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・国⽴国会図書館 国際子ども図書館
・国際子ども図書館 子どもの本は世界をつなぎ、未来を拓く！
・調べもの体験プログラム
・学校図書館セット貸出し
・児童・生徒の見学
・中高生向け講演会「授業の外側にある数学のはなし」
・15歳以下の方のご利用について
・16歳・17歳の方のご利用について
・学校図書館で全国書誌データを使おう！
・全国書誌データのご案内 ― つかってみよう!! 国⽴国会図書館の書誌データ ―
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※Twitterについて
本フォーラムの、Twitter のハッシュタグ（ある特定の話題についての発言であることを示すためのタグ）は
「#crdf14」とします。本フォーラムについて Twitterで情報交換される場合には、ぜひハッシュタグをご利用く
ださい。 
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第 14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 29年 12月 14日（木） 13：00～17：45 
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 
テーマ：「中高生向けレファレンスサービスとレファ協」 

 
時間 内容 登壇者 

13：00～13：05 開会挨拶 国際子ども図書館長     本吉理彦 

13：05～13：15 趣旨説明 
関西館図書館協力課課長補佐     
                  小林廉直 

13：15～14：15 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 

14：15～14：35 国際子ども図書館紹介 
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    

14：35～14：50 休憩  

14：50～15：10 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 

15：10～15：30 事例報告 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 

牛久市立下根中学校学校司書 
                  鍋田奈穂 

15：30～15：50 事例報告 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 

15：50～16：10 事例報告 4：豊中市立図書館 豊中市立高川図書館長   西口光夫 

16：10～16：25 休憩 ※質問票回収 

16：25～16：40 平成 29年度事業報告 図書館協力課協力ネットワーク係    

16：40～17：40 
パネルディスカッション 
（質疑応答含む。） 

＜パネリスト＞事例報告者 
＜コーディネーター＞西口光夫 

17：40～17：45 閉会挨拶 図書館協力課長        大島康作 

（司会）関西館図書館協力課課長補佐 小林廉直 
18：00～19：00 懇親会（当日参加可。会費 1,000円） 

3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メモ 

メモ 

4



学校図書館の今とこれから

（公社）全国学校図書館協議会

顧問 森 田 盛 行

2017年12月14日

2017年度 レファレンス協同データベース事業フォーラム

１ 学校図書館の今
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学校図書館法

・教育課程の展開に寄与

・健全な教養の育成

・児童生徒、教員の利用

・司書教諭 専門的職務を掌らせるために

・学校司書 専ら学校図書館の職務に従事

する職員

（１） 国・自治体の施策

① 法律・答申等

文字・活字文化振興法

・教育の課程の全体を通じて、言語能力の涵養を

十分に配慮する。（３条３項）

・司書教諭，学校司書の人的体制の整備

・図書館資料の充実

・情報化推進の物的条件整備
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子ども読書活動推進法

・子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高

め、創造力を豊かなものにする。

・地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関

する施策を策定し、及び実施する責務がある。

・国及び地方公共団体は、学校、図書館その他の

関係機関及び民間団体との連携の強化体制の

整備に努める。

・政府は子ども読書活動推進基本計画策定義務

・自治体は子ども読書活動推進計画策定努力義

務

これからの学校図書館の活用の在り方（報告）

子どもの読書サポーターズ会議 2009年

・学校図書館の機能・役割

読書センター

学習・情報センター

教員サポート

子どもたちの「居場所」

家庭・地域の読書活動支援
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・学校図書館の活用高度化の視点

ア 学校図書館が中心となり、読書活動を多様に

展開

イ 家庭・地域の読書活動推進の核

ウ 「学び方を学ぶ場」として学校図書館を整備

エ 教員サポート機能を充実

オ 常に開館し、人がいる「心の居場所」とする

カ 放課後に学校図書館を地域の子供たちに開放

人の、地域の、日本の未来を育てる読書環境の

実現のために

国民の読書推進に関する協力者会議 2011年

提言１ 読書で人を育て「読書を支える人」を育てる

・司書教諭を全学校に必置し、専任化を推進

・学校図書館担当職員の配置、常勤化を推進

・大学の教員養成に「読書教育」「図書館活用教育」

「リテラシー教育」の導入を検討されるべき

提言２ 住民参加で「読書環境プラン」を策定し実現

・図書標準の達成

・新聞や多様な図書資料の充実
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提言３ 読書を推進するプラットフォームをつくる

・読書を文化的インフラとしてとらえるならば

経済学、社会学、脳科学、心理学、教育学

等で総合的な研究を進めるべき

・読書に関する関係者の力を結集し、現場と

電子ネットワークの両者をつなぐプラットフォームを

構築する

学校図書館担当職員の役割及びその資質向上につ
いて（報告）

学校図書館担当職員の役割及びその資質の向上に関する

調査研究協力者会議 2014年

学校図書館の機能

・読書センター 学習センター 情報センター

学校図書館の利活用

・教科等の言語能力の育成

・探究学習の充実
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役割・職務

・司書教諭 学校図書館経営、教育活動の企

画・実施、年間指導計画の立案

学校図書館を活用する授業

・学校司書 専門的・技術的職務に従事

授業等の教育活動を司書教諭・教

員と共に進める

・学校司書の職務

教育指導への支援

直接的支援

間接的支援

これからの学校図書館の整備充実について（報告）
学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議 2016年

学校図書館ガイドライン

① 目的・機能 ３つの機能

② 運営 校長は館長

③ 利活用 各教科で計画的に利用

④ 携わる教職員 司書教諭・学校司書・教員

⑤ 図書館資料 デジタル教材

⑥ 施 設 学校施設整備指針

⑦ 評 価 ＰＤＣＡサイクル
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学校図書館図書整備等５か年計画

平成29年度～33年度

１．図書 1,100億円 （単年度220億円）

増加冊数分 325億円

更新冊数分 775億円

２．新聞 150億円 （単年度30億円）

小学校１紙 中学校２紙 高校４紙

３．学校司書 1,100億円 （単年度220億円）

小中学校に1.5校に１名

② 国の学校図書館施策
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第３次子ども読書活動推進基本計画 2013年

学校における読書活動の推進

ア 読書習慣の確立 読書指導の充実

イ 障害のある子どもへの読書活動の推進

ウ 家庭・地域との連携による読書活動の推進

エ 学校図書館資料・施設等の整備・充実

オ 学校図書館の情報化

カ 人的配置の推進

現在、第４次計画を検討中
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・都道府県子ども読書推進計画の作成と実施

・司書教諭の教育委員会（校長）による発令

・司書教諭の担当時間の設定

・学校司書の配置

・司書教諭・学校司書の研修の企画・実施

・指導主事等により学校図書館の指導・支援

・管理職に対する研修の企画・実施

・学校図書館支援センターの設置・運営

・学校図書館関係資料の収集・提供

・学校図書館設備・備品の整備・充実

② 自治体の学校図書館施策
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チーム学校図書館

校長（館長）、司書教諭、学校司書、図書館担当教
諭、教務主任、研究主任、教科主任、学年主任、
専科教諭、養護教諭、事務主事、スクールカウン
セラー等（児童生徒、ＰＴＡ、地域）

・中長期の学校図書館の基本方針、目標、経営・運
営、予算等について検討

（２） 学校図書館担当者

① 学校図書館組織

学校図書館経営委員会（審議組織）

・学校図書館を学校全体が関わり、支える

組 織 管理職、司書教諭、学校司書、図書館担当

教諭、研究主任、学年主任、教科主任、専科

教諭等

任 務 重点目標、学校図書館経営方針、規程類、

役割分担、学校図書館事業計画、運営計画

、活用計画、運営部組織、運営等の重要事

項を作成

下部組織として、選書（廃棄）委員会
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学校図書館運営部（実践組織）

