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第１１回レファレンス協同データベース事業フォーラム 

プログラム 

 
日時 ： 平成 27 年 2 月 19 日（木） 14 時～17 時 30 分 

会場 ： 国立国会図書館 関西館（京都府相楽郡精華町） 大会議室 

テーマ： つながる図書館の情報サービス：「調べる方法」の公共性 

 

【第 1 部 14：00-15：45】 

14:00～14:05 開会挨拶 関西館長 山田敏之 
  
 提言「つながる図書館の情報サービス」 
14：00～14：35 「図書館における情報発信」 
  ザ・ハフィントン・ポスト・ジャパン記者 猪谷千香 
14：35～15：05 「オープンデータと図書館」  
  国立情報学研究所准教授 大向一輝 
15：05～15：35 「図書館知の共有：レファ協の公共性」 
  青山学院大学教授 小田光宏 
15：35～15：45 まとめ  
  秋田県立図書館副館長 山崎博樹 

【第 2 部 16：00-17：30】 

16:00～16:15 レファレンス協同データベース事業平成 26 年度事業報告 

  関西館図書館協力課協力ネットワーク係 水野翔彦 
16:15～17：25 パネルディスカッション 

「つながる図書館の情報サービス：「調べる方法」の公共性」 
 コーディネータ 秋田県立図書館副館長 山崎博樹 
 パネリスト 清教学園 中・高等学校 教諭・図書館長 片岡則夫 
  東京学芸大学附属小金井小学校 学校図書館司書 中山美由紀 
  山口大学図書館職員 岡崎聡志 
  東京都立中央図書館 係長 余野桃子 
    
17:25～17:30 閉会挨拶 関西館次長 岡村美保子 
    
  （司会）関西館図書館協力課課長補佐 土屋慎一 

【交流会 17：30-18：30】 

 
 
・関西館館内見学（事前申込制）13:20～13:50   



「図書館における情報発信」!
～第""回レファレンス協同データベース事業フォーラム～

!
#$"%$#"&＠国立国会図書館関西館!

猪谷千香（いがや・ちか）!

資料①



激変する情報環境

•  #$$'年 「()*)」「+,--」「./0112知恵袋」!
!!「ブクログ」、米国で「3/456117」「38)479」
•  #$$:年 米国で「;<)=59」
•  #$$>年 「3/456117」「;<)=59」が日本上陸
•  #$"$年 米国で「?@AB/C9/(」
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複雑化する情報環境

•  #$$&年  「;1C5=59」「DEF-,まとめ」!
•  #$$:年  「ニコニコ動画」!
•  #$$G年 米国で「HAB95/(」!
•  #$"$年  「HAB95/(」日本語版!
•  #$""年!!!「I?D-」　　!
•  #$"J年~!バイラルメディア
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変わる図書館の情報発信

旧来モデルイメージ!
図書館K利用者!
図書館KマスメディアK読者／視聴者!
　　　　　　　　　　　　　　（利用者／非利用者）!

!
単純で一方向だったものが、双方向化、複雑化L!
!
!
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変わる図書館の情報発信

近年モデルイメージ!
図書館KMDM!
!!!!!!!!!!!!!K一部ユーザー（利用者／非利用者）!
図書館KマスメディアKMDM!
　　　　!K広範囲なユーザー!
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変わる図書館の情報発信

近年モデルイメージ!
図書館KMDMK一部ユーザーKNHOO!
　　　　!!KマスメディアKMDM!
　　　　  K広範囲なユーザー
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変わる図書館の情報発信

近年モデルイメージ!
図書館KMDMK一部ユーザーKNHOO!
　　　　!!KマスメディアKMDM!
　　　　!!K広範囲なユーザーKNHOO!
　　　　!!Kバイラルメディア!
!!!!!!!!!!!!!!Kより広範囲なユーザー
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$! #! '! :! >! "$! "#! "'! ":! ">!

3/456117!
;<)=59!

インスタントメッセージ

I)@75P?@!
ブログ

<)7)!
38)479!

.1Q;Q65!
M8)P5A0/95!
R58)4)1QA!

?AAQQ!

世界の大学図書館!"館のソーシャルメディア利用数

M!S!T!U0Q!/@P!V!M!RQW!XM14)/8!@5B<197)@C!B118A!Y19!/4/P5()4!8)69/9)5AZ!"
"#$%&'()"$*"+,-&(&,('./,0"('1"2'*$&3(4$'"56,7'67"#$W![[\:']G%!^#$"J_!3)C\#!より
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増える図書館のMDM活用

ツイナビ!
0=[`aaB<)@/b)\c[a
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増える図書館のMDM活用

ツイプロ!
0=[`aaB<[91\c[a
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公共施設の情報発信実例

おたる水族館d3/456117!
Kハフィントンポスト
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図書館の情報発信実例

国際基督教大学d;<)=59
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図書館の情報発信実例

•  国際基督教大学の;TアカウントK一部ユーザー
KNHOOKマスメディアKMDMK広範囲なユーザー

!

朝日新聞デジタル!
（#$"'年６月１８日付）
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図書館の情報発信の実例

D.公共図書館d38)479
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図書館の情報発信実例

東京外語大学dブクログ
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図書館の情報発信実例

図書館dブクログ!
図書館は約":$アカウントあるが、!
ほとんどが大学図書館K公立の壁？!
•  北見市立常呂図書館!
•  袖ケ浦市立図書館
•  宮古島市立平良図書館
•  宮古島市立城辺図書館
•  宮古島市立平良図書館北分館
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図書館の情報発信実例

#$"'年"#月、明治大学図書館が;<)=59で!
本による「ブックツリー」を投稿K!
不快に感じた利用者がメールで苦情、同時に;<)=59で
批判が拡散Kプチ炎上K
公式アカウントのツイート削除、お詫びと説明を掲載K
まとめが作成され、議論が深まる!
!
参照：久松薫子著「図書館におけるMDMの活用について明大図書館ツイッター導入の背景」!
　　　（「図書の譜：明治大学図書館紀要」">巻、#$"'年）
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図書館の情報発信とは？

• 図書館のサイトは一部利用者だけ!
•  MDM利用で、一部利用者から非利用者へ!
　（ただし、想定外の非利用者からの反応もある。。。）!

• より広範囲なユーザーに届けるのに!
　必要なのは、「NHOO」!
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図書館の情報発信とは？

LLでは、「NHOO」には何が必要か？!
!
「サプライズ」K予想を超える!
「パッション」K中の人の情熱が伝わる!
「アジリティ」K素早い対応!
「リスペクト」Kユーザーの反応に対する尊敬!
「コンティニュイティ」K継続は力なり！

博報堂・博報堂R.メディアパートナーズ コンテンツビジネスラボセミナー「コンテンツファンの気持ちに火をつけるマーケティング戦略のヒント」より
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オープンデータと図書館

国立情報学研究所 准教授
大向 一輝

資料②



自己紹介 

•  情報学の研究機関 ＋ 大学への情報インフラ提供 
•  インターネット回線 ＋ 学術情報サービス 
•  図書・雑誌 ＋ 論文 

•  ウェブ研究者 ＋ サービス提供者 

国立国会図書館 
（1館） 

 
収集・保存 

大学・研究図書館 
（1000館以上） 

 
研究・教育 

公共図書館 
（3000館以上） 

 
一般利用 

国立情報学研究所 

… 



自己紹介 



オープンデータとは？ 
•  ウェブ上で公開された開放性の高いデータ 
•  制度面での開放性 
•  技術面での開放性 
•  公共セクターで注目 
•  オープンガバメントの手段として 
•  透明性・市民参加・イノベーション 
•  データ社会の礎のひとつ 
•  ビッグデータ 
•  パーソナルデータ 

http://ted.com 



3.11とオープンデータ 

http://www.tepco.co.jp/forecast/index-j.html 



3.11とオープンデータ 



http://www.whitehouse.gov/open 



http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page23_000044.html 



１ オープンデータ推進の重要性 
 ○ 技術の進展等により大量・多様なデータの処理・利用が可能となってきている 
     → 政府、独法、自治体等が保有する公共データのビジネスや新サービスへの活用が期待されている 
 ○ 公共データの活用促進のため、営利目的も含めた二次利用可能なルール、機械判読（※）に適したデータ形式での公共データの 
  公開（オープンデータ）を推進                     （※）コンピュータプログラムが自動的にデータを再利用（加工、編集等）できること。 

（１）二次利用を促進する利用ルールの整備 
○国が著作権者である公開データについては、二次利用を認めることを原則とする。 

（２）機械判読に適したデータ形式での公開の拡大 
○今後インターネットを通じて公開するデータについては、機械判読に適した構造・データ形式でも公開することを原則とする。 
○重点分野（白書、防災・減災情報、地理空間情報、人の移動に関する情報、予算・決算・調達情報）から優先的に取り組む。  

（３）データカタログ（ポータルサイト）の整備 
○データの横断的検索や自動的提供等の機能を備えた「データカタログ」（ポータルサイト）を整備する。 
                                 （平成25年度上期に試行版の立ち上げ、平成26年度に本運用開始） 

（４）公開データの拡大 
○重点分野について、新ビジネスへの利用が期待される等のデータについて、実務者会議の検討を踏まえ、公開を拡大。 
○新規公開のコストが低いもの、利用者のニーズが高いものは、公開できない・二次利用が認められないものを除き、公開を拡大。 

（５）普及・啓発、評価 
○ニーズの発掘・喚起、新サービス・ビジネスの創出のため、利活用の支援を行う。 
○利用者のニーズ・意見を把握し、取組に反映させる仕組みを構築する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

２ 電子行政オープンデータ推進のための具体的取組 

  ○ 各府省による平成25年度以降の進め方を、工程表として整理。 
  ○ 平成27年度末において、他の先進国と同水準のオープンデータの公開と利用を実現する。 
  ○ ロードマップに記載された施策の取組状況や課題等について、内閣官房は各府省から適宜報告・説明を求める。 

３ 電子行政オープンデータ推進のためのロードマップ 

（平成25年6月14日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定） 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/ 



http://index.okfn.org/country/ 
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国土交通省（3135)

経済産業省 (1512)
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‘ 句． ~ 20件 3

キヨ学祭 法第8粂に~づき、政府が毎年国会に~出している、開学祭術の主主興に関して講じた施策lこ関する報告
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メタデータ更新ヨ 2015-01-19



固002.csv " .. lkld Ohmukai T 

ファイル 編集 表示 挿入 表示形式 データ ツール アドオン ヘルプ 変更内容をすべてドライブに保存しました コメント •：•~－~・

争 F f百字 ¥ % .0・－. o~・ 123・ Arial 10 B I ~ A . 私 ．田 ，H 三 ，土 ・司 その他 マ
．．．．．． 

f x 「1
一一一一T T A B c 。 E F G H J K L M 

l___!l平成2粗鋼引欄集計（総務省統計局）

2 2第2表男女別人口及び世帯数 ー町丁 ・字
＋ ＋ ＋ 令 ’回

3 3 to6-2.0000 to6-2.0001 toら2.000.

