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この記録集は、平成 29 年 12 月 14 日に国立国会図書館国際子ども図書館で開催された、

第 14 回レファレンス協同データベース事業フォーラム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_14.html）に掲載してい

ますので、併せてご利用ください。なお、登壇者等の所属及び肩書はフォーラム開催当時の

ものです。 
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0. 概況

(1) 概要

テーマ 中高生向けレファレンスサービスとレファ協

日 時 平成 29 年 12 月 14 日（木）13 時～17 時 45 分

会 場 国立国会図書館国際子ども図書館 アーチ棟研修室 1 

参加者 116 名 

（内訳）

公共図書館 34 名 

学校図書館 25 名 

その他（研究者･学生、大学･専門図書館、企業等） 35 名 

国立国会図書館 22 名 
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(2) プログラム

1. 開会挨拶 国立国会図書館国際子ども図書館長 本吉理彦

2. 趣旨説明 国立国会図書館関西館図書館協力課課長補佐 小林廉直

3. 基調講演 公益社団法人全国学校図書館協議会顧問 森田盛行氏

4. 国際子ども図書館紹介

国立国会図書館国際子ども図書館児童サービス課児童サービス企画係 早川萌

5. 事例報告

①福島県立図書館

福島県立図書館資料情報サービス部児童資料チーム主任司書 鈴木史穂氏

②牛久市学校図書館

牛久市立岡田小学校学校司書 横須賀恵子氏

牛久市立下根中学校学校司書 鍋田奈穂氏

③市川市中央図書館

市川市役所生涯学習部中央図書館主幹 小川健太郎氏

④豊中市立図書館

豊中市立高川図書館長 西口光夫氏

6. レファレンス協同データベース事業平成 29 年度事業報告

国立国会図書館関西館図書館協力課協力ネットワーク係

7. パネルディスカッション

パネリスト：事例報告者 4 名

コーディネーター：西口光夫氏

8. 閉会挨拶 国立国会図書館関西館図書館協力課長 大島康作
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1. 開会挨拶

みなさまこんにちは。国際子ども図書館長の本吉と申します。本日は国際子ども図書館に

お出でいただきありがとうございます。今回のレファレンス協同データベース事業フォーラ

ムのテーマが中高生向けのレファレンスということで、この場所にみなさま方をお迎えでき

ることを職員一同大変嬉しく思っています。

本日は、公共図書館・学校図書館を中心とする図書館の第一線で働くみなさま方、図書館

情報学などの研究者の先生方、あるいはさまざまな観点からレファ協に関心をいただいてい

る多くの方々にご参加いただきました。心から御礼申し上げます。そして、お忙しい中ご講

演・ご報告をされるみなさま方、大変ありがとうございます。

私は今回、国際子ども図書館長としてみなさまをお出迎えするホスト役を務めていますが、

今から 10 年前、平成 19 年と平成 20 年の 2 年ほど、関西館の図書館協力課長、すなわちレ

ファ協の所管課の課長をしていました。レファ協は、平成 14 年に実験的プロジェクトとし

て立ち上げられ、3 年間の実験期間の後、平成 17 年から本格的な事業として運営されまし

た。私はそれから 2 年経った段階で赴任したのですが、その段階では業務としてはかなり安

定的なものになり、イベントなども定期的に開催するという状況でした。そこに至るまでに

は、それまでの参加館なり企画協力員の先生方、あるいは私の先任の事業担当者のご苦労・

ご尽力があったと思います。

着任した当時の最大の課題は、参加館やデータ登録数をいかに増やすかということでした。

当時、図書館関係者にレファ協のことをご説明・ご案内する機会が多かったのですが、どの

方も趣旨や意義にはご賛同いただいて「素晴らしい事業だ」とおっしゃってくださるのです

が、「あとはデータを増やすことだね」と、やはりデータが少ないとなかなか使い物にならな

いというご指摘で、それは私どものほうも十分承知していました。着任時の平成 19 年 4 月

時点で参加館は 442 館、データ登録数は 25,482 件でした。これを増やすということで、企画

協力員の先生方のご協力もいただきながら、いろんなイベント・広報に取り組んできました。

本日の事業報告の最後に載っています、国立国会図書館長からの御礼状送付も、このとき始

めたものです。単純な発想で、この年に多くのデータを登録いただいた図書館に対して、感

謝状ということで始めようと思ったのですが、実は当時の事務局内にも「それぞれの図書館

にいろんな状況がある中で、頑張って活動してくださっているのだから、登録数が多いとこ

国⽴国会図書館国際⼦ども図書館⻑ 

本吉理彦（もとよし ただひこ） 
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ろを評価するというのは差をつけることにならないか」という慎重な意見もあり、そういっ

