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この記録集は、平成 28 年 2 月 18 日に国立国会図書館関西館で開催された、第 12 回レフ

ァレンス協同データベース事業フォーラムの講演等の記録をまとめたものです。当日の配布

資料は、事業のホームページ（http://crd.ndl.go.jp/jp/library/forum_12.html）に掲載しています

ので、併せてご利用ください。なお、所属及び肩書きはフォーラム開催当時のものです。 
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概況 

 

(1) 概要 

テーマ レファ協の 10 年：これまでとこれから 

日 時 平成 28 年 2 月 18 日（木） 午後 2 時～午後 5 時 25 分 

会 場 国立国会図書館 関西館 大会議室 

参加者 109 名（内訳は以下の表を参照。） 

 

属性 参加者数 

公共図書館 38 名

大学図書館 18 名

専門図書館 9 名

学校図書館  3 名

講師・パネリスト・企画協力員 9 名

その他 19 名

国立国会図書館 13 名

合計 109 名

 

その他 Twitter のハッシュタグを公開し、インターネット上でも意見交換が行われた。 

 

#crdf2016 lang:ja - Twitter 検索 

 [https://twitter.com/search?q=%23crdf2016%20lang%3Aja] 
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(2) プログラム 

 

開会挨拶（国立国会図書館関西館次長） 

 

第 1 部 基調講演「『夜明けの図書館』とレファ協」 

 

埜納タオ氏 （漫画家・イラストレーター） 

 

対談者 

兼松芳之  （国立国会図書館関西館主任司書） 

 

レファレンス協同データベース事業報告（国立国会図書館関西館図書館協力課）  

 

第 2 部 パネルディスカッション「レファ協の 10 年：これまでとこれから」 

 

パネリスト 

齊藤誠一氏 （千葉経済大学短期大学部教授） 

宮川陽子氏 （福井県立こども歴史文化館主査） 

木下みゆき氏（一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団統括ディレクター） 

兼松芳之  （国立国会図書館関西館主任司書） 

 

コーディネータ 

小田光宏氏 （青山学院大学教育人間科学部教授） 

 

閉会挨拶（国立国会図書館関西館図書館協力課長） 
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1. 開会挨拶 

 

       

国⽴国会図書館関⻄館次⻑ 

岩澤 聡（いわさわ さとし） 

 

 

 
 

 

みなさま、こんにちは。国立国会図書館関西館次長の岩澤です。開会に先立ちまして一言ご

挨拶を申しあげます。 

本日は第 12 回レファレンス協同データベース事業フォーラムに、多数のご参加をいただき

まして誠にありがとうございます。また、日頃の本事業に対するご理解とご協力にこの場を借

りて厚くお礼申し上げます。 

 

レファレンス協同データベース、通常レファ協と略しておりますけれども、この事業は図書

館におけるレファレンス業務や一般利用者の調査研究活動を支援することを目的といたしまし

て、全国の図書館が日々行っているレファレンスの記録や情報の調べ方などを協同でデータベ

ース化し、インターネットを通じて広く提供しているものでございます。 

 

レファレンス事例を図書館界のみなさまと協同でデータベース化するという事業は、前例の

無い取り組みであり、大きな挑戦でありました。立ち上げ当初は、さまざまに不安もございま

したが、みなさまのご協力によりまして、総登録データ件数が 16 万件以上、参加館数 700 館に

迫るほどに成長しました。参加機関も公共図書館、大学図書館や専門図書館だけでなく、学校

図書館や文書館、資料館などのアーカイブズ関係の機関などにも広がり、さまざまな機関が館

種を越えて、有益な情報を共有しあう場となっております。また、その利用形態につきまして

も、図書館等の業務における利用にとどまらず、ウェブ上でのデータの活用や、教育の場への

利用など、図書館の外部にも広がりつつあります。レファ協の Twitter では 15,000 人以上の方

にフォローをいただきまして、日々、多くの利用者から事例についての情報提供やご意見、ご

感想をいただくなど、新たなコミュニケーションの場ともなっております。 

 

今回のフォーラムのテーマは「レファ協の 10 年：これまでとこれから」です。テーマをご覧

になって、フォーラムが 12 回目であることを不思議に思われた方がいらっしゃるかもしれま

せん。実はレファ協は、本格事業化に先駆けて 3 年間の実験期間を経た後に、平成 17 年度から

正式に事業を開始いたしました。したがいまして、今年度は、事業の本格化から 10 周年の節目
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の年にあたります。本日は、事業のこれまでの歩みを振り返るとともに、レファ協の現在、さ

らに未来について、みなさまと共に改めて考えてみたいと思います。 

 

今年のフォーラムは、大きく 2 部構成となっております。フォーラムの前半では、漫画家で

イラストレーターの埜納タオ先生から基調講演をいただきます。埜納先生の作品『夜明けの図

書館』は公共図書館の新米司書が主人公でありまして、その作品の中には、レファレンス協同

データベースも登場いたします。現在単行本で第 3 巻まで出ておりまして、私も楽しく読ませ

ていただきました。どういった経緯で埜納先生が図書館、特にレファレンスサービスを題材に

したマンガを描かれることになったのか、またどのような反響が寄せられているのか大変興味

があるところでございます。 

後半のパネルディスカッションでは、レファレンス協同データベースの立ち上げ以降に深く

関わっていただいた有識者の先生方あるいは参加館の方々にご登壇いただきまして、これまで

の歩みを振り返りつつ、今後の展望について議論を進めて参ります。 

 

長時間になりますけれども、活発な意見交換を通して、レファレンス協同データベースが持

つ可能性について改めてみなさまと一緒に考えることができましたら幸いです。どうぞよろし

くお願いいたします。 
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2. 基調講演  

 

『夜明けの図書館』とレファ協 

漫画家・イラストレーター 

埜納 タオ（ののう たお） 
  

対談者 

兼松芳之（国⽴国会図書館関⻄館主任司書） 

   
 

 

（兼松：対談者）  

レファレンス協同データベース事業フォーラムにようこそお越しくださいました。今日

はちょっと寒いですが、せっかく埜納（ののう）先生にお越しいただいた機会ですので、

良い会になればと思っております。私は過去 3 回、このフォーラムで司会をさせていただ

いていますが、あまりカッチリとした雰囲気は苦手でして、今日はできれば楽しく愉快な

感じで、埜納先生に色々とお話をいただこうと思っております。そのあたりはレファレン

ス協同データベースのゆるさということで、ご容赦いただければと思います。 

 さて最初に、図書館関係もしくは図書館にお勤めの方はどれくらいおられますか？ 

（多くの手が挙がる） 

―――――ありがとうございます。では、今日は埜納先生を見に来たという方、手を挙

げていただけますか？ 

（大勢の手が挙がる） 

―――――ありがとうございます。 

それでは、埜納先生のお話に入りたいと思います。先ほど岩澤（関西館次長）からも簡

単な説明がありましたが、これまで図書館がらみの作品、特にエンターテインメント作品

といいますと、例えばウンベルト・エーコの『薔薇の名前』やその映画化作品、『ロレンツ

ォのオイル』（映画）など図書館がでてくる作品はたくさんあります。最近はライトノベル

も増え、『R.O.D -READ OR DIE-』や『ココロ図書館』、『戦う司書』シリーズや『図書館戦

争』など、ご存知の方もいらっしゃると思います。そんな中で、今までなかった「レファ

レンスを真正面から扱った」という意味で、埜納先生の『夜明けの図書館』はエポックメ

イキングな作品だと思います。今日はそのあたりを色々と、裏側もあますことなく埜納先

生から伺おうと思います。埜納先生、どうぞお越しください。 

 

（埜納：講演者） 
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 どうもみなさんこんにちは。今日はお忙しい中会場に足を運んでくださり、本当にあ

りがとうございます。 

先ほどご紹介いただきました、『夜明けの図書館』という漫画の生みの親であります埜納

タオといいます。埜納という名前が非常にややこしくて読みづらいということもあります

ので、みなさん、下の名前で「タオさん」と気軽にお呼びください。 

 

（兼松：対談者。以下文頭ダッシュで表記。） 

―――――それでは、ここからは私も「タオさん」と呼ばせていただきます。 

 

 はい。本日は第 12 回レファレンス協同データベース事業フォーラムに声をかけていた

だいて、とても光栄に思っております。フォーラムも第 12 回を迎えられて、本格事業化さ

れてからは 10 周年という節目の年に講演をさせていただくことになりました。私はいち漫

画家でしかないので、今日会場にたくさんいらっしゃる図書館関係者のみなさんにとっ

て、有益で現場で役立つような情報は何も持ち得ていません。ただ漫画の中で、ひなこた

ちの目線を通して、どうやったら図書館がもっと良くなるかなということについては常に

考えております。そういった視点ではみなさんと共感、共鳴できる部分もあるのではない

かと思い、本日の講演を引き受けさせていただきました。 

先ほど兼松さんもおっしゃいましたけれども、終始和やかなムードで進められたらと思

います。漫画の中の時間のような楽しい感じで、つたない講演内容かと思いますが、どう

ぞよろしくお願いします。 

 

 

本日の講演内容のお題が「『夜明けの図書館』とレファ協」となっております。今年 5 月

に発売される単行本第 4 巻に収録予定の第 14 話でレファレンス協同データベースをとりあ

げました。それを読んでくださった関西館レファ協事務局のみなさんが激しく反応してく

ださいまして、本日の講演依頼のきっかけになりました。 

全体の流れとしましては、「1.『夜明けの図書館』立ち上げについて」、「2.『夜明けの図

書館』を支えてくれる存在」、「3.レファ協との出会い～第 14 話に「レファレンス協同デー

タベース」登場～」、「4.『夜明けの図書館』のこれから」、こういった流れで進めていきた
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いと思います。 

「3.レファ協との出会い」からは、兼松さんと、壇上中央に座ってフリースタイルで、ト

ークをまじえて進行していきたいと思います。 

かなり一方的に漫画の話を進めているのですが、この中に『夜明けの図書館』を読んだ

という方はどれくらいいらっしゃるでしょうか？ 

 

（大勢の参加者が手を挙げる） 

 

ありがとうございます！ホッとしました。「未読だよ」という方は、今日のこの講演で興

味を持っていただいて内容を見ていただければと思います。 

 

＜1.『夜明けの図書館』⽴ち上げについて＞ 

 
 

まずは簡潔に作品を説明させていただきます。こちら（スライド 3）がオフィシャルサイ

トのページです。これは版元の双葉社さんが作ってくれたサイトです。これによりますと

「大反響のレファレンス図書館マンガ」「発売後、たちまち全国の書店員、司書の間で話題

になった図書館マンガの決定版」「本と人を繋げるレファレンス・サービスに注目したのが

画期的と言われている。」ということで、すごく持ち上げて頑張って書いてもらっていま

す。補足しますと、暁月（あかつき）市立図書館という地方にある架空の公共図書館で、

主人公である新米司書の葵（あおい）ひなこが、利用者から寄せられるさまざまなレファ

レンスを通して図書館員として少しずつ成長していくというお話です。現在は双葉社の

『JOUR（ジュール） すてきな主婦たち1』という、創刊 31 周年を迎えた、歴史ある主婦向

け漫画雑誌にシリーズ連載しており、単行本が 1 巻から 3 巻まで発行されております。 

 

―――――会場の外に『JOUR すてきな主婦たち』と単行本を置いてあります。休憩時間

                                                        
1 双葉社発行の月刊漫画誌。『夜明けの図書館』は同誌 2010 年 12 月号から連載開始。 
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にご覧ください。 

 

 
 

 次に、「どうしてレファレンスサービスをテーマにしようと思ったんですか？」とよく聞

かれるので、最初は立ち上げの話をしようと思います。これ（スライド 4）は（漫画の）中

書きの一部ですが、きっかけは当時の担当編集者さんの提案でした。「レファレンスを題材

にするのはどうでしょう？」ということで、その時のやりとりを今回さかのぼってみたい

と思います。 

 

2010 年 6 月頃に、担当編集者さんが連絡をくださって「埜納さん、図書館にはよく行か

れますか？このあいだ、久しぶりに図書館を使ったんですが、最近の図書館ってすごいで

すね！いろんなシステムがデジタル化されているのもびっくりですが、レファレンスサー

ビスってご存知ですか？利用者のいろんな問題に対して有効な資料を探して教えてくれる

んです。」とおっしゃいました。でも私は、「はて、レファレンスってなんぞや？」という

感じで、6 年前までは全く知りませんでした。 

その女性の編集者さんは落語が好きで、禁演落語について興味があるとおっしゃってい

ました。あと、「わらわし隊」というのをご存知でしょうか。主に日中戦争時代に、戦地に

芸人さんが笑いを届けるという慰問団があったんですけれども、そのことについても興味

があり、それらについて東京都立図書館のメールレファレンスを初めて利用してみたそう

です。その時の東京都立中央図書館からの回答内容を、一部ですが配布資料に載せており

ます。 

 

―――――本日は、東京都立中央図書館の方も来ておられます。 

 

（驚く） 

 

 で、配布資料に載せているのはごく一部で、これ以外にも、「戦時中に都内に存在した寄

席の一覧や、空襲で焼失した寄席の場所、それから各々の木戸銭＝入場料はどれくらいし
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たのか、当時の写真や映像があれば尚助かります。」と、編集者も色々と突っ込んだ質問を

しておりました。それらについて、「ご質問は、昭和の世相史、戦争中の体制（大政翼賛会

に関する資料）など、幅広い調査が必要と思われますが、今回は寄席に関する資料に限定

して調査しました。」という前書きでもって、A4 サイズ・5 ページにわたる非常に丁寧な回

答をいただきました。寄席の場所については、『江戸/東京芸能地図大鑑』の巻末に、寄席や

映画館の住所一覧があることや、昔の電話帳から寄席を探す方法、または戦前のガイドブ

ックなどからも手がかりを得ることができることなど、たくさんの調べ方、アプローチが

あるんだなと感心、感激しました。 

兼松さんも「さすが都立図書館。」とおっしゃっていましたよね。 

 

