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徳島の紹介

人口（平成３１年１月統計）

徳島県 約７４万人

徳島市 約２６万人
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• 昭和２７年７月 徳島市立図書館設置

• 昭和４０年４月 移動図書館車「いずみ号」導入

• 平成２０年４月 指定管理者制度導入
株式会社図書館流通センターへ運営移行

• 平成２４年４月 徳島駅前アミコビルに移転オープン

• 平成２７年４月 国立国会図書館レファレンス協同
データベース加入

• 平成３０年７月 移転後、入館者数３５０万人達成

徳島市立図書館 概要①
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徳島市立図書館 概要②

平成２４年４月
徳島駅前商業ビル

５階・６階へ移転開館
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徳島市立図書館 概要③

入館者数： 555,798人
貸出者数： 276,752人
貸出冊数：1,118,207冊
所蔵冊数： 502,811冊

（平成29年度統計・移動図書館車含む）

6



徳島市立図書館 紹介①
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 平成２４年に徳島駅前に移転、旧館より貸出者数
貸出冊数など増加。

＜平成２２年度（旧館）⇒平成２９年度＞
貸出者数は、約12万人から約27万人へ
貸出冊数は、約72万冊から約111万冊以上へ

 図書館に求められるサービスも変化し
幅広く事業を展開。
多彩なイベント等も実施。



徳島市立図書館 紹介②

＜基本コンセプト＞
◇人と文化が出会う駅前図書館
◇滞在型図書館
◇本との出会いを創出する図書館
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徳島市立図書館 紹介③
図書館6階 一般室フロアー・テラス
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徳島市立図書館 紹介④
図書館5階 こども室フロアー
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徳島市立図書館 紹介⑤
図書館5階 こども室フロアー
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徳島市立図書館 紹介⑥
移動図書館車 いずみ号

市内の小学校を訪問。
教室では、読書のアニマシオンを実施
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子どもたちが豊かに生きるための力
を身につけ、健全な成長をする支援

・求められている資料・情報を発達段階に

応じて適切に提供する。

・子どもの読書活動推進のための取組

イベントの実施。

・図書館事業や読書活動を通じた親子又は

保護者同士、子ども同士の交流促進。

運営方針 その①
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多彩な事業を実施

地元サッカーチーム「徳島ヴォルティス」と
読書のアニマシオンを実施



調べる学習講座 ２日連続開催（動物園とのコラボ事業）

1日目は、動物園で活動
動物園の裏側へ！

動物の不思議を探りました。

2日目は、図書館で活動
資料を使ってさらに詳しく動物のことを調べ

オリジナルの作品を仕上げました。
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地域力の向上に寄与し、地域ととも
に成長する図書館

・地域活性化に繋がる資料・情報の収集

提供や調べ物（課題解決）支援。

・市民の参画による図書館づくり及び市民

の活動を支援する取組の推進。

・地域の歴史や文化等の情報発信。
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地域の観光ボランティアを講師に迎え、街を散策しながら
歴史や文化に触れるイベントです。足を運ぶことで、資料
だけでは得る事ができない知識がスタッフにも蓄積されま
す。レファレンスに役立てられるようにしています。
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地域の魅力を知るイベント・事業

イベント『図書館でゆるりゆるりと寄り道～本と人と語
らいを～』ゆるやかな繋がりを大切にして、皆さんでい
ろいろなことを話しています。
「徳島を元気に！」を合言葉に、図書館から始まる新し
いコミュニティーの場にもなっています。



 市民の学ぶ意欲に応え市民が学習
や調査研究等をするための支援

・様々な文化や価値観を知ることができる
多様な資料・情報の収集、提供。

・図書館からの情報発信及び市民と必要な
資料・情報を繋ぐ取組の推進。

・連携する外部施設・機関の拡大や連携
協力による効果的な事業の推進。

運営方針 その③
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徳島県内の関係機関、市民との連携事業
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徳島大学附属図書館との連携事業「健康いきいき講座」を
開催しました。毎回、参加者満足度の高い講座です。
講座テーマをパスファインダー作成、ブックリスト作成に
も繋げています。

