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令和３年度第２回小牧市立図書館選書委員会会議録 

 

１ 開催日時  令和３年１２月６日（月）午後３時３０分～午後５時００分 

 

２ 開催場所  小牧市中央図書館 ４階 多目的室 

 

３ 出席委員  委員長  松永 恒二 

副委員長 丸山 真由美    

委 員  下尾 由子 

 〃   櫻井 郁代 

〃   前田 真理子 

 〃   後藤 千津子 

 

事務局        山田主幹 

花里係長 

波多野主査 

溝口 

  傍聴者   なし    

 

４ 議題 （１）選書について 

（２）その他 

 

５ 会議資料  選書資料 

 

６ 議事内容 

（１）選書について 

 

選書資料１ 『最新ファンタジー百科』について 

【松永委員長】 

選書資料１について、各委員よりご意見をお願いします。 

 

【後藤委員】 

購入可としました。読みたいなと思いました。最新の資料と書いてあったので、こういっ

たものはどんどん変わっていくので新しいものはすごく必要だと思ったので、可としました。 

 

【櫻井委員】 

私も購入可としました。子供たちの中でいま異世界ものやファンタジーは人気があり、

興味を持って入口になってくれるためのいい本だと感じました。 
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【丸山副委員長】 

購入可としました。（選書検討票 1の）検索ワードの貸出履歴でファンタジーの本はよく

借りられており、この分野は人気があるのだなと思いました。私の子供たちもハリーポッ

ターとかファンタスティックビーストとかすごく好きなのですが、こういった本が１冊あ

ると深みが出て読んでくれるので親としてはいいかなと思いました。内容としては写真が

もっとあった方がいいかとも思いましたが、美しい本ですしお手頃価格ですので、可とし

ました。 

 

【松永委員長】 

私も購入可としました。面白い、眺めるだけで楽しい本だと感じました。ビジュアル版

と書いてあるところも、深みがあってよいと思います。 

 

【下尾委員】 

私も見て楽しめる本だなとは思いましたが、私たちの年代としましては特に欲しいとい

う気にはならなかったので、保留としました。 

でも映像をこういう本にして百科にしてあるのは大切だなと思いました。 

 

【前田委員】 

私は購入可としました。装丁の美しさとか夢のあるところが感じられたので、新しい 

ということもあり、可としました。 

 

【松永委員長】 

中に使われている写真が実際に出ている女優さん俳優さんなので、許可（掲載の許諾）

を取っているとしたら、相当な労力と手間がかかっている本ですね。絵本っぽくて惹かれ

るのがわかる本だと思いました。 

購入可が５名、保留が１名のため購入可とさせていただきます。 

 

 

選書資料２ 『日本映画作品大事典』について 

【松永委員長】 

選書資料２について、各委員よりご意見をお願いします。 

 

【櫻井委員】 

私は不可にしました。高額な割にネットで検索できるような情報のみ羅列されていて、

値段もあまりにも高いので。 

  

【丸山副委員長】 

私は保留にしました。参考図書（『映画受賞作品事典 邦画編』）が 2005年までの情報で

今回の本にはより近年の情報までが載っているのだとは思われますが、編者も出版社も違

うので、それなら参考図書と同じ編者がスティングレイのシリーズで揃えた方がいいので
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はと思いました。このぐらいの情報量を集めるのは大変だとは思うのですが、あまりにも

高額なので、不可に近い保留です。 

 

【松永委員長】 

保留にしました。最近までの情報が載っているものの、あまりにも高額で、そこまで出

して買う本だろうかという印象を持ちました。 

 

【下尾委員】 

私は不可にしました。目次もないし写真もなく、監督順なのか作品順なのか並び順もわ

かりにくかったのと、値段があまりにも高すぎると思いました。 

（選書資料の理由に）『４７,３００円が１２月までは特価４１,８００円』とありますが、

これは特価で購入できるのですか？ 

 