・経営委員会の経営方針・運営計画に則り、日常の

運営を行う

組 織 司書教諭・学校司書、図書館担当教諭等

（最少でも６名は必要）

任 務 収集・組織化・保存・提供、図書館行事等

分 掌 運営係・事業係・指導係・資料係・広報係

校 長

生徒指導部 図書館部 教務部 校務部

研究推進委員会 学校図書館経営委員会

進路指導部

教 科教 科 外

給 食

安 全

国 語 科

社会科

校務分掌図

16



役 割 ・学校図書館経営の総括

・教育活動の企画・実施

・年間読書指導計画の立案

・年間情報活用指導計画の立案

・学校図書館活用する授業の実践

・学校図書館活用教育を他の教師に助言

・他の分掌との連絡・調整

・外部との折衝・交渉・連絡・調整等

② 司書教諭

役 割 ・専門的・技術的職務に従事

・学校図書館を活用する授業に司書教諭、

教員と共に実践

・教科、特別活動、情報活用指導の支援

・図書館資料の管理

・施設、設備の整備

・学校図書館の運営

・閲覧、館外貸出

・ガイダンス

・情報サービス

③ 学校司書
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司書教諭の配置 H28年度⽂科省：

学校司書の配置 平成28年度文科省
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（３） 学校図書館メディア

① 学校図書館経費 (図書費） 全国ＳＬＡ

２０１４年
平成２６年

２０１５年
平成２７年

２０１６年
平成２８年

小学校 54.５万円 49.8万円 52.6万円

中学校 74.3万円 71.8万円 67.0万円

高等学
校

86.4万円 85.4万円 73.9万円

② 蔵書冊数 文科省Ｈ28年度

学校数
1校あたりのH26年
度末の蔵書冊数

1校あたりの
H27年度間の
増加冊数

小学校 19,604 8,778 142冊

中学校 9,427 10,615 169冊

高等学校 3,509 23,634 161冊

特別支
援学校

小学部 837 1,900 43冊

中学部 834 1,484 32冊

高等部 850 1,725 46冊
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学校数 割合 ％ 平均紙数

小学校 19,604 41.1 (36.7) 1.3紙

中学校 9,427 37.7 (31.7) 1.7紙

高等学校 3,509 91.0 (90.6) 2.8紙

特別支援
学校

小学部 837 15.7 1.1紙

中学部 834 15.5 1.1紙

高等部 850 21.9 1.2紙

③ 新聞購読数 文科省平成28年度

導 入 ア 学校図書館への導入の関心は高い

イ 導入の環境が未整備

隘 路

ア 電子書籍に対する理解の不足

イ 課金制度の整備

ウ タブレット等、端末等の整備充実

エ 電子書籍の選定の方法

オ 良質なソフトノ選択

カ 研修カリキュラムの未確立

③ 電子書籍
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学校図書館の理念・目的・活動・現状・課題・

願い・夢・利用法・情報を提供

・ 利用促進・啓発・振興・PRを促進

・ 児童生徒・教職員・保護者・地域住民・

生涯学習機関・事業所・教育委員会・

行政機関・議会・首長・報道機関

（４） 学校図書館サービス

① 情報発信

② 特別なニーズへの対応

特別支援教育

ア 読むことが困難

イ 合理的な配慮

・負担が過重でないとき

・年齢、生涯の状態に応じて

・合理的配慮をする

合理的配慮 多様かつ個別性が高く、建設的対話による相

互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、

柔軟に対応
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ウ 学校図書館の支援

基礎的環境整備

施 設 書架の高さ、テーブルの配置、

椅子の高さ、カウンターの高さ、

掲示物の位置

サイン、案内表示、

補助具 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾗｯｶｰ 拡大鏡

市 販 拡大文字図書 ＬＬブック

マルチメディアDAISY

対面朗読 読み聞かせ

日本語教育

日本語を母語としない児童生徒・保護者

ア 生徒の母語の本

・学校図書館支援センターによる支援

・翻訳ボランティアによる翻訳文の貼付

イ 日本語習得のための本、資料

ウ 異文化の尊重・敬意・理解

エ 学習材の収集・整備

オ 指導資料・経験の収集・整備
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２ 学校図書館のこれから

中教審答申
新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と

今後の推進方策について（答申） 平成27年12月

学校を核とする地域づくり

学校と地域はパートナー

チーム学校図書館の推進

小中一貫校の制度化

コミュニティスクールの推進

（１） 今後の教育の方向

① 国の教育施策
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② 次期学習指導要領

総 則

（１）アクティブ・ラーニングの視点

我が国の優れた教育実践に見られる普遍的な

視点である「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向けた授業改善（アクティブ・ラーニングの視

点に立った授業改善）を推進する。

これまでは、 「受動的、独話的、浅い学び」？

 （２）ＡＬ実現のために

。 (7) 学校図書館を計画的に利用しその機能の

活用を図り，児童の主体的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業改善に生かすとともに，児童の
自主的，自発的な学習活動や読書活動を充実する
こと。また，地域の図書館や博物館，美術館，劇場
，音楽堂等の施設の活用を積極的に図り，資料を
活用した情報の収集や鑑賞等の学習活動を充実す
ること。

（青字が増えた文）
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③ 学習の在り方

教育課程 学校教育を学校に閉じ込めず、目標

を社会と共有・連携しながら実現へ

学力観 知識より、どのように学ぶか

学 習 自ら学ぶ

他に教える

協同学習 反転授業 課題解決学習 探究型学習

図書室から学校図書館へ

ア 学校図書館ガイドラインに則った施策・運営

イ 次期学習指導要領よる学習指導の支援

ウ 第４次「子どもの読書活動推進基本計画」の作

成と実施

エ チーム学校による学校図書館の協力

オ 「第５次学校図書館図書整備等５か年計画」の

完全実施に向けた啓発等
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① 学校図書館の機能の拡張・高度化

読書センター

・計画的、体系的な読書指導 読書とは？

・全教科・領域における読書指導の支援

学習センター

・多様な学習指導、学習方法に対応できるメディア

・児童生徒中心の学びの支援

情報センター

・ＩＣＴを活用する学習の支援

・情報活用能力の育成

教員支援

・学校図書館活用教育の推進

・教科指導の支援

保護者への支援

・学びに関する情報の提供

・家庭における学びの支援

・学びの環境整備

地域の学びの支援

・地域全体で児童生徒を育む雰囲気の醸成

・地域の情報資源、情報源のネットワーク

・地域の事業・行事の企画・実施への協力

・生涯学習機関・団体との連携・協力

・児童生徒育成機関・団体との連携・協力

26



単館からネットワークへ

学校図書館支援センターをハブにネットワーク化し、

資料・情報を共有化し、運営の効率化を図る

 支援センターが各学校に支援・指導・レファレンス

 情報、経験を共有し、質の高い運営に

 学校図書館の事務を集中処理し、経費と手間を省く

 外部の団体と機関等との連絡・調整・協働の窓口

 センターの蔵書と各学校の蔵書を物流で共同利用

② 学校図書館ネットワーク

支援センター

高等学校

小学校

中学校

教育センター

公共図書館

郷土資料館

地区ＳＬＡ

幼稚園・保育所

学校図書館ネットワーク模式図
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終わりにあたって

学校図書館は、子どもたちの豊かな学びを実現

するために、日々活動を実践しています。

 学校図書館は、多くの方々に支えられています。

 今後とも、学校図書館の発展のためにご支援・

ご協力をお願いいたします。

(公社)全国学校図書館協議会

顧 問 森 田 盛 行

ご清聴

ありがとうございます。
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1

国際子ども図書館
あ

施設とサービス

国立国会図書館国際子ども図書館

児童サービス課 早川萌

第14回レファレンス協同データベース事業フォーラム

平成29年12月14日

2

本日の内容

1. 国際子ども図書館の概要

2. 国際子ども図書館の施設

3. 国際子ども図書館のサービス

29



3

１．国際子ども図書館の概要

4

国際子ども図書館の概要

 国立国会図書館の支部図書館

 2000年に開館した国立の児童書専門図書館

 基本的な役割

児童書専門図書館としての役割

子どもと本のふれあいの場としての役割

子どもの本のミュージアムとしての役割

30



5

2．国際子ども図書館の施設

6

2つの建物

2015（平成27）年竣工

1906（明治39）年
帝国図書館として竣工

1929（昭和4）年増築
2000（平成12）年～
国際子ども図書館として開館

2015年リニューアル

レンガ棟
（既存棟）

アーチ棟
（新館）
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事務室・会議室事務室・会議室

児童書研究資料室児童書研究資料室

書庫（地下1階、2階）書庫（地下1階、2階）

研修室研修室

3Ｆ

2Ｆ

1Ｆ

2015年竣工

アーチ棟（新館）-児童書専門図書館

7

調べものの部屋

子どものへや・
世界を知るへや・
おはなしのへや

休憩・飲食・授乳スペース

本のミュージアム

児童書ギャラリー

ホール

2Ｆ

1Ｆ

3Ｆ

8

2015年～2016年リニューアル

レンガ棟（既存棟）-大人も子供も共に楽しめる場
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9

児童書研究資料室
児童書に関する調査研究のための資料室。デジタル化資料、
電子ジャーナルの閲覧、資料検索・申込のための利用者用端
末を設置。レファレンス・複写サービスを提供。