日本銀行徳島事務所との連携事業「明治150年記念特別講
演 日本銀行券の誕生秘話」を開催しました。貴重なお金
のレプリカも展示し、明治からのお金の移り変わりも学び
ました。



市民と図書館をつなぐ
レファレンス
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 図書館の運営方針②
「市民の学ぶ意欲に応え市民が学習や 調査研究等を
するための支援」と定め、 レファレンスサービスに
力を入れる。

 図書館を利用し、教養を深め、情報の 検索方法を市民が熟知
し、自らの課題を 解決していただけるように支援することで
豊かな地域づくりを目指す。

 年間事業計画にて、レファレンスサービス（パスファイン
ダー作成等含）を重要事項として示し、促進に努める。



レファレンスへの取り組み①
 平成24年度 新しい運営方針、事業計画について

・運営方針に対して、どのように取り組むのか？

・事業計画を、どのように達成していくのか？

・レファレンス技術を向上していくにはどうするのか？

各自スタッフが記録を始める。

レファレンスの記録、蓄積。貴重なデータ（＝財産）として

日々記録を続ける。

 平成26年度 第1回 館内レファレンス研修を実施

「レファレンスは人と人をつなぐ：基礎編」 ※スタッフ全員受講

講師：TRCレファレンス専門講師

講師より、蓄積してきた記録について、レファレンス協同データ

ベースに登録するためのアドバイスをいただく。
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レファレンスへの取り組み②
館内レファレンス研修



レファレンスへの取り組み③
 平成27年度 レファレンス協同データベースへ加入

これまで記録してきた、記録を再調査、整理、順次登録を始める。

 平成27年度 第2回 館内レファレンス研修実施

「レファレンス研修 応用編」

 平成28年度 第3回 館内レファレンス研修実施

「国立国会図書館レファレンス協同データベース」

事例の登録方法や検索方法を中心に講義。

 平成29年度 第4回 館内レファレンス研修

Ⅰ「レファレンス研修 入門編」 Ⅱ「レファレンス研修 応用編」

スタッフの経験年数に応じてグループ分け
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平成３０年度 参考図書の知識向上、
探索技術等の向上を目的として、デー
タベース「ジャパンナレッジ」研修を
実施。専門講師を招き、一般室担当者
を中心に受講。
データベースの特徴やレファレンスへ
の活用方法等も学びました。

レファレンスへの取り組み④
館内データベース研修



レファレンスへの取り組み⑤

 平成26年度より図書館へレファレンスの講師を招き
スタッフ全員が、レファレンスに関する研修を受講。
５年間継続して実施。

同じ経験を積み、知識、技術を共有。
スキルを維持、向上。

 レファレンス協同データベースへの登録。

登録を前提にして取り組むことで、自然に
回答プロセスを意識することへつながる。
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レファレンスへの取り組み⑥
これまでは、レファレンス対応した、一部を記録。

昨年より、お問い合わせを全て記録。（施設案内、利用案内なども含む）

現在は、段階的に資料や調べものに関する対応に絞り、記録を継続中。

＜変更理由＞

記録が各自の判断によるため、記録に偏りが出ていた。

レファレンスの基準が曖昧になり、必要な記録が残らなくなってきた。

＜対応＞

各カウンターに簡単に記入できる記録表を設置。

記入内容は簡易にし、対応後すぐに記入できるようにした。

＜成果＞

記録する習慣をつけてもらえるようになった。

問い合わせに各自どのように対応をしているかが分かるようになった。

今後、記録情報を元にして、パスファインダー作りや所蔵構成の参考資料と
して、またレファレンス対応等に役立てたい。
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レファレンス協同データベースへの登録

＜レファレンス対応・登録＞

①対応スタッフ
記録用紙（メモ程度：備忘録）へ記入。

⇒ 利用者対応後に即記入。

レファレンス記録票への落とし込み。調査プロセスを含め整える。
↓

②対応スタッフが整えたレファレンス記録票をもとに、レファレ
ンス事例集担当スタッフが、内容、提供資料などに誤りがないか
見直し、追加情報があれば追記する。

↓
③責任者 最終確認。

↓
④登録（年2回：あらかじめ登録スケジュールを決めておく）
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パスファインダー作成
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 図書館の運営方針②

