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この記録集は、平成 26 年 2 月 17 日に国立国会図書館関西館で開催された、第 10 回レフ

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

布資料は、事業のホームページ（http://crd.ndl.go.jp/jp/library/forum_10.html）に掲載し

ていますので、合わせてご利用ください。なお、所属および肩書きはフォーラム開催当時

のものです。 
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－ 概況 － 

1 概要 

テーマ ： 「教育と図書館の未来―レファレンス協同データベースと生み出す力」 
日時 ： 平成 26 年 2 月 17 日（月） 午前 10 時～午後 4 時 
会場 ： 国立国会図書館 関西館 大会議室 
参加者 ： 116 名 

 
（内訳） 
属性 参加者数 

公共図書館 26 名 
大学図書館 19 名 
専門図書館 2 名 
学校図書館  7 名 
講師・パネリスト・企画協力員 12 名 
その他 35 名 
国立国会図書館 15 名 

合計 116 名 
 

その他  ： レファレンス協同データベース事業サポーターの協力を得て、インター

ネットを通じた中継を行った。 
      [ http://www.ustream.tv/channel/crdf2014] 

： Twitter のハッシュタグ（#crdf2014）を公開し、インターネット上でも

が                意見交換が行われた。 
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2 プログラム 

 
(1) 開会挨拶                             国立国会図書館関西館長 山田 敏之 
 
(2) 事業報告                         国立国会図書館図書館協力課 内田 紘子 

 
(3) 基調講演 
情報社会と図書館の未来 

山梨県立図書館 館長 阿刀田 高 
 

 (4) 実践報告1 
高校図書館でレファ協を使い倒すために 

神奈川県立横浜南陵高校図書館 田子 環 
 (5) 実践報告2 

レファレンス協同データベースと高等教育： 

ラーニング・コモンズ及び図書館司書課程での活用を通じて   

同志社大学 学習支援・教育開発センター 助教 岡部 晋典 
(6) 実践報告3 
レファ協の活用と地域の魅力の再発見について 

豊中市立図書館 石田ひろ 
(7) 実践報告4 
教育図書館におけるレファ協効果 

国立教育政策研究所教育研究情報センター教育図書館 鈴木由美子 
 
 

(8) パネルディスカッション 
教育と図書館の未来―レファレンス協同データベースと生み出す力 

コーディネータ                            青山学院大学 教授 小田 光宏 
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国立国会図書館関西館長 山田 敏之 

 
皆様、おはようございます。国立国会図

書館関西館長の山田でございます。開会に

先立ちましてご挨拶を申しあげます。 
本日はお忙しいところ、第 10 回レファレ

ンス協同データベース事業フォーラムに多

数のご参加をいただき、ありがとうござい

ます。また、日頃の本事業に対するご協力

に厚く感謝申し上げます。 
本事業は、この関西館が出来ました平成

14 年に、実験事業として開始いたしました。

図書館で日々回答されている、様々な種類

のレファレンス事例を集めて共有できるよ

うにしたいという発想から始まったもので

す。当時は「これからはレファレンスの時

代だ」とはいうものの、目録データなどと

は違って、内容も形式も千差万別であるレ

ファレンスデータを本当にデータベース化

できるのか、役に立つのかという不安がご

ざいました。 
しかし、皆様のご協力によって、登録デ

ータは 12 万件以上、参加館も 600 館を超

えるほどに成長し、レファレンス業務に利

用されるようになっております。また、レ

ファレンス事例をツイッターでつぶやいた

りもしており、一般利用者の方からも、面

白いデータベースである、図書館がこんな

サービスをしているのかといったお声をい

ただいています。これもひとえに、皆様の

ご協力の賜物と感謝しております。 
データ数や参加館数の増加といった事業

の成長に加え、昨年は学校図書館および学

校図書館関係団体が新たに参加対象となり

ました。 
レファレンス協同データベースはレファ

レンスサービスの実践ツールとして使われ

る一方で図書館員の研修や大学の図書館情

報学関係の講義など、教育の場でも活用さ

れています。 
そこで今回のフォーラムのテーマを、「教

育と図書館の未来―レファレンス協同デー

タベースと生み出す力」といたしました。

レファレンス協同データベースを利用する

ことで、教育と図書館にとって新しい展開

を生み出すという意味を込めております。

教育の分野でレファレンス協同データベー

スがどのように貢献できるかについて考え

ていきたいと思います。 
 本日は、当館からの事業報告に続き、山

梨県立図書館の阿刀田高館長に基調講演を

お願いしております。「情報社会と図書館の

未来」というタイトルの講演でございます。

続いて、様々な館種の図書館、教育者の方々
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からの実践報告、最後はパネルディスカッ