―――――いや、本当にすごいと思います。 

 

 非常に興味深いものでした。 

その時の編集者さんの感触から、「司書さんとはまさに本の探偵というか、リサーチのス

ペシャリストですね。そんなレファレンスサービス、誰かの“知りたい”のお手伝いって

漫画の題材にいいのではないでしょうか？」とふっていただき、それで私もレファレンス

サービスに興味を抱きまして、自身で調べてみることにしました。 

 

 
 

 次に、東京都立図書館のレファレンスサービスはとても素晴らしいものだったんですけ

れども、そういったものは都会の大きな図書館で出されていることであって、私は兵庫県

に住んでいるんですが、小さな地方の図書館ではそういったものがあるのかと気になりま

した。そこで司書さんに直接体当たりで伺ってみると「レファレンスサービスは普通にあ

ります。」「昨日はヒョウタンの加工について聞かれました。」とか、「アロハシャツの作り

方を知りたい。」「京都観光に最適なバスの時刻表を教えてほしい。」などの問合せがあった

ことを伺いました。現在では時刻表なども簡単にリサーチできますけれども、当時は京都

市の観光課に助けを求められたとのことで、これは少し前のお話だったのかなと思いま

す。図書館の規模に関わらずレファレンスサービスというものは日常的にあるものだなと
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知り、ちょっと意外ではありました。 

 

 

 司書さんから聞いて面白かったお話があります。これ（スライド 6）はお手元の資料には

ないのですが、第 1 話で主人公の葵ひなこが初めてレファレンスサービスを受ける場面で

す。やや威圧的な奥様が「ジルバの本あるかしら？」と来られて、初めてひなこが対応す

る場面です。これは実際にお聞きしたお話を一部ヒントにしています。その司書さんのお

話によりますと、ある中年女性が実際に「社交ダンスを始めたので、ステップについてく

わしく知りたい。」と（尋ねて来られました）。最初は、初級向けのワルツについて知りた

いとのことだったのですが、レファレンスサービスを利用したことで日々めきめき上達さ

れて、次は「ジルバの本はあるか？」、ある日は「ルンバの本はないか？」、ある日は「チ

ャチャチャのステップはないか？」と、その都度カウンターで決まって「〇〇さん呼んで

ください。」とご指名がかかるようになり、その利用者の方とも親しくなられたそうです。

その後ついに「旦那も社交ダンスを始めることになったのよ～！」とおっしゃり、そして

ついにはお二人がエントランスからステップを踏んで、しかも大会の表彰状を持って「あ

なたのおかげで優勝できたのよ～！」と。 

セリフは漫画とは違いますけれども、実話だそうです。途中この司書さんのネタかなと

思ったんですけれども、あんまりにも嬉しそうにお話されるので、話を盛られたような感

じもなく、「事実は小説よりも奇なり」、負けたなって感じました。みなさんの図書館でも

そういう面白いやりとりが利用者の方とあるのでしたら、後ほどお話を聞かせていただけ

たらと思います。 

 

この時に、その図書館員さんが「求められれば、今はやりの小説から社交ダンスのステ

ップまで、よろず答えを求められるのがレファレンスサービスです。雑学に強くなります

よ。」と。そして何よりも「レファレンスは難しいけれども、回答にたどり着けた時、利用

者の方に喜んでもらえるのが何よりうれしい。」と笑顔でおっしゃったのが印象的でした。

そんなにやりがいのある、心の動く業務で、しかも私が住む地域の小さな図書館でもこん

なに面白いやりとりがあるなら、それは漫画として十分成立するのでは？と思い始めまし

た。 



 

13 

 

 

もう一つ、司書さんからお聞きしたお話で印象的だったレファレンスがあるので、紹介

させてください。 

それは図書館にいらっしゃった高齢のご夫婦の、「子供の時に見て記憶にある本に載って

いた写真が見たい。」という依頼でした。その写真とは、画面が暗くて、子供が女の子を背

負ってて、直立不動で……と、いくらか写真の内容やその方が持っている情報を教えてい

ただいたそうなんですが、その時はたどりつけなかったそうで、「見つけたらご連絡しま

す。」と約束されました。その後、その写真というのは、外国人が撮った終戦直後の日本の

景色で、亡くなった妹を背負って火葬の順番を待つ男の子の写真だったそうです。写真に

はタイトルもなかったそうですが、「それらしい本を見つけました。」と連絡するとすぐ来

られて、掲載された本をお渡しすると「ああこれだ……」と言ったきり、お二人とも無言

で見入っておられたそうです。大事そうに借りて帰られる姿を見て「似たような体験がご

夫婦にもあったのかもしれないな。」と、その時の司書さんは思われたそうです。 

 

その話を聞いて、レファレンスサービスとは、ただの情報提供ということではなくて、

利用者個人の記憶や思いに触れることができるお仕事だと気づきました。もちろんプライ

ベートなことなので、私の描いている漫画のように相手の個人的なことに踏み込むという

のは実際にはなかなか難しいことだと思うんですけれども、「レファレンスにかけられた利

用者の悩みや思い、願いにスポットを当てつつ、司書のひなこはその思いを汲み取り、求

められた資料を探すなかでともに成長していく」というかたちがドラマになると、その時

確信して漫画を立ち上げるに至りました。 

この（スライド 7 の）カットは、第 1 話のおじいさんの「昔の写真を見たい」の一場面

です。この「写真を見たい」というネタは、そこから閃いて創作したお話です。 
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こうして漫画を立ち上げることになったのですが、その中で登場人物たちはどういった

キャラクターだとより良いのだろうと考えた時に――これ（スライド 8）もお配りしていな

いのですが――ネットや本の情報だけでなく、実際現場にいらっしゃる図書館員からお話

を聞きたいと思って、複数の図書館を取材させていただきました。 

そのなかで「図書館は本が好きなだけでは勤まらない。」「サービス業なので人が好きじ

ゃなきゃ。」あと「体力が一番！」とお聞きしたのが心に残っています。そして図書館への

「愛」というか、熱くお話を聞かせてくださる方もいらっしゃって……それまで私自身、

図書館のカウンターにいらっしゃる図書館員さんたちはどこか淡々とされていてクールな

方が多く、私とは違う人種かなというイメージを抱いていたのですが、実際お話してみる

ととても熱意に満ちた熱い方が多いのかもというイメージに変わっていきました。 

 

会場にいるみなさんはいかがでしょうか？お熱い方もいらっしゃるかと…… 

 

―――――クールに見えて、熱い方々がたくさんいらっしゃいます。 

 

 いらっしゃると思います。知力も体力も必要ですし、仕事も利用者から目につきやすい

のはカウンターの仕事だけですけど、実際はとても多くの業務を少ないスタッフでこなさ

れていることを知って、私の中の図書館観も大きく変わってきました。 

求められる図書館員像の資質のひとつとして、図書館は子供からお年寄りまで来館され

るので、ある程度のおせっかいは必要という話を聞いて、それらを参考に主人公の葵ひな

このキャラクターを構築していきました。 

 

（スライド 8 の）左上にあげているものは、実際お聞きした「求められる資質」なのか

なというところで、下の方はオリジナルです。やや空回りでレファレンスサービスにのめ

り込む……実際同僚だったらどうだろう、ちょっと面倒くさい子かしらと思うことはあり

ますけれども、一生懸命さは彼女（ひなこ）のチャームポイントということで。絵は今と

最初の頃ではイメージが違います。 
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次が、他の主要なキャラクターです。 

（スライド 9）左上が、ちょっと太めで正義感の強い中堅職員の石森さんという女性で

す。当初はこのような感じで、今よりややスリムなのですが、当時は年齢を 35 歳くらいか

なと思っていたのですが、40 代くらいにするべきだったかな、設定が若すぎたかなと思っ

たりしています。 

そして左下が小桜（こざくら）さんという嘱託職員。ひなこより年下なんだけど、ひな

こよりはキャリアがあって、小回りのきくしっかり屋さんという女子です。 

そして右には、庶務担当で整理整頓好き、きっちり屋の大野さん。最初は髪が長かった

…… 

 

―――――見た時に、ちょっと違和感があるなと。（おでこが）光ってないぞと（笑）。 

 

 そうなんです（笑）。 

 

当時の編集者さんに「もっと若さを」と求められて、若いってどうしたらいいんだろう

と思って、短髪くらいしか浮かばなくて。どんどん髪を短くしていくと、おでこの面積が

やや広くなっていって、時々頑張った時にきらっと光るような大野君のキャラになってい

きました。レファレンスサービスに熱心な新米のひなこに対して、ちょっとレファレンス

サービスには懐疑的で対照的なキャラを入れたいという編集者の意見を取り入れて、大野

君のキャラができました。市の職員の方が図書館に異動になってそこで働くという大野君

については、実は意外なほど反響が大きかったです。 
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参考にした本というのが（スライド 10 の）1、『知っておきたい図書館の仕事』2という本

です。2003 年の本なのでちょっと古いのですが、読んだ方はいらっしゃいますか？あまり

知られていないマニアックな本だったりするのかな。 

 

この本が衝撃的だったので、ちょっとだけ読んでみますね。 

＜晴天の霹靂＞ 

この春、人事異動により、初めて図書館勤務を経験することになったあなた。

図書館の仕事には慣れましたか？（略） 

年度末に人事異動の内示を受けた時、あなたはショックを受けてしまいまし

た。『図書館だって？何でだよ！』 これまで何回も異動を経験してきたので、ど

こに回されようと慣れっこになっていたのですが、予想すらしていなかった機関

への異動ということで、今回に限って少々取り乱してしまったあなたでした。 

あなたはこれまで、あまり図書館を利用してきませんでした。（略） 

（『知っておきたい図書館の仕事』p.1 から引用） 

 とこう、「精神衛生上あまりよろしくない日々が続きます。」とか、タイトル見てそうい

うものなのかな？どうなんだろう？と思いながら…… 

 

―――――割と実態に近い感じはありますけれども。 

 

そうですかね。私も実際に、市役所の方が異動された時にどういうイメージを受ける

か、何人かの方に聞いたのですが、「そういうマイナスなイメージは全然ないですよ。」と

いう回答だったので、この本のこの設定はどうかなと思っていたのですが……。ここに書

いてあることを鵜呑みにした訳ではないのですが、ひなこと対照的なキャラをということ

で、そういう背景でもって大野君は誕生しました。 

                                                        
2 図書館の仕事作成委員会. 『知っておきたい図書館の仕事 : 館長から各業務担当まです

べての方にむけた図書館ガイドブック』. エルアイユー, 2003. 
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 大野君は意外と頑張ってくれていて、第 3 話に大野がちょっとメインに立つ回がありま

して、それ以降徐々に図書館への理解が深まり、彼の中で図書館愛が芽生えているような

気がしています。また、漫画を読んでくださった実際の司書の方から「大野君みたいな整

頓好きな人、実際現場・職場にいてくれたら助かるのよ。」と言われ、彼も重要なポジショ

ンになってくれていると思っています。 

 

 レファレンスサービスの魅力というのは、インターネットでたくさんの情報を最短で引

き出すことができる時代ですけれども、人を介してこそ得られる情報もまだまだあるよう

に思います。特に、言葉にできないあいまいな記憶やニュアンスをすくい上げて、いろん

な側面から検討して答えを導き出すレファレンスサービスというのは、これからもきっと

長く必要とされていくサービスだと思っています。 

実際は漫画のように毎回都合よく回答にたどり着けることはないと分かっているのです

が、利用者に心から「ありがとう」と感謝されるレファレンスサービスは、魅力的でやり

がいのある図書館サービスだと思っております。なので、漫画の中に、毎回利用者の方が

「ありがとう」と図書館員に向けて言葉を発するという場面を入れています。 

 

―――――細やかなことをされているんですね。 

 

 このようにして、2010 年の 11 月に先ほど紹介した雑誌『JOUR すてきな主婦たち』で

連載が始まりまして、2011 年 10 月に単行本第 1 巻が発行されました。 

 

＜2.『夜明けの図書館』を⽀えてくれる存在＞ 

 次に、「2.『夜明けの図書館』を支えてくれる存在」ということですが…… 

 

 

 

―――――その前に何かピンチに陥ったとか。 
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 そうなんですよ。ピンチは何度もあったのですが。第 1 巻を発行するまでは、雑誌連載

時には何の反響も無く 1 冊で閉じる予定だったんですね。なので第 1 巻には巻数がついて

いません。だからこれで終わろうかな～と。 

 

―――――確かに入ってないですね。 

 

はい。 

第 1 巻を単行本として発行した後に、徐々に反響が寄せられまして、本や雑誌とか新聞

の書評などでも取り上げていただいて、多くの読者の方に読んでいただく機会に恵まれま

した。実際に現場で働いていらっしゃる図書館員の人が、この漫画を読んでどう思うんだ

ろうというのがとても怖かったんですけれども、いくつか取材を行って、「すごく良かった

よ。」という嬉しい声をたくさんいただきまして、私の何よりの励みになっております。 

 

そういう反響があったもので、それであればもう少し続けてみましょうかというお話で

続編に取り組んだのですが、続編に取り組むとなった時に、立ち上げから関わって下さっ

た担当編集者が代わることになって……漫画家にとって編集者が代わるというのは致命的

というか、また一から信頼関係を築くのかと……。すごく衝撃の大きなことで、とても残

念だったのです。 

 

けれども、その代わりにというか、その頃にちょうど、2011 年の 12 月に「カレントアウ

ェアネス3」のインタビューを受けることになりました。 

 

 

これも見ていただいた方いらっしゃいますか？ 

 

―――――この「カレントアウェアネス」のインタビューを企画した、当時の職員である

                                                        
3 E1252 - マンガ『夜明けの図書館』の作者・埜納タオさんインタビュー 

http://current.ndl.go.jp/e1252 
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林豊氏（現：九州大学附属図書館勤務）の「タオさんの話を聞きたい！」というところか

ら始まったものです。この記事を見た時、館内で非常に話題になったのを覚えています。 

 

