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－ 概況 － 

1 概要 

テーマ ： 「社会を創る図書館の力―レファレンスサービスの今を知り、未来を語る」 

日時 ： 平成 25 年 3 月 22 日（金） 午前 10 時半～午後 4 時 

会場 ： 国立国会図書館 関西館 大会議室 

参加者 ： 90 名 

 

（内訳） 

属性 参加者数 

公共図書館 12 名

大学図書館 7 名

専門図書館 4 名

学校図書館  1 名

講師・パネリスト・企画協力員 11 名

その他 37 名

国立国会図書館 18 名

合計 90 名

 

その他  ： レファレンス協同データベース事業サポーターの協力を得て、インター

ネットを通じた中継を行った。 

      [ http://www.ustream.tv/channel/crdf2013 ] 

： Twitter のハッシュタグ（#crdf2013）を公開し、インターネット上でも

が                意見交換が行われた。 
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2 プログラム 

 

(1) 開会挨拶、事業報告               国立国会図書館図書館協力課長 南 亮一 

 

(2) 基調講演 

社会を創る図書館の力 

早稲田大学大学院 公共経営研究科 教授  北川正恭 

 

 (3) 事例報告1 

地域を繋ぐ図書館の力 

慶應義塾大学大学院  府川智行 

 (4) 事例報告2 

尼崎市立地域研究史料館のレファレンス事例公開について   

尼崎市立地域研究史料館  久保庭萌 

(5) 事例報告3 

女川・陸前高田 ～図書館壊滅から再開へ～ 

北海道ブックシェアリング代表  荒井宏明 

 

(6) ディスカッション 

レファレンス協同データベースができること：その創造力と社会貢献 

コーディネータ                          秋田県立図書館副館長  山崎博樹 

 

  (7) 閉会挨拶                 国立国会図書館関西館次長 山崎 治 

 

第 9 フォーラム記録集 

プログラム 
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開会挨拶、事業報告 

 

 

 

国立国会図書館関西館 

図書館協力課長 南 亮一 

配布資料 

資料① 開会あいさつ・事業報告 

資料② 平成２４年度事業報告 

資料③ 新システムのご紹介 

 

皆さんおはようございます。図書館協力

課長の南でございます。私からは開会の挨

拶と事業報告、それから今回のフォーラム

のねらいについてお話させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 

 平成２４年度事業報告 

 

最初にレファレンス協同データベース事

業の今年度の姿を報告させていただきます。 

資料②に詳しく書いておりますが、まず

参加館が 21 館増えました。本当にご協力あ

りがとうございました。 

それからデータ登録件数です。後ほど紹

介いたしますが、ようやく今年度に入って

総登録件数が 10 万件を突破しました。10

万件はこの事業で、まずは目指すべき目標

ということでやっておりましたので、満足

感というものがございます。 

被参照件数といいまして、色々なところ

からデータをご覧いただいた件数ですね、

昨年の 3 月までは 734 万余です。それが今

年の2月までで682万と若干少ないですが、

今年の 3 月までには、昨年と同じくらいの

数字になるのではないかと見込んでおりま

す。 

 

 

それからトピックを 2 つ紹介したいと思

います。 

先ほども触れましたが、データ総数が 10

万件を突破しました。2005 年の 12 月にシ

ステムを一般公開しまして、このときデー
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タが 1 万 7,621 件でした。そこから 2010

年 3 月に 5 万件突破 、2 年 9 ヵ月で 10 万

件ということで、だんだん等比級数的にデ

ータ件数が増えています。 参加館の皆様の

日ごろからの取組みのおかげだと思ってお

ります。どうもありがとうございます。せ

っかくの 10 万件突破ですので、事務局から

プレスリリースを流したところ、数社から

取材をいただきました。スライド画面は毎

日新聞のネット版に載ったものです。ご覧

いただいた方もいると思いますが、こうい

う形で紹介をしていただきました。 

 

 

それから、システムリプレースを 2013

年 2 月に行いました。これについては資料

③に詳しく書いています。後ほどご覧くだ

さい。主な改善点はスライドに表示してい

る 5 つ（「参加館ユーザ（登録用）」を追加、

ユーザ ID が変更可、検索・表示機能を向上、

データ登録機能を改善、参加館支援機能を

改善）となっています。より便利になった

かと思いますので、引き続きご活用いただ

ければと思います。 

レファ協データベース事業はこれからも

色々とやっていこうと思いますので、引き

続きどうぞよろしくお願いいたします。以

上で、事業報告とさせていただきます。 

 

それでは今回のフォーラムのねらいにつ

いてご説明させていただければと思います。 

 昨日の報告会1をご覧いただいた方がい

らっしゃると思うのですけれども、平成 24

年度図書館及び図書館情報学に関する調査

研究「日本の図書館におけるレファレンス

サービスの課題と展望」の研究成果と、レ

ファレンスを取り巻く社会情勢を踏まえま

して、次の 3 つを取組みとして考えてみた

いということです。 

まず、レファ協フォーラムですので、レ

ファ協事業としてどういう取組みができる

のかということが 1 つです。 

次に各図書館ですとか、今日お越しいた

だいているような各個人がどういう取組み

をできるのかを考えていただきたいと思っ

ております。 

最後に、課題のところで後ほど触れます

けれども、調査研究の成果を踏まえて、図

                                                  
1 平成 25年 3月 21日に関西館で行われた、

平成 24 年度図書館及び図書館情報学に関

する調査研究「日本の図書館におけるレフ

ァレンスサービスの課題と展望」最終報告

会。調査研究の報告書は次の URL にて公開。 
http://current.ndl.go.jp/report/no14 

フォーラムのねらい 
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書館界として「社会を創る」ということに

どう貢献できるのかを考えていただければ

ということで、フォーラムを企画いたしま

した。 

 

 

 

 昨日の調査研究報告会にお越しいただい

ていない方もいらっしゃると思いますので、

そこでどういう課題が取り上げられたかと

いうことを説明いたします。 

最初の課題は「トータルアプローチ」で

す。これは、レファレンスサービスと言い

ますと質問回答サービスというような形に

矮小化されて捉えられがちなのですけれど

も、そうではなくて、図書館経営のなかに

レファレンスサービスをトータルに位置付

けるということが課題として示されました。

そして、レファレンスサービスの再定義が、

このサービスをトータルに捉えるプロセス

の一部でもあろうということが指摘されて

います。 

2 番目の課題は「組織的な活動」という

ことです。これは調査結果からレファレン

スサービスが組織的に行われているとは言

い難い。個人プレーみたいなところです。

国民の意識変容を促すことを目指すとすれ

ば、こういう現状を改善して、もっと組織

的にやるべきだということが課題として指

摘されています。 

3 番目ですけれども、「図書館界としての

対応」ということが挙げられております。

これはレファレンスサービスの課題につい

て、図書館界として、図書館関係者の知恵

を交換する場を数多く設け、英知を結集す

るための働きかけを行うことが、重要課題

の１つであるということが示されています。

この点についてはレファレンスサービスの

定義 1 つとってもバラバラである、という

ことが一例として挙げられております。こ

ういうものを捉えなおすような活動を図書

館界としてやっていくことが課題として挙

げられる、という報告でございました。 

それから 4 番目の課題は、「萌芽的活動へ

の着目」です。国民の意識の変容を促すこ

ととも関係する課題として、たとえばレフ

ァレンスサービスにおいて、SNS（ソーシ

ャル・ネットワーキング・サービス）を使

うとか、今日の事例報告でもいくつか例が

示されますが、そういうものを実践例とし

て考えていただいて、そのような比較的新

しい活動や新たな手法に着目しまして、今

後はそうした実践をいかに広め、充実させ

るかということを目指さなくてはならない、

ということが指摘されています。 

5 番目ですけれども、「課題別サービスモ
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デル」です。今回の調査研究で例えば公立

図書館ですと、都道府県立と市町村立では

取組み内容が全く違うことですとか、大学

図書館と公共図書館、専門図書館でもまた

違うことがエビデンスとして裏付けられま

した。そういうことから、レファレンスサ

ービスに関する館種別のサービスモデル、

つまり実態が違うのだからサービスモデル

も別々に作ることが課題として示せるので

はないか、というご報告がありました。 

6 番目は「継続的なデータの蓄積」です。

今回の調査研究によって、レファレンスサ

ービスの発展を時間の流れに沿って分析す

る基盤ができたと言えることから、一定期

間経過後に、同様のデータを得るための調

査を行って比較を行うことが図書館界とし

ての大切な課題である、ということです。

そのための存在として、館種をまたぐ大き

な組織である日本図書館協会と当館の存在

が重要ともされています。 

7番目の課題は、「調査研究の深化」です。

国民の情報行動に関して色々調査をしたと

いうことがあります。これに関して、いっ

そう確実な知見を得るためには、さらに徹

底した手法で、調査対象の選定方法にも留

意して、調査研究を遂行することが求めら

れる、ということです。 

8 番目の課題は、「提言のための議論」で

す。提言を可能にするための議論の場を設

け、図書館関係者の知恵を寄せ合い、具体

的な方策を生み出して、早急に進めていく

ことが期待される、とされています。 

 

 

 このフォーラムでは参加者の皆さんにた

だ話をお聞きいただくだけではなくて、8

つの課題を解決するための実際の取組みを

考えていただくということで企画をしてお

ります。その手掛かりとして、基調講演と

事例報告を設定いたしました。そのあとフ

ォーラムで実際の討議を行っていただくと

いうねらいでございます。 

構成をざっと説明いたしますと、まず北

川正恭先生に「社会を創る図書館の力」と

いうテーマで講演をしていただく。それで

図書館の今後の在り方みたいなものを考え

ていただければということです。 

それから事例報告が 3 件ございます。 

まず慶應義塾大学の府川智行さんから

「地域を繋ぐ図書館の力」ということで、

地域との繋がり、地域に対して何ができる

かといった話をしていただきます。 

それから尼崎市立地域研究史料館の久保

庭萌さんからレファレンス事例の公開につ

いての事例報告をしていただきます。これ

もまた地域や発信というところに着目して

報告をお願いしております。 

3 番目は北海道ブックシェアリングの荒

井宏明さんから「女川・陸前高田 ～図書

館壊滅から再開へ～」というテーマでお話

いただきます。これは震災復興関係のお話
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でございます。 

その後、山崎秋田県立図書館副館長をコ

ーディネータといたしまして、これらの素

材を元に、我々一人一人が何ができるのか

ということを考える、討論するという流れ

で設定をしております。 

午後 4 時まで長時間となりますが、最後

までお付き合いいただきまして、何かお持

ち帰りいただければと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。これで挨拶を終

わります。ありがとうございました。 
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基調講演 

社会を創る図書館の力 

※この記録は、講演内容を要約したものです。 

 

 

講師 

早稲田大学大学院公共経営研究科 

教授 北川 正恭 

 

ただ今ご紹介いただきました北川正恭で

す。私からは、外部から見た図書館という

ことについて少し語らせていただきたいと

思います。 

 

自治体職員勉強会の経験から 

“ドミナント・ロジック”という言葉が

ございます。「その場を支配する空気」、「そ

んなもんだ」というお互いの固定観念や思

い込みというドミナント・ロジックが人間

を支配していることを前提に、話を進めて

いきたいと思います。 

私は、大学で教べんをとる傍ら、全国の

24 の自治体の皆さんと 7 年間勉強を重ね

てきております。各自治体から職員をお預

かりして、年に 10 回ほどの講義をして「立

ち位置を変える」という勉強をしています。

それを例に少しお話させていただきます。 

最初の勉強会で、立場を離れて客観的に

「あなたはどうなっているか」を遠慮なく

話し合いますと、公務員は真面目ですから、

「なんでそこまで言われなきゃならない」、

「私たちはやっているんだ」と本当に怒り

ます。話をしていくと、「予算がありません」

とか「あの課長がいる限り無理です」と大

喧嘩になります。普段そんな喧嘩にならな

いのは、お互いの立場を証明し合う、温か

い、市役所なら市役所の、図書館なら図書

館の仲間内で慰め合っているからです。ほ

とんどの人が「うちでは無理だ」等自分の

他に責任があると言います。そのことを“他

責文化”と言っていいと思うのです。 

徹底的に立場を離れて議論していくと、

「自分も悪かったかな」という揺らぎがお

きて、「ちょっと立ち位置を変えてみようか

な」となります。他責文化から、「自分にも

責任があった」となる。それが“自責文化”

だと思うのです。 

要するに、他人に責任を転嫁して、うち

では無理だと言ってきたこと、自分で努力

せずにきたことにハッと気づくということ

が、私は改革の原点でなければならないと

思います。「気づく」と「理解」は若干違う
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と思います。気づくというのは志がありま

す。理解から気づきへ変化して、立ち位置

を変えてみると、世界が違って見えるとい

うことを経験してきました。 

 

三重県知事時代のできごと 

私が三重県知事をしていた時、県立図書

館の皆さんから、図書館のないところや、

本の蔵書が少ない地域などに県立図書館が

本を貸し出すという崇高な理念のもとに懸

命に頑張っています、という報告を受けた

ことがあります。「この本一冊届けるのに幾

らかかるの？」と聞いたところ、「大体

2,000 円くらいです」と。税金できちんと

やろうとするなら、1,000 円のものを 2,000

円で送るのではなく、1,000 円渡した方が

いいという話になぜならないのか、随分議

論しました。我々の世界では“ルールオリ

エンテッド”といいますが、「公金を使いま

すから、職員が届けなければ我々の責任は

果たせません」と言う。これは立ち位置を

変えると県民を全く信用していないという

奢りに過ぎないことが分かります。税金で

扱わせていただいているのに、1,000 円で

買えるものをなぜ 2,000 円で届けなければ

ならないのか。これが廉価で安く届けると

いうミッションに変わってくれば当然、“ミ

ッションオリエンテッド”になります。「自

分の使命は何か」ということに気がつかな

いと、「自分たちはプロだから」という図書

館員の傲慢な他責文化になり、第三者評価

を受けないことが往々にしてあると思いま

す。 

 