たことも議論した上で、いわば上から目線で表彰するということではなくて、事業を行って

いる国立国会図書館の館長から御礼状を差し上げる、という形に落ち着き、今まで続いてい

ると思っています。 

レファ協開始当初、学校図書館は対象ではなかったのですが、学校図書館に参加を呼び掛

けようということになったのも、ひとつはこの参加館拡大への取組みが契機になったと考え

ています。一方で、レファレンス業務に熱心に取り組む学校図書館の方から、レファ協参加

の打診もありました。京都府立高等学校図書館協議会司書部会の方から参加できないかとご

相談をいただき、まずは実験参加をしていただいたというのが、学校図書館参加の最初の契

機でした。なにがなんでも拡大しなければならないということではないと思うのですが、立

ち上げ期を過ぎて、最初の安定期に入り、その先の拡大を目指す段階で学校図書館の方から

お声かけいただいたというのは、我々にとってもとても幸運なことだったと今思い返してい

ます。 

平成 25 年度からは学校図書館が正式な参加対象となり、企画協力員にも学校図書館の方

が加わられました。現在は、レファ協全体の参加館 763 館、データ登録数が約 20 万件、学校

図書館及び学校図書館関係団体は 50 館、データ数は 3,500 件ということで、私がいた 10 年

前に比べると大きく成長した姿に感無量です。先月はみなさまご存じのとおり、レファ協事

業と参加館・協力者を対象として、Library of the Year 2017 のライブラリアンシップ賞を頂く

ことができました。かつてレファ協に関わった者としては、本当に嬉しい知らせでした。参

加館のみなさまを始め、今日までこの事業に協力してくださった全てのみなさま方のお蔭だ

と思っています。 

さて、本日のテーマである中高生向けのレファレンスサービスについて、これからご報告

があると思いますが、私は国際子ども図書館で児童サービス業務に従事していまして、中高

生を取り巻く読書環境・情報環境は大きく変化している、この変化にどう対応するかが課題

のひとつではないか、と思っています。みなさまご存じのとおり、今、文部科学省で、次期

の「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の策定作業を始めていて、有識者会議

なども開かれており、HP で情報を得ることができます。私も何度か傍聴に行きましたが、本

日のテーマに即して言えば、そこでは高校生の不読率の高さにどう対策するのか、がひとつ

の焦点になっていると理解しました。また、そもそも読書とは何か、どこからどこまでを読

書と言うのかなど、現在の情報環境の激変に伴って読書という行為さえ大きな変容を遂げて

いるという指摘も、複数の先生方からありました。このような状況における、図書館やレフ

ァレンスサービスのありかたについては、私どもも深く考えると同時に具体的なアプローチ

をしていく必要があると思っています。 

学校図書館についてはこれから基調講演がございますが、アクティブラーニング等の動き

を伺うと、学校教育における図書館の役割はますます大きくなるものと理解しています。そ

こで、レファレンスサービスがいかなる役割を果たすのか、また、われわれの進めているレ

ファ協がどのような貢献ができるのか、これから講演と報告をじっくり伺って私も勉強した

いと考えています。公共図書館についても事例報告がありますので、楽しみに待ちたいと思

いますが、私どものほうでも、学校図書館との連携が各地で行われていることは承知してい

まして、この連携の動きは、レファレンスサービスに限らず、地域における図書館のプレゼ
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ンス・役割の増大につながりますので、注目しているところでございます。 

先ほどの話に関係しますが、最近業務に従事していてしばしば考えることは、例えば高校

生になると、スマートフォンや、LINE など各種 SNS の利用が増えて、インターネット上の

情報にも普通にアクセスしています。このような高校生の情報環境を考えれば、従来図書館

が提供してきた紙の本や雑誌などの資料と、インターネットを介して得られる情報を分けて

考えるのが妥当なのかという疑問も生じてきます。逆に言えば、一体となって考えたほうが

中高生にとっては理に即した考え方なのかなと思っています。そういった情報環境を生きる

中高生の情報リテラシーの涵養も、図書館の役割のひとつではないかと考えますが、この点

において、レファレンスサービスはひとつの大きな重要性を持つのではないかと思い至りま

した。中高生が、プロの図書課員のレファレンスサービスによって、紙やインターネットを

区別することなく適切な情報にアクセスできた際には、レファレンスの結果のみならず、情

報アクセスの方法といったものも学ぶのではないかという気がします。図書館が提供・案内

する信頼性が高くコントロールされた情報源へのアクセスを、レファレンスサービスを通し

て学んでいくことができれば、中高生の情報リテラシーの向上にもつながっていくことが可

能と思っています。今日は、ご報告を聴きながらそんなことも考えてみたいなと思います。 

本日登壇されるみなさま方には改めて御礼申し上げます。本日のフォーラムがみなさま方

にとって、多くのノウハウ、ツール、アイデア、ヒントを得る貴重な機会になることを期待

しています。そして私の個人的な気持ちとしては、先に申し上げたとおり、日々大量の情報

が流通して複雑な迷路のような情報環境を生きている中高生に対して、図書館が何を提供で

きるのか、そこでレファ協がどのような役割を果たせるのか、考えを深め、みなさま方とも

共有したいと思っています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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2. 趣旨説明