 私も国立国会図書館からメールが来てる！とびっくりしました。 

そこで最後に、続編を制作するにあたってアドバイスや、取材にご協力いただける方が

いらっしゃらないものかと募集みたいなことをかけたら、ありがたいことに数名の方が名

乗りを上げてくださいました。「漫画のテーマにどうでしょう？」と資料の DVD を送って

くださった大学の先生もいらっしゃいました。それ以後、このインタビューがきっかけで

知り合えた図書館員さんに、作中の気になる箇所を「こういう場合、図書館ではどのよう

な対応をされるか？」など、部分的に相談や助言をしていただけることになりました。 

今日も会場にお越しになっている図書館員さんにも、「こういった場合どうでしょう？」

みたいなアドバイスをいただいたりしております。私と新しい編集者にとって本当に大き

な助っ人の誕生となりました。 

 

 
 

 具体的にアドバイスをいただいた例をご紹介したいと思います。 

（スライド 13 の）左下に、ひなこが大野君にこっぴどく怒られている場面があります

が、これは「大野がひなこに仕事を頼んでいて、ひなこは他のことに夢中になっていて

『まぁいっか。』となんとなくやらずにいた仕事を大野が怒っちゃう、だけどそんなに現場

では大きな問題にならずさしつかえないもの、って何があるでしょう？」という無茶ぶり

だったんですが、その時に「廃棄選定」っていうんですかね、廃棄していい本をひなこは

選ぶことができるけど、大野君はできない、けど整理したいという、図書館あるあるなの

かなっていうところを助言していただきました。 

また、石森さんがメインででてくる第 11 話は、医療・健康情報サービスといった大きな

テーマを取り上げた回なんですけれども、そのお話の柱となるテーマを提案してもらいま

した。私と編集者だけではなかなか思いつかないテーマなどを色々と投げかけてくださる

ので、とても助かっております。 
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1 巻ではややエンタメ性を重要視していたのですけれども、新たな協力者を得たことで、

巻を重ねるごとに図書館のお仕事が掘り下げられて、お仕事漫画としても読み応えが出て

きたと評価をいただいております。こういったリアリティとクオリティを陰で支えていた

だいている協力者の方に、心から感謝しております。そして今日会場にいらっしゃる方

も、もし、「こういったテーマは漫画にどうでしょう」という提案やリクエストがありまし

たら、（すべてを漫画に活かすことはできないと思うのですが、）ぜひ参考にさせていただ

きたいので、よろしければ後ほどお話を聞かせてください。 

 

―――――おそらく行列ができると思います。 

 

 本当に「ネタの宝庫だったらいいなあ。」と思って今日来たんですけれど（笑）。 

 

―――――ここまでのお話で、埜納先生の漫画のお仕事の裏側と、『夜明けの図書館』が図

書館員と共に成り立っているということが見えてきたと思います。ここからは、壇上中央

に集まって、トーク形式で進めさせていただきます。 

 

＜3.レファ協との出会い〜第 14 話に「レファレンス協同データベース」登場〜＞ 

 

 

―――――「3．レファ協との出会い」ということで、今回レファ協を漫画中に出していた

だいたことにびっくりしたんですが、もともとレファ協は使ってくださっていたんです

か？ 

 

 はい、そうなんです。今度 5 月にやっと 4 巻がでるんですが、その中の第 14 話でレファ

レンス協同データベースが漫画の中に登場します。もともと（漫画の）立ち上げの当時か

ら私はデータベースを利用していまして、みなさんとやり方は違うんですけれども、例え

ば「ひな人形」とキーワードを入れてみて、どんな「ひな人形」に関するレファレンスが

寄せられているのかな、そこからドラマになるようなネタがないかなーということで、レ
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ファ協はよく利用しておりました。 

 

―――――レファ協って、変なキーワード入れても結構（検索結果が）出てきますよね。

この間も「腹太鼓」と入れたら、ほんとに出てきたんですよ。 

 

 私の場合は、（キーワードを）複数入れてみたりもします。こんな知りたいという要望が

あるんだなとか、面白く楽しむ感じでレファ協を使っております。 

 

 
 

また、（スライド 15）右に載せているのが『Do-Re』4（どうれ）です。 

 

―――――『Do-Re 北海道立図書館レファレンス通信』。これはまだあるんでしたっけ。 

 

 これはもうなくなっちゃったみたいなんですけれども、私はこの『Do-Re』がすごく好き

で。というのも、実際の現場で司書さんがあたふたしたとか、ちょっと身近なコラムっぽ

いものが載っているので、これをひたすらさかのぼって見たり、また一般の公共図書館が

ネット上でアップしている事例なども色々あちこち見ています。 

 

―――――こういうところから、ずっとレファ協を使っていただいてたんですね。

                                                        
4 北海道立図書館参考調査課. Do-Re : 北海道立図書館レファレンス通信. 北海道 
https://www.library.pref.hokkaido.jp/web/publish/qulnh0000000066p.html 
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―――――「さまざまな資料から回答へ」ということで、ここでいろんなパターンの調べ

方をしてくださっています。 

 

 はい、そうなんです。一話完結なので、毎回レファレンスの分類というか、カテゴリー

がかぶらないように、今回は植物のネタだったら次は自然科学とか芸術とか、分類番号が

さまざまなところで見つかるようにという気づかいをしています。 

それと、図書館の漫画ですので、ただ 1 つの本から見つかるというのではなく、いろん

な資料から回答にいけるよということを読者の方にも知ってもらいたいので、ここ（スラ

イド 16 左）にあげているデジタル化された歴史的音源…… 

 

―――――はい、歴音（れきおん）や、（スライド 16 右の）縮刷版は、確かに私がレファ

レンスやっている時によく使いました。（スライド 16 中央の）記念誌から探すというの

は、なるほどと思いました。 

 

 学校の創立何年とか。このデジタル音源の時は、実際に初めて関西館にやってきまし

た。 

 

―――――ありがとうございます。 

 

ネットからも利用できるんですけれど、実際に聴ける数は国会図書館内の方が多いんで

すよね。色々なツールで探す方法があるということを読者の方に知ってほしいと思って、

こういうさまざまなことを取り上げています。それで第 14 話では…… 

 

―――――ついに！ 

 

 レファ協を使って手がかりを得るというところになっています。 
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―――――（スライド 17 にある）ちっちゃい赤丸のところから始まっていくというお話で

す。 

 

 みなさんは未読で、スライドではちょっとわかりにくいかもしれないんですけれど。 

 

―――――お手元の資料で見てください。最初はこの（スライド 17 右上の）小さな白い玉

は何だろう？から始まっていますね。 

 

 このおばあさんの家に、旦那さんが毎年縁の下に吊るしているものがあって。 

 

―――――旦那さんが亡くなって、遺されたおばあさんがこの吊るされていた白い玉は何

だろうということで、（スライド 17 右下）ひなこちゃんが相談を持ちかけられ、匂いを嗅

いだり……これ、現物レファレンスじゃないと絶対できないですよね。 

 

 はい。実物を持ちこんでのレファレンスということで、ひなこなりの解釈で、キーワー

ドは「白 丸 数珠 軒下 吊るす」と色々検索します。供養とか習わし的なものかなと

いうことで、複数ワードで普通にネット検索している感じです。 

 

 



 

24 

 

―――――そこでひょっこりと、別の仕事をしていた大野君が出てくるという。 

 

 そうですね。画像で検索したりもするんですけれども、ひなこはめぼしい情報が得られ

ない。それに並行して、大野君は「図書館の評価をあげる戦略を練る」という別の作業を

していて。 

 

―――――この辺は、大野君らしい仕事をしているなと思いますね。 

 

 そうですね。 

 

 
 

―――――相変わらず説教が大好きで、ひなこちゃんに「危機感もて！」という話になっ

て。 

 

 そうそう。大野君は図書館の予算の少なさとか、これからの図書館運営に危機感を持っ

ていたんです。ひなこはのんびり屋なので、「危機感もて☆ 新米司書！」と大野君がいう場

面が出てくるんですね。 

 

―――――ひなこちゃんは、ひなこちゃんなりに郷土資料のデジタル化にも取り組んだり

してるんですけども、ここで大野君が紹介してくれたのが、まさにレファ協。 

 

 はい。そうなんです。「これだ。」とでてくるのが。 

 

―――――これがレファレンス協同データべースの初出、初登場ですね。 

 

 そうです。ここには、「れはっち」ならぬ「れふぁっしーさん」という、かわいい女の子

風のオリジナルのキャラクターを入れています。大野君はどうしたら図書館がよくなるか
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なーということを自分なりに考えて、レファ協に登録して活躍ぶりをアピールしようと思

っていて、このページをひなこに教えてあげたんですね。 

 

―――――レファ協がどう役立つかという効果を代弁してくださっているのが、私どもと

しては本当にありがたいです。 

 

 いえいえ。それで、「レファレンスに力を入れてる図書館は、評価が高いとみなされるん

だ。」「だから当館（うち）で解決した事例をばんばん登録！」「そしてレファ協への参加館

として活躍が認められれば！なんと……」 

 

 
 

「お国から表彰される！！らしいぜ（ばばーん）」ということに。 

 

―――――これを見た時は、我々は「れはっち」の被り物をして、表彰状持って全国を周

らなきゃならないのかな～と思ったんですが（笑）。 

 

 実際に着ぐるみが行って表彰状を渡すということはないんですけれども……ないんです

よね？（笑） 

ただ、受賞館は毎年あるんですよね？ 

 

―――――そうです。「礼状をもらいました。」、「何年連続！」などのコメントをつけて、

礼状をウェブでアップしてくださる館もあります。ありがたいことです。 

 

 すごいですね。 

ちなみにこの O 市というのは、私は兵庫県小野市というところに住んでいて、小野市の

図書館にもとてもお世話になっています。この漫画を描いているとは言ってなかったんで

すけど、ちょうどこの頃にレファ協に参加されて、ばんばん事例を登録されて、このたび

実際に受賞館になったんです！ 
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本当に何なんだろう、予期したことが実際になるって。 

 

―――――すごいことだと思います。 

 

 はい。私もとても嬉しかったです。 

 

 
 

 その後、暁月市立図書館もここに登録しようと。 

 

大野君自身の目論見としては、「予算減を背景に人件費が削られたりする行政側、また市

民に対して、正規の司書がいるという専門性をどうアピールすればいいのか」という対策

を考える中で、暁月市立図書館もレファ協に登録して活動をアピール、あわよくば先ほど

の小野市のように国立国会図書館から表彰状をもらって、図書館の存在意義を証明したい

というのが彼の狙いです。 

 

―――――大野君のおでこと鼻がピカピカに光って、ひなこちゃんが刺されそうな視線を

受けてますね（笑）。 
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―――――作中に戻って、ここ（スライド 22）では未解決事例を…… 

 

 そうですね。ひなこは、白い数珠が何なのかをまだ探してるんですが、ちょっと行き詰

まっちゃって……。依頼されたご婦人から「夫が静岡に縁がある」という新たな情報を得

られたことで、静岡に関してもひなこは色々探っていくんですけれども、なかなか他の地

域の郷土資料のこと（を調べる）というのは、お手上げですよね。 

 

―――――なかなか難しいですね。 

 

それでひなこがどうしようかなとくすぶっている時に、大野君が、 

 

―――――未解決事例としてレファ協に登録したら、と。 

 

 登録したら、というよりは、「こういう未解決レファレンスもアップされていて色々面白

い事例があるから、息抜きに見てみろよ。」という感じです。ひなこに未解決レファレンス

のページを見てみろよと言うと、ひなこが「ああそうだ」と。まだ登録もまだそんなにし

ていないのに、いきなり未解決事例を登録しちゃうという……それもありなんですかね？ 

 

―――――それもレファ協の使い方のひとつです。あと、ここのさみしそうな「れふぁっ

しーさん」のイラストが可愛いです。 

 

 ストーリーにあまり触れていないから、みなさん置いてきぼりかもしれませんが。 

 

―――――それこそ読んでいただければと。 

 

 「8 月墓参り（おそらく静岡県内）から帰るたびに故人が持ち帰って来た“白い玉を数珠

状につなげ軒下に吊るすものが何か知りたい”と年配ご婦人からの依頼」、「※供養・装

飾・餅花などの可能性を考えて関連の事典や参考書を当たるが見つからなかった。」という

書き込みに画像を加えて、ひなこが未解決事例に登録すると、その結果は……見つかるこ

とは見つかるんですね。漫画の中ですが、静岡県立図書館の人から書き込みがあったとし

て、添えられた資料などを確認して回答にたどり着けるという。 

静岡に縁のあるものであったということで、何であるかはまた本の中で読んでいただい

て、確かめていただければと思います。 

 

―――――実際のところ、こういうふうにレファレンス協同データベースを活用していた

だくのが、モデル的かもしれません。ありがたいと思います。 
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 そうですか。 

実際はそんなになかなかうまくいくことは難しいし、稀だと思うんです。ただ、事例を

他の図書館と共有する、一度あきらめかけたレファレンスを登録してみるというアクショ

ンを起こしたことで、解決に至ることができたんですね。 

 

その回では、ひなこの意見を通して「自分たちも他の図書館の役に立てるようになりた

い。そのためにはレファレンスの事例を書き込むだけでなく、他館の事例を読んだり、自

館にしかない郷土資料を整理したりと、検索機能を高めることの大切さに気付く。特に郷

土資料に関しては、自分たちで編纂してそれを公開して、他館と共有することで未来の利

用者にも役立つことができる。」という……これは、アドバイスをいただいている図書館員

さんに教えていただいたことなんですけれども。そういった仕事が司書職の専門性ではな

いかという一つの答えを、ひなこも物語の中で得ます。 

 

 

 

―――――そうやって、（スライド 23 の）れはっちの葉っぱみたいに…… 

 

そうなんです。「国民のだれもが」と書いていますが、国民に限らず、世界中のみなさん

に、信頼できるデータベースであること（を知ってもらいたい）。それらを活用して、役立

ててもらって、木が葉っぱのモニュメントとしてわさわさと、 

 