レファレンスサービスの再定義 

今日は図書館の専門の先生がお集まりで

すから、私はできたら「外から見ればこん

なことを考えていますよ」ということを聞

いていただき、レファレンスサービスをは

じめ図書館が社会全体に、公共図書館なら

ば市役所全体に、あるいは議会全体にあな

た方が一体どういう影響を与えてきたかと

いう話を進めていきたいと思います。 

レファレンスサービスは、お客さんの立

場・用語で言えば「調べもの・探しものを

お手伝いします」となっています。これに

ついて、私はもう少し角度を変えてみたい

と思っています。 

先生方には「レファレンスを再定義して

いただけませんか」とお願いしたいと思い

ます。また、この会場で図書館関係者の皆

さんで話し合う事を期待したいです。図書

館の中で閉じこもって「自分たちはやって

いる。間違っているのは世間だ」というの

は通用しません。そういう感覚でレファレ

ンスの再定義を皆さんでしていただきたい

と思います。私は、「レファレンスサービス

に関係のない世界で生活を送ってらっしゃ

る方にどういうサービスを今までしてきた

か」ということを問いたいと思います。 

 

議会図書館の活性化 

全国には 1,700 少々の自治体の議会がご

ざいますが、当然議会は民意の反映ですか

ら、執行部は民意の統合ということになり

ます。民意の反映がミッションであるから、

当然図書館は必置になっており、よく調べ
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て議会で議論しなさいという必置規制1が

設けられております。 

一般的に知事や市長と仲間になっている

議会というのは、執行部の言いなりの追認

議会になってしまいます。お互い仲間内の

場合、執行権者に対して調査・監視をする

という議会の機能は十分果たされず、「そん

なこと執行部に聞けば分かる。何で調べな

いといけない」ということで、図書館はあ

ってもほとんど使われないという問題があ

ります。しかしそこに役立つことが、図書

館の重要な要素ではないかと思います。議

会の図書館を活性化したら相当社会は変わ

る、と私は体験上感じますから、議会図書

館の活性化をお願いしたいと思うわけです。 

三重県議会では、議会図書館はほとんど

使われていませんでした。三重県で使われ

ていないということは、全国でも使われて

いないということです。それは議会図書館

が悪いということではなく、全体の問題と

して、図書を通じて住民自治を広く伝える

というミッションが本当に皆さんにはある

のか。レファレンスをワイドにしていただ

いて、この本はどこでどう調べたらいいか、

この内容はこうだからという能力や技術も

高めなければなりませんが、皆さんのミッ

ションというのは、図書館を通じて、本当

の住民の自治がどこにあるのか、それを最

大化していこうという方向に立ち位置を変

えていただければ大変嬉しいと思います。 

 

                                                  
1 地方自治法第 100 条第 19 項 議会は、議

員の調査研究に資するため、図書室を附置

し前二項の規定により送付を受けた官報、

公報及び刊行物を保管して置かなければな

らない。 

地域を創る図書館 

 国立国会図書館は私もよく使いましたが、

やはり充実しております。それは中央集権

だからです。地方議会などあってなきがご

とくという感覚を変えない限り、本当に地

方に文化が生まれるのかということを皆さ

んには考えていただきたいと思います。 

そこで皆さん方にお願いがあります。４

万人近い地方議会議員がいらっしゃると思

いますので、図書館の関係者で議会の皆さ

ん方に図書館の有用性をしっかりと伝えて

ください。日本の自治体は元々ハードが中

心でしたが、成熟した社会になればそれに

付加価値をつけて、物語性をつけて、地方

の特色をつけていく必要があります。ハー

ドからソフトに変わるという働きかけを、

議会の皆さんに対してどれだけ真剣に行え

るかが重要なのです。図書館に興味がある

知事や市町村長を、あなた方が作らなけれ

ばだめなんです。市長が悪いのではなく、

自分たちも悪いという自責文化、図書館に

関係する人々が自分たちはきちんと機能を

果たしていないことに気がついて、やって

いくということがとても重要ではないかと

思います。地域で宝を探し、あるいは活力

を見つけ出し、地域を創造していく価値を

図書館によって作りあげてほしいと期待を

しています。 

価値の転換期に、どうやって価値を創造

していくかというミッションが、私は図書

館にあると本当に信じています。図書館の

中から本当に自立した地域を創っていくと

いう方向に向けて、皆さんに頑張っていた

だけたらありがたいと私は思っております。 

同じように「おぎゃあ」と生まれて基本
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的人権がある、教育を受ける権利もあると

いうことになれば、図書館の役割としては、

知識を伝達できる、あるいは共有できる、

あるいは創造できる、そういう場所になっ

ていただきたい。図書館は行政の何たるか

という一番基本をなす知識の殿堂である、

コラボレーションの殿堂である、そういう

位置付けで皆さんが張り切っていただくこ

とを心から期待したいと思います。その結

果がこの国を、この地域を変えていく源に

なればということをご期待申し上げる次第

です。 

ご清聴ありがとうございました。 
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事例報告① 

地域を繋ぐ図書館の力 

 

 

 

慶應義塾大学大学院 

府川 智行 

配布資料 

資料④ 地域を繋ぐ図書館の力 

 

慶應義塾大学大学院の府川でございます。

まだ着手中の研究ではありますが、面白い

事例があるということを「事例報告」とい

う枠組みのなかでお話をさせていただこう

と思います。 

 

 はじめに 

 

「はじめに」ということで、私がなぜこ

こにいるのかの紹介にもなるのですが、早

稲田大学の学部を卒業したあと、早稲田大

学大学院公共経営研究科を 2009 年に修了

しました。私の修論の主査が北川正恭先生

だったというご縁もあって、今日の午前中

に基調講演をしていただいたという流れが

あります。ですので、話すことはかなり重

複します。そこはどうかご容赦いただきた

いと思います。 

現在慶應義塾の文学研究科におります。

なぜ文学研究科に進んだのかですが、公共

図書館を地方自治の現場のツールとして使

えないかという問題意識から、図書館を勉

強しようというところに至ったことにより

ます。一方で私は、国立大学法人東京大学

の職員をやっています。図書職ではなく事

務職員です。今日は休暇をいただいて、こ

ちらに参りました。 

 

「地域主権」と地域活性化 
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 地域主権と地域活性化というテーマで話

をしたいと思います。北川先生から、機関

委任事務が自治事務になったとか、2000 年

の地方分権一括法とか、そういった話があ

ったと思いますが、2 つの流れがあるのか

なと思っております。 

1 つは特に 2000 年代になってから、地方

分権改革が進展しております。地方分権改

革が進むというのはどういうことかと言い

ますと、国から補助金をもらっておもたせ

で事業をやるというところから、お金もあ

げます、権限もあげます、だから自分たち

で責任を取れという、そういう改革をやっ

ているわけです。地方自治というのは、中

央集権から地方分権へという流れが 2000

年代以降進んでいます。国の事務をどんど

ん地方に移していこうという流れが進展し、

国から都道府県、都道府県から市町村に

色々な事務や権限が流れているということ

があります。 

そんな中、先般といっても古いですが、

夕張市が財政破たんしました。夕張市では、

歳出を抑制するために削減するサービスの

リストが作られ、その一番目に図書館があ

りました。そのときは本当にショックだっ

たんですが、自分たちで責任を取れという

のは、自分たちで身を守らないことには地

方は潰れてしまうということを意味してい

ます。そういう状況のなかで必要になって

きたのは、地方が自分たちの地域を自分た

ちで守るために、活性化をしていく、そう

いう流れの 2 つが今あるのかなと思ってい

ます。 

そのような流れの中で、北川先生の午前

中のお話を私がフォローするのはおこがま

しいんですが、要はつぶれる前に手を打ち

ましょう。そのためにはどうしたらいいか

というと、ハードではなくてソフトだ。ソ

フトはどうやって育てるんだ、そこは図書

館だろう。というところに私は至りまして、

図書館の勉強を始めるようになりました。 

 

 

もう 1 つ、“ソーシャル・キャピタル”と

いう単語が先ほどから出ていますが、私の

学部時代の恩師である寄本勝美は、よく言

われる“市民協働”という言葉の代わりに、

“役割相乗型社会”ということを言ってい

ます。高度経済成長期は行政が税金を使っ

て全てのサービスを展開して、公共という

ものが成り立っていた時代だったと思いま

す。ただもうそんなことは言っていられな

いですよね。国も地方も金がない、そうな

ったらみんなでアイデアを出し合って、な

んとか地方を盛りたてていくしかない。そ

うなったときに、市民、企業、行政、この

3 者をいかに効率よく組み合わせて、その

地域に最低限の投資で最高のパフォーマン

スを出すか、そういうことが必要だという

話です。そして、それを政策で支えていく

必要があり、政策を形成する過程に市民や

企業も参加する、3 者が対等なパートナー

シップで、要はフラットな関係の中で議論

していく必要があるという話です。 
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 ソーシャル・キャピタルと 
東近江市での調査 

 

先ほど北川先生から、市役所ではできな

いことが公共図書館ではできるのではない

か、対等なパートナーとして色々な人が繋

がれるという強みが公共図書館にはあるか

らこそ、公共図書館を使って地域を創って

いけるのではないかという話が出ました。

私もその意識でおります。そんな中で出会

ったのが、滋賀県の東近江市です。 

ソーシャル・キャピタルと東近江市の紹

介をしたいと思います。ソーシャル・キャ

ピタルとは何かというと、地方分権、地域

活性化、地域政府の確立、あるいは特に鳩

山政権以降よく言われている「新しい公共」

という中で、地域にいる人々の力を使って、

どうやって効率よく社会を創っていくかと

いうことです。 

ごく最近、社会学や経済学や政治学や

色々なところで言われるようになりました

けれども、ロバート・パットナムが次の 3

点をまとめています。こういったものがあ

れば、ソーシャル・キャピタルがあって、

人と人の繋がりがあって、そのネットワー

クによって相乗効果が生まれて社会がよく

なっていくのではないか、より安心・安全

な社会が作れるのではないか、効率のいい

経済が作れるのではないか。そういう話に

なっています。“市民社会の水平的ネットワ

ーク”、まさしくこの「水平」ということが

非常に重要なことだと思っています。かつ

ネットワークということですね。“一般的信

頼”“一般化された互酬性の規範”、この 3

点が必要だろうとパットナムは定義してい

ます。こういった要件を満たすところがあ

るかなと探していたときに、東近江市を紹

介されて、実際に話を聞いて感動したので、

それをお伝えしようと思います。 

 

 

 

滋賀県の東近江市は、市町村がいくつか

合併して出来上がっています。旧八日市な

ど、かなり広域にわたって合併をしていま

す。人口は 11 万人程度で、人口その他がち

ょうど日本の 100 分の 1 くらいのスケール
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になるのではないかと市長さんがおっしゃ

っていました。 

私が驚いたのは、東近江市は市民活動が

非常に活発な地域なんです。色々なところ

で勉強会が立ち上がったり、様々な取組み

がされている。ソーシャル・キャピタル、

要は人と人との繋がり、ネットワークがあ

るんじゃないかということで、そうした活

動の様子を聞いて回っています。まだ完成

しておらず、一部なのですが、聞いてきた

ところだけでも感動したので、それをお伝

えしようと思います。 

 

 

いきなりこんな図を出してしまいました。

「東近江人の輪マップ1」といいます。色々

                                                  
1 下記 URL で公開されている資料「東近江

市の目指す緑の分権改革」の最終ページに

も掲載されている。

http://www.soumu.go.jp/main_content/00
0077718.pdf 

な市民団体がこのマップの中に描かれてい

ます。この図の右上の方がより仕事に近い

形の活動です。つまり、環境活動や人の命

を救う活動など、市民活動に近い取組みを

しているけれども、それがお金になってい

るというものです。左下はボランタリーに

行われている様々な活動が描かれています。 

 例えばスライドにあるように、「里地、里

山保全」ということで、荒れてしまった野

畑を、月 2 回くらい土曜日に集まって、老

若男女が揃って伐採をしたり、枝切りをし

たり、様々な体験活動を行い、それによっ

て森林を守る活動があります。他にこちら

には、医療関係の活動があります。これも

図書館と繋がっています。 

実はこのマップの中で唯一出てくる公共

機関というか、行政の機関が図書館なんで

す。図書館が市民団体の色々な中のネット

ワークの一部として組み込まれている。こ

ういったケースは私も初めてでしたので、

大変驚きました。10 何人かにお話を聞いて

いるんですが、その中で図書館が色々役に

立つという話が聞けたので、それをご紹介

したいと思います。 
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ネットワーク構築を目的としている市民

団体から話を聞いております。市民団体は

特定の人がずっとやっているだけでは持続

可能性がないんです。どうやって新たな刺

激を作り、面白い活動に仕上げていくかと

いう中で、新しい人を連れて来る必要があ

ります。そして新しい人を連れて来るとき

に、実は図書館が使えるのではないかとい

う話が出てきています。ネットワーク構築

を目的としている市民団体は図書館で人探

しをするのと同時に、市民団体同士が繋が

るのもまた図書館で行われている。図書館

員が色々なところに出かけて行っては、こ

ういう団体があるからちょっと話をしてみ

ないかとか、市民のキーパーソンとなるよ

うな人たちを集めてそこで相乗効果を生も

うとする取組みを図書館自身がやっている

んです。市民団体自体に、知らない人に対

する“薄い信頼”、新しい人が入って来るこ

とを歓迎する環境があって、その構築の支

援のために実は図書館が橋渡し役になって

いる。市民、市民団体それぞれを全部取り

まとめて、図書館が色々な人を繋いでいる、

色々な団体を繋いでいる。人と市民団体を

繋いでいる、そういった活動をしている、

ということがあります。 

 

 

市民団体の 1 つに「はちどりの会」とい

う大変面白い活動があります。お子さんを

育てているお母さんが 119 番通報を簡単に

するような時代になってきたけれども、救

急車の数は十分ではないので、まずは自分

たちでできることを何かしないかというこ

とになり、それを繋げて、お子さんがこう

なったときはまずはこうしましょうという

緊急用の小児医療のリーフレットを作って

図書館に置いています。それを作った「は

ちどりの会」は、図書館がコーディネート

をして、子育て中のお母さんをうまく医療

関係の人と繋げて立ち上がった団体です。

市民団体形成のために図書館が貢献してい

ます。またもう 1 つ図書館の役割として、

市民団体同士で繋がっている人たちはいい

んですけれども、図書館というのは市民活

動をしない人も当然出入りするので、そう
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いった人たちに対するアウトリーチという