会に先立ちまして、私から本日のフォーラムの企画趣旨と構成を簡単にご説明します。

先ほど本吉からのご挨拶にもありましたが、レファ協では平成 25 年度から学校図書館が

対象となっており、特にここ数年は、学校図書館・学校図書館関係団体の参加が非常に増え

ています。登録されるデータも公共図書館や大学図書館とはひと味違うといいますか、レフ

ァレンス事例だけでなくブックリストの率が他館種に比べて多いこともありますし、やはり

学校図書館の事例はユニークで、事務局のツイッターでご紹介した際にも注目を集めること

があります。そういった意味で、レファ協内部で学校図書館が盛り上がっていたという印象

があります。

もうひとつは、この後森田様からもご紹介があると思いますが、学習指導要領です。前の

平成 20 年度の要領にも「生きる力」ということで調べる力を身につけるということが書い

てありましたが、平成 29 年 3 月に公示された新要領では、学校図書館に加えて地域の図書

館等も活用するということも書いてあります。ですので、そういったレファ協内部で盛り上

がってきたところと、世間全体で盛り上がってきたところをふまえ、今回幸いにも、学校図

書館あるいは公共図書館で先進的サービスをされている館のみなさまに事例報告をお引き

受けいただきましたので、そういったところで行われているサービスをおうかがいしながら、

学校図書館・公共図書館の連携についてレファ協が今後継続的に何かできることがないか、

その可能性を探れればと思いフォーラムを企画いたしました。

本日の構成についてご説明します。配布資料にプログラムをつけていますのでご覧くださ

い。（プログラムに沿って説明）

なお今回のフォーラムは、約 100 名の方に事前申込みをいただきました。本当に多くの方

にご参加いただき感謝しております。内訳は、3 分の 1 が公共図書館の方、3 分の 1 が学校

図書館の方、残り 3 分の 1 が研究者の方、学生の方、企業の方、大学図書館・専門図書館の

方、ということで大体 3 分の 1 ずつの構成となっており、これも我々が事前にこうなればよ

いな、と考えていた理想の割合で大変ありがたく思います。

ちなみに今日、国際子ども図書館に初めていらした方はどれくらいいらっしゃいますか。

（挙がった手を見て）比較的少ないですね。大体 3 分の 1 といったところでしょうか。休憩

時間には、一部荷物を持ち込めないスペースはありますが、子ども図書館内の見学もしてい

国⽴国会図書館関⻄館　図書館協⼒課課⻑補佐

⼩林廉直（こばやし やすなお） 
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ただけますので、よろしければいろいろご覧ください。それでは私からの説明は終わりまし

て、最初のプログラムに入ります。 
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3. 基調講演 

 

 
 

 

公益社団法⼈全国学校図書館協議会顧問 

森⽥盛⾏（もりた もりゆき） 
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4. 国際⼦ども図書館紹介

国⽴国会図書館国際⼦ども図書館

児童サービス課児童サービス企画係

早川萌（はやかわ めい） 
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5. 事例報告 

① 福島県⽴図書館 

 

 
 

福島県⽴図書館 

資料情報サービス部児童資料チーム主任司書 

鈴⽊史穂（すずき しほ） 
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② ⽜久市学校図書館 

 

 

 

⽜久市⽴岡⽥⼩学校学校司書 横須賀恵⼦（よこすか けいこ）※写真左 

⽜久市⽴下根中学校学校司書 鍋⽥奈穂（なべた なほ）※写真右 
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③ 市川市中央図書館 

 

 
 

市川市役所⽣涯学習部中央図書館主幹 

⼩川健太郎（おがわ けんたろう） 
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④ 豊中市⽴図書館 

 

 
 

豊中市⽴⾼川図書館⻑ 

⻄⼝光夫（にしぐち みつお） 
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6. レファレンス協同データベース事業平成 29 年度事業報告

レファレンス協同データベース事業事務局から、平成 29 年度のレファレンス協同データ

ベース事業報告を行った。内容は当日配布資料 pp.101-111 を参照のこと。 

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

（レファレンス協同データベース事業事務局） 
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7. パネルディスカッション

中⾼⽣向けレファレンスサービスとレファ協 

[写真左から、⻄⼝、⼩川、横須賀、鈴⽊] 