約4万冊の開架資料
 その年に受け入れた国内の児童書

 海外の絵本

 日本語・外国語の児童書関連図書（研究書等）

 現行の教科書

10

児童書ギャラリー

明治から現代までの日本の子どもの本（児童文学、
絵本）の歩みをたどる常設の展示室
約1,000冊の展示資料は、手に取って読める。

 監修：宮川健郎氏（児童文学）、広
松由希子氏（絵本）

 展示資料リスト及び児童文学作
家・絵本作家の作品を紹介する
コーナーのリストはホームページ
上で公開

http://www.kodomo.go.jp/use/room/
gallery/index.html

33



11

調べものの部屋

中高生の調べものに役立つ参考資料等、

約10,000冊を開架。

平均利用者数（H29年4月～9月）

平日： 約132人

土日、5/5：約238人

図書館の本の並べ方、探し方

について簡単なパネルで紹介

調べもの体験プログラムも実施

12

子どものへや・世界を知る部屋

子どものへや

主に小学生以下向け。

開架資料は約9,000冊、

長く読み継がれてきた絵本や読み物、知識の本が中心。

世界を知る部屋

開架資料は約1,800冊、

世界各国の地理や文化を紹介する本、各国語の絵本
が中心。帝国図書館時代は貴賓室として使用。

34



13

本のミュージアム
児童書に関する展示会を行う部屋。

帝国図書館時代は普通閲覧室として使用。

14

3．国際子ども図書館のサービス
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15

資料の収集・保存

 所蔵資料：サービスの基盤

図書（国内）291,240冊

図書（外国）100,649冊

雑誌（国内）1,733タイトル

雑誌（外国）185タイトル

（平成29年3月末現在）

 国内資料：納本制度に基づく収集

 外国資料：購入、国際交換、寄贈で収集

16

資料の提供、レファレンス

 来館利用

 貸出し

 レファレンス（口頭、電話、文書）

図書館間貸出し

展示会セット「絵本で知る世界の国々
―IFLAからのおくりもの」の貸出し

学校図書館セット貸出し
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17

資料に関する情報提供

 児童書総合目録

国立国会図書館サーチから、当館と７機関の児童書の所蔵情
報と専門情報（件名、あらすじ、受賞情報）を提供。公共図書館
所蔵資料も含めて一括検索可能

 リサーチ・ナビ：児童書を探す

児童書に関する調べ方案内。外国語に翻訳刊行された日本の
児童書情報や、最新の受賞情報も提供

http://rnavi.ndl.go.jp/childbook/index.php

 海外の児童書に関する調査
毎年１、2か国を調査し、ブックリストと出版事情を掲載

http://www.kodomo.go.jp/info/foreign/index.html

情報提供①

18

子どもの読書に関する情報発信

 情報発信ページ

（国際子ども図書館ホームページ＞子どもと本の情
報・調査）

http://www.kodomo.go.jp/info/index.html

 主な児童文学賞決定のニュース、子どもの読書と
図書館に関するニュースなどを紹介

 子どもと本に関する調査の結果を紹介

情報提供②
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研修

 児童文学連続講座
児童サービスに従事する図書館員等の知識のかん養をめざす

平成16～28年度分のレジュメ、ブックリスト、講義録等を公開

資料掲載ページ

（研修・交流＞国立国会図書館国際子ども図書館の研修事業＞児
童文学連続講座＞各回の概要と講義録）
http://www.kodomo.go.jp/study/chair/outline/index.html

 講師派遣

 図書館情報学実習生の受入れ

20

子ども向けのプログラム

 小学生以下向け
子どものためのおはなし会

おたのしみ会

ちいさな子どものためのわらべうたと絵本の会

見学

 中高生向け
調べもの体験プログラム

見学

※子ども：0才～18歳未満
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21

調べもの体験プログラム

 主に調べものの部屋の資料を使い、“図書館での
調べもの”を体験する、中高生向けのプログラム

 2016年4月にスタート

 2016年度に36件実施、2017年度（4～11月）に24
件実施

 調べもの体験プログラム紹介ページ

（国際子ども図書館ホームページ＞利用案内＞見学・
体験＞見学・体験（中高生向け） ）

http://www.kodomo.go.jp/use/tour/youth.html

22

調べもの体験プログラム

 中学生向けプログラム
 A.「調べもの対戦」コース

 B.「調べものクイズ」コース（中学生編）

 C.「ストーリー創作」コース

 高校生向けプログラム
 D.「レファレンス体験」コース

 E.「調べものクイズ」コース（高校生編）

 F.「POP広告作成」コース

 各コース5～40人、60～90分で実施

（要予約）
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上野動物園で穴を掘り続け、２日間も脱走し、
行方不明になったことのある動物は、次のどれ
でしょうか?

A クロヒョウ

B ツチブタ

C マントヒヒ

【問題例】

「調べものクイズ」コース

【解説】

◎調べるためのポイント

・特定のニュースや情報を探す問題

・インターネットだけでは、古い情報やローカルな

情報を探せないことがある。

・こどもＯＰＡＣで「上野動物園」と入力すると、上野

動物園関係の本が何冊かヒットすることがわかる。

→ヒットした本の中から、パンダやゾウなどの他の動

物の本は除いて、その他の動物を扱っている本を絞

り込む。

→目次などから内容を確認する。
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◎インターネットの場合

・検索する言葉は「上野動物園 脱走」「脱走 動物名」

→ ヒットするのは「クロヒョウ」のみ。しかし、

「クロヒョウ」は、２日間も脱走していない。

→ ネット検索の限界

→ 資料で探す必要がある

※Ａ～Ｃすべて脱走したことがあるそうですが、クロヒョウは昭和11年7
月の事件だったので「昭和11年の三大事件」のひとつになったそうで
す。→ネット検索可能
また、マントヒヒは、一家そろって脱走し、都電の線路を歩いていたそ
うです。

【解説】

◎解答に役立つ本

U-上野関連コーナー

Ｕ480 今日も動物園日和 p. 78※→ツチブタ

Ｕ480 昔々の上野動物園、絵はがき物語

p.168、p.179 ※ → クロヒョウ、マントヒヒ

※インターネットで見つけた答えを確認する。
→インターネットの記事は信用性が低いものも

混ざっているので、他の方法（本や雑誌・新
聞）で確認することが大切。

【解説】 480：動物学

Uは別置記号
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調べもの体験プログラム

 中学生向けプログラム
 A.「調べもの対戦」コース

 B.「調べものクイズ」コース（中学生編）

 C.「ストーリー創作」コース

 高校生向けプログラム
 D.「レファレンス体験」コース

 E.「調べものクイズ」コース（高校生編）

 F.「POP広告作成」コース

 各コース5～40人、60～90分で実施

（要予約）

28

展示会（2017年実施）

 子どもを健やかに育てる本2016－厚生労働省社
会保障審議会推薦児童福祉文化財（出版物）（1月
24日～2月19日）

 絵本で知る世界の国々―IFLAからのおくりもの（4
月11日～5月31日）

 世界をつなぐ子どもの本―2016年国際アンデル
セン賞・IBBYオナーリスト図書展（8月1日～8月20日）

 日本の絵本の歩み―絵巻から現代の絵本まで
（11月1日～11月30日）

レンガ棟3階 本のミュージアムで開催
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講演会（2017年実施）

 「私が子ども時代に出会った本―志茂田景樹」（4
月16日）

 「人との出会い・絵本の誕生」（5月5日）

 「ステファニー・ブレイクのアトリエで」（6月24日）

 「日本のアニメに描かれたイギリス：真実、虚構、
ファンタジー」（7月8日）

 「江戸の絵本〈草双紙〉の世界」（11月5日）

 「いま、カナダの子どもの本は？」（11月18日）

30

子どもの本は世界をつなぎ、未来を拓く！
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レファ協活用の可能性