【事務局】 

１２月中に発注をすれば、４１,８００円で購入できます。 

 

【下尾委員】 

それでは少しは安くなるのですね。でもやはり高いので、私は不可です。 

 

【前田委員】 

保留にしました。活用できるのかなという点と、今はネットで調べてしまうことも多い

のかなと。ただ、情報としてネットだけがすべて正しいというわけでもないので、難しい

のですが、この本は開いてみて見やすいという感じがあまりしませんでした。活用できる

のか疑問に思ったので、私は保留にしました。 

 

【後藤委員】 

不可としました。文字が小さいし、最初を読んだら１００年の日本映画を 1 冊にまとめ

たかったとありますが、まとめる意味はあるのか、もっと一つ一つを詳しく知りたいと思

うのが一般的ではないかと思いました。 

  

【松永委員長】 

購入不可３名、保留３名です。保留の方も限りなく不可に近い保留という形です。 

ちなみに不可になった場合、（本は）どうなりますか？ 

 

【事務局】 

見計らいという形で本をお預かりしている状態なので、不可であればお返しします。 

 

【松永委員長】 

そうですか。では申し訳ありませんが、購入不可とさせていただきます。 
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選書資料３ 『新分類キノコ図鑑』について 

【松永委員長】 

選書資料３について、各委員よりご意見をお願いします。 

 

【丸山副委員長】 

私は可としました。見ていて楽しくて、写真ではなくイラストなんですが、キノコって

こんなにいろんな種類があるんだ、面白いなと思いました。イラストがきれいで、ぜひ入

れていただきたい本です。 

 

【松永委員長】 

私は保留としました。類似資料があるということと、イラストがすべての大きさが揃っ

ていて原寸大ではないので、本物の質感がわからないのではないかという点で、どういう

風に使われるのか、どういう人がこの本を手に取るのかが想像しにくかったので。 

参考資料（『世界きのこ大図鑑』）には写真や原寸大の掲載があるので、申し訳ないのです

が保留としました。 

  

【下尾委員】 

私は見てすぐ可としました。特に原寸大とかは考えずに、絵が上手に書いてあるし食べ

られるのか食べられないのかなども書いてあり、よいと思いました。でも松永先生のお話

を聞いて、なるほどと思いました。 

 

【前田委員】 

私も可としました。新しい分類であるということで、キノコは新種が沢山発見されてい

て、見た目だけではわからないから事故が起きてしまうということもあるので、近年の研

究の成果が載っているのはいいと思いました。 

憶測ですが（イラストなのは）分類などわかりやすくするためにそうしているのかなと。 

分類の仕方もわかりやすく、他にある所蔵の写真の本と合わせて見れば、こういう本もあっ

ていいのかなと思いました。 

 

【後藤委員】 

保留としました。絵はきれいですが、この本を見ても（キノコのことは）よくわからな

いので、自分ではうまく活用できないなと思ったのが理由です。でもお話を聞いて、写真

のものと合わせて工夫して使えばいいのかと。新分類というところはいいと思います。 

 

【櫻井委員】 

私も保留にしました。新分類である必要性があるのかなと。イラストも特徴をとらえき

れていないように感じました。参考図書２冊（『世界きのこ大図鑑』、『原色日本新菌類図鑑』）

の間位にあたる本で、いろんな本を見て、その中の１冊として使うという意味ではいいの

ではと思いました。 
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【松永委員長】 

購入可３名、保留３名ですね。保留の方で意見を変えたい方はいらっしゃいますか。 

 

  私は、（他の方の意見をを聞いて）やめましょうという積極的な理由がなくなったので、

購入可に変更します。 

購入可４名、保留２名ですので、購入可とします。 

 

 

選書資料４ 『大名の江戸暮らし事典』について 

【松永委員長】 

選書資料３について、各委員よりご意見をお願いします。 

 

