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土浦市立図書館長　入沢 弘子 様

本日のお話のポイントは３点。まず、「なぜ？今？
ここに？」新図書館。新図書館開館の経緯をご説明い
たします。次に、「どんなところなの？」新図書館。
新図書館の役割と特徴をご説明いたします。
最後に、「何を目指すの？」新図書館。新図書館を
どのように運営していきたいか、をお話させていただ
きます。

新図書館の入
居する、アルカ
ス土浦です。来
月11月27日にグ
ランドオープン
します。JR土浦
駅西口の神立寄
り、旧JRの駐車
場のあった場所
に建築しました。

「アルカス」とは、アート＆カルチャー・スペースの
略で、今年のはじめに市民へ公募して決まった名称で
す。
「アルカス土浦」は複合ビルで、1階は土浦市初の本
格的な美術館・市民ギャラリーと、りそな銀行さんと
交番、2階は学習塾が入居。図書館は2階から4階部分
に入り、ビル全体の敷地面積の約7割を占めています。
約70台収容できる駐車場も併設しています。
「なぜ？今、ここに？」新図書館
土浦市は、JR土浦駅東西地区を中心とした地域を、
多くの人々が集い交流する県南地域の拠点機能の維持
と向上を目指し、「まちなかを歩いて暮らせるコンパ
クトシティ」の形成を進めてきました。土浦駅前を
「まちの顔」とするために都市基盤の整備を推進して
います。これまで実施してきた市役所の移転や駅前ロ
ータリーや道路の整備などがその事業です。
1996年、第五次総合計画で新図書館整備事業が決

まり、検討を開始しました。駅前に移転が決定したの
は2006年。2009年に開館させる計画を推進していま
したが、2008年９月のリーマン・ショックの影響を
受けて事業中断が決定しました。
その後計画を見直して、推進を再開した矢先に
2011年3月に東日本大震災が発生し、２度目の事業中
断を余儀なくされました。翌年2012年、市役所の駅
前移転が決定し、図書館移転事業も再開しました。今
回は順調に推移して、いよいよ今年11月開館に漕ぎ
つけそうです。まさに、三度目の正直です。
新図書館は「どんなところなの？」
それは「まちづくり」を担う図書館です。市民がま
ちなかに回帰し、居住し、活気あふれるまちの再生に
向けて、計画された事業です。まず、第一の使命は
「駅前の活性化」です。土浦駅西口からペデストリア
ンデッキで直結、徒歩3分という便利な場所に立地し
ています。利用者も駅近になることから、これまでと
異なる層の方々の利用が見込まれます。
駅を利用する通勤通学の方、ビジネスマンや高校
生、大学生の利用が大幅に増加することが見込まれま
す。あらゆる世代の方の「生涯学習の場」であり、「知
の情報」の拠点としての役割を担っています。

そして、これまで
と異なるのは、土浦
市初の本格的な美術
館・ギャラリーを併
設していることから
「芸術文化活動」の
拠点ともなり、新規
の利用者も見込まれ
ています。
そして、県内最大の図書館でもあります。
施設面積は5,120㎡となり、県内の公立図書館の単
独館の面積としては、結城市、筑西市を抜いて県内１
位になります。閲覧席も600席と県内１位です。
蔵 書 規 模
は、最大蔵書
収容能力が
56万 冊 で ト
ップ。開館時
は、約 35 万
冊からスター
ト し ま す。
（県内５位→
蔵書数１位水
戸48万冊、２位日立記念44万冊、3位守谷41万冊、
４位神栖中央41万冊）
何を目指すの？新図書館
ひとつは、「生涯学習・情報の拠点」であること。
これは、図書館の本来の機能である知の収集・集積場
所であることと同時に、その情報を活用して発信して
いくことです。
立地場所や社会環境の変化に伴い、利用者の皆さん
が図書館に求めるものも変化していきます。このニー
ズ変化に対応し、利用者のみなさんに満足いただける
よう、本来の機能の充実を図りたいと考えています。
美術ギャラリーを併設する図書館というのも、全国
にあまりありません。
この好条件を活かし、「本」と「アート」をコンセ
プトにする企画を美術ギャラリーと図書館で連携して
実施してまいります。
そんな美術館のオープニング企画の第１弾は、茨城
県近代美術館の所蔵作品を展示する「移動美術館」を
開催します。11月27日の開館日から来年1月14日ま
で開催します。この展示会では、県の近代美術館で最
も高価である（約6億円と言われている）クロード・
モネの作品「ポール・ドモワの洞窟」の他、茨城県ゆ
かりの洋画家の作品約80点を展示します。併せて市
が所蔵する美術品も展示も行います。
第2弾は、来年1月19日から28日まで第70回土浦市
美術展覧会を開催します。
さらに、図書館のオープニング企画は、12月9日に
日本のベストセラーのほとんどの装丁を手がける人気
ブックデザイナー・鈴木成一氏のトークショーを開催
します。NHKプロフェッショナル仕事の流儀でも紹
介されましたが、小説を原稿から1枚の表紙に表現す
る、その思考方法やテクニックについてお聞きしたい
と思います。人が思わず手にとってしまう本、商品の