公共図書館・学校図書館間の連携から

鈴木史穂 福島県立図書館

はじめに

１．福島県立図書館

児童図書研究室こどものへや

２．学校図書館との連携

３．レファ協の利用について

４．レファ協活用の可能性

ごろすけ
（福島県立図書館のマスコット）
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１．福島県立図書館
児童図書研究室こどものへや

福島県立図書館の蔵書数 ：１,１４１,３２２冊

内児童図書研究室の資料： ３６,１４１冊

こどものへや用児童資料:    １１１,６６０冊
2017年3月31日現在
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質問
(Question)

サンタクロースの橇を引いているトナカイの名前は何
というか。

回答
(Answer)

Dasher（ダッシャー）・Dancer（ダンサー）・Prancer（プラ
ンサー）・Vixen（ビクスン/ヴィクセン）・Comet（コメッ
ト）・Cupid（キューピッド）・Donder（ダンダー/ドン
ダー）・Blitzen（ブリッツェン／ブリツェン）の８頭。

回答プロセス
(Answering process)

『サンタクロース学入門』及び『クリスマス小辞典』によ
ると、「近代サンタクロース像を造ったのは、クレメン
ト・ムーアの詩『クリスマスのまえのばん』であり、８頭
のトナカイに橇を引かせることを定着させ、また、８頭
のトナカイに名前を付けた。」旨の記述があったため、
クレメント・ムーアの詩『クリスマスのまえのばん』を探
すことに。

登録日時：2004年11月12日 02時10分

２．学校図書館との連携

（１）協力貸出

県立図書館 → → 学校図書館

この本を借りたい

修学旅行の本のセット
を借りたい
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（２）協力レファレンス

将来、○○の仕事に就きたいと
いう生徒がいる。○○の仕事

についわかる本を見たい・借り
たい。

高校図書館

放射線に関する本を紹介して
ほしい。

小・中学校図書館

東日本大震災を子どもたちに
伝えるための本をおしえてほ
しい。

小学校図書館

戦争や災害から復興していく
様子が描かれている小学生
向けの資料リストがほしい。

小学校図書館

（３）ブックリストの作成
・「絵本はともだち」 「本はともだち」 https://www.library.fks.ed.jp/ippan/jiken/jiken3.html

・「夏休みの友 関連資料情報」(児童図書研究室ニュース号外)

（小学１年～中学２年）※公共図書館・公民館図書室へ

https://www.library.fks.ed.jp/ippan/jiken/jnews.htm

・本の森への道しるべ https://www.library.fks.ed.jp/ippan/honnomori/honnomori‐jido.html

・学校図書館からの要望に応えて

①放射線 https://www.library.fks.ed.jp/ippan/jiken/pdf/news94.pdf

・教育関係者からの要望に応えて

東日本大震災を伝える本① https://www.library.fks.ed.jp/ippan/jiken/pdf/news93.pdf

※「東日本大震災福島県復興ライブラリー資料一覧」

https://www.library.fks.ed.jp/ippan/fukkolib/pdf/sinsairisuto29.3.11.pdf
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（４）その他 （見学・職場体験，講師派遣）

見学 ：小学生（見学・見学おはなしかい・探検）

中学生（職場体験 4日間）

高校生（見学）

講師派遣 ：読み聞かせ，ブックトーク，選書

学校図書館の運営，子どもと読書

３．レファ協の利用について

（２）わかりやすい（子どもにも理解できる）知識の資料を探すとき

「キーワード」 and 「やさしい（やさしく）」,「小学（生）」,「子ども」

「写真」,「作り方」

質問者区分： 小中学生 高校生

レファ協を子どもからのレファレンスに活用するとき
（１）掲載されている資料を探すとき

図・絵・写真・作り方や実験方法などの詳しい情報

レ レ
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４．レファ協活用の可能性

高校で学校図書館司書をしていたときの事例から

郡山市の地盤について知りたいという生徒がいて、
郡山市立中央図書館にレファレンス協力を依頼した。

文化祭のために「玉藻前」の画像を見たいという生徒に、
京都大学電子図書館貴重資料画像を見てもらった。

学校図書館からの要望に応えたブックリストの
レファ協登録が役に立つのではないか？

公共図書館が学校図書館にもとめられていること

・資料（貸出・紹介・確認）

・ブックリスト（関連資料）

⇒学校図書館より多くの資料を所蔵しているから

一般向けのより詳しい資料も所蔵しているから

中学生・高校生と学校図書館司書

・学校図書館は子どもたちが一番身近な図書館

学校図書館司書は子どもたちの身近な存在
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⽜久市⽴学校図書館における
レファレンスサービス

平成29年12⽉14⽇（⽊）
茨城県⽜久市⽴岡⽥⼩学校
学校司書 横須賀 恵⼦

茨城県⽜久市⽴下根中学校
学校司書 鍋⽥ 奈穂

⽜久市⽴学校図書館
 茨城県⽜久市 県南部に位置 ⼈⼝：85,054⼈（平成29年）

 ⼩学校 8校 中学校 5校
全校に学校司書（週5⽇/1⽇7.5時間勤務）・司書教諭配置
学校図書館図書標準全校100％
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学校図書館ネットワーク
 平成16年度〜平成18年度
⽂部科学省の「学校図書館資源共有ネットワーク事業」の指定を受ける

 平成28年度 物流希望：375件 個⼈貸借希望：1045件
物流希望のうち書名指定を除く 337件
物流希望配送冊数：8029冊 （中央図書館分4037冊）

配送
リーブルの会

（ＮＰＯ）

〇物流希望はメーリングリスト
〇午前便・午後便 毎週⽊曜配送
〇貸出期間：4週間（延⻑可）

平成17年（2005年）配送開始

学校図ネット・３つのネットワーク

⼈的

ネットワーク

情報

ネットワーク

物流

ネットワーク
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• ⽜久市学校図書館運営会議（年1回）
参加者：教育委員会担当職員（指導課・教育総務課）
中央図書館司書、市内⼩中学校司書教諭、市内⼩中学校司書

• 学校図書館ネットワーク研修会（年２回）

• 学校司書会議（年9回）

• 校内学校図書館運営会議（年３回）

⼈的ネットワーク

•相互貸借（書名指定に限らない）≒ レファレンス

•ＮＰＯとの連携による配送システムの構築

•授業活⽤＋個⼈貸借

物流ネットワーク

•蔵書のデータベース化

•メーリングリストの活⽤

情報ネットワーク
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図書使⽤希望
物流希望メール

メーリングリストによる
レファレンス

図書使⽤希望
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使⽤図書の記録

使⽤図書の記録
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レファ協参加のきっかけ･･･

 平成28年2⽉ 学校司書会議での参加検討
 平成28年5⽉・6⽉
学校司書へのアンケート実施、教育委員会への打診

●学校図書館ネットワーク事業や児童⽣徒の具体的なレファ
レンス事例をオンラインで蓄積し共有したい
●⼀⼈職場の学校図書館でレファレンス⼒を向上させたい

 平成28年7⽉11⽇レファレンス協同データベース参加

レファ協の利⽤状況
登録件数：28年度 13件 29年度 15件（11⽉29⽇時点）

教職員・児童⽣徒

•授業使⽤図書相談

•個⼈利⽤図書相談

学校司書

•依頼図書準備

•学校図書館ネット
ワークへ依頼

•資料提供

中央図書館・市内学校
図書館

•依頼図書貸出

•資料、情報提供

⼀連の流れをレファレンス事例登録へ
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⽜久市⽴⽜久第⼀中学校レファレンス事例
http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000224105

⽜久市⽴下根中学校 レファレンス事例
http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000224192
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⽜久市⽴神⾕⼩学校レファレンス事例
http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000210068

レファ協に参加してみて･･･

 ⼊⼒基準に迷うことがある
 ⼀般公開への不安
 登録時間の確保
 参考資料欄をリストとして活⽤するのは難しい
（エクセルのデータを添付できるとよい）
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レファ協の今後の活⽤に向けて

登録基準を整える

児童⽣徒からのレファレンス登録

未解決事例への対応

ご清聴ありがとうございました
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第14 回レファレンス協同データベース事業フォーラム 事例報告