―――――もりもりと、 

 

 図書館の方だけじゃなく、一般の人にも もっと知っていただけて、「こういうことを図

書館でやっているんだ」となると、「図書館の仕事ってかっこいいな」という子供たちも増

えるかもしれないし、「こんな調べ方があるとは！」とか、今これを登録して 10 年後 20 年

後に役立てる人もきっといるのではないかなと。一般の人にも もっと知ってもらいたいデ

ータベースだなと思っています。 
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―――――タオさんの『夜明けの図書館』自体がそういうことを広めて下さっているの

で、こんなにありがたいことはないです。 

 

＜4.『夜明けの図書館』のこれから＞ 

 

 

―――――では、今後の『夜明けの図書館』の話に行きたいと思います。 

 

 

 

 この漫画を描くうえで、よく編集者と話していることがあります。現実ではそんなに甘

くないということはわかっているけれども、やはり「理想の図書館でありたい」というこ

とです。 

業務も大変でレファレンスばかりしているわけにはいかないとわかってはいるんですけ

れども、物語として読んだ後に「明日も頑張ろう」とか、そういう前向きな気持ちになれ

る漫画づくりを、物語の力を借りて、せっかく読んでくださったみなさんにはいい気分に

なってもらいたいなと思っています。 

図書館関係者のみなさんには、現場で「こういうことあるある～！」って笑ったり悔し

がったりしてもらったり、やはりそれでも図書館の仕事が好きだとか、もっと同業者とし

て応援していきたいとか、そういう気持ちになっていただければいいなと思って、この漫
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画を描いています。 

 

―――――「大野くんに会いに行きたい！」というのも？ 

 

 そういうのも。 

 

―――――やっぱり大野君人気というのは高いんですか？ 

 

 そうそう、意外と反響があって「大野君が、大野君が！」という方もおられます。ひな

こでも石森さんでもいいのですが、実際にこういう図書館が本当に、リアルにあって、あ

れば会いに行きたいなと思ってもらえるように、そういう漫画になればいいなと思って描

いています。（スライド 25 の）図書館っていいなという。 

 

―――――これがやっぱり軸になっているということですね。 

 

地域のみなさんが土地に愛着を持って、「この図書館いいな」という物語を作れたらいい

なと思って描いています。 

 

―――――実際に漫画を作るにあたって、いろんな図書館員の方とか、編集さんと打ち合

わせをされていると思うのですが、あちこち取材とか行かれてるんですね。 

 

 そうなんです。「取材」というかしこまったものは数少なくて、個人的に出かけることが

あれば、せっかくなのでいろんな図書館に足を延ばして行ってみるというのが、私の中で

も楽しみです。一周まわってみると全然雰囲気が違ったり、レイアウトも違いますし、選

書もみなさんそれぞれ…… 

 

―――――色があると。少しずつですが。 

 

 図書館のカラーもありますし。 
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印象的だったのは、2015 年の 5 月に行った小豆島の図書館です。せっかく小豆島まで来

たんだからと行ってみました。土庄（とのしょう）という町立の図書館で、行ってみると

いきなり子供たちがわんさといて。 

 

―――――にぎやかですね。 

 

 餅つき大会をしていて……たまたま「としょかんこどもまつり」というイベントの日だ

ったみたいで。みなさんの関係がすごく濃いというか、図書館の人も利用者のお子さん、

大人も子供も。ここは「図書館友の会」の方々が中心となって、色々とイベントをなさっ

ているみたいです。 

すごく嬉しかったのが、「なんでも書き込み自由帳」というのがありまして。 

 

―――――アナログなのでみんな書いていくという。 

 

 私の漫画の 2 巻の中に、こういう中学生のやりとりの書き込み帳みたいなものを出した

んですけど、なかなか管理ですとか、落書きがあったらとか、そこまで目が行き届かない

から実際ないだろうと思っていたんですけど、実際にあって、しかも書き込んでいるやり

とりがすごく面白かったんですよ！ 

 

―――――タオさんも書かれました？ 

 

 あっ、書かなかったです。書けばよかった。 

 

―――――書いたら記念に残ったかもしれませんよ（笑）。 

 

 アットホームな感じで、これは町の大きさとか自治体の大きさとか、風土的なものもあ

るかもしれないですけど、とても印象的な図書館でした。 
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―――――後は、小野市の図書館の紹介をどうぞ。 

 

 
 

 すみません、地元の図書館の PR なんですけれど。これは YY（ワイワイ）コーナー、み

なさんのところにもあるヤングアダルトコーナーを、小野市では YY コーナーといって、

「図書館文芸部」という、市内に住む中高生自らが選書をし、色々展示などまでしている

というものです。 

「乙女系男子」「ボーイッシュな女子」「男前な性格」など架空のキャラクターを作っ

て、この子たちだったらどんな本を選ぶだろう？というものを紹介したり、 

 

―――――面白い試みですね。 

 

 そうなんですよ。それまでヤングアダルトコーナーはあまり動かなかったそうなんです

けど、利用者も貸出冊数も伸びているということです。また、その思わぬ波及効果といい

ますか、他年齢層にも広がっていて、青春時代を懐かしむ高齢の方が借りていったり、そ

のコーナーをきっかけに「娘と会話が増えた」とか。小学生の女子は、ちょっと大人の香

りがする本を置いていると寄ってくるらしくて。 

 

―――――少し背伸びしたくらい？ 

 

 そうそう。ちょっと背伸びした恋話（コイバナ）的なものがあるとやってくるとか、そ

ういう傾向も掴めたらしくて。そういう、いろんな年齢の架け橋的な棚になっているらし

いので、すごくいいなぁと思って、倍倍で掛け算的に利用者が増えているという活動をし

ております。 

 

―――――タオさんも参加されているんですか？ 
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 そうなんです！ 

参加というか、一度声をかけていただいて、子供たちと触れ合って、とても頭のいい、

優秀な生徒たちなので。 

 

―――――将来有望ですね。 

 

 はい。和やかな時間で、時々これからも参加したいなと思っています。 

 

―――――なるほど。ありがとうございます。小野市の図書カード5、いいなぁと思ってた

んですけど、住民でない我々は手に入れられないですね……。 

 

―――――地固めをしっかりしつつ、ご自身も図書館に関わられてこういう作品が出来て

いることを知ると、すごいなと思います。せっかくなので、これから出る第 4 巻をちょっ

とだけご紹介いただければと思います。 

 

はい。ここからはオマケ的なものですが、ぜひみなさんに見ていただきたくて……紹介

させてください。 

 

これは第 13 話で、蔵書点検で閉館中に、メールで寄せられたレファレンスに関する本を

あたふた探すという……。蔵書点検は委託でされるところもあるらしいですが。 

 

―――――そういうところもありますし。よろこんで（蔵書点検を）やりに行く人もいま

す。 

 

 そうなんですか！さまざまらしいんですけど、暁月市立図書館では１人１万２千冊チェ

ックしているといいます。かなり大きな数字だと思うんですけれども。 

                                                        
5 小野市立図書館、利用者カードを『夜明けの図書館』のキャラクターを起用したデザイン

に変更（カレントアウェアネス・ポータル） http://current.ndl.go.jp/node/28975 
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―――――もっとやる場合もあります。ピッピッピッとずーっとやっていると、気持ちよ

くなっていくんです（笑）。 

 

 いくらかリサーチしたんですけど、冊数には結構ばらつきがあって。小野市さんの数字

なども入れて、こうした第 13 話になりました。 

 

―――――大野君、格好いいですよね。 

 

 そう、仕切ってちょっと張り切って。こういう整頓の日なので。 

 

―――――これは大野君の回だと私は思ったんですが……中味はぜひ買って読んでいただ

きたいと思います。 

 

 

 

 次の第 14 話は、先ほどのレファ協が出てくるところです。前から描きたいなと思ってい

た、名前がちょこちょこ出ていた三島先生、ちょっとおじいちゃんなんですが。 

 

―――――モデルはいらっしゃるんですか？ 

 

 いや、いないんですけど、暁月市の生き字引的な、郷土資料に詳しくてという、どこの

地域にもそういう方っていらっしゃるんじゃないかなと。いらっしゃれば心強いなと思っ

て。 

 

―――――館長さんが生き字引な場合もありますね。 

 

 さっきの白い数珠状のものについて、三島先生に何だと思う？とひなこが訊いてみた

り、そういった新しいキャラクターもでてきます。 
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 15 話は、「小桜さんの誇り」という、嘱託職員の小桜さんをメインにした回です。 

これは本当に立ち上げの時から、みなさんの雇用形態というのが非常に複雑で、いつか

は描きたい、描かなきゃなと思いながら、なかなか答えがないので、悩んでひっぱってひ

っぱって第 15 話になったんです。 

そういう不安定な雇用形態で現場を支えている方がすごく多いと思うんですね、図書館

の中って。その中でも小桜さんなりに、回答ではないですけど、ひなことのやりとりで何

かを見つける。非正規職員さんをテーマに描いています。 

 

―――――小桜さんの葛藤が見えます。これはすごく深い回だなと思いました。 

 

 そうですか。感想はあまり来てなくて、どうなんだろうと思っているんですけれども。 

 

 

 

―――――それで最新話。今回は切り込みましたね。 

 

 これが 16 話で、これはハンディキャップサービスをテーマに。 
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―――――ディスレクシアの子の話ですね。 

 

 そうなんです。 

 

―――――学習障害を持つ子の話ですけれども。 

 

 図書館で行われているサービスの中から、障害者サービスについて描いてみたらどうか

という担当者との話し合いの中で、ディスレクシア……読み書き、特に「読み」が難しい

という男の子を取り上げました。これは 2015 年の 11 月に関西館で行われた…… 

 

―――――「平成 27 年度障害者サービス担当職員向け講座」6です。関西館で毎年行ってい

ます。 

 

 はい。担当者ではないんだけれども、無理を言って聴講させていただいて。 

その時に講師をされていた神山忠（こうやま ただし）先生にも協力をいただいたり、ま

た調布市立図書館にも質問させていただいたりして、ちょっと読み応えのある回になった

かな、と思っています。 

 

―――――これは、キーワードは「きつね」ですね。 

 

 そうですね、きつねが出てきます。きつねとディスレクシアがどうかかわってくるの

か、読んでいただければと思います。 

これらが第 4 巻として何とか形になりそうなので、みなさん良ければ読んでみてくださ

い。 

 

―――――是非楽しみにしております。 

 

 

 

―――――では最後に「永く愛される作品を目指して」ということで、タオさんから一言

どうぞ。 

 

                                                        
6 http://www.ndl.go.jp/jp/library/supportvisual/supportvisual-kouza.html 



 

37 

 

 

 たいしたものではないんですけれども、せっかく図書館をテーマに描いていますので、

図書館の魅力や司書職の必要性などを伝えていくとともに、なんとなくほっこりして、心

がほぐされて優しい気持ちになれる物語を作っていきたいと思っています。決して派手で

はなく、非常に地味な作品なんですけど、長く……。 

そして読者の年齢層が結構幅広く、ちっちゃい子から年輩の方までお声が届いていて嬉

しいですし、特に男性からも意外と「読んだ」「良かった」というお声をいただいて、すご

く嬉しいです。 

 

―――――有名なブロガーのイケダ（ハヤト）さんも、『夜明けの図書館』のことを書いて

いますね。 

 

 そうなんですか。そんなにとんがってはいないんですけど。 

とっつきやすい漫画かなと思うので、できればこれからも長い目で応援していってやっ

てください。 

 

―――――ありがとうございます。これからも、ほっこりした漫画を是非描き続けていた

だければと思います。 

 

―――――そんな埜納先生に、私からこちらをお贈りします。 

（袋を開けると、「れふぁっしーさん」と「れはっち」の特大ぬいぐるみが出てくる。会場

から大きな拍手） 

 

 れふぁっしーさん！ちょっと私っぽい！可愛い。 

 

―――――「れふぁっしーさん」と「れはっち」を、是非連れて帰っていただければと思

います。 
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 すごい。嬉しい。ありがとうございます。 

 

―――――本日は、基調講演をありがとうございました。 

 

 普段人前でしゃべることもありませんし、緊張しましたが……本当に貴重な機会をあり

がとうございました。 

 

―――――埜納先生、どうもありがとうございました。 

 

 ありがとうございました。 

 

（会場から大きな拍手）  
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3. レファレンス協同データベース事業報告 

 
 

国⽴国会図書館関⻄館 

図書館協⼒課協⼒ネットワーク係  

安達 明⼦（あだち あきこ） 

   

 
 

 

平成 27 年度のレファレンス協同データベース事業の進捗を事務局から報告した。平

成 27 年 12 月末時点の概要として、新規参加館（28 館）、館種区分「アーカイブズ」の

新設、担当者研修会、合同研修会、遠隔教材、平成 27 年度礼状対象館、参加館マップに

ついて報告した。 

平成 27 年度の最終的な数値等についてはウェブサイトに記載される次の事業報告を

ご参照ください。（平成 28 年 6 月公開。）スライドは当日配布資料をご覧ください。 

 

レファレンス協同データベース事業平成 27 年度事業報告（配布資料） 

[ http://crd.ndl.go.jp/jp/library/documents/forum12_2-3.pdf ] 

 

レファレンス協同データベース事業 事業報告・統計 

[ http://crd.ndl.go.jp/jp/library/statistics.html ]      
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4. パネルディスカッション 

 

レファ協の 10 年：これまで と これから 
 

 
[写真左から、兼松、⽊下、宮川、⿑藤、⼩⽥] 

パネリスト 

千葉経済⼤学短期⼤学部教授   ⿑藤 誠⼀ （さいとう せいいち） 

福井県⽴こども歴史⽂化館主査  宮川 陽⼦ （みやがわ ようこ）  

⼀般財団法⼈⼤阪府男⼥共同参画推進財団統括ディレクター 

⽊下 みゆき（きのした みゆき） 

国⽴国会図書館関⻄館主任司書  兼松 芳之 （かねまつ よしゆき） 

 