か、広報活動ができるという点で、情報発

信の場としても使えます。このように、人

と人とを繋ぐ場としても使えるということ

が言われていて、利用者側がかなり面白く

図書館を使っている。図書館で本を借りる

だけでなく、図書館に行くと色々教えても

らえる、図書館に行くと情報発信してもら

えて新しい人をリクルートできる。そうい

う意味で図書館を使っている方が多くいら

っしゃいます。それが東近江の特殊なとこ

ろで、また面白いところではないかと思っ

ています。 

 

 公共図書館と 
ソーシャル・キャピタル 

 

 

人々が繋がってネットワーク化をする、

こういった要素を、実は図書館が支援する

ことによって、ソーシャル・キャピタル、

つまり地域をきちんと自分たちで守ってい

くための力を蓄えるところに繋がっている

のではないだろうか。まだそこは私も結論

は出せていません。それが図書館であるべ

きなのか、公民館であるべきなのか、市役

所であるべきなのか、または大きなショッ

ピングモールのようなところであるべきな

のか、人が集まるところであればできるこ

と、人が集まらなくても人が集まる場所を

作ること、色々なことができると思うんで

すが、東近江の現状を見る限りでは少なく

とも、図書館が人の集まる場として、様々

な水平的なものも含め、生涯に渡った人の

生活そのもの、生活者そのものを捉える場

として使われている。かつその図書館が、

市民活動を繋げていくという非常に活発な

動きをしており、いい市が出来上がってい

る、いい町づくりになっていると考えられ

ます。 

私が特に驚いたのは、東近江の図書館の

職員さんはとにかくよく外に出て行く。こ

れは行政支援という話なのでしょうか、市

のポータルサイトで、こんな政策をやって

いるとか、こんな政策を考えているといっ

た話が出ると、図書館の職員さんが関連す

る本を持って市役所にアピールに行くとい

うことがありました。また、人の生死に関

わることなので、多くの市民の方に知って

もらうためには図書館を使って発信すべき

だということで、医療関係の集いに図書館

長が招かれたり、それで図書館を使って医

療支援のコーナーを作ったということもあ

りました。様々な動きが図書館を中心にし

て起こっている。図書館は先ほどの図の中

でも、非常に枢要な位置を占めている状況
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に今あると、個人的に認識しています。そ

して、この裏付けを取ることが私の仕事だ

と思っています。 

今回このフォーラムにお招きをいただい

て改めて考える中で、「これもある意味では

レファレンスサービスなのかな」と感じま

した。受け手として待っていて、図書館に

来たお客さんの質問に回答するのはもちろ

んいいとは思うのですけれども、市民活動

団体の人と人とを繋ぐ、また、逆に出かけ

て行って、色んな人と繋がって、人脈を増

やし、それを紹介するということもあるし、

こんなサービスがあるという PR をするこ

ともある。こういったことも考えてみると、

昨日の調査研究報告会2でも話されていた、

広義の意味でのレファレンス、能動的な活

動としてのレファレンスに当たるのではな

いかと感じました。そしてその 1 ケースと

して、東近江市があるのではないかと感じ

ています。 

人々の活動を支援するということは地域

が自立する上で非常に重要なことだと思っ

ています。ハードからソフトへという話が

午前中にありました。我々は人材立国とし

て、人の力によって何とか地域を支えてい

くしかない。それがもしかしたら図書館で、

東近江では私はそれができていると思って

いますが、できるのかもしれない。他の地

域でも適用可能かもしれない、そんな思い

を持って今勉強しているところです。「地域

                                                  
2平成 25 年 3 月 21 日に関西館で行われた、

平成 24 年度図書館及び図書館情報学に関

する調査研究「日本の図書館におけるレフ

ァレンスサービスの課題と展望」最終報告

会。調査研究の報告書は次の URL にて公開。 
http://current.ndl.go.jp/report/no14 
 

の課題解決支援」ということは、人を繋ぐ

ことも含めて、課題解決を色々な形でサポ

ートをしていくことではないか、まさしく

それは地域の人々、市民を繋ぐ公共図書館

として、新たなモデルの 1 つを我々に示し

ているのではないかと感じました。 

私自身は地方自治の現場を見るために図

書館というツールを見る、という観点で図

書館・情報学専攻というところに入ったの

ですが、図書館を見ていくとまた地域が見

えてくるという面白い状況になっています。

これからも研究を続けようと思っています。

未完の段階で大変恐縮ですが、図書館員が

飛び出して行って人を繋ぐ、来た人を繋ぐ、

様々なことをやっている東近江の図書館に

ついて紹介させていただきました。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

質疑応答 

（質問者） 

東近江市の場合、図書館の組織の姿勢が

そのようなものを生みだしているのでしょ

うか、それとも、市の職員全員に街に出て

行こうという姿勢があって、それが図書館

の職員にまで反映されているのでしょうか。 

 

（府川氏） 

ご質問ありがとうございます。まだ十分

な調査はできていないのですが、市全体に

市民の方に乗り出していくという姿勢があ

るのかなと思っています。 

図書館の職員さん自身ももちろん飛び出

して行っていますし、色々なところを繋い

でいこうという意識はお持ちです。実際、

市民団体の集まりに行ってみますと、「実は

私昼間は市の職員なんです」という方が結
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構いらっしゃるんです。市民としての市の

職員さんも活動されていますし、図書館の

職員の方も出て行っては、市民として動か

れている部分もあるのだと思います。そこ

は非常にあいまいではあるのですが、市全

体にそのような動きがあります。 

先ほどのマップを作ったのは市役所で、

図書館ではないのです。図書館が作ってい

て、図書館が真ん中にいたらあまり驚かな

いのですが、あれは市役所本体が作ってい

て、しかも真ん中に図書館が位置づけられ

ています。市全体としてそういった意識が

あるのかなとは認識しています。 
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事例報告② 

尼崎市立地域研究史料館の 

レファレンス事例公開について 

 

 

 

尼崎市立地域研究史料館 

久保庭 萌 

配布資料 

資料⑤ 尼崎市立地域研究史料館のレ

ファレンス事例公開について 

 

尼崎市立地域研究史料館の久保庭と申し

ます。どうぞよろしくお願いします。本日

は標題にありますように当館のレファレン

ス事例公開についてお話させていただきた

いと思います。具体的には当館のレファレ

ンスとレファレンス協同データベースの参

加に至った経緯、それから実際の登録の流

れを発表させていただきます。これに加え

て当館の Web 上のコンテンツや SNS（ソ

ーシャル・ネットワーク・サービス）、

Facebook、ブログなどの活用についても触

れて、今回のフォーラムのテーマである、

尼崎という地域の史料館からレファレンス

協同データベースを通じてレファレンス事

例を発表していくことについて考えていき

たいと思います。 

 

 はじめに 

 

 まず当館の概要からご説明させていただ

きます。尼崎市立地域研究史料館は市史編

集室から発展した形で、今から約 40 年前の

1975 年に開館しました。職員・嘱託職員合
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わせて 8 名の小さな館でして、施設の規模

自体も小さな館です。 

当館では尼崎のアーカイブズ、地域の文

書館施設として尼崎に関する歴史的な史料

の収集公開を行っております。スライドで

挙げているのは館の所蔵史料の概要です。

当館では多岐に及ぶ史料を収集しておりま

して、図書館と同じく流通している刊行物、

雑誌なども収集の対象になっているのです

が、さらに古文書や近現代の史料、地図や

写真、マイクロフィルムや映像資料、ちょ

っと変わったところではビラやチラシ、例

えば、選挙のビラやチラシなども収集対象

になっています。 

また当館は尼崎市の公文書館の機能も担

っています。市が作成した公文書のうち、

歴史的公文書として重要な文書を収集した

り、市が発行している議事録など、行政刊

行物も集めて公開しております。 

このように当館では様々な形態の史料を

収集していますが、一部の図書以外は閉架

となっていまして、基本的には請求いただ

いて出納するという形をとっています。最

初に来館された利用者が、欲しい情報をす

ぐに見つけることが少し難しいということ

で、館の史料を利用者に利用していただく

ためにはレファレンスサービスが非常に重

要になってきます。ここからは当館のレフ

ァレンスサービスの詳しい内容、館のレフ

ァレンス事例を実際にレファ協に登録して

いく流れについて見ていきたいと思います。 

 

 
尼崎市立地域研究史料館のレフ

ァレンスとレファレンス協同デ

ータベース 

 スライドに挙げておりますのは当館入口、

入ってすぐの写真です。手前にあるのが閲

覧室で、窓が開いているのがお分かりいた

だけるかと思うのですが、そちらが相談窓

口、その奥が事務室で職員が常駐している

部屋になります。利用者は入口から閲覧室

に入って来て、相談がある場合はこちらの

窓口で常駐している職員に質問をするとい

う形になっています。 

当館は 1990 年代以降にレファレンスサ

ービスに力を入れるようになりました。「利

用者が何を調べたいのか」ということを丁

寧に聞いて丹念に答えるという、単純なの

ですが、丁寧にレファレンスサービスをす

るということを館全体の認識としてスタッ

フ全員で取り組んでおります。 

相談内容ですが、当館の相談内容の特徴

は狭く深くということが言えます。基本的
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に当館に問い合わせのある事項というのは

尼崎に関する事柄がほとんどでして、一般

的な図書館というのはもっと広い事柄につ

いての相談が多いかと思われるのですが、

どちらかというと専門図書館に近いとイメ

ージしていただければよいかと思います。

相談内容は例えば、尼崎は工業都市なので、

「尼崎の工業化の過程について調べたい」

というような広い大きなテーマもあります

し、一方ではピンポイントに「尼崎市のこ

の町の歴史が知りたい」といったこと、あ

るいはかつてあった尼崎藩の藩士の子孫の

方が来られて「自分の先祖である藩士につ

いて調べたい」という個人の家の歴史につ

いてまで、尼崎に関する様々な質問が寄せ

られます。 

 

 こちらは館独自の相談記録データベース

です。先ほど申し上げたように 1990 年代以

降にレファレンスサービスに力を入れるよ

うになったのと並行して、館のレファレン

ス事例について、レファレンスをしたら基

本的に毎回「相談記録票」に記録するとい

うことになりました。当初は紙媒体の相談

記録票の形でデータを蓄積していたのです

が、職員が独自のデータベースを作りまし

て、現在は完全にデータベース化しており

ます。こちらは「相談記録票」から「相談

記録」へと名前が変わっています。現在で

はパソコン上で直接このデータベースに入

力作業をし、調べる際もデータベースを使

って検索するという形をとっております。 

 

 利用に関する課題としては、今まで見て

きたように、利用者が来館して調べるとい

うレファレンスサービスについては館が力

を入れてサービスを丁寧に行い、またデー

タベースを作って情報を職員間で共有する

ことについても積極的に力を入れてきまし

た。それと並行して、外部へ地域研究史料

館自体を PR していかなければならないと

いうことが課題として常にありました。図

書館や博物館であれば何をする施設である

のかが社会的に認識されていると思います

が、当館のようなアーカイブズ、文書館施

設は一般の方に知られていないということ

があります。どういった史料があって、ど

のようなことが出来る施設なのかというこ

とを発信し、新たな利用者層を開拓してい

くために、外部へ史料館の利用方法、ある

いは所蔵史料に関する情報を発信していく

こと、そしてその発信方法自体も課題とし

て挙げられます。 
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 以上のような課題があったことから、レ

ファレンス協同データベースに着目し、外

部への PR を目的として当館はレファレン

ス協同データベースに参加させていただき

ました。どのような史料を所蔵していて、

それらの史料を使って何を調べることがで

きるのかということは、史料や事例によっ

ても違うので、一言で説明が難しいという

ことがあります。史料の利用方法を具体的

にイメージして発信することができるとい

う意味でレファ協が非常に役立つのではな

いかということになり、参加してみようと

いうことになりました。同じタイミングで

国立国会図書館様からもお声かけをしてい

ただいて、実際に参加することになったわ

けです。 

 

 事例登録の流れですが、先ほども申し上

げたように、館で独自のデータベースが存

在しておりますので、レファレンスをする

度に館内のデータベースとレファ協の両方

に登録するということは現実的に不可能で

あるということで、2 週に 1 回のペースで

登録することになりました。職員のミーテ

ィングの際に、2 週間分の相談記録の一覧

の中からデータを 1 つ選び、そのデータの

プライバシー情報が分かるものは出来る限

り一般化した上で登録するという形をとっ

ています。 

 

 登録事例を 2 つ挙げています。こちらは

すでにレファ協に登録している事例ですの

で、ご覧いただけるものです。 

1 つ目は「まちづくりへの活用」の事例

です。「尼崎運河」という運河があるのです

が、それを PR しようと行政が主体となっ

て行っているプロジェクトがありまして、

その活動の一環として「尼崎運河マニュア

ル」を作成したいという問い合わせが史料

館にありました。その際に提供した史料な

どを記した事例になります。 

2 つ目は「地域資源の見直し」の例です。

市内を走っている阪急電車の駅前にゴンド

ラをかたどったモニュメントがあるのです

が、それがいつ頃できたのかということを、
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市民の方から問い合わせがあって調査した

ところ、設置年などが分かったという事例

です。 

どちらも行政や地域の方が、尼崎の歴史

や今現在市内にあるものの由来について知

りたいという時に、当館を利用している事

例となっています。 

 

 2011 年 11 月にレファ協に参加してから

約 1 年経つのですが、2013 年 3 月現在で

30 件程の登録を行っています。登録件数自

体は少ないと思いますが、その分 1 つ 1 つ

の事例の精度を高くしていくということと、

加えてコンスタントに 2 週間に 1 回登録を

進めていくという形で継続的に精度の高い

事例を登録していくということを心がけて

います。 

参加後約 1 年なのですが、アクセス件数

は約 1 万件程ありますし、当初の目的であ

る外部への PR に一定の成果をあげている

と言えるのではないかと思います。実際に

レファ協に登録した当館の事例をプリント

アウトして問い合わせに来られる来館者も

おられて、そういった意味では手ごたえを

目に見える形で感じることもできます。 

その他レファ協に参加して、問い合わせ

の多い事例については改めて職員間で情報

共有ができました。やはり相談記録のデー

タベースだけではどういう事例が頻繁に寄

せられるかについては分からないため、「こ

の事例はよくある」ということをミーティ

ングで職員間で話し合うことができ、改め

て情報共有が出来ています。 

 