図書館からみた学校ネットワーク事業
～中高生とレファレンス協同データベース～

千葉県市川市中央図書館

小川健太郎

目 次

第０章 市川市について

第１章 市川市立図書館

第２章 中央図書館のレファレンス

第３章 学校図書館支援サービス

第４章 今後に向けて

市川市中央図書館 2
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第０章 市川市について

・人口 482,544人（H29.3.31）

・面積 56.39平方ｋｍ

・都心より２０キロ圏内

・千葉県の北西部

・特産物 北部の梨

南部の海苔

3市川市中央図書館

第０章 市川市について

4

・首都圏のベッドタウン

・多数の貝塚

・下総国の国府

・行徳の塩田（江戸時代）

・中山法華経寺

市川市中央図書館
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第０章 市川市について
・住みよさランキング ５２４位

都市データパック２０１７

豊中市 １５２位

牛久市 １５４位

5市川市中央図書館

第０章 市川市について
・待機児童数 ５７６人（平成２９年４月）

９月１日厚生労働省発表

全国ワースト４

・市長選（平成２９年１１月２６日）

５人立候補 得票数及ばず 再選挙

市川市中央図書館 6
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第１章 市川市立図書館

１－１ 市川市立図書館

１－２ 市川市中央図書館の成り立ち

１－３ 中央図書館の実績

１－４ 中央図書館の体制

7市川市中央図書館

１－１ 市川市立図書館

中央図書館

行徳図書館 信徳図書館 南行徳図書館
市川駅南口

図書館

平田図書室

8市川市中央図書館
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１－１ 市川市立図書館

・市川市の図書館は５館１室

・１館のみ指定管理（市川駅南口図書館）

・職員数 正規職員 ４１名（司書有資格者３６名）

再任用 １０名 非常勤 ８名（週３５）

非常勤 ７２名

・蔵書数 １，２０６，９０５冊

・貸出数 ２，７６７，３９４冊

9市川市中央図書館

１－１ 市川市立図書館

10

・個人貸出登録率 ２３．８％

人口１人あたり

・個人貸出冊数 ５．４６冊

・蔵書冊数 ２．３０冊

・図書費 １５３円

市川市中央図書館

65



１－２ 市川市中央図書館の成り立ち

・昭和２５年 ９月 小学校に併設

・昭和３２年 ５月 独立館として開館

・平成 ６年１１月 市川市中央図書館

・平成２６年１１月 中央図書館２０周年

・今年で２３年目

11市川市中央図書館

１－３ 中央図書館の実績

・蔵書数 ７８６，３１７冊

・貸出冊数 １，３１３，９７２冊

・１日当たり ４，５１５冊

・利用者数 ３２１，２６６人

・１日当たり １，１０４人

・年間開館日 ２９１日

12市川市中央図書館
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１－４ 中央図書館の体制

・館長

・主幹 企画運営担当

・主幹 資料情報担当

・主幹 児童青少年担当

・主幹 総務担当

13市川市中央図書館

１－４ 中央図書館の体制

・正規職員 ３１人

・再任用 ２人

・非常勤 ７人（週３５時間）

市川市中央図書館 14

67



第２章 中央図書館のレファレンス

２－１ レファレンスの特徴

２－２ レファレンス実績

２－３ レファレンス協同データベース

15市川市中央図書館

２－１ レファレンスの特徴

・独立したカウンターの採用

・入り口には、貸出・返却・登録のメインカウンター

・職員の専門性を明確化

・専門職採用の実施

・レファレンスサービスの拡充

・計画に明記 『市川市教育振興基本計画』 等

16市川市中央図書館
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２－１ レファレンスの特徴

17市川市中央図書館

市川市中央図書館レファレンスカウンター

２－２ レファレンスの実績

・平成２８年度件数 ７０，００２件

中央図書館 ３７，０１６件

カウンターのみでなく、電話

メール

・「レファレンス記録票」

・「新参考業務月報」

・「新参考業務年報」

18市川市中央図書館
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２－２ レファレンスの実績

19市川市中央図書館

２－２ レファレンスの実績

20市川市中央図書館
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２－２ レファレンスの実績

21市川市中央図書館

２－２ レファレンスの実績

22市川市中央図書館
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２－３ レファレンス協同データベース

・レファレンス

・「レファレンス記録票」

・「新参考業務月報」

・「レファレンス事例集」「レファレンス協同データベ

－ス」

・「新参考業務年報」

23市川市中央図書館

２－３ レファレンス協同データベース

・市川市中央図書館 平成１６年より協同DB登録

・平成２１年 登録件数 １８９件

↓

・平成２８年 登録件数 ２０７件

・国立国会図書館長よりのお礼状

・８年連続

24市川市中央図書館
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第３章 学校図書館支援サービス

３－１ あゆみ

３－２ 体制

３－３ 学校図書館ネットワーク事業

25市川市中央図書館

３－１ あゆみ
・平成元 教育委員会内「ネットワーク事業研究委

員会」

・平成５ ネットワーク会議開始（教諭・学校司書・読

書指導員・公共図書館担当者）

・平成６ 市川市生涯学習センター開館（中央図書

館・教育センター）

・平成８ 文部省「学校図書館情報化モデル地域」指

定

26市川市中央図書館
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３－１ あゆみ

・平成１３ 文部省「学校図書館資源共有化モデル

地域事業」指定

・平成１８ 文部省「学校図書館支援センター事

業」指定

学校図書館支援センター 設置

市川市中央図書館 27

３－２ 体制

学校図書館支援センター事業

・参加校 小学校 ３８校

中学校 １５校

義務教育学校 １校

幼稚園 ６園

特別支援学校 １校

28市川市中央図書館
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３－２ 体制

・中央図書館内にネットワーク専用資料

１０，６７３冊

・中央図書館からの物流回数 ７０回

・中央図書館からの貸出冊数 ６，８４４冊

・中央図書館への依頼件数 ５２８件

小学校 ３９１件 中学校 １３３件

幼稚園 ４件

市川市中央図書館 29

３－２ 体制

・学校司書

・昭和５４年 配置開始

・平成４年 市内全小・中に図書館専任職員配置

・学校司書（市職員）８校

・学校司書（非常勤）４７校

・司書教諭

・平成１０年 配置開始

・平成１５年 全校配置

30市川市中央図書館
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３－３ 学校図書館ネットワーク事業

31市川市中央図書館

３－３ 学校図書館ネットワーク事業

・物流ネットワーク

・運搬車（２台）による委託業務

・中央図書館を起点とする全校巡回

・週２回運行（水・金）

・貸出冊数 制限なし

・貸出期間 ４週間

・学校ネットワーク用専用図書

32市川市中央図書館
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３－３ 学校図書館ネットワーク事業

・開かれた図書館、連帯する図書館の実現

・豊かな心・自ら学ぶ力を育む学校図書館づくりの

進展

33市川市中央図書館

３－３ 学校図書館ネットワーク事業

・物流ネットワークの実際 学校⇒図書館

１．メールによる貸出依頼

２．資料準備

３．梱包

４．集配

５．配達

６．受領

34市川市中央図書館
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３－３ 学校図書館ネットワーク事業

35市川市中央図書館

３－３ 学校図書館ネットワーク事業

36市川市中央図書館
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３－３ 学校図書館ネットワーク事業

市川市中央図書館 37

３－３ 学校図書館ネットワーク事業

市川市中央図書館 38
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３－３ 学校図書館ネットワーク事業

市川市中央図書館 39

３－３ 学校図書館ネットワーク事業

市川市中央図書館 40
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３－３ 学校図書館ネットワーク事業

市川市中央図書館 41

３－３ 学校図書館ネットワーク事業

市川市中央図書館 42
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第４章 今後に向けて
・中高生向けレファレンスサービスの可能性

・現状 ⇒ 事例はあるか？

そもそも利用は？

今後に期待できる？

・今後 ⇒ 公共図書館として何を？

市川市中央図書館 43

ご清聴ありがとうございました

44市川市中央図書館
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レファレンス受付・記録票 分

類 I / C 4   

 

件名 海岸線 変遷  
質問内容（具体的にわかりやすく。参考文献やすでにご自分で調べた内容があればお書きください） 
 市川の海岸線の変遷がわかるものはないか。できれば 100 年ごとなど。 
 
 
 
 
質問・回答ともに「レファレンス事例」として活用・公開させていただくことがあります。→□同意する□しない 

調査内容 
『市川市史』第一巻 ｐ60「沖積世における海岸線の変遷」 
約 1 万年前、縄文時代前期、縄文時代後期、１６世紀の海岸線の４本が地図に落とされている。 
 