コーディネータ 

⻘⼭学院⼤学教育⼈間科学部教授 ⼩⽥ 光宏 （おだ みつひろ） 

（敬称略） 

 

（小田：コーディネータ） 

パネルディスカッションを始めます。 

 

正直、基調講演が終わって多くの方が帰ってしまったらどうしようと心配していたんです
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が、たくさんの方に残っていただいて、レファ協ならではの心意気が集結している場だなと

思っております。 

最初にディスカッションの趣旨を説明いたします。 

 

レファレンスサービスのこれからに向けて、レファ協に何ができるかを考えていきたい、

それが今回のパネルディスカッションのテーマです。と言いましても、今回は 10 年という

節目ですし、あまり形式ばったやり方ではなく、お祭り的・イベント的なところを狙いにし

たいと思います。「レファ協の過去＝実績」を振り返って、「現在の意義を確認」した上で、

「未来＝さらに貢献できること」を語り合い、今後の事業の方向性を「協同」で考えていこ

うというのが今日の趣旨です。 

そのために、ディスカッションのテーマを 4 つ掲げました。 

 

1 つ目は、それぞれレファ協に深い関わりをお持ちのパネリストのみなさんに、自己紹介

を兼ねて、レファ協に関するエピソードをいくつか紹介していただきます。 

2 つ目は、10 年間という決して短くはない月日の間に存在したであろうターニングポイン

ト、どこかで聞いたようなタイトルですが、「あの時レファ協が動いた」（笑）というような

ことをお話しいただきます。 

3 つ目と 4 つ目は互いに関連していますが、先ほどの基調講演でもいろんな話題があった

ように、レファレンスサービスもやはり色々と変化・変容しています。とりわけインターネ
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ットの活用などの影響は計り知れません。そこで、レファレンスサービスそのものはこれか

らどうなるのか、大きなテーマですがちょっと未来予測をしながら、そうしたことを考えた

時にレファ協はどのような貢献ができるだろうか、というテーマです。 

さて、ディスカッションを始める前に、フォーラム参加者の方が申込の際に寄せてくださ

ったご意見の中から、4 点ほどご紹介します。 

 

1 つ目は、研修会で作成したパスファインダーをレファ協で公開できないか、という佐賀

県の研究会の方が記されたものです。レファ協というとどうしてもレファレンス事例に目が

向きがちですが、それだけではありません。パスファインダーのように、調べる方法そのも

のを扱う「調べ方マニュアル」というカテゴリがあります。レファレンスサービスの間接サ

ービスの重要性につながるところだと思います。 

 

2 つ目は、学校図書館の方からだと思いますが、事例がようやく 1 件あったので登録した

いというものです。校長、教頭先生の許可がおりることを祈っています。学校図書館の参加

が始まりましたから、やはり学校図書館への働きかけを行い、そうした図書館ならではの

色々なレファレンスサービスの成果が共有できればと考えております。 
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3 つ目は、図書館情報学の研究者、大学教員の方だと思いますが、研修環境をさまざまな

実習に利用しているというご意見です。研修環境があるのは、レファ協の大変特徴的なとこ

ろであると思います。 

 

4 つ目は未参加館の方で、レファ協を仕事に活かすということだけではなくて、普段眺め

ているだけでもさまざまなメリットがあるというご意見です。先ほど基調講演の中で、社交

ダンスで夫婦円満になるというアウトカムが紹介されていましたが、色々な役立ち方をする

ということは、これからのレファ協においても考えていくことの一つかなと思っています。 

それではここから、最初のテーマである自己紹介とエピソードから始めたいと思います。 
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齊藤さん、お願いします。 

 

（齊藤：パネリスト） 

私から始めさせていただきます。その前に、レファ協 10 年本当に頑張ってきたなと思い

ます。これからもどんどん事例を集めて発展させていけたら、という気持ちをこめて、まず

はここで「おめでとう」と言いたいと思います。 

 

自己紹介としては、立川市の図書館で 28 年 8 か月司書として働いておりました。その間

一番長くやったのがレファレンスですが、図書館でのあらゆる仕事を経験してきております。

『夜明けの図書館』を読んでいても、自分も経験したような事例が本当にたくさんありまし

た。そういう意味でこの本は参考になるな、と思っておりましたし、今日タオさんにお会い

できるのは嬉しい限りです。 

立川にいる時から、レファ協の企画協力員として関わらせていただきました。その他に、

司書課程を担当して 10 年経ちますが、これに関しては後でお話しさせていただきます。レ

ファ協の企画協力員はまあまあ長い間務めさせていただいて会議も充実したものでしたが、

会議の後に必ず懇親会があって、そのアフターファイブが非常にいい機会だったなあと心に

残っております。それ以外に今関わっていることはスライドのとおりです。 

それから、平成 17 年度のレファ協フォーラムにパネリストとして登壇しております。 
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当時のデータを見てみましたら、自主と協同の必要性ですとか、レファ協への提言という

ようなことを挙げております。これは今でも変わっておりません。やはり地域へのこだわり、

地域できちっと運営されていくには自主と主体性というものが必要で、そこにレファレンス

が役立っていると思っております。ただ、それだけでは済まなくて色々な協同・連携が必要

で、それがレファ協だと思っております。レファ協をより発展させていくためには、育つレ

ファレンスのデータベースになってもらいたいですね。 

そして、登録率を上げてデータベースの中で記録を残していこう、研修や e レファレンス

に使いたい、というようなことを思っておりました。これは 10 年の中である程度まで進化

していると感じています。 

 

レファ協に関する 3 つのエピソード、1 つ目は「図書館に駆け込んできたおばあちゃん」

です。これはレファ協とは直接関係ありませんが、私が経験したことです。地域の小さな図

書館で働いていた時に真っ青な顔をしたおばあちゃんが図書館に駆け込んできたんです。ど

ーっと僕の所に来て、そのおばあちゃんが何と言ったかというと「私、大家に追い出されそ

うなんだ」と。図書館にその質問をしてくるのはすごいと思いましたし、こういうことに図

書館が役立つって誇らしいと思ったんですよね。「そうですか。それは大変ですね」と言って、

一緒に書架に行って本を探しました。いくつかの本をお渡ししました。ただそれだけでは解

決できないので、市民相談室の方をご紹介したり、法律相談の日をお伝えしたりしました。
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『夜明けの図書館』にも、人と資料をつなげるだけじゃなくて人と人をつなげる図書館なん

だ、というようなフレーズがあるんですが、まさにそれをやったんですよね。真っ青な顔を

していたおばあちゃんが帰っていく時には、僕に対して、「あんたに会えて良かったよ」とち

ょっと笑顔を見せるということがあったんです。 

何を言いたいかというと、おばあちゃんに 30 分くらい関わっている間、隣では貸出をや

ってるんですね。30 分の間に 30 冊の本を貸し出したならば、30 冊という評価指標が残るん

です。一方、おばあちゃんへの対応を記録しなかったら、何の評価材料もない。ゼロなんで

す。これはまずいと思いまして、その前から記録の重要性は頭にあったんですが、やはりこ

ういうことはきちっと記録に残しておいて評価材料にしよう、というのがレファレンス記録

なんですね。その流れの中でレファ協ができて、さまざまなレファレンスの事例を出してい

く中で図書館を評価していこうという取組みがいいことだよな、すごいな、という風に思い

ました。 

2 つ目は「バルーンアート」です。1990 年代は、バルーンアートを扱った本は出ていたん

ですが少なく、「バルーンアート」という言い方もなかったように思います。2000 年以降「バ

ルーンアート」という言い方が出てきます。その経過がレファレンス事例7を見ていくとわか

るんです。つまりその当時の世相みたいなものも、レファ協でわかってくるなと思いました。

それと同時に、レファ協のデータはその時代のその図書館員の力量で書かれているものだか

ら、これはヒント情報として使って、その後いい情報が出ていないかをきちっと調べるのが

図書館員だ、という風に思った事例です。 

3 つ目は「天国と地獄の食卓」です。ある時、地区の図書館の職員から電話が入って「利

用者から、天国と地獄の食卓という仏教の話、長い箸が出てくる話の出典を知りたいという

問合せを受けている」ということで協力を求められました。承知していったん電話を切った

んですが、再び電話がかかってきまして「レファ協を『長い箸』で検索したらヒットして、

こういう本だとわかった」というんですね。キーワードがあればレファ協でヒットさせられ

る。やはり小さな図書館でもレファ協は大変強い味方になるということ、もう一つ、レファ

協は出典が明らかな情報を提供できるということ、この 2 点があるかなと思っております。 

                                                        
7 レファレンス事例「バルーンアートの本はあるか。」（岐阜県図書館）

http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000000047 
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今は大学で教えていますが、やはり調べることが楽しくなるような授業をやりたいと思っ

ていて、そこにレファ協が使えるということもわかってきております。 

 

（小田：コーディネータ） 

それでは次に、宮川さん、お願いします。 

 

（宮川：パネリスト） 

福井県立こども歴史文化館の宮川陽子と申します。よろしくお願いします。 

 

スライドに出ていますのが、私の今の勤務館です。昭和 56 年に開館した福井県立図書館

が、平成 15 年に新築移転オープンしましたので、その跡地を利用して作った子供向けの歴

史博物館に今勤めております。人事異動で司書の職種のまま勤めておりますが、現在司書業

務は完全にお休み状態でして、学芸担当をしております。ですから、今日は福井県立図書館

時代に司書としてレファ協に携わっていた時の話と、現在学芸員として働いている者として

の視点からお話ができたらいいな、と思っております。 
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平成 10 年に福井県の司書として採用されたんですが、レファ協を担当するようになった

のは、育休から復帰した平成 17 年 9 月からです。福井県立図書館は、新築移転の際にシス

テムをリニューアルしたのに併せて、レファ協の実験事業の時から参加館になっておりまし

た。ところが私がレファレンス業務を引き継いだ平成 17 年 9 月 14 日の段階で、登録してい

るデータはゼロだった。理由としては、担当者が新築移転という大きな事業を抱えていたの

でなかなか携われなかったということ、それから、新築移転に併せて新しくレファレンスの

システムを立ち上げたんですが、レファ協に合わせてフォーマットを作るという発想がなか

ったために、せっかくのデータをそのまま利用することができなかったということ、その他

諸々、引継ぎが上手くいかないだとか問題がありました。 

とにかく平成 17 年 9 月に担当になって、10 月くらいに、さすがにこれは国会図書館に直

接「うちの状況はどうなっていますか」と聞いてみようと電話をしました。すると当時のレ

ファ協事務局の方が偶然、私の大学の後輩だったということがありまして、異常なまでに親

切に、登録データを一個入れたら「宮川さん、誤字があります」と電話かけてくるぐらい親

切に手取り足取り教えてくれて、それで私の方のモチベーションも上がりまして、私が登録

したら依田君が見てくれる（笑）と思うと安心して登録できたという裏事情があって登録を

するようになりました。 

 

実は当時抱えていた大きな課題は、レファレンスサービスが知られていないということで
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した。福井県立図書館ではレファレンス事例を手書きの質問処理票という形で蓄積していて、

決裁を回すんですね。その際に当時の館長から「宮川さん、君らは本当によく調べている、

めちゃくちゃよう調べとる、僕には調べられへん。これはいい仕事をしていると思うやろ？」

と言われて、内心でいい仕事をしていると思いながら「何でしょう？」と聞いたら、「けどな

あ、このサービスしていること、誰か知っているか？知られてへんやろ。知られていない仕

事はやっていないのと同じ」と言われまして、そこからレファレンスサービスをとにかくみ

んなに知ってもらおうというスイッチが入りました。知られていなければやっていないのと

同じ、お前働いていないのと同じ、と言われたのを何とかしてやらねばと思って、レファレ

ンスサービスの周知のための工夫として始めたのが、「覚え違いタイトル集8」というもので

した。ご存じの方、手を挙げていただいてよろしいでしょうか。 

（多くの手が挙がる） 

―――――埜納さんが知っている！（笑）これは実は、館内の別の職員が、職員みんなが見

られるように業務画面上、エクセル表で蓄積していたものがあったんですね。こんないいネ

タ持っているのに隠していたらあかん、やっていないのと同じや、と思いまして、当時の館

長は非常に厳しい反面、何か琴線に上手いこと触れたら何でもやれと言ってくれる人だった

ので、一回ホームページに上げてみたんです。「こんなんやってみたんですけど、どうです

か？」と聞いたら「あかん、やめろ」とは言われなかったので始めましたが、当初は、隠し

ページからのスタートでした。どこかをクリックしないと出てこないというところからスタ

ートして、徐々に徐々に表に出していき、そのうちにシステム更新があったので、更新が必

要なページのなかに放り込んでおいて、決裁がおりたからこれで公式になったということで、

今や公式ページに堂々とバナーまで載せてもらっているサイトに成長いたしました。 

それと同様に、レファレンスのアピアランスを高める工夫の一つとしてレファ協を使って

いこうということで、なるべく一般公開、どうしても支障がある時は参加館公開の未解決事

例ということで上げて情報提供を受けたりしていましたが、基本的には一般公開と決めてや

っていました。 

最後のスライドは、現在私がよく使っているパソコンの画面です。 

                                                        
8 福井県立図書館「覚え違いタイトル集」 
http://www.library-archives.pref.fukui.jp/?page_id=368 
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上のタブを見ていただきたいのですが、Japan Knowledge を大変よく使います。その次に使

うのが NDL サーチで、その次 CiNii さんを使います。その他に『福井県史』を全文検索でき

る福井県文書館9のサイトを使います。ほかに、よく使うのが福井県立図書館のレファレンス

のデータベースで、「ふくいの人物について調べる10」というのが OPAC のメニューにあるの

でそれを調べます。図書館員時代は、資料や情報を集めて、それを見て一番確からしいもの

をお客さんに提供する仕事をしていましたが、今の仕事はとにかく資料や情報を読み込んで

それを評価して展示に活かすというものです。修行中の身なので偉そうなことは言えません

が、資料を集めるという部分は得意ですけれど、評価して展示に活かすという部分が難しく

て、もがいているところです。その中で、情報の確度の高さということではレファ協にすご

く期待をしていて、NDL サーチを引くとレファ協の事例も自動で上がってくるので、今は

NDL サーチをものすごくよく使っています、という紹介でした。 

 