インターネットを 
通じた情報発信 

 最後にレファ協以外で当館が行っている

インターネット上の情報発信についてご紹

介させていただきたいと思います。 

まず館公式のウェッブサイトが 2012 年

11 月に全面リニューアルしました。リニュ

ーアルに際しては特に、所蔵資料を視覚的

に分かりやすくすることに気をつけて作っ

ております。 
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 こちらの「史料を探す」というページで

は、各史料のアイコンから史料の概要や利

用方法などを説明しているページに飛ぶこ

とができます。どういった史料があり、ど

ういう形で利用することができるのかをペ

ージ上で表示できるようになりました。こ

れはレファ協とも共通するコンセプトなの

ですが、当館の史料を分かりやすくPRし、

利用に繋げていくという目的から所蔵史料

を視覚的に表示するようにしております。 

 

 レファレンスについては、レファレンス

のページを新たにリニューアルし、レファ

協へのリンクバナーを貼りつける、あるい

は当館のレファレンス事例へのリンクをウ

ェッブサイト上に貼りつけて見ることがで

きるように設定しています。 

 

 その他のコンテンツとしては、スライド

に挙げている「apedia」、Wikipedia を尼崎

バージョンにすると「apedia」になるので

すが、当館の職員が実際に Wikipedia を参

考にして作ったデータベースです。尼崎に

関連する事項についてキーワード検索がで

きるシステムになっております。下に挙げ

ているのが、2007 年に尼崎市史の編纂事業

の一環で刊行した「図説尼崎の歴史」とい

う刊行物があるのですが、こちらを市内の

大学と提携して Web 上に公開した「Web

版図説尼崎の歴史」です。こちらは古代か

ら現代に至る尼崎の歴史について、市民の

方に読んでもらえて、かつ活用してもらえ

るようなものとして、写真や図表でビジュ

アル的にも分かりやすく尼崎の歴史に関す

る情報を公開しております。この 2 つを用

いることで、尼崎の歴史に関する基本的な

事項を Web 上で調べることができます。 

 

 館公式 SNS をスタートということで、

2012年11月にFacebookを開設しました。

翌 12 月からはブログもスタートしました。

Facebook では 1 つの記事につき 100 人、

多い時で 200 人程度の閲覧があります。 
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 今 2 つ記事を挙げているのですが、左は

阪神淡路大震災の際の尼崎市内の写真です。

こういったものも当館では所蔵していると

いう史料の紹介として記事をアップしてい

ます。 

右は今年 2 月に行ったボランティア作業

の様子なのですが、館が主催している歴史

講座や自主グループなどの行事の案内、も

しくは実際の作業風景の写真などをアップ

しております。館がどのようなことをして

いるのかという紹介を Facebook やブログ

で行っています。 

 

 Facebook とブログは基本的に同じ記事

をアップしているのですが、休館日以外は

ほぼ毎日コンスタントに記事をアップして

おります。 

Facebook は参加型ページということで、

相互メディアですので、一方的にこちらか

ら発信するだけでなく、コメントなどを通

じて利用者とやり取りをしております。 

最後に今日の報告をまとめさせていただ

きます。ここまでの当館の Web 上のコンテ

ンツでの役割を整理しますと、まず館のウ

ェッブサイトが基本的な館や史料の概要を

載せるものです。「apedia」や「Web 版図

説尼崎の歴史」は尼崎の歴史について調べ

ることができる基本的なコンテンツです。 

これに対して、今回新たに導入した SNS

は、ウェッブサイトに掲載する程ではない

が広く発信していきたいという情報、流動

的な情報を発信していくものとして捉えて

います。 

レファ協については、ウェッブサイトに

掲載されている史料の概要だけではカバー

できない、多様な史料の利用方法を発信す

ることができるツールとして位置付けてい

ます。当館では元々史料を利用した成果の

蓄積に努めてきました。ですが、それだけ

では利用者が自ら調べて深めていくという

ことには結びつかない部分がありました。

レファ協に事例を登録していくことで、史

料と成果のあいだ、史料をどのように使っ

て成果がでたのかという経過の部分をレフ

ァレンス事例として可視化し、外部に発信

していくことによって、館の利用方法を知

っていただく。利用者がそれに基づいて、

さらに尼崎について深く調べていくという

循環ができればいいと考えております。 

以上で発表を終わらせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。 

 

質疑応答 

質問者① 
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情報発信を意識されて非常に興味深い内

容でした。1 つお伺いしたいのですが、SNS

とブログというサービスを始められて、休

館日以外はほぼ毎日更新されているという

ことですが、担当者は何名いるのでしょう

か。 

 

久保庭氏 

 担当者は固定では決まっていないのです

が、例えば史料の紹介であれば史料の担当

者がアップするといった形で行っておりま

す。 

-------------------- 

質問者② 

 2 週間に 1 度スタッフが集まって、1 件を

精査してレファ協にアップする事例を決め

るということなのですが、レファ協にはな

るべく多く登録しましょうという趣旨もあ

ります。1 件に絞るのには何か理由はある

のでしょうか。 

 

久保庭氏 

 レファ協を活用する方法として、例えば

図書館の方は館のデータベースとして活用

されたり、図書館同士でレファレンス事例

を共有するということがあると思うのです

が、元々当館はデータベースを持っていた

ということと、外部への PR が一番の主眼

となっていましたので、なるべく内容を濃

くして分かりやすく発信していきたいとい

うことがありました。その時に、労力とし

て大体職員 6 名の持ち回りでやっています

ので、1 日 1 件登録というようなことは、

マンパワー的にも不足しており、2 週間に 1

回のペースで登録するのが限界かなという

ところです。外部への PR が主眼になって

いるということが 1 番の理由ではないかと

思います。 

 

質問者② 

 そうしますと、全て一般公開することを

前提にされているということですか？ 

 

久保庭 

 そうです。当館が登録している事例は全

て一般公開しております。尼崎という市域

内のことになりますので、プライバシーが

特定される恐れが多分にある相談が多いの

で、そういった意味でもなるべく一般化し

て利用者の方に分かりやすいものになるよ

うにしております。 

-------------------- 

質問者③ 

 同じ専門図書館員として、質問ではない

のですが、共通することもありますのでご

参考までに、と思い発言します。 

私達もレファ協ができる前から Excel を

駆使して相談内容のデータベースを持って

おり、そこに入力しておりました。現在も

入力しているのですが、レファ協が今回の

システムリプレースでかなり改良されまし

て、ローカルデータも入れやすくなりまし

た。統計なども、レファ協に登録したもの

をそのまま自分達の統計として使えるよう

に改良されています。そこで、年度末が一

番の変わり目だと思いますので、この際一

本化されるというのはいかがでしょうか。

私達もそのようにしようと思っております。 

 情報を入力するのは中々大変だと思うの

です。私達も小さな組織ですので、独自の

データベースに入れて、さらにレファ協に

入れるというのはかなり労力がいります。



 26

精選された相談事例に加えて、専門図書館

としての事例をレファ協にどんどんと登録

していただくというのはいかがでしょうか。 

 

久保庭氏 

 ご助言、ありがとうございます。 
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事例報告③ 

女川・陸前高田 ～図書館壊滅から再開へ～ 

 

 

 

北海道ブックシェアリング代表 

荒井 宏明 

配布資料 

資料⑥ 女川・陸前高田～図書館

壊滅から再開へ～ 

 

 みなさん、こんにちは。北海道ブックシ

ェアリング代表の荒井と申します。昨年札

幌の大谷大学に社会学部ができまして、そ

こで情報資料学とボランティア学を教えて

おります。今回、私ども北海道ブックシェ

アリングが被災地で行った支援の事例をご

報告したいと思います。 

 

 北海道ブックシェアリングとは 

 

 まず、当会はどういう性質の団体かと言

いますと、震災を機に発足した団体ではな

く、2008 年に図書と教育の関係者によって

設立しました。背景は、北海道の子どもた

ちの読書環境です。学力テストのときに調

べる子どもたちの読書意欲は全国平均、あ

るいは全国平均を超えているのですけれど

も、読書や図書の環境整備はワーストに近

い場合が多い。例えば本屋さんですと、ピ

ーク時の2割です。これは2割減ではなく、

ピーク時の 8 割減というのが現状で、町の

本屋さんがどんどんなくなっていく。特に

全国ワーストである学校図書館の再生は喫

緊の課題であり、行政のみならず、関係機

関と連携しながら支援を実施、あわせて読
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書環境の整備の必要性を啓発していくとい

うことで、図書を提供したり、学校図書館

のクリニックを行ったり、アドバイスをし

たり、地域でボランティアを育成したり、

そういった事業をこの 5 年間行っておりま

す。 

 

 施設としてはまず、札幌市と協同して

我々が運営を担っている「札幌市図書再活

用ネットワークセンター」です。これは寄

贈のための図書館で、ここに実際に道内の

小学校、保育園、子育て支援センター、病

院など、色々な施設の人たちが本を取りに

来ます。その人たちに無償で本を提供する

という形で進めております。これをやると

本屋さんが余計に潰れるのではないか、と

いう方もいらっしゃるのですが、実際は逆

です。本屋さんが育つための種まきに近い

ということで、北海道の書籍業組合さんに

も協力していただいております。要するに

これは、弁当屋さんの隣でおにぎりを配る

とかそういう話ではなくて、読書というの

は習慣ですから、子どものうちから読書の

習慣を身につければ、大人になってから優

良な本屋さんの顧客になってもらえるとい

うことで、書店の種まきでもあります。 

 

 そしてこれが事務所です。ボランティア

を育成するためのミニ図書館を今年 4 月か

ら行う予定です。図書ボランティアの育成

もかなり力を入れてやっていこうと思いま

すので、その育成研修のためのミニ図書館

などをこれから作る予定です。 

 

 

 そして一昨年の 10 月に宮城県の石巻市

に「みやぎ復興支援図書センター」を設立

しました。ここは宮城のみならず、岩手も

視野に入れて図書の支援アドバイス、ある
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いは本棚の寄贈ですとか、様々な読書環境

のワンストップの支援拠点として使ってお

ります。 

 センターの一番端はミニ図書館になって

います。近所の子どもたちや家族連れが遊

びに来るようになっております。このよう

に我々の活動は札幌を拠点に道内、そして

宮城県、岩手県と活動を広げております。 

 

 活動の特色 

 

 活動の特色ですが、ボランティア組織な

がら、自主財源で黒字運営を 5 年間続けて

おります。それから読書や読書施設の専門

知識を持つ人による幅広い支援体制です。

現役・OB の司書さんもいますし、学校図

書館もありますし、大学で図書館学などを

教えている人もいます。それから先ほどご

紹介した図書施設を保有しています。 

さらに行政とのほどよい距離感というこ

とがあります。ボランティア団体というの

は、とにかく行政は敵だみたいな行政に噛

みつき型のものもあれば、委託事業に縛ら

れて従順になっている飼いならし型のもの

が結構多いことがあります。そうなってし

まうとあまり機能しないということで、

我々は自主財源と黒字運営ということもあ

りますので、行政とは協調協同で、北海道

のために何ができるか、被災地のために何

ができるかという観点に立って協調姿勢を

取っております。 

 

 

 それから調査事業なども実施しています。

これは昨年道内で実施した「道内公立小中

学校の学校図書館に関する調査」です。先

ほどご紹介した通り、北海道の読書環境は

ワーストに近いという状況なんですけれど、

札幌だけ取り出せば、学校図書館は全国ト

ップクラスなんです。札幌の読書環境、読

書全般、あるいは学校図書館に絞っても、

全国トップクラスなのです。それを入れて
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もなお、北海道はワーストに近い。札幌市

を除外したデータから本道の学校図書館の

実情を探るということで、この調査を実施

し、結果をまとめました。 

 結果はかなりシビアな内容で、１つだけ

ご紹介しますと、これは小学校の調査結果

なのですけれど、12 番の「総合的に見た貴

校の図書館の充実度は」という質問に対し、

「これで十分に足りている」と答えた学校

は 1.2％しかないということでした。この危

機感からのスタートではないだろうかと話

しております。 

 

 東日本大震災被災地支援事業 

 

 さて、東日本大震災の支援事業について

です。震災当日私は札幌におりまして、そ

の後、北海道教育委員会の教育長から視察

をしてください、ということで被災地に赴

きました。震災発生から 2 ヶ月後ですから、

図書や読書どころではないです。図書館担

当者が避難所の物資担当をやっているとい

った状態で、教育委員会は教育委員会とし

て機能していない、そういう状況の中で、

それでも被害状況ですとか、避難所に送ら

れてくる図書の状況などを調べてきました。

そして長期的なスパンで続く支援が必要だ

ということを話しまして、9 月にボランテ

ィア説明会を行い、10 月にみやぎ復興支援

図書センターを設立しました。先ほど解説

しましたが、ワンストップで図書の支援、

読書環境に関する支援を行っていくという

ことで、当初は公共図書館は特に視野に入

れていませんでした。学校図書館や公民館

図書室などを考えていたんですが、今回ご

縁があって、宮城県の女川町と岩手県の陸

前高田市、この 2 つの自治体において、公

共図書館の開館支援を実施しました。 

 

岩手県陸前高田市での支援活動 

 さて陸前高田市立図書館です。陸前高

田市は岩手県の一番南側にある町なんで

すけれども、上空から見るとこのように、

町がほぼ全部壊滅です。人口に対する死

亡も多く、市役所職員が 3 分の 1 亡くな

っております。特に生涯学習と学校教育

関係者は、ほぼ全員が亡くなっていると

いう状況です。図書館員も、博物館員も

全員死亡しております。 
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 図書館は、新聞やテレビでご覧になった

方も多いと思いますが、こういう状況です。

町中に本が流れ、東京の大学生が拾い集め

てくれたんですけれど、残念ながら再活用

はできず、今、この建物も崩して廃棄物と

なっております。 

 

 これは 500m くらい離れたところにある

市民会館です。この市民会館は避難所であ

る上に、生涯学習課と学校教育課が入って

おりました。ここは完全に水没し、学校教

育とか生涯学習といった機能そのものだけ

でなく、人員もほぼ全員亡くなられました。

教育長も、次長も、課長級もほぼ亡くなら

れたという状況であります。 

 

  