縄文海の頃ならば、以下の図でも推測できる。 
『市川出土の縄文土器』ｐ8 に色図「縄文土器の出土遺跡」。 
『市川市縄文貝塚データブック』ｐ66,67 に、「古市川湾水系の縄文貝塚分布図」 
特にｐ67 は、地形分類図に貝塚の地点をおとしたものでわかりやすい。 
 

裏面に続きが □有り □ない 
提供資料 

書名 出版社 出典ページ・編著者名・出版年・資料コード等 所蔵館 

①  
    

②  
    

参照サイト名 

① 東京低地水域環境地

形分類図（久保純子） 千葉大学 近藤昭彦 

照会先  

℡   （   ） 

受

付 
2016 年 4 月  日（  ） 文 書 

回

答 
  年  月  日（  ） 文 書 

面 接 面 接 
館  名：  電 話 館  名：  電 話 
担当者名：  メール 担当者名：  メール 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

利用者氏名 利用者番号 電話番号 
ヨミ          
 
備考 
 

回答期限 

 

レ 

83
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調査内容・提供資料・照会問い合わせ等（続き） 
 
『図説市川の歴史』（市川市教育委員会）ｐ7 に、「関東地方地形変遷図」と題して、13 万年前、10
万年前、６～７万年前、２万年前、６千年前、400 年前の６枚の地図あり。 
 
 
 
その他 
ｗｅｂサイトで調べるなら 

・ＡＲＵＫＥ ＭＡＰＳ（地形海水面推定図「海進スレイヤー」） 

 
 
・千葉県ＨＰ 「三番瀬の歴史」（ＰＤＦの中に地図あり） 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kansei/sanbanze/keii/documents/101rekishi.pdf 
 
 
・時系列地形図閲覧ソフト 「今昔マップ」 
 国土地理院の地形図をＤＢ化 ただし、明治以降 
 
https://www.google.co.jp/search?q=%E6%B5%B7%E5%B2%B8%E7%B7%9A%E5%A4%89%E9%
81%B7&hl=ja&gbv=2&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjQyv
PqncLMAhWHKJQKHdqKCXgQsAQIFA 
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上記 google で「海岸線変遷」で検索 
 
 
 
書籍 
・『行徳レポート その１：年表・絵地図集』（市立市川歴史博物館 1989） 
 「下総国正保国絵図」1644 
 「下総国天保国絵図」1838 
 「江戸近郊図」1844 
 「江戸近郊図」 
 「富士見十三州興地全国之内、安房・上総・下総・三国図」 
 「迅速測図」1880 
 「地形図」1903 
 「地形図」1909 
 「地形図」1917 
 「地形図」1945 
 「地形図」1985 
 「千葉県管内実測図」1883 
 「千葉県東葛飾郡全図」1923 
 「市川市全図」1960 
 「市川管内図」1969 
 「市川市大字・小字地図」1974 
 
・『地形分類図の読み方・作り方』（古今書院 1998）ｐ18-19 
 「東京低地水域環境地形分類図」（久保、1993、中心部分を 50％に縮小）がある。 
こちらはネットでも公開されている。以下 
・千葉大学環境リモートセンシング研究センター 近藤昭彦 
 「衛生画像と地図から見た千葉県－様々な小さな地域が世界を作る」【ＰＤＦ】の中の 
 「東京下町低地の海岸線の変遷」の地図（久保純子「東京低地水域環境地形分類図」 
http://dbx.cr.chiba-u.jp/topics/2013/ken_kouza/%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E6%B0
%91%E7%92%B0%E5%A2%83%E8%AC%9B%E5%BA%A7.pdf 
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この地図、「東京低地水域環境地形分類図」（久保純子）はあちこちで引用されている。 
 
・レファ共同ＤＢより 
「貝が語る縄文海進」（市川無） 
紹介 web サイト：

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/special/267_data/index.html
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２016 年 
     新･参考業務月報 

 
 

INF REF こども 電話 ﾒｰﾙ 中央計 行徳 ＢＭ 南行 信篤 平田 駅南 全館計
4月 1,177 922 820 114 0 3,033 1,250 31 141 228 186 1,179 6,048
累計 1,177 922 820 114 0 3,033 1,250 31 141 228 186 1,179 6,048
INF:ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ・ｶｳﾝﾀ　REF:ﾚﾌｧﾚﾝｽ･ｶｳﾝﾀ　BM:自動車図書館

今月のレファレンス記録票から 

 
分類    質 問 と 内 容  
 
 

I/C0 かつて行徳尋常小学校で歌われていた「郷土行徳の歌」(渡辺浩／作詞)の楽譜を

探している。 
  
  インターネットで“郷土行徳の歌”を検索したところ、当館作成の「新参考業務月報 200

7 特別篇２ 市川の歌あれこれ」(http://www.city.ichikawa.lg.jp/common/000113917.pdf 
2016.5.20 確認)があった。それによると『私たちの行徳今昔史・パート１』(本行徳フォー

ラム 1999)p.6 に「昭和 19～25 年、行徳尋常小学校在職中に渡辺浩先生が作詩・作曲した

「郷土行徳の歌」が高等科の生徒に歌われていた。」とあり、歌詞と楽譜が掲載されている。 

 

I/C4 市川の海岸線の変遷がわかるものはないか。できれば 100 年ごとなどがよい。 
  
  100年ごとを一覧で見られる資料は発見できず。以下の資料を紹介。『市川市史 第一巻 

原始・古代』(市川市史編纂委員会／編集 市川市 1971)p.60「沖積世における海岸線の変

遷」に約１万年前，縄文時代前期，縄文時代晩期，16 世紀の４本の海岸線が記載されている。

『市川出土の縄文土器』(市立市川考古博物館 2011)p.8 に「縄文土器の出土遺跡」の地図

があり、地形で色分けされている。『図説市川の歴史』(市立市川考古・歴史博物館／編集 

市川市教育委員会 2015)p.7 に「関東地方地形変遷図」として、13 万年前,10 万年前,6～7
万年前,2 万年前,6 千年前,400 年前の地図あり。『行徳レポート その(1) 年表・絵地図集』

(市立市川歴史博物館 1989)には多数の地図が掲載されている。p.28「江戸近郊図」1844
年, p.35「地形図」1917 年, p.36「地形図」1945 年, p.41「市川管内図」1969 年は海岸線

がわかりやすい。 
  インターネットでは“東京湾海岸線変化”で検索すると「衛星画像と地図からみた千葉県」

(千葉大学環境リモートセンシング研究センター 近藤昭彦)の中で引用されている「東京下町

低地の海岸線の変遷(久保純子「東京低地水域環境地形分類図」より）」(http://dbx.cr.chiba-
u.jp/topics/2013/ken_kouza/のページからリンクが貼られた PDF の p.21 2016.5.20確認)で

東京湾の過去の海岸線が、6～8 世紀,15 世紀頃,1600 年頃,1880 年,1945 年で色分けされてい

る。また、明治期以降であれば国土地理院の地図・空中写真閲覧サービス(http://mapps.gsi.
go.jp/maplibSearch.do#1 2016.5.20 確認)で住所や年代で検索し、地形図や空中写真を見る

ことができる。 
 

175.9 石をくぐることで縁を切るという京都の縁切り寺がテレビで紹介されていた。 

どこのお寺か知りたい。 
  

ICHIKAWA LIBRARY 

発行：市川市中央図書館 編集：ﾚﾌｧﾚﾝｽｶｳﾝﾀｰ 〒272-0015 市川市鬼高１－１－４ ℡．047-320-3333         

4 月号 
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  番組名は不明。インターネットで“京都”“縁切り寺”で検索したところ「安井金比羅宮」