4 4市区町村コー町丁字コ一 地母識別書部匿処理部匿先情報 合算地属都道府県名市区町村名大字・町名字・ 丁目名総数（男女男 女

5 5 13101 東京都 千代田区 47115 23394 
＋ ＋ー み ．回

6 6 13101 0010 2 東京都 千代田区 丸の内 x x × 
＋ 

7 7 13101 001001 3 部匿地戚 0140 東京都 千代田区 丸の内 1丁目 × × × 
4ト

8 8 13101 001002 3 東京都 千代田区 丸の内 2丁目
＋ 十

9 9 13101 001003 3 東京都 千代田区 丸の内 3丁目
＋ ＋ 

10 10 13101 0020 2 東京都 千代田区 大手町
＋ ＋ー 十

11 11 13101 002001 3 東京都 千代田区 大手町 1丁目
＋ ＋ 

12 12 13101 002002 3 東京都 千代田区 大手町 2丁目
＋ ＋ー み

13 13 13101 0030 2 東京都 千代田区 内幸町 x x x 
＋ 

14 14 13101 003001 3 部匿地域 004001 東京都 千代田区 内幸町 1丁目 x x x 
＋ 

15 15 13101 003002 3 東京都 千代田区 内幸町 2丁目
＋ .. イト

16 16 13101 0040 2 東京都 千代田区 有楽町 33 21 
’E 

17 17 13101 004001 3 合草地i或あり 003001;00・東京都 千代田区 有楽町 1丁目 33 21 

18 18 13101 004002 3 秘匿地上番 004001 東京都 千代田区 有楽町 2丁目 x x x 
＋ 

19 19 13101 0050 2 東京都 千代田区 震が関 x × x 
＋ ＋ 4ト

却 20 13101 005001 3 東京都 千代田区 霞が関 1丁目
イト

21 21 13101 005002 3 i>匿地培 006002 東京都 千代田区 震が閃 2丁目 x x x 
＋ 

22 22 13101 005003 3 秘匿地域 006002 東京都 千代田区 霞が関 3丁目 x x × 
イト

23 23 13101 0060 2 東京都 千代田区 永田町 431 265 
＋ ’F 

24 24 13101 006001 3 部匪地域 006002 東京都 千代田区 永田町 1丁目 x x x 
25 25 13101 006002 3 合算地域あり 005002ρO！東京都 千代田区 永田町 2丁目 431 265 

ー回

26 26 13101 0070 2 東京都 千代田区 隼町 468 369 
＋ ＋ ’回 ’「

27 27 13101 0080 2 東京都 千代田区 平河町 1200 569 
＋ ＋ー 十 ・－内内 A内局＇＂ F、r、r、r、F、ー ，、

ム 言信写勾:!rJ1 ..,.. ，＿品「門同守 てT7＝借す 、・ro ，、，、. 内向・，
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http://statdb.nstac.go.jp 



巴 d 男女別人口総数及び世術総数

固 d 年前別（5続断級、 4区分｝…

白 血~ 年齢別（ 5威信号級、 4区分｝…

表示更紙

人口総数

仁二二二コ o以上～ 510未満
E二二コ 510以上～ 1287来満
E二二二コ 1287以上～ 2077未満
E二二二コ 2077以上～ 3263未満

亡二二コ 3263以上

11；雌・繭悶 l首川刊λ選択 l創世間Z選択 ｜” W細 ｜同案内図同制柳川・1?ト｜



園人口ピラミッド（国勢調査・将来推計人口） ム．
ファイル編集表示挿入表示形式データ ツールヘルプ 変更内容をすべてドライブに… 他の閲覧者O人 個

f x 総計

争 F f百 字 幅 %123 T Artal ，。 B I -fz- A ， 私 ，田 ，H 主 T J_ T ~ D 困マ芝 ， あ ・

’ーーーーーーーーーー「

A B c F D E 

情報源1：・年齢（5歳階組） 男女別人口及び人口性比ー全置（大正9年～平成22年） ”． 統計センター．
http://www.eもtat.go.jp/SG1/estaVXlsdl .do?sinfid=OOOOO 1085926 

情報源2：”男女年齢各歳別人口 ：出生中位（死亡中位）推計”． 国立社会保障・人口問題研究所．
http ://www. ipss .go .jp/pp-n~ esUi/ne附st03血LJ盟国凶~Is

1.榛グラフを選択する。 2 J・I h1且〆

2 

3 

4 

5 年齢

6 0～4歳

7 5～9 
8 10～14 

9 15～19 

10 20～24 

11 25～29 

12 30～34 
13 35～39 

14 40～44 
15 45～49 
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24 0～4歳
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日本のオープンデータ都市数： 88「玉本町AしL

都市名 ライセンス 開始日 星 内容

奈良県奈良市 CC BY 2014-08-11 3 避難所、人口、国勢調査、農林、水産、事業所、工業、商業、物価、消費生活、労働

長野県須坂市 CC BY 20 14-05~01 2 統計、財政

神奈川県茅ヶ崎市 CC BY 2014・11-263 人口、防災、選挙

愛知県長久手市 CC BY 201牛l0-21 4 避難所

岐阜県大垣市 CC BY 2014・02・・21 3 幼保園・保育園、 小学校・中学校、駐車場・駐輪場、避難所、 AED

福井県高浜町 CC BY 2014・10-293 公共施設、避難所、ごみ

埼玉県 独自 2014-0ら273 県政情報、観光・文化、子育て・教育

神奈川県川崎市 CC BY 2014-04心9 3 避難所

兵庫県川｜西市 CC BY 2014・l0-16 3 統計、公共施設、避難所

石川県内灘町 CCBY 2013・11・01 3 避難所、 AED、パス停留所

静岡県裾野市 CCBY 2013・11・074 人口統計

高島l且宣回市 rr ~v つn1..t_nつ＿n1 ’ミ 企仁n /1~、土土1itn 言。 ／~＂7 瀧能研盤石tr玄儲組鼎 A「1



http://www.city.sabae.fukui.jp/pageview.html?id=11552 



http://fukuno.jig.jp/2012/busmonitor 



http://odhd14.okfn.jp 
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図書館のオープンデータ 

• 図書館の情報資産を開放する 
• 書誌・所蔵・典拠 
• レファ協 
• 何のために？ 
• 図書館のサービス向上のため 
• 横断的な検索・アプリ… 
• 社会に対する知識の提供 



書誌・所蔵・典拠データ 
•  各国国立図書館にて実施済み 
•  LC・BL・BNF・Worldcat… 
•  国立国会図書館の取り組み 
•  書誌：NDLサーチ・デジタルコレクション 
•  典拠：Web NDL Authorities 
•  ISSN：研究・教育に不可欠な雑誌の識別子 
•  国立情報学研究所NACSIS-CATのオープン化 
•  VIAF：典拠データの国際連携 
•  世界中の図書館で同じ作者に同じIDを与える 
•  各国語版のあらゆる著作を集められる可能性 
•  MeSH Terms 



CiNiiのデータ 

<rdf:Description rdf:about="http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB02488158#entity"> 
    <foaf:isPrimaryTopicOf rdf:resource="http://ci.nii.ac.jp/ncid/ 
    BB02488158.rdf"/> 
 
    <dc:title>セマンティックWebプログラミング</dc:title> 
    <dc:title xml:lang="ja-hrkt">セマンティック Web プログラミング 
    </dc:title> 
    <dcterms:alternative>Programming the semantic web 
    </dcterms:alternative> 
    <dc:creator>トビー・セガラン著 ; 玉川竜司訳</dc:creator> 
    <dc:publisher>オライリー・ジャパン</dc:publisher> 
    <dc:language>jpn</dc:language> 
    <dc:date>2010</dc:date> 
    <foaf:topic rdf:resource="http://ci.nii.ac.jp/books/search?q= 
    セマンティックウェブ" dc:title="セマンティックウェブ"/> 
    <cinii:ncid>BB02488158</cinii:ncid> 
    <dcterms:hasPart rdf:resource="urn:isbn:9784873114521"/> 
</rdf:Description> 
<rdf:Description rdf:about="http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB02488158#entity"> 
    <foaf:maker> 
    <foaf:Person rdf:about="http://ci.nii.ac.jp/author/DA15839119"> 
        <foaf:name>大向, 一輝</foaf:name> 
        <foaf:name xml:lang="ja-hrkt"> 
        オオムカイ, イッキ 
        </foaf:name> 
    </foaf:Person> 
    </foaf:maker> 
</rdf:Description> 
 

http://ci.nii.ac.jp 



http://id.ndl.go.jp/auth/ndla 



つながるデータ 

国立国会図書館 アメリカ議会図書館 

Wikipedia日本語版 Wikipedia英語版 



http://viaf.org 



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/ 



知識インフラとしての図書館データ 

•  目に見える情報 
•  どのような資料が存在しているか（目録） 
•  資料に関する基本事項（書誌） 
•  情報源の多様化 
•  出版社・オンライン書店・検索エンジン・ソーシャル

メディア… 
•  情報発見環境としては明らかによくなっているが、図

書館の相対的重要性は…？ 
•  目に見えない情報 
•  レファ協データの意義 



レファレンス協同データベース
Co I ’ ~ b 。， a ti V・Reference。stab• s・

ツプ ＞：.~べゐマニュアル詳

調べ方マニュアル詳細（Detailof search guide data} 

1伝記用URL]http://crd.ndl.g0Jp/reference/deta1l?page=man view&id=2000016200 

~供館

(_1brary) 

調べん作成ヨ

(Creation date) 

調資テーマ

(Title of小esearcn gui 

de) 

近像文学中央図書館（3310037) E草.号

(Con:rol numb 

er) 

20 1 1 ~手03月 1 5 4予録E時

ヨ （Reg1stratio

date) 

20 1 1 ~03月 1 5 日 23鰐O
更新E時

8分
(last update) 

Ci Nilが使えない時の圏内緩誌記ゆ・協文の羽べ方

国立情報学研究所コンテンツザーピス運用カレンダ－ lrm跨更新｝

http://www.ni1.ac.jp/content/info/ (20 l l /03/ 18確認）

CiNi1 (ciniijp) on Twine 

http://twitter.oom/cirnijp (2011 /03／活様認）

国立情報学研究所 NIIJOuhouken on Twitter 

http://twi悦er.oom/jouhouk凹 （201l/03/18fi認｝

国立国会図It館サーチ

http://1ss.ndl.g0Jp/ (2013/l l /29確認｝

毘ゆ・詩文

事是認記事 NDL-OPAC （国立国会図書館）

http://opac.ndl.goJp/ (201 l /03/15確認｝

Google Scholar 

http://scholar.google.ooJp/ (20 l l /03/15確認｝

Google 

附 p：／ハYWW.google.COJP/ (2011 /03/151!'~） 

l_C::T.t.r.i: 劇中主主!:fi繊銀総高量 ．菅直鈴会ε，T亭 I、

‘トップへ反る

KUCL0025 

2013年11月29日11時5

6分

~コ巴至日

~ 

ツイート フォローする

国立国会図，•2月旬日
函館図・舘傷

力限

Ocrd h附珂t

明治 10～I 2年の宮中新年

会のお題lよ何か． ［秋田県
立図

館） crd.ndl.go.j p/ref，自rence

開く

園立国会図・•2月市3日
西館図’館悔

力限

Ocrd抑制

a:亙量週・・・・・， rゴンドラの札 I立アンデル
センの rベネチアのゴンドラ
J という…

， 楽穏探象・淘i!fのQ となる
資制・情報

， 江戸中期、翠船業を営んでい
た宮本曾八という商人につい
て？控えて．．

もっと見る

llJ!翠~・
， 父が言っていることと遭う事

カ鳴いてある本があります
。2転…

_. rこのill: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．

_. r心が変われば行働力f変わる



レファレンス協同データベース
Co I ’ ~ b 。， a ti V・Reference。stab• s・

ツプ 〉レファレンス41例詳

‘トップへ反る

レファレンス事例群細（Detailof reference example) 

(li;記用URL]http://crd.ndl.g0Jp/reference/deta1l?page=ref view&id= 10α）（）28008 

~供館

(_1brary) 

