回講師） 

塚田敏信：赤平市生。北海道大学法学部卒。元札幌篠路高等学校教諭。「まち文化研究所」主

宰、銭湯倶楽部代表。町並み商店街、銭湯、市場、食堂、地域雑誌など「まち文化」が研究

テーマ。朝日新聞北海道版に「まち歩きのススメ」を連載中。現在、藤女子大学図書館情報

学課程及び大谷大学非常勤講師。 
（第 2 回講師） 

松本秀人：鎌倉市生。図書館情報大学卒。出版社勤務等を経て、北海道大学大学院国際広報

メディア・観光学院修士課程修了。「観光と図書館の融合」がメインテーマ。著書に『観光と

図書館の融合』など。現在、北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院研究員、藤女子

大学非常勤講師。 
（第 3 回学生成果発表） 
「地域研究プロジェクト」（第 3 回学生による成果発表） 
Team ささかま先生／川口佳那子、齋藤みなみ、先川祐里奈、高塚咲希、松岡理恵 
（第 3 回コーディネーター） 

下田尊久：藤女子大学准教授。 
 
2015 年度受講生による 2015 土曜講座実行委員会 

（文学部）石川遥香、稲葉沙斗未、小沢優恵、川口佳那子、佐藤花菜子、佐藤汐梨、田原憧子 
（人間生活学部）大野有紀、先川祐里奈、高塚咲希、長野祐果、近藤瞳、松岡理恵 

[進行（MC）] ①②③（松岡・熊野）[受付] ①②（深谷・近藤）③（稲川・佐藤汐）[撮影

／録音]①（大野・長野・石川）②（大野・長野）③（松岡）[グループサポート隊（コーデ

ィネーター）]①（大野、高塚、小沢、佐藤花、田原、長野、石川、近藤）②（小沢、佐藤

花、川口、佐藤汐、田原、松岡、近藤）[記録]稲葉沙斗未、佐藤汐梨 
 
          ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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