が多く紹介されていた。安井金比羅宮ホームページの「縁切り縁結び 碑E

い し

Aについて」(http://
www.yasui-konpiragu.or.jp/stone/ 2016.5.20 確認)の写真を確認してもらい間違いないと

のこと。切りたい縁・結びたい縁などの願い事を書いた形代を持って、願い事を念じながら

碑の表から裏へ穴をくぐることでまず悪縁を切り、次に裏から表へくぐって良縁を結び、形

代を碑に貼るという参拝方法が記載されている。『京の祭りとご利益散歩』(アートユニオン

／編著 道出版 2004)p.26 によれば平安末期、保元の乱に敗れた崇徳天皇があらゆるもの

を絶って国家安泰を願った思いにちなんでおり、あらゆる「断ちもの」のご利益があり、近

年では縁結び、悪縁切り両方の願いが叶う神社として知られるようになっているとのこと。 

 
322.9 外国口座税務コンプライアンス法について調べたい 
  
  データベース D1-Law.com で「外国口座税務コンプライアンス法」を検索したところ、現

行法規には該当がなく、文献情報からアメリカの法律であることが判明。文献情報の内、当

館所蔵の『法律時報 2014 年 2 月号』(日本評論社)p.20-23 に「租税執行における情報交換

－FATCA を契機とした新たな構想」という記事あり。その中で「外国口座税務コンプライ

アンス法」(FATCA：Foreign Account Tax Compliance Act)が 2010 年に成立したことや

「外国の同意を得ることなく、自国の国内法により、外国の金融機関から事実上強制的に納

税者の情報を取得しようとする仕組み」であることが解説されている。他にも文献情報の『レ

ファレンス 平成 27 年 6 月号』(国立国会図書館調査立法考査局)p.49-73 に「米国の外国口

座税務コンプライアンス法と我が国の対応」があり、これは国立国会図書館デジタルコレク

ションで公開されており(http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9395198_po_077303.
pdf?contentNo=1&alternativeNo= 2016.6.10 確認)、PDF で全文を読むことができる。他

に書誌情報として『早わかり FATCA と口座開設時の本人確認』(生田ひろみ・前田幸作・浅

井弘章／著 ビジネス教育出版社 2014)を紹介。 
 

721.9 尾竹竹坡という日本画家について調べたい。 
   
  『講談社日本人名大辞典』(講談社 2001)p.439 に生没年(1878-1936)や、尾竹越堂の弟

で尾竹国観の兄であることの記載あり。『闇に立つ日本画家－尾竹国観伝』(尾竹俊亮／著 

まろうど社 1995)は国観を軸としているが尾竹三兄弟の兄弟伝であり、竹坡の絵画やエピ

ソードが多く取り上げられている。『20 世紀物故日本画家事典』(油井一人／編 美術年鑑社

 1998)p.95 に受賞歴や展覧会の記録あり。また参考文献として『尾竹竹坡伝 その反骨と

挫折』(尾竹親／著 東京出版センター 1968)が記載されていたが県内未所蔵。国立国会図

書館デジタルコレクション(http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2517773 2016.5.10確認)で国

立国会図書館と図書館送信参加館の館内限定で公開されているので、中央図書館の Web-OP
AC で閲覧可能であることを紹介。 
 

他にもこんな質問ありました（クイック・レファレンスから） 
分類   質問     回答、補足事項、薀蓄など             

616  大麦の栽培について調べたい。『食用作物』(国分牧衛／著 養賢堂 2010)p.202 や『雑

穀 つくり方・生かし方』(創森社 1999)p.62 に記載あり。 
645.9   ワセリンには石油から作るものだけではなく、動物(羊の脂)から作るものがあるという。 

インターネットで“羊”“脂”で検索し、「羊毛脂(ラノリン)」であると判明。『ヒツジの科学』

(田中智夫／著 朝倉書店 2015) p.15 や『化粧品の実際知識』(垣原高志／著 東洋経済新報

社 1987)p.163 に記載あり。 

779  平岩弓枝の「笠と赤い風車」という作品が読みたい。所蔵検索で『林家正蔵集 上巻』(林

家正蔵／演 青蛙房 1974)がヒットした。p.335-352 に該当作掲載。巻末の演目解説編 p.372
によればＮＨＫの依頼で平岩弓枝が初めて書いた落語とのこと。 
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豊中市における公共図書館と学校図書館

豊中市教育委員会事務局読書振興課兼高川図書館

西口 光夫

本日の内容

 あゆみ

 とよなかブックプラネット事業について

 「めざせ！図書館の達人」について

 まとめ

89



豊中市の概要
 人口約40万人の中核市

 市立図書館9館・市立小学校41
校・市立中学校18校

・児童数 21,619名 （2017年5月現在）

・生徒数 ９,451名（2017年5月現在）

 小中学校/学校図書館への貸出冊数

（平成28年度：44,922冊、

継続14,251冊）

 蔵書数
・市立図書館の蔵書 約100万冊

・学校図書館の蔵書 約 70万冊

 高校野球・高校ラグビー・高校
サッカー発祥の地

あゆみ
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学校図書館専任職員の配置

 平成5（1993）年

・学校図書館司書配置開始

・団体貸出による公共図書館からの配本（月1回）開始

 平成13（2001）年
・学校物流便（週1回／公共⇔学校、学校⇔学校）開始

・公共図書館の学校図書館向けWebサービスの開始

・岡町団体室担当から地域担当館制に移行

 平成17（2005）年

・学校図書館司書全校配置完了

要綱/規約を整備

 豊中市立図書館団体貸出実施要綱

 団体貸出サービス規程

 団体貸出のきまり

 学校 1ヶ月 原則200冊以内

 平成15（2003）年度より司書配置3年未満校に200冊
上限の長期貸出実施（現在はなし）

 システム設定／変更

 団体向け蔵書検索サービスの利用に関する要綱

 ID（利用券番号）及びパスワード発行

 豊中市立図書館・学校図書館間等資料運搬システム
要綱
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とよなかブックプラネット事業

学習指導要領

 「生きる力」の重視

 言語活動の充実

各教科等において思考力、判断力、表現力等
を育成する観点から、基礎的･基本的な知識
及び技能の活用を図る学習活動を重視すると
ともに、言語環境を整え、言語活動を充実す
ること

自ら学び、自ら考え、よりよく問題を解決す
る能力や豊かな人間性などの「生きる力」の
重視
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とよなかブックプラネット事業の概要

「読書活動日本一の取り組みの
推進（蔵書の充実、学校図書館
と公立図書館の連携）」

政策項目

○自ら学び、自ら考え、よりよ
く問題を解決する能力や豊かな
人間性などの「生きる力」の重
視

○各教科等において思考力、判
断力、表現力等を育成する観点
から、基礎的･基本的な知識及
び技能の活用を図る学習活動を
重視するとともに、言語環境を

整え、言語活動の充実すること

（新）学習指導要領

○平成5（1993）年から平成17
（2005）年には全市立小中学校に配
置された。

○平成13（2003）年５月には、資
料運搬システムを確立。公共・学校図
書館間、および学校図書館間物流が週
１回／校。

○公共図書館へのインターネットによ
る予約サービス
●蔵書、利用者管理システム化未整備

学校図書館専任職員の配置
（さらなる発展へ）

学校図書館と公共図書館の蔵書を一体的かつ効果的に活用する環境を整備する
ことにより、児童生徒の読書活動を促進し、自ら学ぶ力を育成する

「とよなかブックプラネット事業」

事業の推進

平成22年度

（2010年度）

概念設計

平成23年度

（2011年度）

詳細設計

平成24年度

（2012年度）

システム
等構築

本
格
稼
働
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学校図書館の役割とめざす姿

 「読書センター」
児童・生徒が「読書習慣」を身につける

 「学習・情報センター」
児童・生徒の「自ら考え解決する力」を育成する

 「教員支援センター」
教員の学習指導を支援し、授業の質を高める

「ふだん使い」の学校図書館

学びを支える支援（例）

 配送便による週２回の配本

 地域館交流会

 公共図書館でセット組みをした各種資料

 教員支援用資料

 授業支援の成果等を展示
 図書館内のスペースを利用して、児童・生徒が作成した「本の帯」や調べ学習の

「成果物（まとめ）」などを展示し、地域の方へ日常の学習活動を見ていただく。
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レファレンス