まずは私からですが、購入可としました。面白いと思いましたが、あまりに太いのでハ

ード面で手に取られにくいとは思いました。中身は知りたいと思う内容で、読みたいと思

える本でした。参考図書（『江戸三百藩藩主列伝』）は手に取られている人が沢山いるよう

なので、そういう方がこの本を手に取ると（内容が専門的で）がっかりされるかもしれま

せんが。 

 

【下尾委員】 

私も購入可にしました。じっくり読めばイラストもあり、歴史好きの方に読まれる本だ

と思いました。 

 

【前田委員】 

  私も購入可にしました。大名の生活まで資料として読めるというのはなかなかないです

し、わかりやすく項目ごとに分かれていて見やすかったです。参考図書（『江戸三百藩藩主

列伝』）はピンポイントなんですけれど、もっと膨らませて書いてあるのがいいと思いまし

た。 

 

【後藤委員】 

保留としました。最初手に取ったとき読みにくいと感じたのと、１つずつ内容を読むと

なるほど面白いと思うけれど、（本の）厚さとこの文字数では、研究者は読むかもしれない

けれど、私自身は読まないなと思ったので。 

 

【櫻井委員】 

私は購入可としました。制度から生活まで書かれており読み物として面白いなと思いま

した。専門的な内容のわりに文体なども読みやすい本でした。 

 

【丸山副委員長】 

保留としました。（選書検討票 4の）検索ワードをみると、ムック本はよく借りられてい
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ますが、この本はあまり借りられないのではと思いました。和菓子のような装丁とは裏腹

に中身は親しみにくいというか、読みづらいのかなと。 

 

【松永委員長】 

購入可名４名、保留２名で、購入可とさせていただきます。 

 

 

選書資料５ 『ジュゴンとマナティー 海牛類の生態と保全』について 

【松永委員長】 

選書資料５について、各委員よりご意見をお願いします。 

 

【下尾委員】 

保留としました。表紙は魅力的で可愛らしいのですが、中身は専門的で読みづらいと感

じました。参考図書（『海棲哺乳類大全』）の方が読みやすいと思います。 

 

【前田委員】 

購入可としました。みんなが読むかというと疑問ですが、該当分野の所蔵がないという

点を考慮してと、いまジュゴンとマナティーの生態と環境保全は問題になっていますし。

あちら参考図書（『海棲哺乳類大全』）はみんなが読みやすい本ですが、こちらは特化して

生態と保全まで書かれているので、あってもいいと感じました。 

 

【後藤委員】 

購入可としました。参考図書（『海棲哺乳類大全』）よりも見にくい文字ですが、３人の 

研究者が書いており、研究書のような本ですが環境保全も考えて将来に向けての提言も書

れていて、この時代にこの本が書かれて（図書館に）あるというのは大事だなと思いまし

た。読む人は少ないかもしれないですが、図書館としては置いてあった方がいい本だと思

います。 

  

【櫻井委員】 

私は保留としました。環境など大切なテーマの本なので所蔵がないのであれば（持って

いても）いいのかなと思いますが、市立図書館で必要なのか、やや専門的すぎるのではな

いかと悩むところです。 

 

【丸山副委員長】 

私は購入可にしました。写真がもっとあってもいいのかなとは思いました。参考図書（『海

棲哺乳類大全』）は写真が豊富でいい本なのですが、ジュゴンとマナティーに関しては数ペ

ージしか載っていないので、総合的に書いてあるこの本があってもいいと思いました。 

 

【松永委員長】 

  私は保留としました。表紙は手に取りやすい表紙なのですが、開いた瞬間（専門的なの
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で）がっかりされるのでは。類似の所蔵がないという意味では買ってもいいとは思うので   

すが、でも自分は読まないだろうなという点で、保留にしました。 

購入可３名、保留３名ですね。どうしましょうか。 

  

【事務局】 

他の方の意見を聞いて、評価を変える方はいらっしゃいますか。 

 

【櫻井委員】 

  皆さんの意見を聞いて、可よりの保留に変更します。 

 