パネリスト 

市川市役所⽣涯学習部中央図書館主幹　⼩川健太郎（おがわ けんたろう）

⽜久市⽴岡⽥⼩学校学校司書 横須賀恵⼦（よこすか けいこ） 

福島県⽴図書館資料情報サービス部児童資料チーム主任司書 

鈴⽊史穂（すずき しほ） 

コーディネーター

豊中市⽴⾼川図書館⻑ ⻄⼝光夫（にしぐち みつお）

（自己紹介）

西口：さらに詳しい自己紹介と先の報告の補足をそれぞれお話しいただけますか。

鈴木：学校図書館から要望のあったブックリストがレファ協に登録されれば役に立つのでは

と言いました。私は余所の図書館のブックリストを参考にさせていただいておりまして、例

えば静岡市立図書館のブック通リスト1です。これは富士山や登呂遺跡などがありまして、富

士山はバージョン４まで更新されている情報です。また東京都立図書館の『特別支援学校で

の読み聞かせ 都立多摩図書館の実践から2』は特別支援学校で読み聞かせをする上で有効だ

った資料、特に喜んでもらえた資料という実践的なブックリスト（ガイドブック）です。こ

ういったものはとても参考になってありがたいと思っています。

あと、「県立図書館と学校図書館の直接の物流ネットワークが築かれているのは稀だと思

う」というご意見をいただきましたが、それについては言葉足らずでした。直接ネットワー

クが築かれているわけではなくて、高校には直接のネットワークがあるのですが、小中学校

1 http://www.toshokan.city.shizuoka.jp/?page_id=536 
2 http://www.library.metro.tokyo.jp/reference/tama_library/ya/tabid/651/Default.aspx 
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ではまず地元の図書館や公民館図書室をご利用いただきます。その上で地元の教育委員会を

通してお申込みをいただくということをお願いしております。子供達にとって身近な公共図

書館を知ってもらいたいということもありますし、教育委員会でそういうニーズを知ってい

ただきたいということもあります。 

横須賀：今は小学校勤務ですが、以前は中学校勤務でした。鍋田は現在中学校勤務です。今

回の発表をまとめる中で、牛久市は恵まれた環境にあると改めて思いました。レファ協に参

加してそれほど年数は経っていないのですが、「レファ協に参加してみて」のところでもお話

ししたとおり、データを自館のみ参照から参加館公開にステータスを上げたところです。市

内に小中学校は 13 校ありますが、学校司書として経験の浅い者もいれば、ベテランの者も

いますので、事例をアップするにあたってベテランの者は内容を緻密にできていますが、勤

務年数が 1～2 年の者にすれば不安の方が大きいということで、一般公開にはまだできない

状態です。ただデータを蓄積するのが当初の目的でしたが、最初から参加館公開にしてもい

いのではという意見もありました。今回の発表の機会をもらって、いくつかのデータについ

てステータスを上げたところ、レファ協HPにレファ協PickUP!3で一つ取り上げられまして、

それもちょっと励みになって全データを参加館公開に更新しました。 

小川：先ほど配布資料 pp.83～88 の説明をし忘れました。p.83 がレファレンスの記録票です。

これは完成稿の記録票ですので、ここまで作るのに何か月もかかっていて、よく頑張ったと

思います。その結果が月報に落とし込むと、p.87 の 4 分の 1 でこれだけになっちゃうのが残

念ですが、こういうことは当館で毎年やっています。 

事業報告で御礼状の話が出ましたが、獲得見込み機関の一覧に当館が載っていませんでし

た。あと一月でデータ登録して今年ももらえるか、8 年連続受賞が途切れるのかわかりませ

んので、今回の発表ができて良かったです（笑）。 

西口：図書館の達人の説明が足りなかったと思います。最初クリスマスにやったのですが、

今は夏休みにやっています。社会教育事業という形は変わらないのですが、当初は 2 館だけ

でやっていたのが今は地域館という豊中市の中でも大きい４館でやっています。36 チームく

らいは参加できるかなと思います。当初は司書教諭が司会をして、各班に学校司書がついて、

公共図書館は私と他の館の一人ぐらいで、公共図書館があまり表に出ないような形でした。

現在は公共図書館の者が司会をしています。本当は学校司書、教員、公共図書館司書が連携

して三位協同でやりたいのですが、教員は夏休みに研修などがありまして、三位協同がなか

なかできません。ただ 5 年続けていますと効果も出て来て、学校で「ミニ図書館の達人」を

やっているということを聞いています。ようやく最初こちらが意図していたように、学習情

報センターとして学校図書館を活用するという形が浸透してきたかなと思います。読書振興

課には公共図書館職員二人と指導主事がおりまして、夏休みは学校に出張して、教員の研修、

説明に行っています。学校の求めに応じて地道に学校図書館の必要性を繰り返し伝えてきま

した。図書館の達人に生徒が参加すると（担任の）先生が来たりしますので、それで広がっ

てきているのかなと思います。子供達は素直に喜んでいて、特別感というのが嬉しくて、真

夜中の音楽室とかの本が出ていますけど、あのような感じで真夏のだれもいない図書館は楽

しかったとかいう感想があったりします。テーマを決めて、体系的に調べて、まとめて、発

                                                        
3 http://crd.ndl.go.jp/jp/library/recommend_list.html 
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表するという調べ学習のスキルを 3～4 時間で一気にやってしまう体験ができるというのは

生徒にとって楽しかったみたいで、保護者から「うちの子が本を使って発表できるとは思わ

なかった」という感想をいただくこともあります。 

 