 学校内

 教員からが多い【人権/道徳（評価）…】

 芸術的なトリックの殺人

 田中角栄はすばらしい！という内容の本はないか

 楽譜、テレビドラマ…

 公共へも調査依頼

 中国語で書かれたテニスのルール（相互貸借）

 人権の授業に利用できそうな資料

 道徳の授業で使えそうな本

 竹取物語（いって戻ってこない物語）

学校図書館活用データベース
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学校図書館活用データベース

めざせ！図書館の達人
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企画書

企画書
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○休館日の公共図書館を会場に。

○あらかじめ決めておいたテーマに

ついて、グループ単位で公共図書

館の資料を使って、限られた時間

内に「調べる、まとめる、伝える」

活動を体験してもらう。

○小学校4年生から中学校3年生を対

象にグループ単位での参加を募集。

（社会教育事業として開催）

知的探究合戦「めざせ！図書館の達人」

まとめ
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公共図書館と学校図書館

社

会

的

な

支

援

社

会

的

な

自

立

家 庭

公共図書館

保育所・幼稚園 学校・学校図書館 高等教育機関等

耳からの読書

楽しむ読書

活用する・調べる読書

考える／
思索する読書

地 域

参照；松江市教育委員会資料より

地域の教育・文化・情報・社会参加の機関としての役割

ご清聴ありがとうございました
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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

第14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29年12⽉14⽇（⽊）
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

2

3

1 事業の現状
参加館数、データ登録数、データ被参照数

平成29年度
事業活性化のための取組み、ニュース

御礼状、その他のご案内

報告内容

イメージキャラクター
れはっち
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事業の現状１

事業参加館数

公共

59％
⼤学

24%

専⾨

8%

学校 4％

アーカイブズ
1%

国会

2%

（平成29年度10⽉末時点）

● 公共図書館 446館 ※
● ⼤学図書館等 185館 ※
● 専⾨図書館 57館
● 学校図書館等 50館
● アーカイブズ 9館
● 国⽴国会図書館 13館 ※
合計 760館

※都道府県⽴図書館 54館、政令都市⽴図書館 25館、市町村⽴図書館 367館
※国⽴⼤学図書館 48館、公⽴⼤学図書館 19館、私⽴⼤学図書館 117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
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データ登録数：種類別

レファレンス事例

事業の参加館で⾏わ
れたレファレンス
サービスの記録

約185,400件

調べ⽅マニュアル

特定のテーマやトピックに関
する情報源の探し⽅を説明し
た情報

約10,400件

特別コレクション

個⼈⽂庫など参加館が
所蔵する特別コレク
ションに関する情報

480件

参加館プロファイル

参加館の連絡先や
サービス内容などに
ついての情報

760件

合計 約197,000件

? !

（平成29年度10⽉末時点）

データ登録数：館種別

公共

70％

⼤学

11%

専⾨ 7％

学校 2%
アーカイブズ

1%
国会 9% ● 公共図書館 約138,500件

● ⼤学図書館等 約20,800件
● 専⾨図書館 約13,400件
● 学校図書館等 約3,500件
● アーカイブズ 約2,800件
● 国⽴国会図書館 約17,800件

合計 約197,000件

（平成29年度10⽉末時点）
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● ⼀般公開 約106,300件

● 参加館公開 約19,600件

● ⾃館のみ参照 約71,100件

合計 約197,000件

データ登録数：公開レベル別

⼀般公開

54%

参加館公開

10%

⾃館のみ参照

36%

（平成29年度10⽉末時点）

データ被参照数の推移

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

平成25年2⽉

システムの
⼊れ替え

平成29年（4〜10⽉）
34,154,012アクセス！
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2 平成29年度
事業活性化のための取組み、
ニュース

Library of the Year 2017ライブラリアンシップ賞受賞！

• 受賞機関：レファレンス協同データベース事業とその参
加館および協⼒者

• 授賞理由：あらゆる館種が協⼒しあって、わが国のレ
ファレンス・サービスの事例を12年以上に渡って集積
し、社会に対して可視化・公共財化した意義を評価。

• 授賞詳細（抜粋）：本賞は国⽴国会図書館および本事業
にとどまらず、同事業に協⼒したすべての関係者による
⻑年の尽⼒と連携を表彰するものである。

ありがとう！
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研修会など

• 全国書誌・レファ協利活⽤研修会（未参加館向け）

7⽉28⽇ 東京本館（28名）、8⽉18⽇ 関⻄館（20名）

• レファ協担当者研修会（参加館向け）

6⽉21⽇ 関⻄館（29名）、7⽉5⽇ 東京本館（30名）

• 図書館総合展への参加

Library of the Year 2017ライブラリアンシップ賞授賞式

パンフ配布、ミニプレゼン（当館ブース内）

講師派遣

• 6⽉23⽇ 茨城県図書館協会（笠間市）

• 8⽉5⽇ ⽇本図書館協会学校図書館部会夏季研究集会（神⼾市）

• 9⽉7⽇ ⻄宮市⽴図書館職員レファレンス研修（⻄宮市）

• 10⽉20⽇ 兵庫県⾼等学校学校司書研究⼤会（明⽯市）
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新規参加館等へのサポート強化

• 平成29年1⽉ 新規参加館に送付する初期作業説明書を
改訂

「データを1件登録する」を初期作業に追加。

→新規参加館の⼤半がデータ登録。事務局の確認後、⼀般公開
に⾄ることも

• ⼀般公開第1号事例への応援コメント

事務局から付与。サポーター等からコメント付与されることも

※今年度からの試⾏

公式ツイッターアカウント（@crd_tweet）

• 登録データやイベント情報を⽇々発信
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今後の活動予定はこちらもチェック

・レファ協のページ

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

・国⽴国会図書館「イベント・展⽰会情報」の
ページ

http://www.ndl.go.jp/jp/event/index.html

・参加館のみなさまにはメールマガジン「参加館
通信」でもご案内しています

3 御礼状、その他のご案内
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お知らせ

• 来年２⽉ごろ

国⽴国会図書館⻑からの御礼状送付

• 事務局によるデータ作成⽀援（随時）

• 図書館等の要請に応じて研修講師を派遣（随時。
応募枠あり。旅費は主催館にご負担いただきま
す）

御礼状獲得⾒込み機関（11⽉末時点）（1/4）

公共図書館
埼⽟県⽴久喜図書館
⾹川県⽴図書館
福井県⽴図書館
滋賀県⽴図書館
函館市中央図書館
⼤阪府⽴中央図書館
岡⼭県⽴図書館
横浜市中央図書館
秋⽥県⽴図書館
豊中市⽴図書館

岐⾩県図書館
東京都⽴中央図書館
⽯川県⽴図書館
さいたま市⽴中央図書館
⼤阪市⽴中央図書館
神⼾市⽴中央図書館
島根県⽴図書館
宮城県図書館
福岡県⽴図書館
相模原市⽴橋本図書館
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御礼状獲得⾒込み機関（11⽉末時点）（2/4）

⽜久市⽴中央図書館
いわき市⽴いわき総合図書館
⻑野市⽴⻑野図書館
相模原市⽴相模⼤野図書館
栃⽊県⽴図書館
名古屋市鶴舞中央図書館
広島県⽴図書館
⾦沢市図書館
千葉県⽴中央図書館
県⽴⻑野図書館

県⽴⻑野図書館
⻑崎市⽴図書館
伊丹市⽴図書館 本館「ことば蔵」
⾼崎市⽴中央図書館
岐⾩市⽴図書館
所沢市⽴所沢図書館
草加市⽴中央図書館
塩尻市⽴図書館
南アルプス市⽴図書館
京都府⽴図書館

御礼状獲得⾒込み機関（11⽉末時点）（3/4）

中野区⽴中央図書館
岩⼿県⽴図書館
⼩野市⽴図書館
荒川区⽴南千住図書館
和歌⼭県⽴図書館
佐世保市⽴図書館
東近江市⽴永源寺図書館

学校図書館
神奈川県学校図書館員研究会

専⾨図書館
⼤阪府⽴男⼥共同参画・⻘少年センター(ドー
ンセンター)情報ライブラリー
愛知県⼥性総合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
横浜未来看護専⾨学校（図書室）
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御礼状獲得⾒込み機関（11⽉末時点）（4/4）

⼤学図書館
近畿⼤学中央図書館
⽴命館⼤学図書館
愛知⼤学豊橋図書館
岡⼭県⽴⼤学附属図書館

※「獲得⾒込み」としてお⽰しした館については、今後データの削除などを⾏われた場合、御礼状
が獲得できなくなることもあります。ご了承ください。

御礼状の集計対象期間は
12/31まで！
ぜひチャレンジください。

ご清聴ありがとう
ございました。
info‐crd@ndl.go.jp
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本日は御来場ありがとうございました。 
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