【松永委員長】 

購入可３名、保留２名、可よりの保留１名に変わりましたので、購入可とします。 

 

 

選書資料６ 『近代日本奇術文化史』について 

【松永委員長】 

選書資料６について、各委員よりご意見をお願いします。 

  

【前田委員】 

私は保留にしました。前（参考資料『日本奇術文化史』）と比べて違いがよくわからなく

て。本の感じはいいのですが。 

 

【後藤委員】 

不可にしました。同じような内容の本が同じような著者で前にあって、深いとはありま

すが、高額なので不可です。 

 

【櫻井委員】 

判断できかねたのですが、保留にしました。参考資料（『日本奇術文化史』）は貸出歴が

あったこともあり内容を見比べましたが、参考資料は江戸までの、これは明治から大正ま

でのということで、今までのことがわかるという点では面白いなと思ったのですが、いる

かなどうなのかなと思いました。 

 

【丸山副委員長】 

このジャンルは好きなので購入可にしました。参考資料（『日本奇術文化史』）と今回の

本は形式が一緒で、書かれている著者も１名共通しており続編と考えてもいいのではない

かと。若干値段が高いかなとは思いましたが、これから江戸川乱歩とかに興味を持つ若者

がいたら興味を持って利用してくれるのではと期待も込めて、可にしました。 

 

【松永委員長】 

私も可としました。参考資料の黒い本（『日本奇術文化史』）の姉妹本ということで、2
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冊揃っていた方がいいだろうという一点のみの理由です。 

 

【下尾委員】  

私は保留としました。何か気になる本なのですが最初はわからなくて、繰り返し読んで

みたら、これは奇術の歴史なんですね。戦争中にやってはいけない奇術とかも載っていた

りと、なかなか深みのある本なんだなとは思いましたが、保留にしました。 

 

【松永委員長】 

購入可が２名、保留が３名、不可が１名ですね。これはどうしたらいいですか。 

 

【事務局】 

ご意見を変える方がいらっしゃらなければ事務局判断となります。 

どなたかご意見を変える方はいらっしゃいますか。 

 

【下尾委員】 

保留を可にします。  

 

【後藤委員】 

不可を保留にします。 

 

【松永委員長】 

購入可３名、保留３名ですね。では事務局判断でお願いします。 

 

 

（２）その他 

【松永委員長】 

その他、連絡事項、報告事項等はございませんか。 

 

【事務局】 

当館の雑誌スポンサー制度をご存じかと思うのですが、雑誌スポンサー制度により、現

在当館にない雑誌をご希望される企業がありましたのでご報告させていただきます。 

雑誌スポンサー制度で購入している雑誌には、表紙に案内、裏側の内側に企業広告を掲

載しています。 

この制度で、現在当館に入れている雑誌３００誌ほどのうち３３誌がスポンサーを受け

ており、今回新たに『キャンプカーマガジン』をご希望される企業がありました。この雑

誌は図書館では所蔵していないものですが、新たに入れていただければ購入費を会社で負

担しますというお話がありました。 

今キャンプはブームでもあり、キャンピングカーの雑誌ではありますが、キャンプその

ものというよりは中身は車の雑誌です。置き場所もまだあり、最近の流行で利用も見込め、

せっかくスポンサー制度を申込いただきましたので、新規に受入することとしたいと思い
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ますのでご承諾いいただけますでしょうか。 

 

【委員】異議なし 

 

【事務局】 

ありがとうございました。申し込みのあった企業との事務手続きを進めさせていただき

ますので、よろしくお願い致します。 

 

【事務局】 

長時間に亘り、ご協議いただきありがとうございました。今年度の選書委員会は今回で

終了となります。皆様の任期は２年ですので、来年度も引き続きお願いできればと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

これをもちまして、令和３年度第２回小牧市立図書館選書委員会を終了いたします。 

本日はご多忙のところありがとうございました。 

 

 