（中高生レファレンスあるある） 

西口：さて、いただいた質問を交えながら、中高生レファレンスあるあるということでレフ

ァレンスの事例を掘り下げていただきたいと思います。レファ協への登録に限らず、学校や

公共図書館でさらに面白い事例があればお話しいただけますか。 

鈴木：面白いという事例ではありませんが、私の発表の中で「（中高生に）面白い本ない？と

訊かれるのは公共図書館ではなくて、学校図書館」という話をしました。高校図書館に異動

したばかりの時に、そう質問してくる高校生になかなか答えることができませんでした。そ

の時に頼りになったのが『おもしろい本な～い？-おすすめ-』という福島県内の高校図書館

司書が毎年お勧めの本を数冊ずつ紹介しているブックリスト（ガイド）です。例えば「人生

を考える」、「私たちが生きる社会」、「暮らしと科学」、「泣ける本」などのリストがあります。

学校図書館司書のネットワークに助けられて答えられました。 

横須賀：私は小学校に勤務していて、子供達からいろいろ訊かれることが多いのですが、例

えば「先生、蝶々の本ない？」って訊いてくるんですね。じゃあ一緒に探そうと言って、4 類

の棚の方に行きます。「ここに蝶々の本が並んでいるよ、これでいいのかな？」と言うとそう

じゃない感じがして、「蝶々の何が知りたいの？飼い方かな？」というとなかなか答えなかっ

たんですね。蝶々の本を何冊か開けて見てみると、「蝶々の羽に付いている粉は何？」と訊い

てきたんですね。子供はそれが知りたかったのですけれど子供からなかなかその言葉が出て

こなくて、よくよく聞いてみるとわかったということがありました。子供から訊かれて、あ

そこにあるよと言うだけではなくて、この本の中のどういうことを知りたいのか聞き、本を

見せて、子供の顔がちょっと違うなと思ったらもっと掘り下げて、「飼い方かな？体の造りな

のかな？」といろいろ聞くと蝶々の絵が描きたかったということもあります。その場合だっ

たら写真じゃなくて絵本の方が描きやすいかなと絵本の棚に行き、蝶々が大きく写っている

ような絵本を探したりします。ですから子供からこういった本がない？と訊かれた時にはた

だそれだけ答えるのではなくていろいろお話しをする中で子供が求めていることを壊さな

いようにしています。 

小川：私の担当は児童・青少年サービスで、一応 YA（ヤングアダルト）担当もしております

が、先ほどお見せしたようにいわゆるレファレンスカウンターがあるんですけれども、一般

の図書館部分と児童図書館部分が分かれております。隣接しているのではなくて、一般の図

書館を出て、なおかつちょっと歩いて児童図書館に行くことになる建築上の特色があります。

児童図書館の方には中学生ぐらいまでの本しかなくて、別個に YA コーナーが一般の方にあ

ります。ですので児童図書館には高校生が基本来ないです。ですが先日たまたま女子高生が

来まして、絵本の相談をしていました。読み聞かせをするのに絵本ありますか、という相談

をしていたみたいです。高校生もそうやって来るんだという新しい発見がありました。それ

がボランティアなのか授業でやっているのかはわかりませんが、そういう切り口から YA 世

代を図書館に引っ張ってくるのも一つの手なのかなと思いました。 

西口：質問振っておいて、自分で答えるというのはしんどいです（笑）。修学旅行でよく調べ
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学習があります。例えば、カッターという船に乗る、資料はないかというレファレンスです。