~（作成ヨ

(Creation date) 

問

(Ou田てion)

回答

(Answer) 

回答プロセス

福井県立図，Ht(2110037) E草.号 稲井県図－ 200602

(Con:rol numb 1 4 -1 

2006~手02月 1 4 4予録E時

ヨ （Reg1stratio

date) 

200~03月29日 1 6持I

2分

er) 

更新E時

(last update) 

2008年01月10日08鰐3

2分

『この道をいけばどうなるものか．から始まる言葉の会3どが知りたい．良寛のき＃；らしい．

，円沢笥夫（のちの暁島哲夫）氏の詩 r道」が~~当の詩で喧．

この誇l主、初出 r同帰－~事335号（信和26年 1 0月 1 日発行）。

r祭14'断結J 1966.5 法波宮官に所収されています。

なお、 r猪木寛至自伝』 iζl草、 一休宗総の雷~と して以下の誇が潟滅されています。

rこの道を行けはどうなるものか危ぶむなかれ危ぶめば道はな

E商み出せばその一足が1£1となり その一足が遣となる迷わす’行けよ 行ltl：！わかるさ．

これにより、アントニオ猪木氏がこの言薬を一体宗純の胃袋として認議しているということはわかり£した

たインターネットサイトでも、 一体宗純の胃袋として録っているページが複数存在することもわかりま・

しかしながら、 一休京純の胃袋である乙とを示す恨鎚となる資料は、発見でさまゼんでした。

したがって、アントニオ獄木氏の庭右の銘は、一伏京純よりも清沢哲夫氏の詩の敬愛である可能性がぷい

と考えます。

インターネットで『この溌をいけば」で検梨．

アントニオ猪木が引退時に得俗である一休；；＜純の震巣をヨ｜用しているとする、ページを多数発見する． （タ

イトルi主 r遜』？）

『この道を行けばどうなるものか危ぶむなかれ危ぶめばi貨はな

議み出せばその一足が1£1となり その一足が遣となる迷わず行けよ 行けばわかるさ．

fー休和尚会集 1～4巻』 ｛漢文の詩や害事E喜が掲継されている）→上記iこ滋当する漁)ti立発見できず。

fー休さんー00話a牛込完治／義2004.3国脅刊行会→なし

，＿休道政』 1997.12坦童文化研究所→なし

－篠宮Eで禅語録や淡E喜・~；；幸の辞典、名｝；＇’ Rま言辞典、 一体の伝記など直接祷認→手がかりなし

・アントニオ猪木本人が申書いた『猪木党支店伝』を被認→全文が娼織されー休＊.fit.のことばだと軍事かれてい

るが

~コ巴至日

~ 

ツイート フォローする

国立国会図，•2月旬日
函館図・舘傷

力限

Ocrd h附珂t

明治l0～I 2年の宮中新年

会のお題lよ何か． ［秋田県

立図

館） crd.ndl.go.j p/ref，自rence

開く

園立国会図・•2月市3日
西館図’館悔

力限

Ocrd抑制

a:亙量週・・・・・， rゴンドラの札 I立アンデル

センの rベネチアのゴンドラ

J という…

， 楽穏探象・淘i!fのQ となる
資制・情報

， 江戸中期、翠船業を営んでい

た宮本曾八という商人につい
て？控えて．．

もっと見る

llJ!翠~・
， 父が言っていることと遭う事

カ鳴いてある本があります

。2転…

_. rこのill: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．

_. r心が変われば行働力f変わる



レファ協データの意義 

• 情報そのものからは知り得ない情報 
• 資料と資料の目に見えないつながり 
• 「お弟子さんの論文」 
• ○○の代わり・○○ではないという事実 
• 「CiNiiが使えない時」 
• 「この道をいけばどうなるものか」 

• 書誌に対する付加価値 
• 逆引き検索の可能性 



知識をつくる図書館 

• ししょまろはん 
• 残念な日本地図 
• Wikipediaタウン 



http://libmaro.kyoto.jp 
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残念な日本地図 

http://cheese-factory.info 



http://www.solabo.net/wiki0525/ 



http://ja.wikipedia.org/wiki/汽車道 



まとめ 
• オープンデータと図書館 
• 活用する 
• 多様な情報源の把握と利用 
• 提供する 
• 図書館データの充実とさらなるオープン化 
• つくる 
• コミュニティへの参画を通じて自らが知識を作
り出す 

• プロセスを伝えるためのレファ協 



図書館知の共有
レファ協の公共性

m-oda@ephs.aoyama.ac.jp

小田光宏
（青山学院大学）

第11回レファレンス協同データベース事業フォーラム
資料③



前置き

2



本日の私の役割

提言となる意見の表明

 フォーラムのテーマに関して，レファ協の視点から
検討する。

• 猪谷さん…（おそらく）情報発信の意義を語る。

• 大向さん…オープンデータの基礎を示す（はず）。

テーマの深化に向けた橋渡し

 フォーラムのテーマを，レファ協の文脈で議論でき
る（前半と後半がつながる）ように整理する。

• 前半…つながる図書館の情報サービス

• 後半…つながる図書館の情報サービス：「調べる方
法」の公共性

3

3

http://crd.ndl.go.jp/
http://crd.ndl.go.jp/


図書館知を考える

4



「図書館と知」に関係する議論

過去の文献における議論

 人々の知的活動に図書館が貢献するという意義や理
念を主張する内容

 人々の知的営みを支える図書館活動の方法や実践を
示している内容

 図書館資料によって提供できる「知」の性質や特徴
を整理する内容

過去の文献で見ることがない（少ない）議論

 図書館活動が「知」そのものとして成り立つという
内容

 図書館員が創り出す「知」が社会において有用であ
るという内容

5
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図書館の「知」という捉え方

方法的な知（図書館情報専門職のコンピテンシ）

 分類法・件名法（主題の記号・言葉による体系化）

 目録法（資料へのアクセス手段の提示）

 索引法（情報へのアクセス技法の基礎）

 検索法（情報源の効果的活用手法）

「調べる方法」は，こうした「知」を統合・集約した
成果の象徴である。

活動の成果としての知

 質問回答サービスの記録（レファレンス事例）

「調べる方法」は，レファレンス事例の記録をさらに
一般化させたメタ成果物でもある。

6
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閑話休題
（図書館の経営形態とレファ協）

7



ほんの経験ですが…

とある図書館の指定管理者（甘木氏）との会話

 小田：レファレンス事例の記録は，どうしますか？

 甘木：自社のデータベースに登録して活用します。

 小田：レファ協に参加して公開することはサービス
の一つとはなりませんか？

 甘木：今後の検討課題にします。

 小田：レファレンス質問を受けた職員が，その質問
に対応できない場合は，どうしますか？

 甘木：自社のデータベースに登録されている過去の
質問事例を検索して，回答の参考にします。

8
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あくまで傾向の指摘ですが…

レファ協参加館と「指定管理者制度導入2014調査
（日本図書館協会）」との照合に見る乖離

 レファ協側から見ると

• 政令市：参加19市24館中，指定管理２市２館

• 一般市：参加248市266館中，指定管理22市23館

• 23区：参加８区８館中，指定管理２区２館

• 町村：参加33町村33館中，指定管理２町村２館

 指定管理側から見ると

• 政令市：指定管理８市49館中，参加２市２館

• 一般市：指定管理111市199館中，参加22市23館

• 23区：指定管理11区90館中，参加２区２館

• 町村：指定管理47町村52館中，参加２町村２館
9
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しかるに留意しておくことは…

中央館と地域館（分館）の関係

 中央館がレファ協に参加し，地域館（分館）が指定
管理される傾向が予測されること。

 図書館業務の一部を指定管理者が行う場合があり，
レファレンスサービスの扱いが様々であること。

指定管理者制度ではない形態による経営

 業務委託その他，指定管理者制度館とは異なる形態
による経営があり，指定管理者以外がすべて直営に
よってレファレンスサービスが行われているという
わけではないこと。

10
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もとへ戻る前に心配なのは…

指定管理者等による図書館経営の現状とレファ協
との関係

 プロポーザルにおいて，レファ協への参加はデフォ
ルトになっているのだろうか？

図書館サービスの公共性という点から捉えた，レ
ファレンスサービスの成果の扱い

 レファレンスサービスの成果を公開（発信，共有）
しないで，指定管理者等が保持したままになってい
てもよいのだろうか？

11
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レファ協の公共性

12



レファレンスサービス再考

サービスの構造

 間接サービスと直接サービスがある。

 直接サービスにおける回答の方法として，情報の提
供と利用（調べ方）の案内がある。

サービスの位置づけ

 レファレンスサービスの知識や技術を展開させた課
題解決型の活動が存在する（ビジネス支援，健康医
療情報サービスなど）。

 サービスの性格は共通していても，異なるサービス
の一部として認識される活動が存在する（文献利用
指導，読書案内ほか）。

13
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公共性の有無を判断するための視点

受益性の克服

 直接サービスだけを捉えると，利用者個人のニーズ
に依拠している面が強調されてしまう。

 有料でも提供できるという意識も生まれやすい。

公益性の創出

 課題解決型サービスのように，社会的な利益につな
がったり，読書案内のように，図書館の効果的な利
用に結びつく活動であると認識されている。

 サービスの成果そのものが価値を持ち，成果の二次
利用によって，さらに便益を生み出す活動であると
理解されている。
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レファ協の価値

道具（機会，場）としての有効性

 情報発信

 オープンデータ

 成果（図書館知）共有

社会的な利益

 レファレンス記録（レファレンス事例データ）の役
割

 調べる方法（調べ方マニュアルデータ）の意義

15
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Collaborative Reference Database

図書館界内部でのコラボレーション（つながり）

 他の図書館とのつながり

 館種を越えたつながり

 コメント機能によるつながり

 公開されたデータの利用によるつながり

図書館の外に向けたつながり

 利用者と図書館員とのつながり

• 媒介するのは情報ニーズ（レファレンス質問）

• 両者が協力して行う作業（回答プロセス）

16
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「調べる方法」の検討

教育的な視点

 調べて終わりではない。

• 調べた後に，考えるというプロセスが存在する。

 答えを見つけるのではない。

• 調べるのは答えではなく，答えを生み出すための素
材である。

リテラシーマインドの形成

 疑って評価する。

• 調べた結果，過程，対象を評価する態度を養う。

 目的を持つ。

• どのように調べるかとともに，何のために調べるか
を意識して実践する。

17
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ありがとう
ございました

18
18



レファレンス協同データベース事業

平成26年度事業報告
国立国会図書館関西館 図書館協力課

第11回レファレンス協同データベース事業フォーラム
開催日：平成27年2月19日（木） 会場：国立国会図書館関西館大会議室

資料④



事業の現状
▶ 参加館数、データ登録件数、被参照件数

平成26年度の取り組み
▶ 新規加入の促進
▶ データ登録・データ公開の促進
▶ その他の活動
▶ 企画協力員・参加館による活動

平成27年度の予定

おはなしすること

１

2

3

2



事業の現状
▶ 参加館数
▶ データ登録件数
▶ データ被参照件数

1

3



1 32 4 5

館種別の事業参加館数（平成26年12月末現在）

● 公共図書館 383館※

● 大学図書館等 173館※

● 専門図書館 52館
● 学校図書館等 15館
● その他 6館
● 国立国会図書館 12館※

※都道府県立図書館 54館、政令都市立図書館 24館、市町村立図書館 305館
※国立大学図書館 48館、公立大学図書館 17館、私立大学図書館 107館、高等専門学校 1館
※国立国会図書館には支部図書館を含む。