（小田：コーディネータ） 

ありがとうございます。ここまでのお二人は、現職は違いますが、かつて公共図書館にお

勤めになっていてレファ協に関わってこられました。これまでのフォーラムでも、何回かご

登壇いただいています。また、久しぶりに宮川節を聞いたというのが私の正直な感想です。

ここからまた木下節を期待したいところです。ではお願いできますでしょうか。 

 

（木下：パネリスト） 

一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団の木下です。 

                                                        
9 福井県文書館 http://www.library-archives.pref.fukui.jp/?page_id=137 
10 福井県立図書館「ふくいの人物について調べる」 

https://www.library.pref.fukui.jp/winj/reference/search.do 
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大阪のドーンセンターという施設の 2 階に女性情報の専門図書館がございまして、私はオ

ープン前の準備から関わっております。2003 年 4 月に、宮川さんからもお名前が出ましたレ

ファ協事務局の依田さんから「木下さん、レファレンスの記録取ってますか」と言われて、

「当然です」と言っているうちに参加館になっていたというわけです。 

 
私たちは、専任のフルタイムスタッフは 3 人の小さな図書館なんですが、クイックを含め

ると年間 4,000 件のレファレンスを受けています。レファレンスをどういう風に位置付けて

いるかというと、外部への PR ということで、どういう人たちが利用者層かということをレ

ファレンスを元に分析していまして、それぞれのニーズの違いを意識しています。特にメイ

ンターゲットである行政関係者、学校関係者からの問合せが多いので、そういうことをとて

も意識して伝えるようにしています。 
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次に内部への PR ですね。小さな組織ですが他部署から理解していただけないことがあり

ますので、例えばレファレンス質問だけを毎月レファ協からエクセルにダウンロードして理

事長まで回覧したり、図書館以外のスタッフへの PR をうるさいくらいに怠らないようにし

ています。それと私たちは、大阪府をはじめ国の色々な事業を受託して、自転車操業で生き

残っている組織なんですが、レファレンスを担える専門家がいる組織ですよというのが受託

の際の PR になるということも忘れずに取り組んでおります。 

 

  

そしてレファ協業務の実際ですが、レファレンス事例は情報相談カードというものに記録

をしておりまして、どういう方からどの時間帯にどういう内容が来たかを、情報相談分類表

に基づいて分析できるようにしています。そうした事例をレファ協に「自館のみ参照」で登

録し、決裁を取って公開をして、実際の業務の中に組み込んでおります。 
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実は最初は、クイックレファレンスはレファ協に登録しておらず、すごく込み入った「技

あり」みたいなものだけを、年に何件かだけ登録していました。それらの事例はオープン当

初からエクセルで記録を取っておりましたので、二重登録みたいな形だったんですね。それ

をどうにかできないかと思いまして、兼松さんがご担当の時に、それぞれの自館の項目を使

えるようにしてくださいという要望を出して反映していただきましたので、手持ちのエクセ

ルデータ登録をやめてレファ協に一本化しました。質問者のカテゴライズがないと分析でき

ませんので、それがレファ協でできたということでクイックレファレンスも含めて登録する

ようにいたしました。クイックレファレンスの登録の効果をスタッフにヒアリングすると、

「クイックで何回も聞かれて館内のサインを見直した」、「返却ポストの位置を聞いてきはる

ので、わかってもらっていると思ってもまだまだちゃんと掲示できていなかった」というこ

とが出てきて、業務改善に役立てました。 

 

何よりも、小さい組織なんですが、私たちもこれで三年目かな、国会図書館からの御礼状

をいただきまして、その旨をブログとツイッターで出すようにしています。これは外部への

PRというのはもちろんなんですが、ブログをアップする時ももちろん決裁を取りますので、

組織内への PR なんですね。レファレンスの質問は毎月回覧していますが、この情報ライブ

ラリーが外からどう見られているのかということはなかなかスタッフや幹部に示すことは

できませんので、こういう時には必ず活用させていただいております。 
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次にレファレンスから浮き彫りになったことをどう活かすかということです。コレクショ

ン構築はもちろんなんですが、これは男女共同参画センターの特徴かもわかりませんけれど

も、図書館単独の施設ではないというのが強みであり特質であると思っているんですね。で

すから図書館に寄せられたレファレンスを、ドーンセンター全体の新しいサービスや事業企

画に活かしていくということが私たち情報担当者の館内での大事な役割であり、幹部も含め

て館内から情報ライブラリーのスタッフが頼りにされるようにもっていって、スタッフみん

なで頑張っています。そういう小さな図書館でレファ協がいかに業務の中で役立っているか、

頼りにさせていただいているかということを紹介させていただきました。 

 

（小田：コーディネータ） 

ありがとうございます。お名前が出たのでご紹介をしておきますが、「依田さん」というの

は、かつてレファ協事務局をご担当された依田紀久さんです。この会場の後ろにいらっしゃ

るあの方です（笑と拍手）。今は、関西館の現場でレファレンス質問を受けているそうです。 

それでは「内側から見たレファ協」ということで、レファ協事務局のご担当でもあった兼

松さんからご報告をお願いいたします。 

 

（兼松：パネリスト） 

私は現在、国立国会図書館関西館の電子図書館担当の主任司書をしておりますが、数年前

まではレファ協のお仕事もしておりました。「内側から見たレファ協」ということで――今の

事務局の方は違う考えがあるかもしれませんが――私個人の、OB としての立場から今回参

加させていただきました。 



 

55 

 

レファ協との関わりについてお話しします。東京本館でレファレンスサービスを約 6 年や

っておりまして、その時みなさまのお力を得て、「リサーチ・ナビ」の立ち上げを行いました。

その後に関西館への異動辞令が出たのですが、ちょうどその時は東日本大震災直後で、ある

意味 激動の状況の中で異動したのをいまだに覚えています。 

関西館では図書館協力課に配属され、レファ協の中の人を 3 年間やりました。その間大変

優秀なスタッフのみなさんと、色々と愉快なことも、普通ではやれないこともさせていただ

きました。今は電子図書館のお仕事として、地域資料のアーカイブや、レファ協も含めたネ

ットワーク等々いろんなことをしております。 

ちなみにこの写真は、レファ協事務局にいた水野君（水野翔彦）が作った「れはっちの巨

大な被り物」を図書館総合展でうっかり被ったら、とある大学の先生に撮られて「たくまし

いれはっち」というコメント付きで画像を上げられてしまいました（笑）。 

 

思い出深いエピソードを、3 つほどご紹介します。 

 

1 つ目は「ひつじ」のメッセージということで、平成 24 年 2 月の第 8 回レファ協フォーラ

ム11の時に、企画協力員の小田先生がイギリスにいらっしゃったということがあり、Skype を

つなげて初の「国際的なレファ協フォーラム」を行ったことがあります。その時に、かつて

                                                        
11 http://crd.ndl.go.jp/jp/library/forum_8.html 
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小田先生から送っていただいたイギリスの羊の写真を、Skype のトップ画面に載せたまま投

影したということが懐かしい思い出です。 

この時のテーマは「レファレンス協同データベース事業の Next Step：人の輪が生みだすレ

ファ協の未来」でした。私も、山崎さん12というレファ協事業立ち上げの親から叱咤激励を

受けながら、レファ協を次にどうするかということを考えていた時期でした。 

 

2 つ目は「お楽しみは終わってから」ですね。齊藤先生もおっしゃっていましたが、フォ

ーラムや研修会その他イベントの後に、懇親会や茶話会の場を設けていました。みなさんイ

ベントの最中は緊張されるんですが、息を抜いた瞬間に出てくる本音が面白い。埜納先生も

そんなところでネタをつかまれているんじゃないかなと思うのですが……。 

みなさまの「実はレファ協のここが使いにくい」「ここをこうしてほしい」というようなご

意見がポロッと出てくることが楽しく、ありがたかったです。つらいこともありましたが、

そういう場があってこそのレファ協のお仕事だなあと思い出しております。 

 

3 つ目はやはり、「学校図書館の参加」です。2013 年の 7 月から、「学校図書館法第 2 条の

学校図書館を設ける学校又は学校図書館を会員とする、学校図書館の運営若しくは技術につ

いて研究若しくは研修の活動を行っている団体」の参加が可能になりました。なかなか一つ

                                                        
12 山崎博樹氏（レファレンス協同データベース事業企画協力員） 
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の学校だけでは参加するのが大変ということがあり、学校関連団体も参加可ということで

色々と動いていただきました。この時、第 15 回図書館総合展、それから第 10 回レファ協フ

ォーラム13で「教育と図書館の未来」という大きなタイトルを掲げさせていただけたのは、

思い出深いです。 

先ほどの事業報告で、平成 27 年 12 月末現在で 27 団体が参加してくださっているという

ことなので、これからますます大きくなっていただければと思います。 

 

レファ協のサービスに対してはいろんな見方があると思いますが、中でお仕事をさせてい

ただいた 3 年間、常に思い、感じ、いろんな方から「大事にしてね」と言われたのが、3 つ

の要素＝「つながり」「ひろがり」「たのしみ」です。 

レファ協はネットワークであり、データベースであり、それがいろんなところでいろんな

図書館と、さらに言えばいろんなサポーターの方々、別の図書館の方々とつながっていく。

それに併せてどんどん知識も（レファ協に）搭載され、事例も広がっていく。 

苦労や課題も抱えている中で、やっぱり何よりもそれを楽しみとして、楽しくレファ協が

広がっていけばいいなと思いましたし、そのようにやってきたつもりでおります。 

私としては OB となっても、レファ協を愛でていければと思います。 

 

（小田：コーディネータ） 

ありがとうございました。私の中にも色々な思い出が交錯しています。お話を聞いていて

思いましたのは、どの方もおっしゃっていますが、レファ協は敷居がけっこう低い。国立国

会図書館というと堅いイメージがどうしても付きまといやすいのですが、レファ協に関して

は参加館と一体となってこれまで進められてきたことが、パネリストのお話からよくわかる

と思います。 

でもそんなに順風満帆で来たかどうかはわからなくて、2 つ目の話として、やっぱり色々

とターニングポイントがあって、そこがきっかけで今につながっているんじゃないか、とい

う辺りに関して少し伺いたいと思います。 

                                                        
13 http://crd.ndl.go.jp/jp/library/forum_10.html 
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齊藤さんいかがですか。 

 

（齊藤：パネリスト） 

2 点あります。ひとつは先ほども話が出た、レファ協立ち上げに関わった秋田県立図書館

の山崎博樹さんから電話をもらった時ですね。当時山崎さんは国立国会図書館に出向してい

て、レファレンスの協同データベースを作るから協力してくれという連絡でした。山崎さん

とは地域資料やレファレンスの重要性を一緒に訴えていたんですが、この話を聞いた時に、

「レファレンスの記録が全国的になる、レファレンスが認知されるきっかけになる」と思い

ました。つまり、レファ協というよりもレファレンスが認知されるというターニングポイン

トだった。 

もうひとつは、何年か前に東京でレファ協フォーラム14がありました。その時に長尾真さ

んが国立国会図書館長で、「今のレファ協の登録件数ではダメだ。やはり 30 万件ぐらい入れ

なければ使い物にならない。ただ、そうなれば使い物になる」と言われた時ですね。レファ

協の担当者に聞くと、最初の目標は 10 万件だったそうです。10 万件じゃダメと言われて、

もっと頑張らなきゃ、もっと集めることが必要なんだと思いましたし、大変なんだなと思い

ましたけれども、それが今の登録件数 16 万件のきっかけになった。あの長尾さんの発言と

いうのは、元気をくれたポイントだったなと感じます。 

 

（小田：コーディネータ） 

そうですね、あの時は 30 万件で、別の機会で長尾館長は、さらに 40 万件とおっしゃって

いたのを記憶しております。確かにあの発言から、そこまでいかないとやっぱり使い物にな

らないかという思いになりましたね。宮川さんはいかがでしょうか。 

 

（宮川：パネリスト） 

                                                        
14 第 6 回レファレンス協同データベース事業フォーラム 

http://crd.ndl.go.jp/jp/library/forum_6.html 
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私は、小規模館こそレファ協参加のメリットが大きいと思っています。 

 
初期投資は要らない、インターネットにつながるパソコンさえあればいい、統計機能や参

加館からの未解決事例に対するコメント付与機能とかがあるので、ワンパーソンライブラリ

ーの味方になる。特に私は県立図書館の司書として働いていたので、ワンパーソンでやって

いる町立図書館の方に、図書館の味方として使えるから頑張って参加してみようと呼びかけ

ていました。結果としてはあまり乗ってこられなかったのが残念ですが、その人たちに一番

訴えたかったのは、レファ協は一般公開しているよ、情報というのは発信するところに集ま

るんだよ、ということです。 

実際、「『この道をいけばどうなるものか』から始まる言葉の全文が知りたい。良寛の言葉

らしい。15」は、福井県立でいまだにアクセスの多い事例ですが、これは一般公開していたか

らこそ解決に結びついた事例です。 

 

清沢哲夫という人に大学時代教わったという一般の方から「これは私の師匠の詩だから絶

対に知らせたいんだ」と電話で教えていただいたものです。福井県立図書館とは全然接点の

ない利用者でしたけれど、そういう人からも情報を得られる。一般公開することによって、

本当に一般の人から情報提供を受けられるとわかったことが、私の中でひとつのターニング

ポイントだったと思います。 

 

                                                        
15 http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000028008 
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（小田：コーディネータ） 