「地域力の向上に寄与し、地域とともに成長する

図書館」

 図書館の運営方針③

「市民の学ぶ意欲に応え市民が学習や調査研究等

をするための支援」

課題解決を支援するための取り組みとして

パスファインダーの作成を行っています。



パスファインダーの作成
取り組み①
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 レファレンスの基礎、知識・技術を獲得するため
に専門講師を招き、館内研修を実施。スタッフ全
員が受講。(５年間継続）

 パスファインダーに関する社内研修、館外研修
へ積極的に参加。

パスファインダーの作成に役立てる。



パスファインダーの作成
取り組み②
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 年間事業計画として設定、作成担当者を決定。
 作成担当者間で、地域の情報収集や館内資料を調査。
 地域の魅力発信、課題解決へつなげるテーマを決める。
 担当者が書式・構成を考え直し統一。

 子ども向けは、学校の授業で取り入れている事柄、身
近にあるものも意識。

 ビジネス支援サービスの一環として、徳島県内の関係
機関との連携を活かしたものを作成。

 徳島大学附属図書館との連携事業では
健康情報を軸に講座等を開催し
講座テーマを活かしたものを作成。
「糖尿病」「認知症」「歯周病」



＜利用者＞
 潜在的な興味への働きかけ
 図書館利用に関しての意識変化

＜スタッフ＞

 レファレンスを行う上で、スタッフ自身がパスファ
インダーの構成を意識し対応。

 作成担当者は調査したことで事柄について、深く知
識を得る事ができる。

 地域に興味を持ち、地域貢献を意識する。
 発信することでモチベーションにつながる。

 定期的に担当を変更し、見直しを行うことで情報を
新しく保ち、スタッフ間の知識を共有する。

パスファインダーの作成
目的・成果
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 藍染

 阿波おどり

 阿波の狸

 阿波晩茶

 阿波和三盆糖

 祖谷平家落人伝説

 四国八十八ヵ所

 徳島の郷土料理

 板東俘虜収容所

他 ７種

パスファインダーの種類
（一般向け22種類）※平成31年2月現在

 企業情報

 歯周病 他 ４種

郷土関係 ビジネス・健康

レファ協・図書館ホームページでも公開中
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 阿波弁

 郷土料理

 たぬき

 徳島城

 徳島と太平洋戦争

 徳島のお殿様 蜂須賀氏

 徳島の伝統工芸

 ひょうたん島とその周辺の川

他 ７種

パスファインダーの種類
（児童向け15種類）※平成31年2月現在

レファ協・図書館ホームページでも
公開中
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 キーワードを考える

 参考資料を使って調べる（データベース・自治体史など）

 図書を探す

（OPAC・徳島県内図書館横断検索・国立国会図書館

リサーチ・ナビ等の紹介）

 出版情報を確認する

 新聞記事を探す（データベース紹介）

 研究誌や研究論文を探す（データベース紹介）

 インターネットで調べる

 類縁機関など紹介 徳島県内の施設などを提案

パスファインダーの構成
（一般向け）
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課題
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 レファレンスサービス、パスファインダー等の認知度が低い。

広報活動、イベントや事業に関連づけることで興味

を持っていただく機会を増やす。

手に取りやすい紙面づくり。

 利用者からのフィードバックがないため、パスファインダー
がどの程度利用されているか知る術がない。

利用者との関係を築き、状況を知る。スタッフの

モチベーションになり、新たな作成の原動力になる。

 レファレンスの記録情報を活用。

パスファインダーの作成へつなげ、貴重な記録を吟味し

反映させていく。



最後に
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これまで、いろいろな課題があり、その課題につ
いて、一歩一歩すすめてきました。

継続的な研修で、スタッフひとりひとりの意識が
向上し、その歩みが今につながっています。

技術面や利用者サービスの面では、切磋琢磨し自
己啓発しながら、今後も、地域とともに成長した
いと思います。



ご清聴いただき
ありがとうございました
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