公共

60%

大学

27%

専門 8%

学校 2%
その他

1% 国会図 2%
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1 32 4 5

鹿児島

大分

佐賀

長崎

沖縄

熊本

北海道

青森

福岡

宮崎

山口

島根
広島 鳥取

兵庫

岡山

愛媛
香川

高知 徳島

和歌山

京都 福井

滋賀

三重

石川

富山

静岡

山梨

群馬

大坂

奈良

新潟

山形

岩手

宮城

福島

秋田

岐阜

長野

埼玉
神奈川

東京

愛知

都道府県別の事業参加館数（平成26年12月末現在）

栃木
茨城

千葉
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1 32 4 5

都道府県別の事業参加館数（平成26年12月末現在）

1 東京都 104機関 11 広島県 15機関 25 佐賀県 9機関 35 熊本県 5機関

2 大阪府 44機関 14 奈良県 13機関 26 栃木県 8機関 38 山形県 4機関

3 愛知県 43機関 15 石川県 12機関 26 群馬県 8機関 38 福島県 4機関

4 神奈川県33機関 16 岩手県 11機関 26 山口県 8機関 38 香川県 4機関

5 兵庫県 30機関 16 茨城県 11機関 29 富山県 7機関 38 愛媛県 4機関

6 埼玉県 26機関 16 静岡県 11機関 29 福井県 7機関 38 鹿児島県4機関

7 北海道 20機関 16 岡山県 11機関 29 島根県 7機関 43 青森県 3機関

7 京都府 20機関 20 新潟県 10機関 29 長崎県 7機関 43 滋賀県 3機関

9 千葉県 18機関 20 山梨県 10機関 29 沖縄県 7機関 43 大分県 3機関

10 福岡県 17機関 20 岐阜県 10機関 34 徳島県 6機関 46 和歌山県2機関

11 秋田県 15機関 20 三重県 10機関 35 宮城県 5機関 46 高知県 2機関

11 長野県 15機関 20 宮崎県 10機関 35 鳥取県 5機関
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1 32 4 5

館種別のデータ登録件数（平成26年12月末現在）

● 公共図書館 約98,000件
● 大学図書館等 約18,000件
● 専門図書館 約9,000件
● 学校図書館等 約1,000件
● その他 約2,000件
● 国立国会図書館 約12,000件

合計 約140,000件

公共

70%

大学

13%

専門 6%

学校 1%

その他
2%

国会図 8%

7



1 32 4 5

公開範囲別・種類別の内訳（平成26年12月末現在）

一般公開

58%
参加館

12%

自館のみ

30%

公開範囲の内訳

レファレンス事例

92.8%

調べ方

マニュアル

6.5%

特別コレクション

0.3%

参加館

プロファイル

0.5%

データの種類の内訳
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1 32 4 5

鹿児島

大分

佐賀

長崎

沖縄

熊本

北海道

青森

福岡

宮崎

山口

島根

広島
鳥取

兵庫

岡山

愛媛

愛媛

高知 徳島

和歌山

京都

福井

滋賀

三重

石川

富山

静岡

山梨

群馬

大坂

奈良

新潟
山形

岩手

宮城

福島

秋田

岐阜

長野

埼玉

神奈川

東京

愛知

都道府県別のデータ登録数（平成26年12月末現在）

栃木茨城

千葉
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1 32 4 5

参加館とデータ数の推移
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600
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0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

平成

17年

平成

18年

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

データ登録数（件） 平成26年データ登録数（件） 参加館数 平成26年参加館数

平成17年
一般公開
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1 32 4 5

提供館別データ公開件数 (一般&参加館公開)

①レファレンス事例データ（一般+参加館公開の上位10機関）

1. 国立国会図書館 10,644件
2. 埼玉県立久喜図書館 9,130件
3. 近畿大学中央図書館 6,716件
4. 滋賀県立図書館 4,388件
5. 香川県立図書館 4,154件
6. 横浜市中央図書館 2,416件
7. 岡山県立図書館 2,117件
8. 秋田県立図書館 1,485件
9. 山梨県立図書館 1,377件
10.東京都立中央図書館 1,357件
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1 32 4 5

提供館別データ公開件数 (一般&参加館公開)

②調べ方マニュアルデータ（一般+参加館公開の上位10機関）

1. 福井県立図書館 5,781件
2. 香川県立図書館 1,198件
3. 国立国会図書館 191件
4. 神奈川県学校図書館員研究会 107件
5. 近畿大学中央図書館 102件
6. 埼玉県立久喜図書館 96件
7. 日本能率協会総合研究所マーケティングデータバンク 62件
8. 国立音楽大学附属図書館 52件
9. 東京学芸大学附属図書館 51件
10.大阪市立中央図書館 50件
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1 32 4 5

データ被参照件数の推移
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参加館用 一般用 参加館用（H26年度） 一般用（H26年度）

平成17年
一般公開

平成22年3月
APIを公開

平成25年2月
システムの
入れ替え
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平成26年度の取り組み
▶ 新規加入の促進
▶ データ登録・データ公開の促進
▶ その他の活動
▶ 企画協力員・参加館による活動

2

14



1 32

事業活性化のための取組（新規加入の促進）

a. 学校図書館及び学校図書館関係団体への広報
▶ 計6件の行事に講師として参加した。

b. レファレンス協同データベース事業説明会
▶ 10月に未参加の図書館等を想定した説明会を実施した。

東京本館と関西館の2回で計35名が参加。
▶ 説明会前後で4館の新規参加館があった。

c. 議会図書館・支部図書館への広報
▶ 議会図書室職員向け研修等でのパンフレット配布の他、

1月に支部図書館向けの研修会を東京で開催した。
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1 32

事業活性化のための取組（新規加入の促進）

7月 箕面市学校図書館司書研修会（箕面市）
8月 第30回学校図書館問題研究会熊本大会（熊本市）
8月 第39回全国学校図書館研究大会（甲府市）
8月 学校図書館専任職員研修会（豊中市）
9月 長崎県図書館実務研修会（長崎市）

10月 三重県図書館職員基礎講座（津市、桑名市、伊勢市）
10月 レファレンス協同データベース事業説明会（関西館、東京本館）
1月 支部図書館向け研修（東京本館）
2月 平成 26 年度図書館地区別研修（近畿地区）（大阪市）
2月 奈良県学校図書館協議会研修会（奈良市）
2月 岩手県高等学校教職員組合研修会（盛岡市）
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1 32

事業活性化のための取組（データ登録・公開の促進）

a. 第10回レファレンス協同データベース事業担当者研修会
▶ 6月に東京本館と関西館で実施し、計53名が参加した。

b. 遡及入力の支援
▶ 大阪府立中央図書館、国立音楽大学附属図書館などの

事例を入力中。

c. 参加館通信の発行
▶ 各月に2回ずつ参加館へ配信している。事務連絡や、運

営に役立つ情報などを掲載している。
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1 32

事業活性化のための取組（データ登録・データ公開の促進）

d. 参加館へのサポート
▶ レファ協参加の一定期間後のヒアリングや、依頼に応じた講師の

派遣などを行なっている。
10月 姫路市立城内図書館レファレンス研修（姫路市）
11月 桜井市立図書館スタッフ研修（桜井市）
11月 職員館内研修（吹田市）
3月 桃山学院大学附属図書館職員研修（和泉市）

e. 国立国会図書館長からの礼状送付
▶ 平成26年12月末時点での累積データ数、年間データ登

録数、年間データアクセス件数が一定以上を記録した
館に当館から礼状を送付

18



平成26年度礼状送付館一覧 1/3

公共図書館
▶ 北海道立図書館

▶ 岩手県立図書館

▶ 宮城県図書館

▶ 秋田県立図書館

▶ 山形県立図書館

▶ 栃木県立図書館

▶ 埼玉県立久喜図書館

▶ 千葉県立中央図書館

▶ 東京都立中央図書館

▶ 神奈川県立図書館

▶ 新潟県立図書館

▶ 島根県立図書館

▶ 岡山県立図書館

▶ 香川県立図書館

▶ 愛媛県立図書館

▶ 高知県立図書館

▶ 福岡県立図書館

▶ 大分県立図書館

▶ 沖縄県立図書館
▶ さいたま市立中央図書館

▶ 横浜市中央図書館

▶ 相模原市立橋本図書館

▶ 石川県立図書館

▶ 福井県立図書館

▶ 山梨県立図書館

▶ 岐阜県図書館

▶ 愛知芸術文化センター
愛知県図書館

▶ 三重県立図書館

▶ 滋賀県立図書館

▶ 京都府立総合資料館

▶ 大阪府立中之島図書館

▶ 大阪府立中央図書館

▶ 鳥取県立図書館
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平成26年度礼状送付館一覧 2/3

公共図書館
▶ 名古屋市鶴舞中央図書館

▶ 京都市図書館

▶ 大阪市立中央図書館

▶ 神戸市立中央図書館

▶ 福岡市総合図書館
▶ 北九州市立中央図書館

▶ 函館市中央図書館

▶ 根室市図書館

▶ いわき市立いわき総合
図書館

▶ 牛久市立中央図書館

▶ 宇都宮市立図書館

大学図書館
▶ 秋田大学附属図書館
▶ 東京学芸大学附属図書館

▶ 昭和女子大学図書館

▶ 近畿大学中央図書館

▶ 所沢市立所沢図書館

▶ 市川市中央図書館

▶ 中野区立中央図書館

▶ 鎌倉市中央図書館

▶ 塩尻市立図書館

▶ 長野市立長野図書館

▶ 安城市中央図書館

▶ 蒲郡市立図書館

▶ 豊中市立図書館

▶ 吹田市立中央図書館

▶ 天草市立中央図書館

礼
状
授
与

祝

!!

平成26年
参加館
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平成26年度礼状送付館一覧 3/3

専門図書館
▶ 日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館

▶ 東京都江戸東京博物館 図書室

▶ 国立教育政策研究所教育研究情報センター
教育図書館

▶ 愛知県女性総合センター情報ライブラリー

▶ 大阪府立男女共同参画・青少年センター(
ドーンセンター)情報ライブラリー

▶ 名古屋都市センターまちづくりライブラ
リー

▶ 凸版印刷株式会社印刷博物館ライブラリー

▶ トヨタ自動車株式会社トヨタ博物館ライブ
ラリー

学校図書館
▶ 奈良学園中学校・高等学校
▶ 京都女子大学附属小学校図書館
▶ 東京学芸大学学校図書館運営専門委
員会

▶ 神奈川県学校図書館員研究会

その他
▶ 福井県文書館
▶ 茨城県立歴史館（閲覧室）

計73館

平成26年
参加館

平成26年
参加館

平成26年
参加館
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企画協力員賞

芳賀町総合情報館
▶ 職員数が少ない中で、積極的に郷土の事例を登録。

萩市立萩図書館
▶ 職員数が少ない中で、2013年から積極的なデータ登録を開始。

龍谷大学図書館
▶ 職員数が少ない中で、2013年から積極的なデータ登録を開始。

一般社団法人日本自動車工業会自動車図書館
▶ 自動車関係のレファレンス事例に特化し、調べ方マニュア

ルも含め、積極的に登録。

22
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その他の活動

▶ 一般向け講演等
▶ 「レファレンス協同データベ

ース登録事例集第1集参加館
種別編」の刊行

▶ Twitterによる情報発信
▶ 平成25年度新規参加館へのア

ンケート
▶ 平成26年度利用者アンケート
▶ れはっちのお出かけレポート
▶ 地震・災害 関連情報

23
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ウェブサイトにはレファ協の活動の成果がいっぱい
▶ レファ協運営のコツや参加館のインタビューなどが掲