ありがとうございます。今の話を聞いて、10 年前に実験事業だったものを本格事業化する

決断をされた国立国会図書館の関係者の勇気を思い出しました。その当時の関係者の中には

「まだ実験事業段階でいいんじゃないかな」という思いが半分ありつつも、「やっぱりこれは

進める時期を誤ったら乗り遅れる」という思いもありました。その時に進み出したからこそ、

今日 10 年目なんですね。もし 1 年遅れていたら、来年の 10 年目があったかどうかわからな

い、そんな思いがします。やはり公開することの意義を感じるところです。木下さん、いか

がでしょう。 

 

（木下：パネリスト） 

レファ協のターニングポイントということではなく、レファ協の登録館になろうかな、で

も敷居高いかな、と思っておられる現場の方の参考になればということで、私たち現場とレ

ファ協の付き合いのターニングポイントということでお話させていただきます。 

新たにレファ協参加館になって登録するとなると、私たちも最初自慢のレファレンスみた

いなものだけを選りすぐって登録していましたし、やはり肩に力が入っていました。レファ

協への登録をプラスアルファ業務、悪い言い方をすると業務の負担増と位置づけていたと思

います。こんな小さな図書館でもレファ協に登録せんとあかん、頑張ろう、と踏ん張ってき

たんですが、ある時期から私もスタッフもスタンスを変えたんです。 

何年前だったか、確か兼松さんにデータベースを仕様変更していただいた頃だと思うので

すが、「レファ協を使った方が業務が効率化する。レファ協と手元のエクセルで二重に登録す

るのをやめよう、クイックレファレンスもレファ協に入れよう、クイックも分析してサービ

スの向上に充てよう。これ全部がレファ協でできるし、もし職場のサーバが潰れても NDL に

記録を残しているから大丈夫だ」と。プラスアルファ業務と位置づけるのではなく、業務の

効率化が私たちにとってのレファ協の役割だということで、スタッフの士気がすごく変わり

ました。 

ですから、小さな組織ですが日常業務に組み込むこともできましたし、今までエクセルで

オートフィルタとか使って細々とクロス集計をとっていたことも、レファ協に登録しておけ

ばエクセルにダウンロードして統計分析にも色々使えます。プラスアルファ業務から業務の

効率化にレファ協の位置づけをはっきり変えたのが、私たちとレファ協のターニングポイン

トだったな、と今日も改めて思っています。 

 

（小田：コーディネータ） 

ありがとうございます。木下さんのお勤めになっている図書館でのターニングポイントで

あると同時に、そのためにレファ協もシステムをだいぶ強化しましたよね。一回で強化した

わけではなくて、少しずつ参加館の要望を踏まえて、システム強化して、付加価値を付けて、

という作業をしました。参加館のターニングポイントとレファ協自体のターニングポイント

というのが重なり合うところにあるんだな、ということを、今聞きながら思っていました。
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そのあたりのシステムを兼松さんが中心になってやっていたわけですね。 

 

（兼松：パネリスト） 

実際に私がプログラムを組んだわけではないですが、ちょうど私がいた時に、構築やリプ

レースで関わることになりました。「他の図書館さんでも自前のデータベースが持てなかっ

たりエクセルでやっていたりするところを、レファ協に登録できるようにすれば業務の助け

になるよ」と、変えていくヒントをくださったのが、木下さんだったなと思い出します。 

 

（小田：コーディネータ） 

それに加えて、兼松さん自身が考えておられるターニングポイントというのはありますか。 

 

（兼松：パネリスト） 

ターニングポイントというか、ステップが上がったなと思っているのが、確か平成 24 年

12 月 29 日だった気がしますが、レファ協のデータ登録件数が 10 万件を超えたことです。急

いで事務局からニュースを出していただきました。 

もちろん到達という意味ではまだまだで、長尾前館長のおっしゃった数字には届いていな

いかもしれないけれど、先ほど齊藤先生もおっしゃったとおり、やはり 10 万件というのは

当初の一つの目的でもありましたし、意義があると強く感じましたので、「よっしゃ、まずは

第一段階突破」という思いが心に残っています。 

昔よくフォーラムにも参加されていた岡本真さんが言うような、スーパークラウドなデー

タベース、例えば Yahoo!知恵袋16の登録数は 10 年で 1 億を超えたりしていますが、レファ協

は着実に 10 万件から 15 万件、これから 20 万件と上がっていく。10 万件でまず一つの規模

を作ったな、そのタイミングがターニングポイントだったなと強く感じています。 

 

（小田：コーディネータ） 

ありがとうございます。こんな風にいろんな苦労を抱えながら 10 年間歩んできたと思い

ます。少し角度を変えてテーマの 3 と 4 ということで、これからどうなるかという未来予測

を含めた夢を語り合えればと思います。レファレンスサービスそのものがどう変わるか、と

いう話と、その変化に対してレファ協がどのように変わるのか、この 2 つを併せてお考えを

伺います。 

                                                        
16 http://chiebukuro.yahoo.co.jp/ 
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今度は兼松さんからよろしいですか。 

 

（兼松：パネリスト） 

私は国立国会図書館の職員ではありますが、レファ協のこれから、レファレンスサービス

のこれからについて、私個人の思いを語らせていただければと思います。 

レファ協ってなんだろうというのは、いまだに私も悩んでいますし、みなさんそれぞれご

意見をお持ちだと思うんですが、まずレファレンスサービスがどうなっていくかということ

についてお話しします。 

これは小田先生と調査研究を一緒にさせていただいた時も思ったんですが、宮川さんがお

っしゃっていたように、レファレンスというのはなかなか知られていません。ここにいる人

はわかりますよね？埜納先生はまさに「レファレンスって何？」というところから始まって

いますし、利用者の方がみんなレファレンスお願いします、ということはまずないと思いま

す。 

そういう意味でレファレンスという言葉の是非なんかも議論した覚えがありますが、レフ

ァレンスが消えてなくなるということもないと思います。これから用語はどうあれ、図書館

は質問を受けたら調べてくれる、一緒に探してくれる、答えてくれる、そんなサービスがあ

るんだっていうことを継続していく。地道なことですが、everlasting にずーっと続けていく

ということが非常に重要だと思います。知られていないからといって諦めたら終わりだなと

思います。 

その中で、レファ協がどうなるのかということですが、埜納タオさんは 2006 年のデビュ

ー作『華物語』の中で、生け花に関する作品を描かれています。私も面白く読ませていただ

きましたが、そこに登場する生け花講師の一ノ瀬先生のセリフで「生ける花には人の思いが

投影されて、見た人に美しいと思わせる」というのがあって、レファ協も同じなのかなと思

いました。システムがあって、そこにデータが載っている。ある意味、レファ協の仕組みっ

てそれだけだと思うんです。そこに、使う人、あるいは作る人それぞれが意味を込めて、レ

ファ協をこんな風にしていこう、例えば学校図書館であれば教育でどう使おうか、という風

に意味づけていくものである……と最近思うようになってきました。 

私も、レファ協業務に関わった 3 年間＋この 2 年間で、未だに迷っているんですが、レフ
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ァ協そのものはそのままでしかなくて、我々がどういう風にもっていくかということを次に

考えていく。その際に、レファ協の行き先は別に一つでなくてもいいと思っています。「一つ

でないといけない」という方も中にはいらっしゃいますし、私の力不足もあって「迷走して

いる」と言われたことも何度かありますが、いろんな姿があってもいいんじゃないかと。そ

のためには、我々それぞれが（レファ協に）思いを持たせていかないと何もなりません。た

だデータがあるというだけに終わってしまう、それは怖いなと思っています。 

レファ協はまだまだ可能性がある仕掛けであり、サービスをどう発展させていくか一言で

は言えないですが……レファ協を育てていく、まさに「れはっち」を増やしていく、葉っぱ

を増やす、件数を増やすということ、サービスを形にしていくことが大事かなと思っていま

す。 

 

（小田：コーディネータ） 

ありがとうございます。次は宮川さん、お願いします。 

 

（宮川：パネリスト） 

レファレンスサービスのこれからですが、図書館員ではなくなって、図書館のレファレン

スサービスってやっぱりすごかったんだな、と思います。それは誇っていいことじゃないで

しょうか。今私がやっている仕事は情報を集めて、色々なものを見て、評価して展示に活か

すという作業になるわけですが、背負っている資料群やデータベース群とか色々なものを加

味して、情報を集めるというところで図書館員に敵うものはないんじゃないか、やっぱりプ

ロに任せた方がいいんじゃないかなと、学芸員業務をこの一年やっていて思いました。レフ

ァレンスサービスをもっと人々に知ってもらって、図書館は力があるんだよということをも

っと知らせてもいいな、と今は思っています。 

レファ協のこれからということですが、こども歴史文化館に異動する前年はシステム更新

を担当していて、4 社のベンダーの方と仕様について話したんですが、たった 1 社だけ調べ

方マニュアルの存在を知っていました。他 3 社はレファレンス事例のデータベースしか知ら

ない。うちはレファ協準拠です、と胸張っておっしゃるんですが、うちで持っているデータ

のうちこれはどちらかというと調べ方マニュアルにふさわしいんだけれどもと言うと「調べ

方マニュアルって何ですか？」と正直に言う方もいましたし、それは準拠してませんね、と

いう方もいました。図書館のシステムを作っている会社の人でさえ、レファ協をちゃんと知

っているとは言えない状況なんだな、とその時実感しました。世の中にもっとレファレンス

サービスを知ってもらうというのももちろん課題ですが、足元にいる人というか、一緒にタ

ッグを組んで頑張っていく人たちにさえレファ協ってあまり知られていない、という事実を

もう少し見直してみていいのかなと思います。 

 

（小田：コーディネータ） 

ありがとうございます。木下さん、お願いします。 
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（木下：パネリスト） 

うちは専門図書館なんですが、反面よろず相談的といいますか、これどこに聞いたらいい

かわからないっていういろんなお問合せや、あるいは本当に家財道具、日用品持ってどこか

逃げたいですっていうようなことも受けている図書館として、先ほどの齊藤先生の「図書館

に駆け込んできたおばあちゃん」の話を聞きながら思ったことですが、出前・出張レファレ

ンスサービスというのはどうでしょうか。実は私事ですが、昨年の夏まで長年母親を介護し

ておりまして、療養病院のお世話になっていました。図書館に駆け込めない高齢者の方とか、

児童養護施設の方だとか、色々あると思うんですね。それから、情報資源って、内部あるい

は単独では持っておられない機関ってたくさんあると思うんですね。 

例えば病院図書室に公共図書館から本を貸し出したりなさっているかと思うんですが、物

がなくても図書館員が出向いて行って何かできるのではないか、何ができるかまだ整理でき

ていませんけれど……。療養病院に入院している高齢者の方も、体は不自由だけれどもきっ

ちりと意識があって、ただやはり図書館には駆け込めないですよね。そういう方にも図書館

員としてできることがあるのではないか、ということを、昨年感じていたところなんです。 

ですから、レファレンスサービスを本・資料・物の移動にこだわらないで、情報の専門家、

ライブラリアンが出向いて何か行うようなものにする。人と人をつなぐというお話も出まし

たが、事情があって図書館に行けない人だけではなくて、例えばスポーツジムのようなとこ

ろでも週 1 日何曜日の午後、どこどこ図書館のライブラリアンが出張レファレンスに出向い

ています、というようなこともありかな、とすごく感じております。その時に物体としての

本は提供できないですし、それは後日になるかもしれませんが、図書館員が体ひとつで出向

いても、レファ協という強い味方があると出前・出張レファレンスサービスも担えるのでは

ないかと強く感じるようになっています。 

 

（小田：コーディネータ） 

ありがとうございます。では最後に齊藤さん、お願いできますか。 

 

（齊藤：パネリスト） 

レファレンスサービスとは何かというと、出典が明らかな情報を提供することだと思って

います。学生から「なんでインターネットで調べられるようなことを本で調べなきゃならな

いんですか」と言われますが、インターネットの情報の多くは出典が明らかではない。とこ

ろがレファ協の事例を見ると、全て出典が明らかになっている。これがインターネットとは

違うレファ協の強みだと思っています。そこの部分を大切にしてもらいたいと思います。 

そして、さっきも触れましたが、このデータベースがこれから 20 年、30 年続いていくと

いうことになればやはり、その時代の世相を見る鏡にもなるだろうと思います。『夜明けの図
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書館』に小唄の話17が出てくるのですが、その中で「時代が変わってもこうやって図書館で

生きてます」と本を見せるところがあるんですね。レファ協もそういう役割を担う仕組みな

んだろうと思います。それから、地域の情報をレファ協の中にきちっと納めてもらえれば、

やはり全国的なデータベースというものにもなるだろうと思っています。 

今は学生に教える立場におりますので、これだけはどうしても言いたいのですが、最初学

生は調べることって嫌いなんですね。それが卒業していく時には「先生、調べるのが本当に

楽しくなりました」という学生が何人も出てきます。これは教え方もあるんだろうと思いま

すが、調べる楽しみを教えられるのは事例があるからだと思います。僕はたくさんの事例を

彼らに話していて、その中でレファレンスって面白いね、その事例に合った資料としてこれ

を使ってごらん、と紹介していく。それを使う中で回答が出てくると、調べるって面白いと

なるんですね。調べることが楽しくなるというのは第二の本能だと思うのですが、それを育

成するためにレファ協の事例データベースは非常に役に立つ。ただ単に事例を読んでもらう

だけでもいいんです。学生にレファ協の事例を読んで、面白いと思うものをいくつかピック

アップして私に渡しなさい、ということをやるだけでも学生は興味を持ちますので、そうい

う将来性もありかなと思っています。そこに期待したいと思います。 

 

（小田：コーディネータ） 

ありがとうございます。この後、フロアのみなさまとやり取りができればと思います。 

 

質疑という形でも構いませんし、自分はこう考える、こんなことをレファ協に期待したい

ということでも結構ですのでお手を挙げてください。 

と言っても、なかなか手が挙がるものではないと承知しておりまして、実はフォーラムの参

加申込の時にご質問をいただいておりますので、それをご紹介します。学校図書館関係の方

でしょうか、「これから国の施策としてテコ入れされるであろう学校図書館において、各地域

で土地の事情や学校教育現場からの要望に応じたレファ協の活用方法について良いアイデ

ィアがあれば、パネリストの方々の見解をお聞かせ願えないか」という質問です。今日はパ

ネリストの中に学校教育関係の人はいないのですが、それぞれこんなことが考えられるんじ

                                                        
17 『夜明けの図書館』第 7 話「こおろぎや」 
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ゃないかということがあればお示しいただきたい、あるいはむしろ、事務局の方から学校図