そんな中でも、なんとか 1 年経つか経た

ないかくらいでここまでは来ました。写真

左側にあるのは東京の公益法人が震災のあ

った年の秋に寄贈した絵本館です。それか

ら真ん中に写っているブックモービルがイ

タリア政府が寄贈したものです。そして奥

にあるプレハブが図書館準備室です。 

ここまで来たんですけれど、肝心の図書

館の建物ができない。色々な支援プログラ

ムを私どもも一緒に館の人たちと探したの

ですけれども、なかなか見つからない。と

いうか、ないんです。この後ろにあるプレ

ハブは、建築基準法のことがあって図書館

にはできない。仮設図書館としても使えな

い。ということで非常に困りまして、私が

1回北海道に持ち帰り、募金を集めました。

2 ヶ月で 900 万円集まりました。それから

建設のボランティアを募りましたら、札幌

の大学から学生 30 人を送り込むというこ

とでした。900 万円で資材を買って、ボラ

ンティアで建てようじゃないかということ

になり、公共図書館の建設が始まりました。 
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室蘭市のハウスメーカーにお願いして、

私もトラックを運転して資材を現地に運ん

で、大学生たちと一緒に作りました。建設

中の写真に写っているのは大学生です。ど

う見ても大工さんにしか見えないですけれ

ども。室蘭のハウスメーカーの方の指導を

受けて、本当にみるみる間に大工職のよう

になり、建物を組み上げていきました。 

本棚は、岩手県の湾岸地域の被災地域の

社会教育におけるバックアップ拠点である

遠野市で調達してもらいました。机や椅子

は NHK の助成金を私の方で取って、キハ

ラに発注してしつらえました。そして教育

委員会に寄贈し、今はこんな形になってお

ります。 

実際にこうやって運用しだすと、役所の

見る目も変わりました。ここまで日々人々

が利用しているのであれば、図書館の本設

も少し早めにしようということになりまし

た。もともと本設はすごく遅く、当初の計

画では、震災から 8 年後位に検討しようと

いうレベルのものだった。ところが、仮設

の図書館が実際に出来て、毎日市民が通う

となると、前倒しで進めていこうというこ

とになり、もう既に本設を視野に図書集め

を始めているという状況です。すべてが前

向きに進んでいる。そして今度被災した中

学校 3 校を 1 つに統合するんですね。その

学校の図書館を地域に開放しようじゃない

か。そのアドバイスもここが担うというこ

とで、様々な機能を持ち、民間の仮設の図

書コーナーもあり、それらを統括して、今

ここが中心となって、陸前高田市の社会教

育復興が進んでおります。 

図書館担当者から聞きました。図書館復

旧に関する政府補助金はあるが、窓が割れ

た、柱にヒビが入ったという程度での復旧

が対象で、すぐに使わなければならないと

いう条件付きでした。建設場所の確保から

しなくてはならない陸前高田市にとって申

請は不可能だった。他の支援プログラムも

見当たらず、図書館の再開は全く見通しが

なかった、ということで、当初お話をいた

だきました。 

時系列で見ますと、2011 年 3 月 11 日の

震災発生、図書館は壊滅、職員は全員死亡、

行方不明。そして 11 月に先ほどご紹介しま

した絵本館「ちいさいおうち」を東京の
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NPO が寄贈、2012 年の 5 月に市の図書館

準備室が完成、4 月にイタリア政府から寄

贈されたブックモービルの運用開始、9 月

に当会が寄贈した仮設図書館が完成、それ

が 12 月 1 日に開館して、日々子どもさんや

それから大人の方、高齢者の方々、市民を

迎えているという状況です。 

 

宮城県女川町での支援活動 

 

 

続きまして女川の事例です。女川町の場

合は公共図書館ではなく、公民館図書室の

区分になります。こちらは私が 2 ヶ月後に

入った時の女川の状況です。町にはもちろ

ん人はおらず、というか町を歩いてはだめ

なのです。震災後 2 年経った今でも危なく

市民は町中を歩いてはいけないという状況

です。 

赤い骨組が見えている建物が生涯学習セ

ンターです。その 2 階に図書室がありまし

た。震災時には図書室に小さい子どもさん

を連れたお母さん、生涯学習課の職員など

がいました。かなりの揺れで、本棚が全部

倒れ、本も倒れ、本に埋まっている人はい

ないかと探した後、津波がどうやら 6m 来

るということで、みんなで 3 階に移って、

どう考えても 6m ではないだろうというこ

とで、4 階に移ったそうです。すると 3 階

が水没してしまって、これではまずいとい

うことで、5 階に上がったそうです。最終

的にはあの建物は完全に水没しまして、建

物の上を船が流れていったという映像もあ

ります。ですが、館内にいた 20 数名は全員

助かっています。なぜ助かったかというと、

偶然なんですけれど、5 階に機械室があり

まして、最後に逃げ込んだのがその機械室

なんです。機械室というのはドアが鉄板で、

窓がないということで、空気が一時的に、

水没した時も保持されていたということで

全員助かりました。小さなお子さんも高齢

者の方もいらっしゃったのですが、助かり

ました。ただ、水が入ってきて、それが膝

くらいの高さになったときに、遺体になっ

てもすぐ分かるようにみんなで腕に自分の

名前を書こうということになり、機械室の

中でマジックを探したそうです。そのマジ

ックが見当たらず、みんなでちょっと笑っ

たという、生々しいというか、心に突き刺

さるような話を聞きました。 

 

  

その後、日本ユニセフなどの支援もあっ
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て、まず絵本館（「ちゃっこい絵本館」）か

らスタートします。無事だった学校の教室

1 つを使って絵本館を開館しました。 

 

  

その後公共図書館を作るのが結構大変だ

ったのです。場所がなかなか高台になくて、

相当苦労されたのですが、2012 年の 3 月に

は、無事だった建物を利用して、「女川町つ

ながる図書館」が完成しました。 

時系列で見ますと、震災発生後、図書館

職員を含む生涯学習課職員 20 人が一時孤

立。震災の翌月には早くも町の教育委員会

で絵本館を構想、5 月には着工し、完成し

ております。2011 年 11 月から図書館作り

がスタートして、2012 年の 3 月に女川町つ

ながる図書館ができました。これには近畿

大学や東海大学、東松島市図書館が協力し

ています。それから同時にブックモービル

も運用を開始しました。陸前高田も女川も

ボランティアとか公益法人や大学などの支

援で再開していくというのが実情です。 

女川町の管理者によりますと、被災した

社会教育施設に対する国の支援事業や支援

メニューは全くなく、打診すらなかった。

震災後ただちに公的機関の図書のスペシャ

リストが被災地に入っていればもっと早く

いい状況が作れたはずだ、被災した公共図

書館が国の支援も県の支援も全くなく、民

間やボランティアの支援で復旧したという

のはどう考えてもおかしい、と話されてお

ります。 

 

福島県が置かれている現状 

陸前高田市と女川町の図書館壊滅から再

開までについてご報告しましたけれども、

さらに話を１つしたいのは、福島のことで

す。ご存知の方も多いと思いますが、福島

県の飯舘村には日本初の村営書店である

「本の森いいたて」があります。ここは村

営の書店で、立ち読み OK、座り読み OK

で、半分図書館のような書店です。村に図

書室が全くなかったために図書館のような

性格を持った施設として作られました。飯

舘村は、放射線量が高いために避難を余儀

なくされました。今も居住制限区域です。 

書店の窓に「村の本屋さん、本の森いい

たて、長期休業中！！きっといつか再オー

プンするぞ！！」と書いてあります。これ

は震災のあった年の秋に私が飯舘村に行っ

たとき撮影したものです。 

 

  

（2011 年秋） 
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（2013 年 3 月） 

 

 これは私がつい先日行ったときの写真で

す。全部文字がはがされていました。「いい

たて」だけ残っています。なぜこうなった

かというと、ここは除染事務所になったん

です。本を全部片付けて、除染のための施

設になったということで、カーテンの隙間

から中の方を見ますと、本棚にはヘルメッ

トがあります。これはもう何かが間違って

いる。何かがおかしい。本ですとか、児童

書が本来あるべき棚に除染の作業のヘルメ

ットが、村の人たちが本を読む机に除染の

計画図がある。その除染の計画も 2 年間で

1％しか進んでいない。何か私たちは間違っ

てしまったんじゃないかという思いに駆ら

れます。私たちもこれから色々と考え、活

動していかなくてはならないと考えており

ます。以上で私の報告を終わります。 

ご清聴ありがとうございます。 
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ディスカッション 

レファレンス協同データベースができること： 

その創造力と社会貢献 

コーディネータ 

秋田県立図書館 

山崎 博樹 

 

（総合司会） 

第 3 部のディスカッションに入ります。

これまでのご講演、ご報告、さらに前日の

調査研究報告会と材料が揃ったことと思い

ます。また皆さんのそれぞれの立場、お仕

事の関係もあるかと思います。これからデ

ィスカッションを始めますが、レファレン

ス協同データベース事業企画協力員の方に

前にお並びいただいています。ここからは

秋田県立図書館副館長の山崎博樹さんにコ

ーディネータをお願いして、皆さんと一緒

に図書館に何ができるか、レファレンス協

同データベースに何ができるのかについて、

考えていければと思います。 

 

 レファレンスサービスはどのよ

うに役立つか 

 

（山崎博樹：コーディネータ） 

コーディネータを務めます秋田県立図書

館の山崎でございます。短い時間ではござ

いますが、よろしくお願いします。それで

は私から企画協力員の方々を簡単にご紹介

したいと思います。まず青山学院大学教授

の小田光宏先生です。それからお隣は東京

都立中央図書館情報部情報サービス課の神

林秀樹さんです。そのお隣は、大阪府男女

共同参画推進財団事務局統括ディレクター

の木下みゆきさんです。そして、羽衣国際

大学准教授の谷本達哉先生です。そして、

近畿大学中央図書館レファレンス課司書課

長の寺尾隆さんです。最後に立命館大学教

授の常世田良先生です。私を含め 7 名でデ

ィスカッションを進めていきたいと思いま

す。 

今日のテーマとして考えているのは、「レ

ファレンス協同データベースができるこ

と：その創造力と社会貢献」です。今年は



37 

この事業が始まってちょうど 10 年になり

ます。私が発想したときを含めますと 13 年

ですので、結構長い時間が経ってしまいま

した。そういうことを考えますと、このテ

ーマを今やるのは意味があると、私個人で

は思っております。先ほど事例発表でも図

書館と地域の繋がりということをお話しい

ただきました。研究者の方、それから専門

図書館での情報を提供する立場、情報を活

用するという立場のお話を通して、色々考

える部分があったと思っております。 

それを踏まえてこのディスカッションで

は、いくつかテーマを掲げて皆さんと討議

を進めてまいりたいと思います。最初のテ

ーマとして、これは昨日の調査研究報告会1

から続いている部分なのですが、「レファレ

ンスサービスというものが地域にどう役立

っていくか」ということについて、少しご

意見やご感想をいただければと思います。

昨日の報告会では、日本の図書館における

レファレンスサービスの件数が出ておりま

した。後ほど小田先生にもう一度ご紹介い

ただければと思いますが、かなり大きな数

です。一方ではレファレンスサービスに対

する図書館の寄与というのが思ったほど高

くはなかったような気がします。そう考え

ると、地域にレファレンスサービスがどう

貢献していくかということは、色々と課題

が出てくると思います。これらを踏まえな

がら、レファレンスサービスの役立ち度と

いったことについて、それぞれのお立場か

                                                  
1 平成 25年 3月 21日に関西館で行われた、

平成 24 年度図書館及び図書館情報学に関

する調査研究「日本の図書館におけるレフ

ァレンスサービスの課題と展望」最終報告

会。調査研究の報告書は次の URL にて公開。 
http://current.ndl.go.jp/report/no14 

ら、会場の皆様も含めまして、ご意見をい

ただければと思います。 

皮切りに、昨日の報告会にお越しでなか

った方もいらっしゃいますので、小田先生

に昨日の報告会の概略をお話いただければ

と思います。 

 

（小田光宏：企画協力員） 

 それでは簡潔に、昨日の報告会の要点を

お話ししたいと思います。国立国会図書館

の平成 24 年度の調査研究の報告会という

ことで、どのような調査結果が得られたか

を報告しました。調査は質問紙による実態

調査、それからヒアリングによる発展的な

調査が核となっています。後者は全国の 9

つの会場で国民の情報行動、情報ニーズを

明らかにするために、グループインタビュ

ーを行った結果の報告です。また、調査研

究チームのメンバーからの個別の分析や見

解を示し、最後にこれからの展望として 8

つの課題を提示しました。 

今日の材料として、その中から 1 つを紹

介すると、今山崎さんが触れたレファレン

ス質問の受付件数があります。これは、平

成 23 年度の 1 年間で、どのくらいの数のレ

ファレンス質問を受け付けましたか、とい

う問いに対する回答の総計です。気を付け

なければならないのは、何をもってレファ

レンス質問とするのかということです。こ

の範囲についてはかなりの揺れがあります

ので、あくまで参考値にとどまります。け

れども、これまでこうした数値は明らかに

されなかったことからすると、これを得た

ことは大きな意味があります。対象とした

図書館は、公共図書館、大学図書館、専門

図書館、そして国立国会図書館です。しか
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も、設置母体単位ではなくて、全館対象に

調査したという点で、ユニークな調査にな

ったと受け止めています。さて，その数値

ですが、総件数は 846 万 2,460 件に及びま

す。回答していない館が 4 分の 1 程度あり

ますから、その分を推測で加えると、もう

1 桁上がる可能性もあろうと思います。も

ちろん、レファレンス質問を受け付けたと

言っても、ごく簡易なものから、非常に回

答に時間を要するものまで様々ありますか

ら、こんなにたくさんあるということと、

こんなに大変なことをやっていることとは

違いがあります。 

この数字だけを見てしまうと、「ああその

くらいなんだね」と驚くことで終わってし

まうかもしれません。しかし、このほかに

例えば、ウェブとか電子メールを介しての

受付件数のデータとつき合わせることもで

きます。ちなみにウェブを介しての質問の

受付件数は 20 万件弱です。全体の数値から

すると 40 分の 1 です。ということは、新た

な技術を使ってのレファレンスサービスは、

まだ少し伸び悩んでいるとなりましょうか。

あるいは、20 万件でも今の時点ではよくや

っていると受けとめるのかも知れません。

よくやっていると思うのは自分たちの自己

満足かもしれないという午前中の基調講演

のお話に通じそうですが、色々な思いを込

めてこの数字を見ていただきたいと思って

います。 

もう 1 つ、レファレンスサービスを特に

重視している図書館を、特に公共図書館だ

けに絞って見ておきましょう。都道府県立

図書館では 78.3％となり、非常に高い数字

になっています。でも 100％ではない。感

覚的に言うと、レファレンスサービスを重

視している図書館がもっとあっていいので

はないかと思う方がいませんでしょうか。

実は、私もそう思っていた 1 人です。「特に」

を外して、重視している図書館にするとも

っと増えるかもしれませんが、一方、他の

自治体種別で見るともっと下がってしまい

ます。この数字の示している状況と、今こ

こにいらっしゃる皆さんとの意識のギャッ

プが仮にあるとすれば、それは何によるも

のなのか、どうやって埋めるのか、色々な

問題意識を設定することができると思いま

す。こうした点をこれからのディスカッシ

ョンに活かしていただければと願います。 

午前中の南課長のお話の中で、調査研究

の成果として示した8つの課題2の意義を強

調していただきましたが、調査研究のまと

めとして、最終的な展望となる内容を整理

したものです。先ほどの都道府県立の状況

が、他の種別とは少し異なることを踏まえ

て、課題 5 が導き出されるわけです。調査

研究チームでは、そのようにして、8 つの

課題を提示したわけです。 

昨日の報告会の要点は、おおよそこのよ

うになります。 

 