載された「メールマガジン、コラム集」
▶ ガイドライン、データ集、パンフレットブックカバー

やれはっちの画像データがいっぱいの「刊行物等」
▶ レファ協運営には欠かせない情報が詰まった「過去の

担当者研修会・フォーラムの記録」
▶ そのまま職場で使える研修用スライド資料が掲載され

た「主な活動記録・予定」
ぜひ、ご利用ください！

ウェブサイトをご利用ください！
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サポーターの活動

平成26年度の新規サポーター（敬称略）
▶ 古瀬慶博（東海大学海洋研究所地震予知研究センター）
▶ 中村裕史（神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター)

▶ 寺尾隆（株式会社図書館流通センター）
▶ 北邑希世子（ししょまろはん）
▶ 坂下直子（京都女子大学附属小学校）

寄稿
▶ 平成26年度 寄稿 「レファ協データを活用！『京都

レファレンスマップ』」（ししょまろはん）

25



1 32

レファレンス協同データベース事業企画協力員による活動

レファレンス協同データベース事業企画協力員（敬称略）
▶ 小田光宏 青山学院大学教育人間科学部教授
▶ 木下みゆき 一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団
▶ 谷本達哉 羽衣国際大学人間生活学部准教授
▶ 森田盛行 公益社団法人全国学校図書館協議会理事長
▶ 山崎博樹 秋田県立図書館副館長
▶ 余野桃子 東京都立中央図書館

26
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平成26年度の主な活動実績

事業の評価及び企画の検討
▶ 平成26年度は7月と12月に企画協力員会議を開催。

データベースの品質向上に関する活動
▶ 事例へのコメントなど

広報、研修への協力
▶ 担当者研修会の講義や課題、フォーラム等での協力。
▶ 大学や図書館などでレファ協を用いた研修を実施。
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参加館による活動

研修
▶ 都立産業技術高等専門学校

附属図書館で館内研修実施
▶ 東京都高等学校学校司書会

研修

展示
▶ 埼玉県立久喜図書館が展示

「実は日本一なんです！埼
玉県立久喜図書館」を実施
。イオンレイクタウン店で県立図書館のサービスを紹介する展示を行います: 埼玉県立図書館ブログ

http://libprefsaitama.seesaa.net/article/408837676.html
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平成27年度の予定3
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平成27年度の活動予定

平成27年
▶ 6月頃 担当者研修会
▶ 8月頃 未参加館向け説明会

平成28年
▶ 2月頃 レファレンス協同データベース事業フォーラム
▶ 2月頃 国立国会図書館長からの礼状送付

※随時、図書館等の要請に応じて研修講師を派遣
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ご清聴ありがとうございました。
ご質問はinfo-crd@ndl.go.jpへ！
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レファレンス協同データベース事業平成26年度事業報告 
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1. 事業の現状 ...................................................................................................................... 1 
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(5) レファレンス協同データベース事業企画協力員による活動 .................................. 11 
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1. 事業の現状 

(1) 参加館数（平成 26 年 12 月末現在） 

館種 平成25年度まで 今年度増加 今年度減 合計 

公共図書館 374 10 1 383 

 都道府県 54 0 0 54 

 政令指定都市 24 0 0 24 

 市町村※ 296 10 1 305 

大学図書館 167 6 0 173 

 国立大学 47 1 0 48 

 公立大学 16 1 0 17 

 私立大学 103 4 0 107 

 高等専門学校 1 0 0 1 

専門図書館 50 2 0 52 

学校図書館 9 6 0 15 

その他 5 1 0 6 

国立国会図書館 12 0 0 12 

合計 617 25 1 641 
※ 宇都宮市立南図書館と宇都宮市立東図書館が「宇都宮市立図書館」として事業に参加したことに伴い、宇都宮市立東

図書館が脱退手続きを行った。 

※ その他は福井県文書館（平成26年度参加）、寒川文書館、茨城県立歴史館（閲覧室）、尼崎市立地域研究史料館、東京

都公文書館、外務省外交史料館などのアーカイブズ機関。また、国立国会図書館には支部図書館を含む。 
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(2) データ登録件数（平成 26 年 12 月末現在） 

a. 累計データ登録数 

  公共 大学 専門 学校 その他 国会図 合計 

レファレンス事例 90,270  16,880  8,417  1,253  2,487  11,328  130,635  

 一般公開 52,007  9,863  4,313  592  474  10,703  77,952  

 参加館公開 8,876  1,433  425  124  236  29  11,123  

 自館参照 29,387  5,584  3,679  537  1,777  596  41,560  

調べ方マニュアル 7,481  801  189  241  22  405  9,139  

 一般公開 1,456  230  123  109  4  192  2,114  

 参加館公開 5,887  72  5  2  2  3  5,971  

 自館参照 138  499  61  130  16  210  1,054  

特別コレクション 280  61  38  0  3  29  411  

 一般公開 187  43  38  0  0  17  285  

 参加館公開 67  6  0  0  3  0  76  

 自館参照 26  12  0  0  0  12  50  

参加館プロファイル 383  173  52  15  6  12  641  

 一般公開 383  173  52  15  6  12  641  

 参加館公開 0  0  0  0  0  0  0  

 自館参照 0  0  0  0  0  0  0  

合計 98,414  17,915  8,696  1,509  2,518  11,774  140,826  

 一般公開 54,033  10,309  4,526  716  484  10,924  80,992  

 参加館公開 14,830  1,511  430  126  241  32  17,170  

 自館参照 29,551  6,095  3,740  667  1,793  818  42,664  

 

b. 提供館別データ公開件数（上位ランキング） 

＜レファレンス事例（一般公開のみ上位 10 館）＞ 

1. 国立国会図書館 （10,642 件） 

2. 埼玉県立久喜図書館  （7,263 件） 

3. 近畿大学中央図書館  （6,712 件） 

4. 滋賀県立図書館  （4,384 件） 

5. 香川県立図書館  （3,163 件） 

6. 岡山県立図書館  （2,115 件） 

7. 東京都立中央図書館   （1,355 件） 

8. 山梨県立図書館  （1,352 件） 

9. 大阪府立中央図書館  （1,277 件） 

10. 岐阜県図書館  （1,274 件）

 

＜レファレンス事例（一般公開と参加館公開の合計上位 10 館）＞ 

1. 国立国会図書館      （10,644 件） 

2. 埼玉県立久喜図書館   （9,130 件） 

3. 近畿大学中央図書館   （6,716 件） 

4. 滋賀県立図書館   （4,388 件） 

5. 香川県立図書館   （4,154 件） 

6. 横浜市中央図書館   （2,416 件） 

7. 岡山県立図書館   （2,117 件） 

8. 秋田県立図書館   （1,485 件） 

9. 山梨県立図書館   （1,377 件） 

10. 東京都立中央図書館   （1,357 件） 

 

＜調べ方マニュアル（一般公開上位 10 館）＞ 
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1. 香川県立図書館           （1,098 件） 

2. 国立国会図書館            （191 件） 

3. 神奈川県学校図書館員研究会（106 件） 

4. 近畿大学中央図書館        （102 件） 

5. 埼玉県立久喜図書館         （96 件） 

6. 日本能率協会総合研究所マーケティン

グデータバンク          （62 件） 

7. 大阪市立中央図書館      （50 件） 

8. 国立音楽大学附属図書館  （42 件） 

9. 福岡県立図書館          （39 件） 

10. 公益財団法人吉田秀雄記念事業財団アド・

ミュージアム東京広告図書館 （38 件） 

 

＜調べ方マニュアル（一般公開と参加館公開の合計上位 10 館）＞ 

1. 福井県立図書館          （5,781 件） 

2. 香川県立図書館     （1,198 件） 

3. 国立国会図書館      （191 件） 

4. 神奈川県学校図書館員研究会（107 件） 

5. 近畿大学中央図書館        （102 件） 

6. 埼玉県立久喜図書館         （96 件） 

7. 日本能率協会総合研究所マーケティン

グデータバンク         （62 件） 

8. 国立音楽大学附属図書館 （52 件） 

9. 東京学芸大学附属図書館 （51 件） 

10. 大阪市立中央図書館     （50 件） 

 

(3) データの被参照件数（平成 26 年 12 月末現在） 

a. 平成 26 年度月別被参照数の推移（参加館公開及び一般公開）※ 

  レファレンス事例 調べ方マニュアル 特別コレクション 参加館プロファイル 合  計 

4 月 1,306,436  42,309  4,715  15,418  1,368,878  

5 月 1,478,743  40,232  4,033  16,733  1,539,741  

6 月 1,461,155  37,377  3,333  14,152  1,516,017  

7 月 1,707,621  51,477  3,905  16,071  1,779,074  

8 月 1,930,681  49,386  3,819  16,442  2,000,328  

9 月 1,825,027  48,375  4,253  19,328  1,896,983  

10 月 1,867,637  48,438  4,416  19,431  1,939,922  

11 月 1,999,813  48,803  4,541  17,776  2,070,933  

12 月 2,365,893  53,877  4,959  23,728  2,448,457  

総計 15,943,006  420,274  37,974  159,079  16,560,333  

 

b. 年度ごとの被参照数総計（参加館公開及び一般公開）※ 

  レファレンス事例 調べ方マニュアル 特別コレクション 参加館プロファイル 合  計 

平成16年度 23,822  1,739  1,571  2,384  29,516  

平成17年度 135,633  6,698  2,701  6,729  151,761  

平成18年度 372,923  27,322  2,342  11,852  414,439  

平成19年度 934,783  49,622  3,899  18,416  1,006,720  

平成20年度 1,506,785  65,456  5,929  22,252  1,600,422  

平成21年度 2,423,254  99,378  5,654  27,358  2,555,644  
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平成22年度 6,407,952  209,039  30,826  69,851  6,717,668  

平成23年度 6,944,084  280,387  41,394  81,423  7,347,288  

平成24年度 7,674,019  252,109  49,852  247,650  8,223,630  

平成25年度 16,530,577  480,292  57,026  206,606  17,274,501  

平成26年度 15,943,006  420,274  37,974  159,079  16,560,333  

 

c. 年度ごとの月平均被参照数（参加館公開及び一般公開）※ 

  レファレンス事例 調べ方マニュアル 特別コレクション 参加館プロファイル 合  計 

平成16年度 1,985  145  131  199  2,460  

平成17年度 11,303  558  225  561  12,647  

平成18年度 31,077  2,277  195  988  34,537  

平成19年度 77,899  4,135  325  1,535  83,893  

平成20年度 125,565  5,455  494  1,854  133,369  

平成21年度 201,938  8,282  471  2,280  212,970  

平成22年度 533,996  17,420  2,569  5,821  559,806  

平成23年度 578,674  23,366  3,450  6,785  612,274  

平成24年度 639,502  21,009  4,154  20,638  685,303  

平成25年度 1,377,548  40,024  4,752  17,217  1,439,542  

平成26年度 1,771,445  46,697  4,219  17,675  1,840,037  

 