各中学校の司書にいっぱい（レファレンス依頼が）来るんですね。2013 年当時学校司書がイ

ンターネットで調べたらレファ協が出てきました。それが豊中市立図書館のデータだった

（笑）。2013 年は、この文献・サイトにちょっと載っているという内容だったのが 2015 年に

本が出版され、海の訓練なんとかという本にカッターの乗り方などが載っている。ブラッシ

ュアップしていくのですね。公共図書館も毎年レファレンス依頼があるたび、新しい本を探

すとようやくそういう本に出会います。今レファ協で見てもらえたら、新しい本を提供して、

ようやく未解決が解決になったと書いてあります。 

中一は古典で今、竹取物語をやっています。竹取物語は月に行ってしまう話ですね。それ

に刺激を受けたのか、どこかに行ってしまって終わりになる話はないですかという中学生の

質問があって、司書が調べて、『泣いた赤鬼』などを渡したそうですけれど、さらに刺激を受

けて大人の本でないかということになりました。東野圭吾の『秘密』を答えたということで、

中学生のレファレンスは一回答えるとなかなか楽しいみたいでどんどん広がっていくなあ

という感じです。田中角栄の件は、他の政治家に興味を持ったかと（生徒に）訊いたら、興

味は続かなかったそうです（笑）。 

中学校の司書もレファ協はよく見ているようです。（当市の）研修では、レファ協に何か言葉

を入れれば、グーグルよりも多分いい情報が出てくると広げていきますと、使う人はどんど

ん使うようになっています。 

当館で知的探求合戦をやった時に最初の解説で何を教えるか、Web 情報の見方とか、本の

見方とかいろいろあったのですが、学校で辞典や百科事典の見方とかの情報リテラシーはど

のようにされているのかなということをお聞きしたいと思います。 

横須賀：小学校の教科書の単元に図鑑を使ってみようとか百科事典を使ってみようとか載っ

ています。牛久は物流が発達していますので、市内の公共、学校図書館に動物の図鑑を 30 冊

貸してくれるようお願いすると、各校 2、3 冊送って下さいます。そうすると子供たち一人に

1 冊は図鑑が揃いますので、図鑑、百科事典の使い方を小学校のうちにきちんと習得するよ

うにしようとしています。あと、できれば年鑑もですね。それを中学校につなげていけたら

なあと学校司書の会議でもつねづね話しています。 

西口：豊中の公共でも乗り物などはなかなか 40 冊揃わないです。今は中学校から小学校へ

の物流が整備されていて、年間で 8 千冊が行き来しています。ですが例えば乗り物という授

業は全学校であります。どうやって調整しているんですか。 

横須賀：ダブることはあります。ただ悲しいですが学校によっては本を使わないところもあ

るので、全部物流の依頼をかけているわけではありません。小学校の話ですが、例えば働く

乗り物について学習をする際に、最後に働く乗り物をまとめる所があります。１年生が読む

物を集めるのは難しくて、中学校にはそういうのはありませんので、小学校や市立図書館を

頼るばかりになります。そうしますと冊数は集まりませんから、冊数は二人で 1 冊、三人で

1 冊使うということになっているようです。学校によっては授業の進行を遅らせて、前後の

単元を逆にしてなるべく本を集められるように工夫しているところもあります。 

西口：いつも困っているのは本をどう提供するかという根本的なことで、図鑑は豊中では揃

えて提供できますけれど例えば平和学習は厳しいです。ただ学校図書館蔵書を検索できるこ

とによって中学校から小学校への流れなど資料のやりとりがすごく良くなっています。 
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（YA について） 

西口：次に、YA について。高校生が来ないので利用促進で悩んでいます。豊中は学校に出向

いたりもしていまして、例えば家庭科の授業で、絵本の授業を 50 分間させてもらっていま

す。今、高校生は学校によってボランティア活動をしなければいけなくて、中学校の試験前

に、図書館で「あなたの勉強を教えます」と高校生が中学生に教えていることがあります。

（高校生は）「二次方程式はもう解かれへん」と言うのですが。公共図書館の方に聞きたいの

ですが、何か利用促進をされていますか。

鈴木：当館では YA 向けの資料リストを作っていて、本の帯に書いてあるような、ぐっとく

る（胸を打つ・心に残る）言葉を抜き出して、「みなさんの心にも届いたら、是非手にとって

読んでみてください」と紹介しています。

小川：一通りのことはやっていると思います。先ほど言いましたように YA のコーナーを設

けて、分不相応な YA の部屋もありまして、部屋の飾り付けをするとか、ポップを書くとか、

イベントを開催するなどしているのですが今一つ反応は薄いです。物流が小中は回っていて、

中学校には手紙を送れるのですが、高校については全くと言っていいほど交渉がなかったで

す。

それではいけないから何とかしろと発破をかけましたら今年私立の学校で中高一貫校と

若干連携を取ることができまして、あちらの図書館が生徒にポップを作ってもらったらしい

んです。それをうちが借りて今展示しています。

あと、この時期、去年までは福袋をやっていたのですが、福袋は飽きたなということで、

YA 向けに 1 冊ずつ書名がわからないようにパッケージして、担当職員が気の利いた言葉を

書いて YA を釣ろうとしています。A から Z まで 26 冊、どう選んだかわからないのですが、

YA コーナーに並べて冬休みの間に読んでもらうという仕掛けをするそうです。 

（レファ協の可能性について）

西口：ではレファ協との関係に話を移していきたいと思います。鈴木さんからレファ協の可

能性としてブックリスト登録という話が出ました。今日の参加者を見ていますと、レファ協

に登録している方もいますけど、レファ協をよくご存じなく、中高生向けのサービスの話と

いうことで来た人もいらっしゃると思います。レファ協はレファレンスを登録するだけと思

っているかもしれませんが、レファ協にはもう一つ調べ方マニュアルというのがあります。

それについて事務局から補足していただきます。

事務局：調べ方マニュアルというデータの中に、調べ方のノウハウだけではなくて、ブック

リストという形で登録していただくことも可能です。関連ファイルとして、エクセルやワー

ドや PDF のブックリストを添付する機能があります。すでにブックリストをお作りになっ

ている場合は、それを添付していただければすぐに調べ方マニュアルのデータを一つ登録す

ることができます。そのファイルの中身は検索対象になりますので、レファ協の検索画面で

何かしらのキーワードを入れていただけるとその添付されているファイルがヒットします。

画面に表示している「うんどうかいに関する本のブックリスト（所蔵一覧）4」ですと、関連

4 調べ方マニュアル「うんどうかいに関する本のブックリスト（所蔵一覧）」（徳島市立図書

館）http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=man_view&id=2000025709 
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ファイルとして添付されている PDF ファイルを開くとリストの中身を見られます。