（山崎：コーディネータ） 

ありがとうございました。ギャップがあ

るというお話がありました。レファレンス

受付件数は大きい数字だと思いませんか。

850 万という、1,000 万にも迫るという数字

                                                  
2 課題 1：トータルアプローチ、課題 2：組

織的な活動、課題 3：図書館界としての対

応、課題 4：萌芽的活動への着目、課題 5：
課題別サービスモデル、課題 6：継続的な

データの蓄積、課題 7：調査研究の深化、

課題 8：提言のための議論 



39 

です。これが例えば 10 年分あるとすると、

1 億になります。1 億の質問が 10 年で図書

館に寄せられていたということになると思

います。どういうレベルという問題はあり

ますが、質問があったということは間違い

ないです。これは実際のところ、図書館員

の関心によって印象が違うのかなと思いま

す。今ここにちょうど館種が違う図書館の

方が並んでいますので、簡単に感想をいた

だきたいと思います。はじめに、東京都立

中央図書館の神林さんいかがですか。 

 

（神林秀樹：企画協力員） 

 私は東京都立中央図書館に勤務していま

す。今館種別ということで、公立図書館の

代表ということなのかもしれませんが、私

どもの図書館は全国で一番大きい規模にな

ります。東京都立図書館は、人口から見て

も一番大きいところにある公立の図書館で

すので、どうしてもそういう点で公立図書

館として全く同じように括るのは難しいと

は思うのですが、このように質問が多く寄

せられている、それから先ほどウェブを介

しての質問の件数などもありましたけれど

も、私どももかなり受け付けております。

そういう中で、色々問題はあるのですが、

公立の図書館には本当に様々な質問が寄せ

られますので、私どもの図書館では誰が質

問を受けても全体的にいつも同じレベルの

サービスをするということを、常に心がけ

ております。本当にレファレンスといって

も多様で、今何と一口で答えようかと思っ

ているんですけれども、様々な問題は日々

感じております。 

 

 

（山崎：コーディネータ） 

 木下さんいかがですか。 

 

（木下みゆき：企画協力員） 

 では専門図書館という立場から述べさせ

ていただきます。代表ということにはなら

ないと思うのですけれども。専門図書館で

収集資料に特徴があるということで言いま

すと、先ほどの尼崎市立地域研究史料館の

久保庭さんが「資料活用の効果をレファレ

ンス事例によって示す」とおっしゃったの

は、私も改めて、そのような意識で専門図

書館員は仕事をしていくべきではないかと、

本当にお手本のように思いました。私ども

のドーンセンター情報ライブラリーは、久

保庭さんのところよりも、もっと組織とし

ては小さいものになります。私は色々な組

織全体に関わる仕事もしておりますので、

図書館の専任ではないのですが、その専任

ではない私を含めても 4 人という小さい組

織なのですが、クイックレファレンスを含

めますと年間 6 千件のレファレンスがあり

ます。公共図書館とはかなり違うことがあ

ります。少し事例を示すことができればと

思って、今手元に質問内容だけ打ち出して

きました。こういうものがあります。「離婚

したいので知識を得たい」「DV の相談をし

たい」「パワハラの相談をできるところを教

えてほしい」「近々離婚をする予定なので転

職を考えている」「性同一性障害の家族会の

セミナーに参加したい」ですとか、本当に

様々です。先ほどの久保庭さんの事例とは

また違う特徴があるんですけれども、社会

を創る中核に図書館がなるんだ、という午

前中の北川先生のお話等も含めましたら、

図書館の種類によって、その役割を果たす
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方法は色々あるんだろうなということを改

めて感じました。そういう意味では、図書

館には館種を超えて、色々な可能性がある

ということを感じました。 

 

（山崎：コーディネータ） 

それでは大学図書館の立場からというこ

とで、寺尾さんお願いします。 

 

（寺尾隆：企画協力員） 

近畿大学の寺尾です。受付件数が約 850

万件、驚くべき数字だと思います。これは

全国の図書館の皆様、今日お越しの参加館

の皆様の、利用者のためにという日々の努

力の集積ということに他ならないと思いま

す。これほどの件数のレファレンスが、全

国の図書館で共有できていないということ

になれば、レファ協の登録データ数はこれ

ほどの数値になっておりませんので、大変

「もったいない」状況ではないかと思いま

す。全国の図書館でレファレンスの事例デ

ータをレファ協で一般公開して、一般の市

民の方ともそれを共有するという状況にな

ればと思っております。 

 

（山崎：コーディネータ） 

850 万という数字は、特に重要視してい

るという図書館がもっと増えてくればおそ

らく大きくなる、そんな可能性も十分に秘

めていると思うんです。こういった点につ

いて、また少し離れても結構ですが、会場

の皆さまからも何かあれば、ぜひお伺いし

たいと思います。 

この数字に触れなくても、例えば役立ち

度など、そういう点について考えがあれば

それでも結構です。 

先ほどご発表いただいた荒井さんのお話

で、あまりレファレンスサービス自体のこ

とには触れられなかったと思うんですけれ

ども、一般的に外から見て、こういうサー

ビスの在り方とか、将来性とか、役に立つ

方向性などについて、もしご意見があれば

伺いたいと思います。 

 

（荒井宏明：事例報告者） 

私の報告の流れでいきますと、陸前高田

の図書館が 2012 年 12 月 1 日に開館して、

初日から大勢の方がいらっしゃいました。

その様子を見ていますと、「こういった本は

ありますか」など、市民の方が色々な質問

をしていくのです。まず百科事典をめくる

のですが、「百科事典じゃなくてこっちの方

がいいよ」という会話があったりして。最

後にスタッフの皆さんに「やっぱりレファ

レンスは図書館の華ですね」と言ったら、

皆さん大きくうなずいたんです。やはりそ

れがあってこその図書館員の手ごたえであ

るというのは、スタートしたばかりの陸前

高田の図書館でもありました。私自身もそ

の様子を見ていて、図書館が市民のために

ある場所であるというのを実感するタイミ

ングなんじゃないかな、というのは感じま

した。 

 

（山崎：コーディネータ） 

準備が十分整いきれていない図書館でも、

図書館の利用に関して色々な質問があった

ということでよろしいでしょうか。 
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 レファレンスサービスの課題 

 

（山崎：コーディネータ） 

では 2 つ目のテーマに進みたいと思いま

す。次は「レファレンスサービスの課題」

ということに着目していきたいと思います。

午前中に南課長からも 8 つの課題というこ

とが挙げられて、先ほども小田先生から少

し説明がありました。この課題を全部取り

上げていると時間が足りません。もう少し

シュリンクするような形で進めたいと思い

ます。 

まずレファレンスサービスのシステマテ

ィックな部分、仕組みの構築、モデルの構

築という部分がまず 1 つあると思います。 

それからデータの記録の作成や活用とい

ったところにも、まだまだ課題があると思

います。 

それからさらに具体的に言えば、認知度

の問題です。レファレンスサービスはあま

り認知度がない。 

それから人的なサービスの向上の問題、

館種モデル構築の問題なども指摘されてい

ました。 

それから昨日からずっと討議されていた

中に、定義の問題がかなりあったと思いま

す。レファレンスサービスの定義を狭義と

考えるか、広義と考えるかでずいぶんイメ

ージが変わってくるということが、日本の

図書館の中ではあまり考えられていない、

議論されていない、と思っています。 

これも皮切りということで、常世田さん

から、日本の図書館全般を踏まえて、最初

にご提言いただければと思います。 

 

（常世田良：企画協力員） 

レファレンスサービスの課題は、今山崎

さんがおっしゃったように、ベテランの職

員が配置されていないとか、システムの問

題だとか、予算の問題だとか、については

散々これまでも繰り返し議論されていると

思います。問題は、それらの課題をどのよ

うにして解決するのかという具体的な実現

手段にあると思います。その点については

北川先生のお話が参考になると思いました。

今回の課題の中で特に重要なのは、トータ

ルな図書館サービスの中にどうやってレフ

ァレンスを組み込むか、位置づけするかと

いうことですが、この点は従来からあまり

議論されていません。それは今山崎さんが

おっしゃったように、狭義に見るか、広義

に見るか、という言い方でも表現できるか

と思うのですが、先ほどの東近江市の事例

でも、図書館員が地域に出かけて行って、

人と人をフィックスするというご報告があ

りました。おそらくその中で色々な質問も

受けて、それに対して情報を提供されてい

るのではないかと思います。それはきっと

従来型のレファレンスとは意識されていな

い形で行われているのではないかという気

がします。 

ビジネス支援の話でいくと、アメリカで

はたとえ人口が 1 万人、2 万人という町の

小さな図書館でも、「アウトリーチビジネス

ライブラリアン」なんていうのがいて、お

花屋さんやレストランやあちこち出かけて

行って、何か困っていることはないか尋ね

ている。レファレンスの出前というか、そ

ういうことまでしているわけなんです。だ

から、図書館サービス全体の中でレファレ

ンスをどうやって再定義するか、再定義と
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いうのは北川先生もおっしゃっていました

が、そういう課題があるのではないかと思

います。それはニーズをどうやって汲み上

げるかという課題にも繋がっていくだろう

し、図書館の最終的な機能は何かという課

題にも繋がっていくと思うんです。 

私見ですが、デジタル化が進んで図書館

の姿が変わっていくといわれています。も

しかしたら建物もなくなるかもしれません。

しかし最後に残るのは図書館のカウンセリ

ング機能みたいなものなのではないかと思

います。質問を受けて、それに対して情報

提供していくということなのですが、皆さ

んも単に聞かれたことに答えることをレフ

ァレンスとは考えていないでしょう。利用

者が抱えている問題の分析を一緒にやって

いくわけですよね。まさにカウンセリング

機能です。そういうものが最終的に残るだ

ろう。そう考えると、最終的に地域の利用

者のニーズをどうやって汲み上げるかとい

うことに辿り着いていくのかなと思います。 

少し古い話になりますが、ここにいる皆

さんは中小レポート3を読んだことがある

と思います。中小レポートに書かれている

ことをそのまま今やろうとすると懐古主義

カルトになりかねません。ですがあのレポ

ートで重要なのは、徹底してニーズは何な

のかということを分析したことではないか

と思うんです。だからその精神にもう一度

還る必要があるのではないかと思っており

ます。 

 

（山崎：コーディネータ） 

                                                  
3 『中小都市における公共図書館の運営』

（日本図書館協会、1963 年） 

ありがとうございます。狭義、広義とい

うよりも、全体のシステムとしての位置づ

けというお話だったと思います。この部分

は図書館のこれからを占っていくところで

もあると思います。企画協力員の皆さんか

らこの点について他にご意見はありますか。

会場の皆さんからもいかがでしょうか。か

なり大きな提言ですね。レファレンスサー

ビスそのものを変えていかなければならな

いという話です。府川さんから、地域を繋

ぐ図書館という話があったと思うので、こ

れとの関連でご意見があれば伺いたいと思

います。 

 

（府川智行：事例報告者） 

常世田先生からお話があった、図書館員

が人と人を繋ぐときに実際どういうやり取

りがあるのか、そこのところまでは私もフ

ォローできておりません。色々なやり取り

があって、それを本人たちがレファレンス

だと意識してやっているかどうかも怪しい

ですし、私もそれをレファレンスとして認

識するようになったのはごく最近というよ

うな活動でもあります。 

色々な様態があっていいと思うのですが、

ただ北川先生のお話にもありましたし、私

自身の感触としても、そもそもレファレン

スサービスとは何かということが、どこま

で社会に知れ渡っているのかというのは非

常に重要な問題だと認識しています。今回

北川先生にこういう趣旨のイベントがある

のでぜひご参加くださいと説明するときに、

レファレンスサービスとは一体何かという

ところから色々勉強をしていただきました

が、サービス自体あまり社会に周知されて

いない。社会に対するアウトリーチ活動と
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いうことも含めて、図書館にはこんな機能

があり、生活を自助努力でやっていこうと

いうこれからの社会では重要な機関なんだ

よという PR をもっと前面に押し出した方

が、図書館には生き残る道はあるのかなと

思いました。 

夕張市のように、財政再建するというと

きにまず図書館をカットするとならずに、

レファレンスサービスも含めて色々な情報

を持ち、また提供できるから、図書館は残

しましょうとなっていかないと、なかなか

厳しいものがあるのではないかというのが、

個人的な感想です。 

もう 1 点、私は大学職員でもあるのです

が、大学ではやはり、レファレンスサービ

スをウェブで受け付ける仕組みがあります。

私も今年 1 件質問したのですが、的確に回

答を返してくれます。秋入学関係のプログ

ラムに携わっているものですから、「体験学

習の効果について海外の文献を見ていたが、

日本語のいい文献が見つからないので情報

が欲しい」と質問すると、1 日足らずで回

答が返ってくる。ただそういうサービスを

やっていることを事務職員は知らないので

す。図書館はそんなこともやるの、という

反応です。たまたま私も発見して、よし使

おうと思ったんですが、アウトリーチも含

めて PR をしていくことの重要性は仕事上

でも感じているところです。 

 