※ 被参照数は、各データの詳細表示画面の表示回数 

※ 平成17年12月の一般用画面統計は、12月15日から31日までの期間が対象 

※ 平成26年度は、平成26年4月～平成26年12月の合計 

 

d. 提供館別被参照件数（上位ランキング） 

1. 埼玉県立久喜図書館 （1,599,667 件） 

2. 香川県立図書館     （1,208,237 件） 

3. 国立国会図書館     （1,052,677 件） 

4. 近畿大学中央図書館 （1,050,251 件） 

5. 岡山県立図書館       （594,494 件） 

6. 大阪府立中央図書館  （364,857 件） 

7. 福井県立図書館      （346,276 件） 

8. 大阪市立中央図書館  （332,163 件） 

9. 豊中市立図書館      （327,135 件） 

10. 横浜市中央図書館    （274,246 件） 
※ 平成26年4月から平成26年12月末までの値 

※ レファレンス事例データ、調べ方マニュアルデータおよび特別コレクションデータにつき、参加館用システム・一

般公開用システム双方からの被参照件数を合計した。 
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2. 平成 26 年度の活動報告 

(1) 平成 26 年度の主な活動内容 

＜平成 26 年＞ 

6月11日  レファレンス協同データベース事業担当者研修会（関西館） 

6月24日  レファレンス協同データベース事業担当者研修会（東京本館） 

7月11日  「レファレンス協同データベース登録事例集 第1集 参加館種別編」作成 

7月25日  箕面市学校図書館司書研修会に講師を派遣 

7月31日  平成26年度企画協力員会議（第1回）開催 

8月3日  第30回学校図書館問題研究会熊本大会に講師を派遣 

8月4日  Twitterのフォロワー数が10,000人を超える 

8月6日  第39回全国学校図書館研究大会に講師を派遣 

8月27日  豊中市学校図書館専任職員研修会に講師を派遣 

9月8日  長崎県図書館実務研修会へ講師を派遣 

10月1~2,17日 三重県図書館職員基礎講座へ講師を派遣 

10月9日  レファレンス協同データベース事業説明会（関西館） 

10月16日 姫路市立城内図書館レファレンス研修に講師を派遣 

10月23日 レファレンス協同データベース事業説明会（東京本館） 

11月5日～7日 第16回図書館総合展にて広報活動 

11月6日  「れはっちのおでかけレポート 第1回」を事業ホームページに掲載 

11月14日  桜井市立図書館スタッフ研修に講師を派遣 

11月18日  平成26年度レファレンス協同データベース利用者アンケート報告公開 

11月27日  吹田市立図書館職員館内研修に講師を派遣 

12月11日  平成26年度企画協力員会議（第2回）開催 

＜平成 27 年＞ 

1月9日  国立国会図書館支部図書館向け研修を東京本館で開催 

2月4日  平成 26 年度図書館地区別研修（近畿地区）に講師を派遣 

2月10日  奈良県学校図書館協議会研修会に講師を派遣 

2月14日  岩手県高等学校教職員組合研修会に講師を派遣 

2月  国立国会図書館長の礼状を送付 

2月19日  第11回レファレンス協同データベース事業フォーラムを開催 

(2) 事業活性化のための取組（新規加入の促進） 

平成 26 年 4 月から 12 月までの期間に新規参加館 25 館を得ており、参加館の累計は 641

館となった。（参加館の統合等による脱退 1 館あり。） 

昨年度までは電話勧誘や広報チラシの送付といった非対面での勧誘のみをおこなってい

たが、今年度は未参加館向け事業説明会を開催した。また、担当者研修会、事業説明会、事

業フォーラムなどの開催の広報を兼ね、近隣図書館へ事業参加の案内を実施した。 

 

<平成 26 年 12 月までの新規参加館> 
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 愛知県立大学学術研究情報センター 

 甲南高等学校・中学校 

 小松市立図書館 

 あおぞら財団付属西淀川・公害と環境資料館 

 市立小樽図書館 

 福井県文書館 

 羽衣国際大学学術情報センター 

 東大寺学園中・高等学校図書館 

 秋田大学附属図書館 

 一般社団法人日本自動車工業会 自動車図書館 

 見附市図書館 

 桜井市立図書館 

 京都女子大学附属小学校図書館 

 みやこ町図書館 

 阪南市立図書館 

 綾部市図書館 

 南丹市立中央図書館 

 神戸松蔭女子学院大学図書館 

 愛知大学豊橋図書館 

 椙山女学園大学図書館 

 神戸女学院中学部・高等学部 

 静岡県立韮山高等学校 

 米子市立図書館 

 伊賀市上野図書館 

 箕面市学校図書館司書連絡会

 

a. 学校図書館及び学校図書館関係団体への広報  

全国的な規模のものを含む、学校図書館関係の研修等 6 件の行事に職員を派遣した。 

 

b. レファレンス協同データベース事業説明会  

10 月 9 日に開催した関西館では 14 名が、10 月 23 日に開催した東京本館では 21 名が参加

した。事業説明会の案内をした館などから 4 館の新規参加を得た。 

 

c. 国立国会図書館支部図書館への広報 

当館の支部図書館担当部署にヒアリングを行ったほか、1 月に支部図書館向けの研修を東

京本館で実施し、10 人の参加を得た。 

 

d. その他  

a の学校図書館関係の他、未参加館が参加する 3 件の研修会等に職員を派遣した 

 

(3) 事業活性化のための取組（データ登録・データ公開の促進） 

担当者研修会、遡及登録支援等の取り組みを行った結果、累計登録データ数 140,826 件、

増加データ数 11,963 件の成果を得た。（平成 26 年 12 月末現在） 

上位 2 割の参加館が全データの 8 割を作成しており、登録館の中でもデータの作成に積極

的な館とそうでない館の二極化が進んでいる。国立国会図書館長からの礼状送付等により

参加館のモチベーションの向上を引き続き図り、登録が滞っている参加館への個別の働き

かけ及び技術的サポートの強化をはかった。 

 

平成 26 年度のデータ登録件数 

  公共 大学 専門 学校 その他 国会図 合計 
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レファレンス事例 7,647  -931  2,276  269  945  1,372  11,578  

調べ方マニュアル 87  192  15  34  16  8  352  

特別コレクション 4  2  3  0  0  0  9  

参加館プロファイル 9  6  2  6  1  0  24  

合計 7,747  -731  2,296  309  962  1,380  11,963  

※ 平成26年4月～平成26年12月の合計 

 

a. 第 10 回レファレンス協同データベース事業担当者研修会 

6 月 11 日の関西館では 19 名が、6 月 24 日の東京本館では 34 名が参加した。参加者 53 名

すべてに修了証を発行した。 

 

b. 遡及入力の支援 

大阪府立中央図書館、国立音楽大学附属図書館の事例を入力中。 

 

c. 参加館通信の発行 

昨年度までと同じく、各月に 2 回ずつ発行している。号外も含め、今年度は 12 月末まで

に 28 回発行した。昨年度までの主な内容に加え、今年は外部機関での講師派遣や広報活動

などのお知らせ・報告などを配信している。 

 

d. 参加館へのサポート 

新規参加館に対し、レファ協への参加一定期間後に電話でヒアリングを実施し、参加後の

課題や意見などを集めた。また、参加後に初めて一般公開したデータについては事務局から

のコメント付与、参加館通信や Twitter などでの紹介など、モチベーションを保つための取

り組みを行なった。 

 

e. 国立国会図書館長からの礼状送付  

＜礼状送付対象館一覧＞ 

  参加館名 累積登録点数 年間登録点数 被参照数件数 

1 北海道立図書館 943  808  46,416  

2 岩手県立図書館 624  124  118,393  

3 宮城県図書館 2,253  180  196,908  

4 秋田県立図書館 4,579  464  177,752  

5 山形県立図書館 1,083  91  97,416  

6 栃木県立図書館 1,523  201  110,247  

7 埼玉県立久喜図書館 25,962  1,277  2,017,711  

8 千葉県立中央図書館 1,256  146  178,638  

9 東京都立中央図書館 4,140  83  312,754  

10 神奈川県立図書館 1,036  110  112,001  
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11 新潟県立図書館 2,972  91  102,240  

12 石川県立図書館 3,283  521  280,844  

13 福井県立図書館 15,634  177  440,254  

14 山梨県立図書館 4,112  70  325,918  

15 岐阜県図書館 4,045  121  221,863  

16 愛知芸術文化センター愛知県図書館 3,092  39  102,282  

17 三重県立図書館 3,155  255  153,840  

18 滋賀県立図書館 13,957  393  317,560  

19 京都府立総合資料館 887  81  92,297  

20 大阪府立中之島図書館 1,033  284  93,835  

21 大阪府立中央図書館 4,510  444  454,930  

22 鳥取県立図書館 1,008  29  65,031  

23 島根県立図書館 2,537  588  312,636  

24 岡山県立図書館 6,349  570  744,207  

25 香川県立図書館 15,607  1,982  1,514,578  

26 愛媛県立図書館 1,340  32  94,905  

27 高知県立図書館 716  60  90,414  

28 福岡県立図書館 2,625  165  179,503  

29 大分県立図書館 549  234  17,797  

30 沖縄県立図書館 1,730  45  142,317  

31 さいたま市立中央図書館 2,659  611  230,919  

32 横浜市中央図書館 5,926  222  353,026  

33 相模原市立橋本図書館 2,443  418  200,856  

34 名古屋市鶴舞中央図書館 1,274  258  143,296  

35 京都市図書館 981  119  116,037  

36 大阪市立中央図書館 3,368  47  421,803  

37 神戸市立中央図書館 2,029  560  97,621  

38 北九州市立中央図書館 1,949  147  116,401  

39 福岡市総合図書館 643  227  37,616  

40 函館市中央図書館 11,053  1,212  23,487  

41 根室市図書館 420  296  412  

42 いわき市立いわき総合図書館 1,267  469  102,326  

43 牛久市立中央図書館 2,157  510  174,106  

44 宇都宮市立図書館 645  207  81,077  

45 所沢市立所沢図書館 321  295  41,267  

46 市川市中央図書館 1,910  202  134,138  

47 中野区立中央図書館 275  258  2,032  

48 鎌倉市中央図書館 411  230  12,034  
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49 長野市立長野図書館 1,905  147  142,518  

50 塩尻市立図書館 774  264  76,596  

51 蒲郡市立図書館 681  228  85,778  

52 安城市中央図書館 347  347  4,807  

53 豊中市立図書館 3,589  1,096  403,772  

54 吹田市立中央図書館 710  302  17,411  

55 天草市立中央図書館 1,407  1,214  35,288  

56 秋田大学附属図書館 216  216  676  

57 東京学芸大学附属図書館 4,061  4,048  22,169  

58 昭和女子大学図書館 2,148  31  126,604  

59 近畿大学中央図書館 20,477  794  1,375,750  

60 
日本貿易振興機構アジア経済研究所図

書館 3,124  225  89,624  

61 
国立教育政策研究所教育研究情報セン

ター教育図書館 1,571  156  104,253  

62 東京都江戸東京博物館 図書室 375  44  103,403  

63 
愛知県女性総合センター情報ライブラ

リー 409  348  3,433  

64 
大阪府立男女共同参画・青少年センタ

ー(ドーンセンター)情報ライブラリー 2,175  1,078  16,943  

65 
名古屋都市センターまちづくりライブ

ラリー 228  228  862  

66 
凸版印刷株式会社印刷博物館ライブラ

リー 954  643  91,389  

67 
トヨタ自動車株式会社トヨタ博物館ラ

イブラリー 1,901  368  71,898  

68 神奈川県学校図書館員研究会 1,197  324  71,839  

69 奈良学園中学校・高等学校 204  204  1,113  

70 京都女子大学附属小学校図書館 253  253  32,098  

71 
東京学芸大学学校図書館運営専門委員

会 626  623  48,398  

72 茨城県立歴史館（閲覧室） 2,434  991  27,398  

73 福井県文書館 291  291  5,425  

※ 網掛け（色付き）部分が基準を満たした項目（累積登録件数は、今年度新たに基準を満たした場合のみ網掛け（色づ

け）している。） 

 