デザインの流儀についてお話いただきます。入場無料
で出入り自由です。図書館2階のカフェコーナーで実
施します。土曜日の午後、ぜひ皆様もお越しください
ませ。
ふたつめは、「まちや人を元気にする交流拠点」で

あることです。図書館・美術ギャラリーを「場」とし
たコミュニティ作りを目指します。
図書館を利用する子育て世代の方、高校生を中心と

した学生、アクティブシニア世代などが、「本」や「ア
ート」を中心に集える場のご提供をします。
また、シティプロモーションの新しい材料であるこ

とも目指しています。
市民に「こんな図書館が出来て、ちょっとうれしい」

「住んでよかった」と思っていただける図書館。市外
から訪れた方には「こんな図書館のある町なら住んで
みたい」と思っていただける図書館。
他の図書館にはないサービスの提供や魅力を感じて

いただくことで、都市間競争にも勝ち残ることができ
る、図書館。
そんな図書館を目指しています。
このため、まず土浦市立図書館に足を運んでいただ

くきっかけ作りをします。
開館日11月27日から来年1月末まで約2ヶ月間「駅

前ぶらり・ライブラリ」とタイトルをつけた「土浦の
土日」イベントを実施します。毎週末、図書館や美術
ギャラリー内、アルカス土浦の屋上ガーデンやステッ
プガーデンでコンサートや移動販売を行うと同時に、
図書館・美術ギャラリーから市内を回遊していただく
仕掛けとして、市内の飲食店や名所をめぐるスタンプ
ラリーを実施します。このイベントのモチーフは、モ
ネの作品が土浦に初めて展示されることを記念して
「フランス」です。市内をこのポスターや、このポス
ターデザインを踏襲したのぼり旗や横断幕が市内を飾
ります。
市内を回遊するしくみを作り、新たな土浦市の魅力

を発見していただき、リピーターを増やすことで、「住
み続けたい土浦」「住んでみたい土浦」を目指します。
本来の図書館の使命を果たすことはもちろんです

が、これからの図書館は単なる「本の館」では生き残
って行けません。「まちをHAPPYにする図書館」のあ
り方、土浦ならではの図書館のあり方を、市民や事業
者のみなさんと造っていきたいと思います。
これから “あたらしい図書館のカタチ” をみなさん
と造っていきたいと思います。どうぞよろしくお願い
申し上げます。
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卓話「新土浦市立図書館について」
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土浦RCは社会奉仕作業として地域の環境整備と美化に力を入れ
て居りますが、今年もその一環として、J:COMが実施した地域清掃
活動に参加しました。土浦全国花火競技大会の翌日、10月8日㈰に
花火大会会場の清掃を実施しました。
会員13名が参加、総勢500名と

共にゴミ回収に良い汗を流してき
ました。
　早朝からのご参加、ご苦労様で
した。

社会奉仕委員会　　岩瀬 市朗 委員長花火大会後の清掃

第32回 土浦市健康まつり
日　時： 2017年10月15日㈰　午前10：00～午後3：00
場　所： 土浦市保健センター・霞ヶ浦医療センター

参加者： 小原、金澤、河合、髙橋（宏）、中島（祥）、  
 三輪谷（6名）　　
今年は、土浦RCから医師3名に加え、薬剤師、介護士
による医療・健康相談に協力しました。