書館ではこんな使い方をしてほしいということがあれば、そのお答えでもいいのですがいか

がでしょうか。 

 

（兼松：パネリスト） 

事務局代理というわけではないですが、基本情報としては、レファレンス協同データベー

スに学校図書館が参加していただくようになってから「こんな風に使えるよ」というネタが

たまっていて、レファ協のページの中に「学校図書館での活用法」18という形で実はもう載

っております。そこに色々ありますが、レファ協を調査の情報源やデータベースの代わりと

して使っていただくとか、あるいは外部からの情報提供の窓口、アピール素材、教材に使っ

ていただくとか……。夏休みの定番事例というのもよくやってますが、文化祭、修学旅行、

授業の活動、小学生からこんなレファレンスが来たよとか、色々な活用アイディアや事例を

載せています。 

まずはそこにアクセスしていただいて、他館はこんな使い方でやっているんだなとご覧い

ただくのが第一歩でしょうか。その上で、それこそ事務局にお願いしていただくのが良いか

と。他にも、例えばあちこちで参加されている館が同じような悩みを抱えていらっしゃるの

で、先生方で教材とかこんな使い方があるよという情報共有のサイトを立ち上げている方も

いらっしゃいます、そういう情報を是非活用していただくのが良いと思っております。 

 

（齊藤：パネリスト） 

先ほども言ったんですが、事例を読むということが意外に効果があると思っています。現

場にいた頃、新人職員を育てる時に、我々がやったレファレンスの事例をとにかく読めとい

うところから始めていくんですね。学生に事例を読ませることでこういう風にすればいいん

だとわかる、というのは確かだと思いますので、例えば小学生にわかりやすいような事例に

変換して、それを毎回読んであげるとか、こんな事例があって、こんな資料が使えたんだよ、

ということを明示してあげるようなことって意外と効果があるかもしれない。 

 

（小田：コーディネータ） 

ありがとうございます。他にご質問・ご意見等ございますでしょうか。 

 

（会場発言者：県立図書館員） 

今日はありがとうございました。感想と質問が混ざってしまうのですが、「更新しないこと

の強みがあって、それは世相を映すことにつながる」という話が齊藤先生からありました。

県立図書館の担当である自分としては逆に考えていて、新しい情報を伝えるというインター

ネットの強みを活かすのが協同データベースだと思い、例えば 5 年前、6 年前の事例を 2016

                                                        
18 http://crd.ndl.go.jp/jp/library/schoollibrary.html 
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年バージョンに更新することも必要なんじゃないかと思っていたんです。ですが、話を伺っ

ていると両方あってもいいのかな、2016 バージョンをもう一つ新たな事例として載せるとい

うこともあってもいいのかなと思いまして、持ち帰って館内で検討してみたいというのが一

つです。 

後は単純に国会図書館さんに質問ですが、レファ協というものが日本にあるということを、

例えば海外の国会図書館に伝える事例報告はあるんですか。 

 

（齊藤：パネリスト） 

過去のデータはそのまま取っておいて、図書館員が使う時に「これは何年の情報だね、だ

からこれよりも後に情報が出てきているならそれを付け足そうよ」という意識、データを育

てていくというようなことが必要だと思います。インターネットって本当に便利な情報だし、

使わない手はない。その中にレファ協があるということが重要だと思いますし、出典が明ら

かな情報があることも重要だと思います。だからコメント機能などは、そのためにあると思

います。 

 

（宮川：パネリスト） 

私が福井県立図書館時代にやっていたことなんですが、新しい本が出たりして追加したい

情報があった場合、「何年何月追記」と書いて足していく。そういう風にすると前の情報も残

り、後の情報も残るので。あと、レファ協の情報は元々事例作成日と登録日と更新日時が出

るようになっていて記録スタンプも取れているので、後ろに足して更新していくのがいいの

ではないかと思います。 

 

（小田：コーディネータ） 

更新するのがいいのか別バージョンがいいのか、意見が分かれるところだろうと思います。

別バージョンにすると件数が増えていいな、と「小賢しい」ことを頭に浮かべたりするんで

すけどね（笑）。あと、関連するご意見ということでお願いできますでしょうか。 

 

（会場発言者：市立図書館員） 

今日はありがとうございました。関連質問ですが、レファ協の事例は、事例と事例の間の

リンクはありますか。つまり、今の話で思ったのですが、やはりレファレンスというのは目

の前の利用者から受けて始めてやるもので、過去の事例を図書館員の自主学習のためにバー

ジョンアップしていくのはちょっと違うんじゃないかな。レファレンスをお客さんから受け

た時に過去の事例があり、新しい事例の登録をする時に関連リンクを張れるような機能を付

けていけばいいんじゃないかなと思いました。新しいレファレンスを受けて、これ使えるけ

ど古いって自分でバージョンアップすることは結構あるので、それをレファ協のシステムの

中に入れていくと全てが上手く解決するかなと思いました。 
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（小田：コーディネータ） 

ありがとうございます。事務局で検討していただく材料になると思います。先ほどの海外

のことについて、事務局からご回答いただけますか。 

 

（兼松：パネリスト） 

私の知る範囲でお答えします。ちなみに今のご質問について、事例間にリンクを張る機能

は持っています。要はウェブサイトのリンクと同じで、各事例にも個別リンクを張ることが

できます。今、ぱっと見た感じでは、過去参照リンクはすぐに使われる状況ではなく、登録

すればできるという状況ですね。 

それから海外のほうですが、小田光宏先生はタイとイギリスでレファ協の広報活動をして

くださっています。平成 23 年だったと思いますが、国会図書館の当時の図書館協力課長が

ブルネイでの国際会議に呼ばれてレファ協を紹介したこともあります19。あと、関西館に韓

国の国会図書館の方がいらっしゃって、レファ協のやり方が面白いということで根ほり葉ほ

り聞かれ、韓国でも似たようなことを準備していると聞いたことがあります20。 

 

（大柴：国立国会図書館） 

レファ協の海外への展開については、今、兼松から説明があったとおりです。それ以外に、

事務局からは特にアプローチはしておりせん。ただ実は、2016 年 1 月に、ここ国立国会図書

館関西館で、海外の日本研究司書を対象とした研修21を行ったのですが、日本研究司書の方々

から「レファ協をよく利用している」という声を聞いております。企画協力員の方々とも、

海外から見たレファ協という観点をフォーラムで取り上げては、という話をしたことがあり

ます。今後、そうした方向のアプローチも進めてまいります。 

 

（小田：コーディネータ） 

ありがとうございます。質疑応答をもう 1 件ほどいかがでしょうか。 

 

（会場発言者） 

図書館員ではなく司書の資格を持っている学生です。海外の人がレファ協を使っていると

いうことですが、レファ協を Google などが訳す機能は付いていますか。海外に向けて発信し

ていくのであれば、多言語に訳す機能を付けていく予定はありますか。 

 

                                                        
19 寄稿 佐藤従子「ブルネイ出張報告」（レファ協コラム集より） 

https://crd.ndl.go.jp/jp/library/column_h23_06_brunei.html 
20 寄稿 朴恩珠「「司書に聞いてみましょう」の効率的な運営のための提案―「レファレン

ス協同データベース」との比較から―」（レファ協コラム集より） 
http://crd.ndl.go.jp/jp/library/column_h23_11_nlk.html 
21 平成 27 年度海外日本研究司書研修 
http://www.ndl.go.jp/jp/library/training/guide/1211059_1485.html 
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（兼松：パネリスト） 

英語翻訳機能は付いていません。多言語対応も、Google 翻訳などでやればできるかもしれ

ないのですが、システム的には付けていません。私が担当していた時に「多言語対応しない

の？」と言われて思い悩んだことでもあるんですが、海外では QuestionPoint22という

Worldwide な仕掛けが存在しています。レファ協の海外発信という課題もありますが、海外

は海外で別のシステムを持っていたりして、今後どうしていったらいいのか事務局も悩んで

いると思います。 

 

（小田：コーディネータ） 

今のご質問は海外に向けてということで大変貴重なご質問なんですが、関連する文脈があ

りまして、先ほどの大柴課長のお話の中にありました「海外の日本研究の方に向けて」とい

うことがポイントなんですね。つまり、日本研究されている方は日本語が読める。日本語で

書かれたものを資料として重視されているということでレファ協の意義があると思います。

ダイレクトに英語や多言語に結びつく形ではないという側面を狙いにしている、というのが

先ほどのやり取りの中で、大柴課長がお話しになったことです。それとは別の観点で、今ご

質問のあった英語や多言語の問題が一方にあると切り分けて考えていただくとよいと思い

ます。 

 

それでは質疑応答はこれまでにしまして、最後にまとめですが、もう随分いろんな話が出

ているので、それをおさらいするくらいでまとめに代えたいと思います。 

 

今日出た話題の中で何度も何度も強調されたのは事例の蓄積があるということで、それが

重要なポイントの一つだと思います。それとともに、レファレンス事例や調べ方マニュアル

として登録されたものをどう使うのかという二次的活用、三次的活用の問題が大きな課題に

なっていて、これからも重要なポイントになると思います。 

これから先どう進むかということを考える時に、結論を出してから進むという考え方もあ

るんですが、実はレファ協はそんな進め方を一切してこなかった歴史があります。何か結論

                                                        
22 http://www.questionpoint.org/ 



 

70 

を出してから次に進むんじゃなくて、方向性を考えながら先に歩み出しちゃおうというもの

です。それでよいかどうかという別の論点があるかと思いますが、まずは、こうした進め方

をしてきました。恐らくこれからも、同様の方向になるだろうと思います。私の言葉で言う

と、「見切り発車型」と言っています。どんどん先に進みながら、考えながら変えていこう、

これがネットワーク時代の考え方であろうということです。今日も、パネリスト各位のご発

言の背後に、このことがあったと思います。 

また、「問いを持つ」ということが人間として繰り返されていくならば、レファレンスサー

ビスというのは、これからも続くと私は比較的気楽な発想で臨んでいます。私はいろんなと

ころで問いを作っていまして、『夜明けの図書館』の 1 巻に「1」という数字が入っていない

のはなぜかと思っていたので、今日、その理由が明らかになってほっとしています。いろん

な問いを持てる活動に携わっていけるというのがレファ協の「醍醐味」ではないかなと思い

ます。 

次のスライドで、葵ひなこさんに再登場していただきます。 

 

実は、暁月市立図書館のレファレンス事例を作成して、この画像にリンクさせるという仕

掛けを考えてお願いしていたのですが、それはあえなく失敗しまして……そこまではできな

いと。なぜかといえば暁月市立図書館が実在の図書館ではないからだということなんです。

残念ですが……。でも、それならばそこで発想を変えるというのが私の考え方でして……。

そう、名誉図書館か何かにしてしまうというのはどうですか。こんな提案、いかがでしょう

か（満場の拍手）。 

会場から大きなご支援をいただきました。ありがとうございます。事務局でも検討してい

ただけそうです。いずれ、暁月市立図書館がレファ協の「名誉図書館」となることがアナウ

ンスできましたら、大いなる幸せですね。 
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また、こちらのスライドのように、レファ協イメージキャラクターであるれはっちだけで

はなくて、れふぁっしーというお仲間がもう一人（？）増えたことも、悦ばしい限りです。 

 

以上をもちまして、パネルディスカッションを終わりたいと思います。パネリストのみな

さん、本当にどうもありがとうございました。そして会場のみなさまありがとうございまし

た。また 1 年後にこの場でお会いできることを楽しみにしています。 
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5. 閉会挨拶 

 

       

国⽴国会図書館関⻄館図書館協⼒課⻑  

⼤柴 忠彦（おおしば ただひこ） 

 

 

 
 

 

関西館図書館協力課長の大柴です。 
いやー、面白かったですね。主催した者が、面白いと言ってよいのかわかりませんし、面

白かった、という言い方は、閉会の挨拶としては適切ではないのかもしれませんが、いや、

実に、面白かった。とても充実したフォーラムでした。これも、埜納タオ先生、パネリスト

のみなさま、そして、本日、このフォーラムに参加してくださったみなさまのおかげです。

ありがとうございます。 
 
本日のフォーラムのテーマは「レファ協の 10 年：これまでとこれから」でした。 
実は、今回のフォーラムには、私個人としての裏のテーマがありました。その裏のテーマ

とは、「夜明けのレファ協」です。 
「夜明けのレファ協」。もちろん、埜納タオ先生の作品『夜明けの図書館』にかけたテーマ

です。 
「夜明け」というのは、すなわち、「朝」です。夜が明けて、朝になって、人々が目を覚ま

し、これからの一日へ向かって活動をしていく、一番いい時間だと思います。スタートして

10 年経ったレファ協は、今まさに、夜が明け、朝を迎えています。そして、レファ協は、お

そらくは、これからも、常に、永遠に、夜明けの状態にいるのだと思います。 
ある図書館学者は、図書館は成長する有機体である、と言いました。レファ協も、同じく、

成長する有機体であるはずです。パネルディスカッションでも「レファ協の可能性は永遠に

……」というお話がありました。 
夜明けの時、太陽はまだ昇り切ることはなく、日が傾くこともなく、夜になって眠りにつ

くこともない。レファ協は、いつでもこれからも常に、この夜明けの状態にいて、まさにこ

れからの一日に向かって、常に、永遠に、成長していく可能性を秘めているのだと思います。 
そういう意味で、「夜明けのレファ協」です。 
 
本日は、第 12 回レファレンス協同データベース事業フォーラムに、多数の御参加をいた

だき誠にありがとうございます。このフォーラムを、みなさんと共有できて光栄です。 
以上で、閉会の挨拶といたします。
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