＜企画協力員賞対象館＞ 

・ 芳賀町総合情報館（職員数が少ない中で、積極的に郷土の事例を登録。） 
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・ 萩市立萩図書館（職員数が少ない中で、2013年から積極的なデータ登録を開始。） 

・ 龍谷大学図書館（職員数が少ない中で、2013年から積極的なデータ登録を開始。） 

・ 一般社団法人日本自動車工業会 自動車図書館（自動車関係のレファレンス事例に特化

し、調べ方マニュアルも含め、積極的に登録。） 

 

f. その他 

レファ協参加館が参加して行われた 3 件の研修会などに職員を派遣した。研修先ではあわ

せて、ヒアリングやレファ協運営のための個別相談なども実施した。 

 

(4) その他の活動 

a. 実習生受け入れ等 

8 月 29 日 関西大学・村上泰子教授ゼミ学生受け入れ 

9 月 4 日 平成 26 年度図書館情報学実習受け入れ 

11 月 11 日 カリフォルニア大学バークレー校 CV スター東亜図書館 Peter Zhou 館長

への事業説明 

 

b. 「レファレンス協同データベース登録事例集 第 1 集 参加館種別編」の刊行 

事業の紹介のため、登録データの中から 31 件のデータを収録した事例集を作成し、ウェ

ブで公開した。各事例の登録館からコメントを集め、事例と併せて掲載した。 

 

c. Twitter による情報発信 

公式アカウント（@crd_tweet）から、おすすめ事例、アクセス TOP5 事例、イベント情報

等を投稿している。平成 26 年 4 月から 12 月末までの 1 日当たり平均ツイートは約 25、総

ツイート数は 4592。フォロワー数は 11,292 名である。今年度は事務局の活動を周知するた

め、講師派遣先などの状況を写真も交えて投稿するようにしている。 

 

d. 平成 25 年度新規参加館へのアンケート  

新規参加館には加入時にアンケート調査への協力を依頼しているが、回答率が低いため、

年度が変わった時点で再度回答の督促を行っている。平成 25 年度新規参加館 38 館に依頼

し平成 26 年 12 月末までに 17 館から回答あり。アンケートの回答で新規参加館から推薦が

あった機関には事務局からレファ協参加の案内を出した。 

 

e. 平成 26 年度利用者アンケート 

調査期間は 6 月 23 日～9 月 26 日で回答総数は 79 件だった。詳細な報告を事業ホームペ

ージで公開した。 

 

f. れはっちのおでかけレポート 

12 月末までに伊万里市民図書館（平成 26 年 11 月 6 日）、京都女子大学附属小学校図書館

（平成 26 年 11 月 26 日）、三重県立図書館（平成 26 年 12 月 26 日）の 3 件実施し、Twitter

第11回レファレンス協同データベース事業フォーラム 
平成27年2月19日（木）資料⑤

10



とウェブサイトに掲載した。 

 

g. 地震・災害 関連情報 ※平成 23 年度からの継続企画 

「事業のページ＞地震・災害 関連情報」に、新着情報を日々追加している。12 月末まで

に登録したデータ数は 17 件で、現在の累計データ数は 397 件である。 

 

(5) レファレンス協同データベース事業企画協力員による活動 

a. レファレンス協同データベース事業企画協力員（敬称略） 

小田 光宏  青山学院大学教育人間科学部 教授 

木下 みゆき 般財団法人大阪府男女共同参画推進財団 

谷本 達哉  羽衣国際大学人間生活学部 准教授 

森田 盛行  公益社団法人全国学校図書館協議会 理事長 

山崎 博樹  秋田県立図書館 副館長 

余野 桃子  東京都立中央図書館 

 

b. 平成 26 年度の主な活動実績  

＜レファレンス協同データベースを中心とした講演等＞  

4月22日 秋田県図書館職員初任者研修会「レファレンスサービス演習」（山崎博樹） 

 

＜講演等の一部での紹介＞ 

7月3日 神戸女子大学「図書館サービス概論」（木下みゆき） 

7月24日 ㈱図書館流通センター「レファレンス協同データベースと利用者サービス」（木下

みゆき） 

8月20日 大阪教育大学「社会教育施設職員の学び合い講座」（木下みゆき） 

9月24日 大阪府「男女共同参画施策に関わる職員のための研修プログラム」（木下みゆき） 

 

＜授業での紹介＞ 

秋田大学教育文化学部「レファレンスサービス演習」（山崎博樹） 

青山学院大学「情報サービス論Ⅰ」（小田光宏） 

青山学院大学「情報サービス論Ⅱ」（小田光宏） 

桃山学院大学「情報サービス演習」（谷本達哉） 

羽衣国際大学「情報サービス演習Ⅱ」（谷本達哉） 

桃山学院大学「情報の探索の知識と技法」（谷本達哉） 

同志社大学「図書館情報資源特論」（木下みゆき） 

 

(6) 参加館による活動 

a. 東京都高等学校学校司書会 

① 名称  「レファレンスのスキルアップをはかる１」 

② 日時  平成26年10月1日 
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③ 会場  都立新宿高等学校 

④ 主催  東京都高等学校学校司書会 中部地区・所支部 

⑤ 参加人数 11人 

 

b. 東京都高等学校学校司書会研修 

① 名称 レファ協 DB 研修（通称） 

② 日時 平成 26 年 9 月 1 日（月）15 時～17 時（予定） 

※実際には、他の会議などが延びた影響で、50 分程度に縮小された。 

③ 会場 都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス図書館司書室内 

④ 主催 都立産業技術高等専門学校品川キャンパス図書館  

⑤ 参加人数 6 名（全員、司書資格をもち、図書館業務経験 3 年以上） 

 

c. 埼玉県立久喜図書館 

① 名称  「実は日本一なんです！埼玉県立久喜図書館」（展示） 

② 日時  平成26年11月13日（木）から16日（日） 

③ 会場  越谷イオンレイクタウン店 

④ 主催  埼玉県立久喜図書館 

 

(7) メディアへの掲載 

a. メディア掲載実績 
 移転 20 年の県立図書館 ～ 利用状況は全国の上位 生活支援、調べものに対応（四

国新聞 平成 26 年 5 月 12 日） 
 図書館に集まるＱ＆Ａ、活用探る 国立国会図書館関西館で１９日 （朝日新聞朝刊京

都 平成 27 年 2 月 3 日） 
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レファレンス協同データベースは面白いか［高 2年］ 

レファレンス協同データベースフォーラム資料 2015 年 2 月 19 日 
清教学園中・高等学校 探究科 片岡則夫 

「だれかが図書館で調べたこと」を高校生が調べる 

 

2015年 1月 28日・2月 6日に清教学園高等学校 3年生・

2年生，計 83名に対して，レファレンス協同データベース

を使った演習を各 50 分間行った。3年は卒業論文の作成を

終え卒業式直前の，2 年はこれらからテーマ設定をして論

文作成に挑もという生徒達である。 

レファレンス協同データベースへの生徒たちの評価は

グラフの通りである。「非常に役立つと思う」「役立つと思

う」を合わせるとそれぞれ 71％・75％であり，おおむね好

評であった。また，2年生では「面白さ」に注目して， NDC

を展開し質問項目を見つけさせた。その結果「とても面白

い」「面白い」を合わせると 60％であり，「役立ち感」の割

合よりは低いものの，一定の面白さ楽しさを感じてくれた。 

以下に生徒（3年生）のコメントを掲載する。［  ］内

は検索語であり，その生徒の卒業論文のトピックと思って

いただいてよい。 

 

［肯定的コメント］ 
 
・検索語を絞り込めば自分の気になっている質問をすぐに
見つけることが出来るし良いサイトだと思います。大学生
になったらとても使えると思います。[いじめ] 
 
・とても使い勝手が良かった。年代順や、拍手順、観覧数
順など様々な並び替えができることも良かった。大学や社
会に出ると、自分の研究や仕事に必要な資料を探す機会が
多くなるだろう。そういった際に活用していきたい。[ハ
ンセン病] 
 
・一つの言葉で検索しただけで、いくつもの質問が出てき
たことに驚いた。とても使いやすかった。質問への回答が、
とても詳しく答えられていたので、参考になりやすいと思
った。[剣道] 
 
・今日初めてこのサイトを使用し、こんな便利な機能があ
ったのかと驚いた。論文はもう書き終わってしまったが、
もう少しはやくここにかいてある情報を活用していれば
さらに良い論文になっていたかもしれないなと思った。
[役割語] 
 
・自分の調べたいと思った質問がたくさんあってとても役
に立つと思う。また、他人の目線からのそのテーマの疑問
点がわかるので、新たに調べたいことが増える可能性もあ
る。そのテーマに関連した本もたくさん検索できるので便
利。時間の短縮になるので、論文を書く上でこのサイトは
活用すべきだと思う。これからは論文を書くときは活用し

レファ協は役立って面白い 

レファレンス協同データベースは役立つか［高 3年］ 

レファレンス協同データベースは役立つか［高 2年］ 
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ていこうと思った。[ブライダル] 
 

・検索した言葉とは一見関係なさそうな質問があった

りして面白かった。同じような疑問を持っている人が

いて少し嬉しかった。図書館での検索ツールのみでし

か資料を探す方法を知らなかったので、ほかの人の疑

問を知りながら、その回答にある資料の一覧を見る事

ができるので、とても便利だと思った。[非行少年] 

 

・レファレンス協同データベースを見れば、自分と同

じようなことを調べている人がいて、質問について共

感できる部分が結構あって読んでいて面白かった。変

わったことを質問している人がいて、興味深かった。

なかなか使い勝手も良く役に立った。ディズニーを調

べている人が多かった。[ディズニーランド] 

 

・自分と同じような疑問を持った人が沢山居て、私が

質問したかったような内容の質問も投稿されていた。

このサイトを活かせば論文をもっと書きやすくなるに

違いない。論文を仕上げている最中にこのサイトに出

会いたかった。また、自分では気が付かなかったよう

な疑問を投稿している人も居て、新しい学びにも繋が

る。[色彩] 

 

・自分の疑問がまだ文章にしてかけるような段階でな

かったとしても、人の疑問を見ることで疑問がはっき

りしてくると思うのでとても有意義なシステムだと感

じた。[ホテル] 

 

・自分と同じような質問や、同じ疑問を持っている人

がいて、読んだときに共感できた。とても使い勝手が

良かった。今後もなにか機会があれば活用したいと思

った。[テニス] 

 

［否定的コメント］ 

 

・今回はタラントンのテーマとなっている、英検と

TOEIC について検索してみた。しかし、両者ともに書

籍における資料が参考書を除きかなり少ないことがあ

ってか、質問の個数が少なかった。英語という単語で

検索すると、多くの検索結果がでた。分類ごとに質問

を絞って検索することができたので、その点は良いと

感じた。[英語] 

 

・いろいろ見ていると参考になる質問とかがあって、

時間があるときに見るのはいいと感じた。しかし、同

じような質問もあってそれが邪魔だなと思った。あと、

答えの本が多すぎて、一つ一つ見ていくのが大変そう。

[交通事故] 

 

・自分のテーマがマイナー過ぎたのか、検索しても質

問が８つしか出てこなかった。しかし、思い付きで調

べた単語を調べるにはとてもいいプログラムであると

思う。ここにもし出てこなかったとしてもインターネ

ットで調べればいいと思うのでいいと思う。[ブロード

ウェイ] 

 