西口：レファレンスがない、という図書館でも調べ方という形で本のリストを登録できます

ので、是非気軽に使っていただきたいと思います。中高生向けに本のリストの登録をしては

どうかという提案について思い出したのは、「本を抜き出すことも勉強なのに子供達に本の

リストを渡してしまうのはいかがなものか」と学校司書から以前言われたことです。もう一

つ、リストの更新の話で、リストを作ってしまうとそれで終わりかということになって、リ

ストの古い本をどうしていいものかと思ってしまいます。公共図書館からリストを提供され

るということに対して、どのように思われますか。

横須賀：自分で本を取って調べるというのは理想的ですが、学校はとにかく時間がなくて、

先生は１時間で調べられる本を用意して下さいという言い方をされます。そうなるとこちら

でいくらか選書をして子供達がパッと見てパッと使えるような本を与えてしまうのが現状

です。公共図書館からリストをいただいた時はそれを活用しようと思いますが、活用まで至

っていないのが現状です。自分たちの中であの本は使えたなという記憶があります。またメ

ーリングリストでこういう本を集めていますと呼びかけた方が早いということがあります。 

西口：公共はリストを作る側ですが、15 年前、大阪公共図書館協会にある研究会で、公共と

学校図書館の連携というテーマで何か役に立つものを作らないといけないという話になり

世界 180 カ国のリストを作って、この本にはナイジェリアの食が載っているとかいうリスト

を作ったのですが 2、3 年後にはデータが古くて使えなくなったということがあります。リ

ストを作るには能力やノウハウとかが必要と思いますが、館内でどんな努力をされているか、

鈴木さんと小川さんにお聞きしたいです。

鈴木：リストを作ると更新が大変で、更新できていないものもあります。ただ福島県に関す

るものは当館でしか資料はなかなか集まりませんし、更新する必要があると思います。私は、

この発表に当たって、福島県内の学校司書に（レファ協の利用について）いくつか質問をし

ました。例えば進学校の司書からは、人権関係の資料を探していて、レファ協（参加館の）

専門図書館で新しい資料を見つけたということを聞きました。いろいろな使い方をしながら

補充していくとレファ協の可能性が広がるのかなと考えました。

小川：学校図書館からの本のリクエストで、ピンポイントでこの本ということもあれば、単

元で使いたいというのもあります。それは職員が知恵を絞ってピックアップしているので、

技術的に本のリストを作るのは難しくないのですが、現状ではやっていないです。それとは

別に、リストの一種だとは思いますが、パスファインダーを一般の図書館ではよく作ってい

ます。YA、児童の図書館でも作れと言っているのですが、忙しくてなかなか作れません。一

般の方のパスファインダーはここ 2 年ほどで作っているので更新の必要はそれほどないので

すが、更新は今後の課題です。

西口：当市では図書館システムに該当資料貯め込みという機能があります。例えば調べ学習

のために資料を集めましたら、IC タグをピッとやると何々小学校から依頼があったものとい

うリストが残せます。また例えば農業についての質問であれば、その時点の新しい資料とい

うことで、ノウハウを蓄積できる仕組みです。

先ほどのレファ協の調べ方マニュアルの関連ファイルでリストを公開したら PR にもなり

ます。こんな言い方をするのは少しためらうのですが、学校司書の地位向上のためにも PR

していくことが大事だと思います。レファレンスを登録するのは難しいかもしれませんが、
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調べ方マニュアルでこういう本を使ったよということを PR していただくといいのではと思

います。 

 