（山崎：コーディネータ） 

ありがとうございました。PR の話、認知

度の話が出ました。ちょうど 1 週間前に私

の勤務先で県の監査がありまして、聞かれ

た質問の 1 つが、レファレンスサービスと

は何ですかということでした。秋田県立図

書館はレファレンスの受付件数が年間 2 万

5 千件ほどあるのですけれども、その数字

を出したら、それは何ですかという反応で

した。私たちにしてみたらこのことは衝撃

的ですが、きっとそれが一般の方々の感覚

なのかなと思って、その時は聞いておりま

した。おそらく、図書館員と図書館外では、

かなり認知度が違っているのではないかな

と思っています。PR という点、あるいは先

ほどの図書館サービス全体での位置づけと

いうことでも結構ですので、会場の皆さん

から何かございますか。 

 

（会場発言者①） 

 少しずれるかもしれませんが、レファレ

ンスサービスの課題として今日話されてい

るのはやはり、システムの話や組織の中で

どうかということに感じます。根本的に一

番重要なのは、司書という専門職の育成と

誰がそれをできるのかという話だと思いま

す。ひょっとしたら今日の課題ではないだ

けで、図書館界では十分煮詰められている

話かもしれないんですが。しかし例えば、

府川先生が言われたような新しいアウトリ

ーチや、そういう視点も入れた司書に求め

られるさらに新しい専門性を持つ人をどう

育てていくか。根本的に、レファレンスを

十分できる司書の専門性の素地というのは、

人間の適性としてストライクゾーンがすご

く狭いと思います。どういう人をどう配置

して、どういう育成をしたらそうできるの

かや、逆に管理職の立場から言えば、必ず

しも適性のある人ばかりではないなかで、

組織としてどうやって均質化していくかな

ど、そういった課題に対する検討は十分図

書館界ではできているんでしょうか。 
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そうした新しいシステムを入れた評価軸

の専門職としての司書像を、社会に対して

アピールしていかなければならないと感じ

ます。私の所属している史料館は近接の業

界ですが、アウトサイダーですので、日本

の図書館や司書に対する評価が社会的にな

ぜこれほど低いのかということに対して、

苛立ちを感じます。実際にやっていること

が伝わっていない。そのことと今言ったよ

うな疑問がありまして、ずれているかもし

れないのですが、お考えを聞かせていただ

ければと思います。 

 

（山崎：コーディネータ） 

 人的なレベルの確保ということは私も口

頭で申し上げましたので、ずれているわけ

ではないと思います。十分 1 つの課題であ

ると思います。ただこの手の議論というの

はおそらく、あまりこれまで多くされてこ

なかった。システマティックな部分でサー

ビスの位置付けなどをこれまでしてこなか

ったということが、常世田先生の話にもあ

りました。特に人的な面でということにな

ると図書館教育をされている方々にお話を

聞いた方がいいですね。では谷本先生、よ

ろしくお願いします。 

 

（谷本達哉：企画協力員） 

今のご質問は非常に重要だと思います。

ただ、ここでご質問についての議論を行う

のであれば、次のように切り分けて整理す

る必要があるように思います。すなわち、

レファ協の枠組みのなかでの養成なのか、

あるいは図書館の中の情報サービス、レフ

ァレンスサービスに対する職員の養成なの

か、さらには図書館全体のサービスに対す

る司書の養成なのかということで議論の対

象が変わってくると思います。今コーディ

ネータの山崎さんがおっしゃったように、

このフォーラムの枠組みのなかで、レファ

協を中心として活用することを通じて、研

修や養成をどうしようかということは未だ

あまり行われてはいませんけれども、図書

館の世界では、あるいは図書館情報学の世

界では、色々なことが行われて、一定の成

果もあがっているという実態はございます。 

ただ例えば、レファレンスサービスや情

報サービスに従事するライブラリアンとし

てどういう養成教育が望ましいのか、それ

が養成教育における実際的なカリキュラム

のなかにどの程度取り込まれて教育がなさ

れているのか、さらにはそういったものを

踏まえた上での資格とはどうあるべきかと

いった統一的な取り組みという視点では、

十分ではない面があるかと思います。その

辺りのことまでここで話すとなりますと、

大変なことになると思いますので、レファ

協の枠組みの中で何ができるのかと考えて

いく方が今日のこのディスカッションには

いいのではないかと思っております。この

辺については私も大学の教員の 1 人ではご

ざいますが、もっとご専門の先生がいらっ

しゃるので、よろしければ小田先生お願い

いたします。 

 

（小田：企画協力員） 

議論が少し錯綜するといけないので、前

置きをさせてください。 

何かというと課題の話です。8 つの課題

という話が先ほど出ましたが、あれらは調

査研究に基づいて導き出した課題です。つ

まり実態調査や認識調査のデータを基にし
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て、こういった課題を設定できるという具

合に論理ロジックを組み立てています。別

の言い方をすると、調査の対象となってい

ない内容やデータなどに関係しそうな課題

は、あの 8 つには当然入り込めないことに

なります。先ほどのご質問の中で示された

人的側面に関する課題は、8 つの課題をさ

らに深化させないと認識できない部分だと

思います。それ故、課題にあるとかないと

いった形の議論を行おうとすると、錯綜し

てしまうかと思います。 

 さて、谷本先生がおっしゃったように、

人的な資源の問題というのは、図書館界で

も重要な話題であり、取り組まれています。

私も研修に関する研究をここ数年やりまし

たが、研究を始める前に確認したこととし

て、どうやればいいとか、どうすると効果

が上がるとかいったことに関するエビデン

スは何もないに等しい状況でした。何もな

いは言い過ぎかもしれませんが、ほとんど

ない、希薄な状態でした。 

国立大学の図書館で、人材育成の強化を

図った委員会が発足し、昨年でしたでしょ

うか、報告書も出されました。すなわち、

ようやくそうした取り組みの成果が表れて

きた状況なのです。私が研究を始めた当時

は、そうした報告書も発表されておらず、

こんなことでいいのかと思っていたくらい

です。このように考えると、もっと色々な

情報を表に出して、どうすればいいのかを

多くの人とともに考えていく、そのための

研究や実務報告などを重ねていく必要があ

ると思います。今の時点では、そういう思

いを強くしています。 

 

（山崎：コーディネータ） 

今日は課題の 1 つ 1 つについて議論する

時間はないのですが、現実の世界から抽出

した課題というのがまずあって、それ以外

にも課題はたくさんあり、それらも議論し

ていかなければいけないという話だと思い

ます。 

こういう形で課題が抽出されたことは、

今まであまりありませんでした。実際には

レファレンスサービスの課題というのは

様々に言われてきたのですが、根拠のある

ものではなかったのが、今回のアンケート

調査はそれを現実に確認したのではないか

と私は思っています。 

このことについて、もっと話をしていけ

ればいいのですが、時間がありませんので、

ちょうど今、谷本先生からレファ協で何が

できるかという話が出たと思うので、最後

にそちらの方に話題を移していきたいと思

っています。従来からレファ協のなかで、

レファレンスサービスには何ができるかと

いうことが色々と討論されてきています。

昨年度のフォーラムでもデータの分析など

を谷本先生にお願いして、基調講演をして

いただきました4。広報効果についても話さ

れましたし、実データとしての扱いについ

ても考えたと思います。将来的には例えば、

図書館と利用者の交流の場まで考えられる

可能性も秘めているということですが、実

は、そういうことも想定してレファレンス

協同データベースという事業は始まってい

ます。谷本先生から、昨年の講演を踏まえ

てご発言いただけますか。 

                                                  
4 第 8 回レファレンス協同データベース事

業記録集「基調講演」を参照のこと。 
http://crd.ndl.go.jp/jp/library/documents/f
orum_h23_report.zip 
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（谷本：企画協力員） 

 昨年お話させていただいたことは、レフ

ァ協がこの事業に取り組んで 10 年ですか

ら、どのようにレファ協が様々な事業に取

り組んできたのかを振り返るということを

やらせていただきました。中身について 2

点ばかりご紹介すると、まず１点目は最初

の 10 年ですから、事業を作っていくところ

が中心であって、逆にレファ協の利用促進

に関する取り組みは少し薄かった、という

ことを 1 つ申し上げました。 

その上で、2 点目として、これからはデ

ータベースを作るために作るのではなく、

使うために作っていくという視点が重要で

あること。利用されることを意識して具体

的にデータを入れるという作業を行ってい

っていただきたいというお話をいたしまし

た。 

更にはこのような意識でデータを入れる

ことが明日のレファ協の実体としての利用

に繋がり、そのことが一種のレファ協の PR

や広報に、そして社会的な広がりへと繋が

っていくのではないか、そういったことも

話させていただきました。 

 その上で、改めて感じていることは、午

前中の南課長のお話や、ディスカッション

の冒頭で小田先生にお話いただいたように、

やはり今、客観的に見て、レファ協のデー

タを中心にして各館の取り組みなどがどう

なっているのかをもう一度きちんと把握す

る必要があると思います。例えばそれは北

川先生のお話の中にもありましたけれども、

立ち位置を変えてみる。参加館の皆様が一

生懸命色々なデータを登録していただいて

いるのはよく分かるのですが、それが何の

ためにあるのかというと、一般のユーザに

利用してもらうためにあるのであって、そ

のデータをどう入れるかではなくて、入れ

たデータをユーザに選んでもらえるような

ことをやっていかなくてはいけない。です

から、PR もそうなのですけれども、やはり

一度外側から、データ入力ならデータ入力

を見ていくということが大事なのではない

かと思っています。 

昨日のプログラムである、調査の内容に

ついて本日もご紹介をしていただいたんで

すが、何と年間に 846 万件ものレファレン

ス受付がある。しかもそれが総数ではない。

ところが、レファ協はどうかというとデー

タ総数が 10 万件です。これは 10 年間で 10

万件ですから、去年、私がお話させていた

だいた時には、8 万件か 9 万件くらいだっ

たでしょうか。単純に引き算すると昨年か

ら今年の1年間で1万件くらいの増加です。

850 万分の 1 万ですから、それこそ、この

現実を見て、このデータの数を何とかしな

くてはいけないのではないか。数はものを

言うと思いますので、やはりもっとデータ

を増やしてゆく、それがそのままレファ協

の PR と、さらには社会的な利用にも繋が

っていくのではないかなと思います。 

ですから、「作る」と「使う」ということ

を一体にもう一度見直していくことが必要

なのではないかと、今日 1 日色々なお話を

聞いて思いました。 

 

（山崎：コーディネータ） 

大きなデータになれば、おそらく今の

Q&A ではなく、レファ協の仕組みそのもの

を使って、数字の評価とか、そういったも

のも生まれる可能性があると思います。そ
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の点について寺尾さんから何かありますか。 

 

（寺尾：企画協力員） 

 午前中の北川先生のご講演から午後の事

例報告をお聞きして、図書館の情報発信力

の強化が一番重要なポイントかなと思いま

した。図書館が、レファレンス担当者が努

力しているのを外から見えるような形にし

ていくことが重要だと思っております。 

昨年のフォーラムで私は事例報告をさせ

ていただきました5。レファ協では震災支援

のページが早くに立ち上がりまして、参加

館の皆さんもたくさん登録されたと思うの

ですが、避難生活に役立つ情報の調べ方な

どのデータを私の所属している近畿大学中

央図書館でも作成しました。当館の例では

ありますが、通常 500 件程度のアクセス数

が、震災直後の 3 月の時点で 12 倍に一挙に

増えたという経験があります。そういう意

味でレファ協は、情報伝達の波及効果が高

いということが言えます。その背景にはレ

ファ協のサポータの方もおられますし、も

ちろん参加館の皆さんもおられます。それ

からレファ協のファンという方もおられる

とお聞きしておりますので、そういう人と

人との繋がりでしょうか。レファ協周辺に

おられる人々の力が波及効果を及ぼしてい

るのではないかと思います。 

やはり私たちが日々努力していることが

具体的にどういうことなのかを知ってもら

う、このことが当たり前ではあるが重要で

                                                  
5 第 8 回レファレンス協同データベース事

業フォーラム記録集「報告（2）」を参照の

こと。 
http://crd.ndl.go.jp/jp/library/documents/f
orum_h23_report.zip 

す。レファレンスの事例を見てもらうこと

で初めて、今日の事例報告でもございまし

たが、「こういうことをしてくれるんだ」「レ

ファレンスってこういうことなんだ」と一

般ユーザにも分かってもらえるのではない

かと思っております。そして、図書館の情

報発信力の強化という意味でレファ協は潜

在的な能力を秘めていると考えております。 

 

（山崎：コーディネータ） 

広報的な効果というのが、レファレンス

サービスにはあると思います。先ほどの久

保庭さんの発表の中にも PR というお話が

出てきました。何か補足はありますか。 

 

（久保庭萌：事例報告者） 

PR の方法として、ウェブ上でのコンテン

ツの充実やレファ協に参加するということ

はあるんですけれども、実際地域に還元す

るのであれば、インターネット上だけでは

やはり足りない部分もあります。現在の課

題として、広く地域を限定しないインター

ネット上での PR と平行して、市民の方が

見るような媒体に情報を発信していかなけ

ればならないということが挙げられます。

それをどうしていくのか、具体的には考え

られていないのですけれど、そういった課

題がまだまだ残っている現状です。 

 

（山崎：コーディネータ） 

会場の皆様から、今日のフォーラム全般

や、今のレファ協そのものについての提言

でも結構ですけれど、何かありましたら、

最後に承りたいと思います。 

 

（会場発言者②） 
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 全般的なところなのですが、レファレン

スも含めて、図書館の認知度をもう少し市

民レベルで考えていく必要があると思いま

す。諸外国に比べて、日本では図書館のカ

ードを持っている人が少ないと聞いたこと

があります。図書館に関心がない人に関心

を持ってもらったり、そういった人の意見

を聞く必要があると私は思います。 

名簿を見る限り、この会場にはそれなり

の社会的な地位を持った、肩書の堅い方ば

かりが来ております。そうした方は図書館

に興味がある前提でここに来ております。

例えばここに、フリーターの方がいたり、

小説家の卵の方がいたり、医者の方がいた

り、普通のお父さん・お母さんがもっとい

るべきだと思います。そうした場所で話し

合いをした方が私はいいと思います。 

北川先生から議会図書館を端から真ん中

に持ってきたというお話がありましたし、

寺尾さんから図書館の情報発信力の強化と

いう話もあったと思います。関西館の方に

は失礼ですが、交通の便が悪い関西館でや

るのではなく、例えば難波や梅田や神戸な

どの分かりやすいところで、もしくは大学

の図書館や教室を貸し切って、こうしたフ

ォーラムをやってはいかがでしょうか。

色々な方が来るでしょう。色々な方の意見

を聞いて、「そうだよね」「そうじゃないよ

ね」というようなフォーラムをやっていく

べきだと思います。それに値する希少価値

のある発表の場だと思いますので、ぜひ第

10 回フォーラムはもう少し開かれた、お父

さん・お母さん、ボランティア、小さい子

供、おじいちゃん・おばあちゃん、色々な

方々がいるところでぜひともやっていただ

きたいと思います。このことについてはど

うお考えでしょうか。 

 