・ライブなどの現象である「ノリ」が検索しても出て

こない。「海苔」「糊」などが基本となり、言葉を中心

に検索されるので今回の場合はうまくいかなかった。

また、質問の内容も、質問数が少ないためか、あまり

「役立つ」とは言えないように感じた。[ノリ,ライブ] 

 

・私が知りたいようなことは見当たらなかった。私は

思いついたキーワードがいけなかったのか、あまり質

問の数も多くはなかった。しかし、調べ方を変えてみ

るとたくさんの質問があるかもしれないから役に立つ

かもしれないなと感じた。[宝塚] 

 

・質問している人の内容による。主に私的な内容が多

いと見受けられた。yahoo!知恵袋の図書館版に近いな

ぁと個人的に感じた。また、調べる単語によって良い

内容・よくない内容で大きな差がある。だから、あま

り使い勝手はよろしくないと思いました。[予告編]  
 
［考察・所感］ 

・検索結果が思わしくない場合は，当然否定的なコメ

ントが寄せられた。一方で，質問項目の蓄積が進めば

ある程度カバーできると思われるコメントも多かった。 

・NDC からの質問探しは，項目名と望む分類を結びつ

けるのが生徒には難しかった。つまり項目を降りてゆ

く形では自分の興味のある本棚においそれとはたどり

つけない。こうした問題の解決は，生徒の専門用語や

学問体系に関する知識，絞り込みのスキルの向上を待

たなければならない。 

・生徒のコメントに「様々な質問が載っており新たな

ヒントを得ることができた。中には、面白いなと思う

ものもあり、興味がすごく湧いた。新たな観点から、

分野を見ることができた。」とある。これこそ，レファ

協の醍醐味である。自分の見るレンズとは異なるレン

ズで研究対象を覗かせてもらえる面白さ楽しみに，早

く生徒が気づいてくれるとよいのだが。 
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参考図書(事典・辞書)：定義を調べるために 

・柏木哲夫『いのちに寄り添う。：ホスピス・緩和ケアの実際』，KK ベストセラーズ，2008 年、分類 490.15 
・日野秀逸『世界大百科事典 26』，平凡社，2007 年、分類 R-031-26-ﾎｰﾏｷ 
・柏木哲夫『生と死を支える：ホスピス・ケアの実践』，朝日新聞社，1983 年、分類 490.15 
書籍：はじめに読んでみたい本・役立つ本 

・シャーリー・ドゥブレイ『ホスピス運動の創始者：シシリー・ソンダース』，日本看護協会出版会，1997
年、分類 490 
・藤井理恵・藤井美和『増補改訂版 たましいのケア：病む人のかたわらに』，いのちのことば社，2012 年、

分類 197 
・柏木哲夫『定本ホスピス・緩和ケア』，青海社，2007 年、分類 490 

官公庁・団体・企業・博物館など（Web サイト）  
・特定非営利活動法人 日本ホスピス緩和ケア協会 http://www.hpcj.org/index.html 
雑誌名／雑誌記事 

・『信徒の友』編集部『慰めと希望の葬儀：キリスト教葬儀の考え方と実際』，日本キリスト教団出版局，

2010 年 
制作者の論文 

・『ホスピスにおけるキリスト教の役割とは：自分らしい最期を迎えるために』、清教学園高等学校探究科

卒業論文、2013 年、分類 490 
制作者のコメント 

 資料はたくさんあるので、自分に合う本を見つけて読むことが重要だ。また、宗教が関わると、主観が

入ってしまって難しい。けれども、出来るだけ客観的に考察するようにしてほしい。 

 
ホスピス 

医学（645） 

仏教 
シシリー・ソンダース 

宗教観 
 

キリスト教 

イギリス 日本 

歴史 
 

柏木哲夫 

精神科医 
医療 

 

心の病 チャプレン 
 

祈り 

人生 

死 
 

葬儀 

墓 

SEIKYO PATHFINDER 

2014年 2月 7日作成 

清教学園高等学校 490ホスピス 
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参考図書(事典・辞書)：定義を調べるために 

・交通新聞社『高速バス時刻表 2012 年夏・秋号』,2012 

書籍：はじめに読んでみたい本・役立つ本 

・自交総連大阪地連『高速ツアーバス乗務員は語る』,日本機関紙出版センター,2012 

・週刊東洋経済 2010 年 7月 17日号,東洋経済新報社  

・堀内重人『高速バス』グランプリ出版,2008 

官公庁・団体・企業・博物館など（Web サイト）  
・日本バス協会「日本のバス事業」 http://www.bus.or.jp/about/pdf/h23_busjigyo.pd（2013 年 9月 24

日参照） 

・平成 24年７月 国土交通省自動車局 「新高速乗合バスについて」 

http://www.mlit.go.jp/common/000219455.pdf（2013年 9月 24日参照） 

雑誌名／雑誌記事 

・2012 年 4月 30日 朝日新聞 1総合 

・渡辺敦美『日経トレンディ』No.341,日経 BP社,2012 

制作者の論文 

・『安全性と顧客ニーズを実現する新高速バス：1200 ㎞の取材旅行を通して』、清教学園高等学校探究科卒

業論文、2012 年、分類 685.5 
制作者のコメント 

高速バスは顧客ニーズに柔軟な対応をとっている代表的なサービスだ。この顧客ニーズというものは必

ずどの業界にもある。顧客ニーズに視点を置くと、きっといろいろな発見がある。 
 

 
高速バス 

バス（685.5） 

現代の高速バス 高速バスとは何か 

定義・歴史 
 

起源 

その他の事故 関越道高速バス事故 

事故 
 

あずみ野観光バス

 

横 3 列 
シート 

 

横 2 列 

横 4 列 整備 
居眠り運転 

安全性 
 

安全喚起装置 

ツアーバス廃止 

新高速バス 

 

幅運賃 

管理委託制度 

SEIKYO PATHFINDER 

2014年 2月 7日作成 

清教学園高等学校 

   
  

685.5高速バス
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東京学芸大学 学校図書館運営専門委員会のとりくみ 

「先生のための授業に役立つ学校図書館活用データベース」（2009年 9月～） 

 http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/ 
 

第 11回レファレンス協同データベースフォーラム 

                          2015．2．19 国立国会図書館 関西館 

                    東京学芸大学附属小金井小学校 中山美由紀 

 

・国立国会図書館 レファレンス協同データベースへの転載 

 2013 年 9月より レファレンス協同データベースの参加団体となった。 

 2014 年 1月 2件登録 （事例 1件 日常 1件） 

2014年 2月 21日 学校図書館の日常＞トピック記事「レファ協の学校図書館への期待」小田光宏教授 

 2014 年 3月 25日 NDLによる遡及入力 205件 （事例 174件 日常 31件） 

2015年 2月 11日の登録件数：一般公開 203件、参加館のみ 4件、自館のみ 9件 

（授業事例は「A0180」までを転載。「学校図書館の日常」のレファレンスは管理番号「日常ﾚﾌｧ 20

141103」までを転載。←「日常レファ」にアップした年月日をいれた管理番号にしてある。） 

→すでにアップしてある事例のレファ協への転載は容易 （ハードルはいったん超えている） 

 

【一般公開オススメ事例 1件】 

A0060 小５図工事例「日常的な風景で、さりげなくて、かつ、ストーリ性のある写真集や絵本はないか。

小学校 5 年生の図工の授業で使いたい。」 

【参加館公開オススメ事例 3件】 

A0130 中１家庭科「栄養や食事に関するグループ別の調べ学習を行うので、各グループのテーマに沿った

図書を用意してほしい。」 

日常ﾚﾌｧ 20140102「昔、中学校の教科書で習った記憶がある「コスモスの 花びらを そっとゆすり…（中

略）」という歌詞の曲名、作詞・作曲者名、歌詞全文が知りたい。曲が見つかったらその楽譜が見たい。」 

日常ﾚﾌｧ 20141103 「公共図書館にマルチメディアデイジー教科書を置くことはできないのか。」 

 

・被参照件数 

   自分たちでは知りえないデータ →励み 

  （奇数月 省略） 

一般用 

シス

テム 

2013.12 2014.02 2014.04 2014.06 2014.08 2014.10 2014.12 2015.01 の 

総計 

531 713 3601 2629 4769 4713 14301 58248 

 

・被参照件数と拍手 

 2492 件 9拍手 日常ﾚﾌｧ 20140619 失恋しました…、心が癒される本を貸してほしい。（高 2 男子） 

2417件  2拍手 日常ﾚﾌｧ 20131218 嵐主演ドラマ・映画の原作本はどのようなものがありますか？（中 2 

2142件 16拍手  A0060 日常的な風景で、さりげなくて、かつ、ストーリ性のある写真集や 
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1453件  0拍手  A0004 玉川上水に関わる資料が欲しい（小学校 4 年社会科授業） 

1359件  2拍手 A0102 道徳の授業の一環として、絵本『クラウディアの祈り』を紹介して 

1300件  5拍手 A0011 小学校 3 年生が音楽劇「じごくのそうべえ」をつくるにあたり、子 

1255件  4拍手 日常ﾚﾌｧ 20140102 昔、中学校の教科書で習った記憶がある「コスモスの 花びらを 

1152件  0拍手 日常ﾚﾌｧ 20120911 『いのちの食べ方』（森達也著.イーストプレス）以外にも屠殺や  

 1092 件  0拍手 A0064 交響曲第 5 番「運命」の鑑賞文＋レポート＝「ベートーヴェン・レポート  

 1018 件  0拍手 日常ﾚﾌｧ 20110405 “みずたま”の本で、横に長い本を探している。小学 2 年生男子か. 

807 件  3拍手 日常ﾚﾌｧ 20130123 オノ・ヨーコの作品で、確か直接が一本ひいてあって、確かそこに 

 

・東京学芸大学「先生のための…学校図書館活用データベース」アクセスカウンター数について 

目標 25万件を上回る 252,595件（2015.2.8）のアクセスとなった。2014年 2月末のカウンタ

ー数は約 15 万アクセス（2010年 9月より）となるのに、3年と半年かかったが、この 1年で 10

万以上のアクセスを得たことになる。今年度は国立国会図書館の「レファレンス協同データベ

ース」に 200 事例以上を転載したので、そこからのアクセスが増えたものと思われる。 

 

 ・サイトアクセス数 

 

   

  

・アクセスカウンターの記録 （2月の第 2週）    

 月 火 水 木 金 

2013年 2月 11日 × 12日 315 13日 165 14日 134 15日 109 

2014年 2月 10日 579 11日 × 12日 436 13日 317 14日 274 

2015年 2月 9日 895 10日 330 11日 × 12日 548 13日 263 

16日 851   17日 344 18日 294 19日 218  

 

 ・経験 

日常ﾚﾌｧ 20140102 「昔、中学校の教科書で習った記憶がある「コスモスの 花びらをそっとゆすり…」 

          曲名、作詞・作曲者、歌詞の全文が知りたい。楽譜がほしい。 

    （大学附属図書館からの応援レファレンス） 

  →レファ協で類似事例参照 ツールの発見 
   「習った歌の歌詞」と入れて、ヒットした事例に、 

神奈川県立総合教育センターに「小学校音楽題材データベース」が紹介されていた。 
 『音楽教科書掲載作品 10000』日外アソシエーツ 2011  再確認  

実は小学校教科書掲載曲だった。 
     →再現性のある表現の試み 
 
 

学校のカーテンを開ける！「一人職場 実践の蓄積→公開  スキルアップ」 

 2012.12.22 2014.02.23 2015.02.12 

アクセス数 70,487 149,673 253，487 

 
 

第11回レファレンス協同データベース事業フォーラム 
平成27年2月19日（木）資料⑦
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