（質疑応答） 

質問者：中高生への資料の提供についてはいろいろな話がありました。過ごす場所としての

図書館についてはいかがでしょうか。うちの図書館は飲食も会話も許可しています。テスト

週間は特に悲惨なことになりますが。理想像というと難しいのですが、こういう方向になっ

ていったらいいなということがあれば教えて下さい。 

鈴木：福島県立図書館では YA コーナーには本棚しかないです。子供の図書館の入口のとこ

ろに YA コーナーがあります。というのは児童は「こんにちは」と言って入ってきてくれる

のですが、YA は照れた感じで後を向きます。それで後を向いた際に YA コーナーが見えるよ

うに本棚を設置しています（笑）。すると固定客ができてきました。YA には好きな場所を探

してもらうという感じで YA のための場所は当館にはありません。私が高校図書館にいた時

に、（学校図書館を）がっつり利用してくれる子もいましたが、ふらっと来てくれる子もいま

した。そういう子の居場所として図書館が有力なんじゃないかと感じています。 

小川：当館では YA ルームが YA コーナーの脇にあります。独立した部屋でガラス張りにな

っていて扉で締め切ることができます。なぜかというと図書館は基本静かなところですが、

YA は仲間と来て話しながら調べ物をできるような場とすることを開館以来のコンセプトと

しています。ただ PR はしているのですが、現実は一人で来て勉強している感じです。最近

は場所としての図書館が流行といったらおかしいかもしれませんが、従来の図書館とは違っ

た側面での活用が注目されると思います。個人的には注目していますが、実際は試行錯誤で、

私の方が教えていただきたいです。 

西口：当館は事情がありまして、ここ数年で本を１万 5 千冊減らしました。図書館というよ

りも地域の公共施設として何ができるということが話題になりまして、大人の本を削って、

子供室のスペースをそのまま移しました。そこは自習室で入口には＋act、サッカー、バスケ

ットとかの雑誌を並べておりまして、勉強の合間、部屋を出入りするときに結構見てくれま

す。自習室はテーブルを並べていて、しゃべってもいいようにしていますので高校生が小学

生に教えている姿が見られます。 

質問者：学校司書が短い勤務時間で（レファ協への）入力作業を増やしていくというのはな

かなか大変だと思います。どんな工夫をしたらデータをもっと入力したり、たくさんの館に

参加していただけるようになるでしょうか。 

横須賀：私達も苦労していることです。やることがいろいろある中では時間は取れそうで取

れないです。私の場合は、レファレンスの事例は紙で取っておいて、時間がある時にレファ

協に一気に入力しています。少しずつでも日々入力するのが理想的でしょうけれども、牛久

の場合ですと、図書の時間といって週に一度、全生徒が図書館に来るんですね。授業ですか

らその時間は子供達に付きっきりで全く入力作業ができません。気づけばあと 30 分で帰ら

ないといけない時間になります。それで冬休みとかに一気に入力するという形です。 

質問者：レファ協にデータを入力している図書館は固定化していて、それらは余裕があると

ころなのだと思います。検索していると同じ図書館の事例しか出てこないということがあり

ますので、いろいろな事例が出てくるといいなと思います。特に学校図書館は人手がないの
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で、いい仕組みですとかアイディアを伺えたらと思います。 

西口：なかなか難しいと思いますが、当館の場合は図書館システムと連動していますので、

CSV というファイルで吐き出して登録しているだけです。そのようにシステムと上手く連携

できるようにして、直接入力じゃなくて、CSV で放り込むというのも一つの手だと思います。 

 

（まとめ） 

西口：まとめさせていただきます。2000 年代は総合的な学習ということで、「図書館が使え

るようになりましたね」というようなことを私が子供室の担当だった頃に言っていた覚えが

あります。私がブックプラネットをやっていた時は言語活動の充実ということで、「また図書

館が身近になったね」と言っていました。今度の学習指導要領を見てみるとアクティブラー

ニング、主体的対話的な深い学びということでまた「学校図書館も公共図書館も使おう」と

いう話になってきています。本当に指導要領と図書館の親和性が高くなっていると思います。

ただそのように理論が進んでも人とのネットワークも築かなければ連携はできません。どう

していけばいいかなと思います。私は公共図書館ですので、思っているのは 2000 年代から

学校図書館と関わらせていただいてワークシートを作ったりとか、一緒に地域資料を探した

りして、どんどん教育の中身の方に入って行っていると感じています。その中で中高生に対

する直接的なサービスではないかもしれませんが、（広い意味での）レファレンスの形で学校

司書と公共図書館が教育の中身を作るということで協同できれば新たな取組みになります。

そして、連携の目的はいろいろあると思いますけれどもう一点「一緒に良き利用者を育てて

いくこと」もあげられます。 

私が学校図書館の担当をしている時に近隣の私立の中学校を回っていて、学校司書から

「豊中と箕面の子は違いますね」と言われました。（共に）学校司書が全校配置され公共図書

館としっかり連携をしています。子供が自分で資料を探せるわけで、司書がいることで図書

館が良き利用者を育てていることにつながっていると思いました。その経験があるから今も

支援・連携を続ける力になっています。今後も、学校と公共と余計な仕切りを作らずに「良

き利用者を育てる」ことでともに子供達の学びを支えられたらと思います。そのための一つ

の手段として是非レファ協を活用していただければと思います。 
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8. 閉会挨拶

本日は長時間にわたってフォーラムにご参加いただき、ありがとうございました。図書館

協力課長の大島です。はからずも最後、西口さんから「垣根を作らずに協同していく」とい

うお言葉をいただきましたが、まさしくレファ協の「協同」というところが最後に出てきた

と思っております。本日のお話のなかで、私もいろいろ考えさせられる事項がありました。

例えば、図鑑を使って蝶々の調べ物をするときに、単純に図鑑を見ればいいということでは

なくて…というくだりでは、レファレンスインタビューの能力アップにレファ協が活用でき

るのではないか、ということが頭に浮かびました。またパネルディスカッションでは、調べ

方マニュアルを用いてブックリストを登録する、というお言葉もいただきました。

フォーラムはこれにて終了となりますが、この後は懇親会もございますので、是非そちら

にもご参加いただき、ここで話しきれなかったことや登壇者の方に聞いてみたいことなど、

いろいろとお話しいただければ幸いです。本日はどうもありがとうございました。

国⽴国会図書館関西館　図書館協⼒課⻑

⼤島康作（おおしま こうさく） 
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