（山崎：コーディネータ） 

私は長くこの事業に関わっているのです

が、今のお話は感銘を受けました。おそら

く図書館員同士で話していても仕方がない

ですよね。もう少しこのフォーラムを広く

捉えて、一般の方々に、あるいは学生さん

も含めてやってくべきかと思いました。こ

れは回答ではございませんけれども、私自

身はそう思いました。ありがとうございま

した。 

 

まとめ 

 

（山崎：コーディネータ） 

今日はレファレンスサービスとレファ協、

それから地域の繋がりという広域的なテー

マで議論を進めてきましたが、十分な議論

はできなかったと思います。時間も足りま

せんでした。ただ、色々な将来への布石、

レファレンスサービスの現状はこうであり、

こういった課題があるということ、また、

レファ協の可能性や課題も出てきたと思い

ます。今後のサービスや事業への将来性の、

1 つの点はできたかなというところです。

この点を線に変えていくのがこれから求め

られることだと思っています。 

この事業を始めてちょうど 10 年経って、

データ総数 10 万件ということです。本当に

キリがいいのですが、まだデータ数は足り

ていません。それから事業の認知度も足り

ない状況です。最後に私から 1 つご紹介し

てパネルを終わりたいと思います。会場に
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事業を紹介するチラシ6が置いてありまし

た。とても分かりやすくまとまっています

ので、ぜひ読んでいただければと思います。

この中には企画協力会議の中で議論を進め

てきたことがまとめられています。これを

読んで、もっと事業に協力したいという気

持ちになっていただきたい。まだまだこの

事業全体が力不足です。レファ協への協力

を最後にお願いして、ディスカッションを

終わりたいと思います。会場のみなさん、

企画協力員の方々、どうもありがとうござ

いました。 

 最後に締めとして常世田先生と小田先生

にまとめをお願いしたいと思います。まず

は常世田先生、よろしくお願いいたします。 

 

（常世田：企画協力員） 

 私は北川先生のご講演に関連して、政策

的な面でお話がしたいと思います。このフ

ォーラムは、従来よくあったレファレンス

サービスを今後どうするかというものから

は一歩踏み出している点が重要だと思いま

す。 

北川先生のお話は、レファ協の活動でデ

ータが膨大に収集されても、それだけだと

単にレファレンスのためのツール、コンテ

ンツが増えただけであって、それを活用し

て利用者の利便性を向上させる図書館の現

場の司書がいなくなる、委託をされる、そ

ういう状態になっていけば、その貴重なコ

ンテンツもツールも使いこなせないという

                                                  
6 「参加館募集チラシ」

http://crd.ndl.go.jp/jp/library/documents/l
eaf_sanka.pdf 
 「登録促進チラシ」

http://crd.ndl.go.jp/jp/library/documents/l
eaf_touroku.pdf 

状況になっていってしまう、じゃあ図書館

員はどうするの、というお話だったと思い

ます。 

私はいつもそういうことを外部の人から

言われる時に気になることがあります。消

防士とかお医者さんが、消防署や病院のサ

ービスが十分じゃないからといって、PR 不

足だと責められますか。そんなことはあり

えないでしょう。なぜ図書館員だけが PR

下手だと責められるんですかと、ここまで

出かかりましたが、それにしても重要な指

摘であることには変わりはないわけです。

これまでのほとんどのシンポジウムなどで

は、「PR が不足しています、PR が大切で

すね」で終わってしまう。具体的な方策ま

では議論が展開されない。この繰り返しで

す。 

サービスそのものも含めて図書館員はど

うするのか。図書館員が図書館に理解のあ

る首長を作り出す必要があると北川先生は

おっしゃいました。まさにそうです。しか

し一般的に公務員はそうした政治的活動に

かまけてはいけないという話になるのです

が。東近江のお話を聞いたときに、市民が

そこまで関わっているとなると、お茶飲み

話でそういう話も色々しているのではない

かと思います。その辺が重要なポイントに

なってくると思います。 

レファレンスの場合には、課題解決型の

サービスとセットで議論されることがやっ

と出てきました。例えば、市長や議員が抱

えている最大の課題である地域経済の活性

化などに役に立つという攻め方をしていけ

ば、役に立つ図書館だったら予算も人も付

けるという方向になってくるということで

す。 
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先ほど職員の養成はどうなっているのか

というご質問がありました。これは児童サ

ービスだろうが、レファレンスだろうが、

その他のサービスだろうが、図書館の議論

なら必ず出てくる話です。なんとかしなけ

ればいけない、ベテランの司書をどうやっ

て現場に配置するかが課題だ、同様の議論

はこういったフォーラムや研修会で、私は

図書館界に身を置いて 40 年くらいなりま

すけれど、40 年間ずっと行われてきている

わけです。ですが、それをどうやって実現

するかについては、議論にならないうちに

時間切れになってしまうのです。結局ガス

抜きだけしてみんな現場に帰っているわけ

です。一歩も進んでないです。それをまさ

に北川先生は指摘されていて、じゃああな

たたち何をするのと言ったわけなのです。 

具体的に言います。それこそ自治体によ

り、図書館により状況は違いますが、図書

館員がそれこそ市長に直接会いに行っても

いいと思うのです。そこまでやらないと変

わらないという話だと思います。 

毎年、国立教育研究所社会教育実践研究

センター（以下、国社研）で中堅職員の研

修をやる時には全部課題を出してもらいま

す。これは国社研の講習の 1 番最初に課題

を出したときの質問なのです。北川先生が

おっしゃった通りです。予算がない、上司

には理解がない、教育長がだめ、そこで議

論が終わってしまうのです。毎年全く同じ

です。本当はそこからが重要です。図書館

員が各地で、具体的にその地域の状況に合

った工夫をした行動を起こさなくてはいけ

ないと思います。私は児童サービスをやっ

ている人たちによく言うのですが、児童室

で子供たちに貸している読み物の中身って

何、主題って何、弱い主人公が、何もない

主人公が、巨大な悪に立ち向かって、知恵

を出して、仲間を増やしてやっていく話で

しょう、子供たちにはそういうものを薦め

ておきながら、自分たちは何故それをやら

ないの、という話をします。その辺が、レ

ファレンスサービスをどうするかという最

大の課題について北川先生がおっしゃった

ことと繋がってゆくのではないかと思いま

す。 

 

（総合司会） 

ありがとうございました。それでは昨日

の調査研究報告会、本日のレファ協フォー

ラム全体の締めということで、小田先生、

よろしくお願いします。 

 

（小田：企画協力員） 

 昨日の調査研究報告会を含め、2 日間の

全体のまとめになるかは別として、5 点ほ

ど指摘したいと思います。 

1 つは昨日の報告会に全面的に関わるこ

とです。調査研究を行ったけれども、その

成果をこれからどうするかということが別

な意味での課題になるわけです。データは

全て生データです。ヒアリングのテープ起

こしのデータはありませんけれども、ほか

は生データそのものが公開されます。報告

書という形で出版・公開されるとともに、

ウェブ上にデータとして掲載されます。し

かも、すべて回答館の名前付きでデータが

出されるという大英断がなされています。

そこで、これをどう使うかという話になる

わけです。研究の立場としては、これらを

使って色々な比較研究や発展的な研究がで

きます。他のデータと組み合わせて更に分
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析を重ねるわけです。 

もちろん、図書館の実務においても活用

できます。例えば、今真っ先に私はそのデ

ータを見直そうと思っているのですが、東

近江市はどんな状況なのかを確認すること

ができます。実際にレファレンスサービス

の状況として東近江市はどうなっているの

だろう、そうした観点で利用する。あるい

は、何か取り組みをしている図書館がある

ならば、それを 1 つのベストプラクティス

と位置付け、そこの状況がどうなのかを知

るだけでも参考になると思います。他の図

書館の情報を収集できるわけです。こうし

た取り扱いをしていただいて、さらに議論

を深めていくことが望まれます。今日 1 日

の議論も、そうした流れの中にあると思い

ます。 

2 点目は、午前中の北川先生の刺激ある

内容に沿うことにもなります。800 万件以

上の質問が、中身はいろいろあると思いま

すが、寄せられている。でもレファ協は 10

万件に過ぎない。これはどうしてだろうか。

人がいないからとか、予算がないからとか、

レファ協の仕組みに問題があるからとか、

色々と「他責的」に指摘することはできる

わけですが、これも違った観点で捉えるこ

とが重要だと思います。かつてレファ協の

責任者であった方が、あるとき飲み屋でこ

う言っていたのを覚えています。「図書館は

なんだかんだって理由をつけてレファ協へ

の登録をやらないけれど、やらないとだめ

なんだよ」と。このことを午前中のお話を

聞いていて思い出しました。やはり取り組

まなければいけない、まずはそこです。た

だ、そのためにはどうすればよいか、その

ための仕組み作り、そのためのステップ、

こうしたことを考えることもまた、レファ

協の中で取り組まなければいけないでしょ

う。そして、それが私たち企画協力員の役

割の 1 つであると思っています。「自責的」

にこれから取り組んで、また、皆様方とも

色々とディスカッションして深めていけれ

ばと考えます。 

3 つ目は荒井さんの発表に関連します。

荒井さんの発表をどう読み取るかについて

少し触れたいと思います。色々な写真を見

せていただいて、皆の力で図書館ができて、

そこでサービスが行われて、それが非常に

効果的だった。図書館って有用だ。先ほど

のお話にあったように、そこで質問が寄せ

られて、というふうに、そこに作られた図

書館におけるレファレンスサービスの意味

といったものが強調されて浮かび上がって

くる。そんなストーリーができるのですが、

私は少し違うストーリーを見出して、荒井

さんの発表の意味を捉えています。 

どのようにかと言うと、荒井さんたち自

身はどうだったのだろうか。つまり、あの

ような活動をするためには様々な情報が必

要だったはずであり、様々な先行的な資料

等の確認が必要だったはずです。そこに貢

献していくことは、レファレンスサービス

のまた別の側面ではないのだろうか。そし

て、そこのあたりがおそらくは、2 日目の

プログラムを組み立てた事務局のねらいの

一部になっているのではないかと私は思っ

ています。2 日間の締めくくりとして、こ

のことをもう一度確認しないといけないと

考えます。写真のイメージだけで荒井さん

の発表を理解して帰ってはならないと思い

ます。 

4 点目は、レファレンスの再定義という
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話です。これはレファ協の功罪につながる

可能性があるかもしれません。つまり、レ

ファ協においても、質問回答サービスにど

うしても目が向いてしまいます。そこに焦

点化して進めるという戦略的な意味はある

と思いますが、質問回答サービス「だけ」

がレファレンスサービスであると映ってし

まう。レファ協の場合、特にレファレンス

事例データベースの問題となります。これ

が最も普及しつつあるところですから、「レ

ファレンスサービスというのは、質問が寄

せられて、それに回答していくことだね」

という話になってしまうわけです。レファ

協の罪とまで言うのは失礼かもしれません

が、レファ協を強調するあまり、かえって

レファレンスサービスが伸びないという側

面があるのではないかということを、調査

研究のデータと組み合わせて思うところで

す。 

5 つ目は、レファレンスサービスに関し

て関心を持つ人が狭い範囲ではいけないと

いうことです。先ほどのご意見にまったく

同感です。昨日の報告会にいた方だとピン

と来ると思うのですが、こうした議論はや

はり「囲炉裏端」でやりたいですね。昨日

の報告会でヒアリング調査の結果を報告し

ていただいたのですが、「ヒアリングをする

場が岡山県の美作の古民家で、囲炉裏を囲

んでやりました」という話が出たのです。

やはり私たちの方から出て行って、人々の

意見を聞く、そういう場を作っていくこと

が次のレファレンスサービス、あるいはレ

ファ協を考える上でのポイントになるので

はないでしょうか。ただし、その 1 歩手前

の問題として、図書館員自身がきちんと集

まっているのでしょうか、ということも大

切です。だから、もっと意見交換ができる

プラットフォーム、システム的な意味だけ

でない何らかの「場」を設けていくことの

重要性をこの 2 日間通して考えていたとこ

ろです。そうした場があって初めて、北川

先生のご指摘にあるような力が発揮できる

と思います。 

以上となります。ありがとうございまし

た。 

 

（総合司会） 

ありがとうございました。そうしました

ら、ディスカッションをこれで終わらせて

いいただきたいと思います。熱い議論を交

わしてくださいました会場の方、また企画

協力委員の皆様に拍手をお願いいたします。 
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閉会挨拶 

 

 

国立国会図書館関西館 

次長 山崎 治 

 

国立国会図書館関西館次長の山崎です。

本日はお忙しい中、レファレンス協同データベ

ース事業フォーラムにお集まりいただき、また

積極的にご参加いただき、ありがとうございまし

た。またご報告をいただきました皆さま、コーデ

ィネーターとしてディスカッションを盛り上げて

くださった山崎さまにも感謝を申し上げます。 

本日のフォーラムは「社会を創る図書館の

力―レファレンスサービスの今を知り、未来を

語る」をテーマにして進めてまいりました。北川

先生による基調講演では、社会創りに貢献す

る積極的な図書館員の姿に対する期待を、刺

激的な言葉を使って述べていただきました。 

3 件の事例報告からは、図書館が現在抱え

ている課題を乗り越えて、更に一歩進んだ存

在になるための示唆をいただきました。ご登壇

の皆様からいただいた多くのヒント、またディス

カッションを通じて得られた様々なアイディアを

各自お持ち帰りいただき、ぜひ明日からの業

務や研究といった実践的な活動につなげてい

っていただければ幸いです。 

私ども国立国会図書館も、日々のレファレン

スサービスを通じて、またレファレンス協同デ

ータベース事業を通じて、より一層図書館の持

つ豊かな知の力を社会に還元できるよう、皆様

とこれまで以上に協同していきたいと考えてお

ります。本日は長時間にわたり、誠にありがとう

ございました。 
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