ションと盛りだくさんの内容になっており

ます。 
長時間になりますが、多彩な方々にご登

壇いただき、様々なお立場からのお話しを

伺う良い機会になるのではないかと思いま

す。また活発な意見交換を通して、教育と

図書館の明るい未来について皆様とご一緒

に考えられると幸いです。 
それではよろしくお願いいたします。 
 

 2 



第 10 回フォーラム  

事業報告 

 

事業報告 

レファレンス協同データベース事業 
平成２５年度事業報告 

 

 

 

 

 

 

関西館図書館協力課 

協力ネットワーク係 

内田 紘子 

配布資料 

資料① 事業報告 

資料② 事業報告 

 
 おはようございます。図書館協力課の内

田と申します。よろしくお願いいたします。 
それでは平成 25 年度のレファレンス協

同データベース事業の活動内容について御

報告いたします。お手元の資料①②を御覧

ください。資料①の内容は前のスクリーン

にも表示いたします。また、資料②は①の

内容をより詳細にお示ししたものです。 
 事業報告の流れとしましては、まず参加

館数、データ登録数、アクセス数といった

事業の現状を報告します。次に平成 25 年度

に行った取り組みについて御報告いたしま

す。その後来年度の予定について簡単に触

れさせていただきます。 
なお、「レファレンス協同データベース」

という名称は長いので、報告の中では「レ

ファ協」と呼ばせていただきます。 

 参加館数 

それでは、事業の現状について参加館数

から御説明します。  
 平成 25 年度は 34 館の新規申し込みがあ

り、1 月末現在で 613 館になりました。館

種別では、公共図書館が 61％と一番多く、

大学図書館、専門図書館、学校図書館の順

になっています。 
 
 

 

3 
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 データ登録数 

 
続いてデータの登録件数について御説明

します。平成 26 年 1 月末現在 126,499 件

となりました。平成 25 年度のデータ増加数

は 19,155 件でした。皆様のおかげで登録の

ペースも順調にあがってきています。なお、

レファ協には、「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」の 4 種類のデータがあ

り、データ登録数はこの合計になります。 
 

 
 
データを種類別でみたものがこちらのグ

ラフです。レファレンス事例が一番多く約

117,000 件で全体の 92％を占めています。

続いて調べ方マニュアルが 7％となってい

ます。 

 
 
館種別にみると、参加館数の一番多い公

共図書館のデータが全体の約 70％を占め

ています。 
 

 
 
次に、公開レベル別の登録件数です。  

Web 上からどなたでもアクセスでき検索エ

ンジンでもヒットする「一般公開」のデー

タが、全体の約 6 割をしめる 71,958 件、参

加館だけが見ることのできる「参加館公開」

が約 1 割、登録した館のみ見ることができ

る「自館のみ参照」が約 3 割となっていま

す。 

4 
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データ登録件数の御説明の最後にレファ

レンス事例データおよび調べ方マニュアル

データの登録数の多い図書館を御紹介しま

す。 
こちらのスライドはレファレンス事例デ

ータ登録数のトップ 10 です。 
 

 
 
続いて、調べ方マニュアルデータ登録数

のトップ 10 です。 

 
 

 アクセス数 

 
次に「アクセス数」について御説明しま

す。アクセス数とは、個々のデータがどれ

だけ見られたかを示す数字です。 
 

 
 
平成 25 年度はかなりアクセス数が伸び

ました。アクセス数増加の理由としては、

データ数の増加により検索エンジン等でヒ

ットしやすくなっていることや、2013 年 2
月にシステムリプレイスを行い、トップ画

面に新着事例、未解決事例などを配置し少

しでも長く画面を見ていただけるよう工夫

を行った結果、アクセス数が増えたと思わ

れます。 

5 
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次にアクセス数の多い図書館のトップ

10 を挙げています。 
 

 
 
各種統計からの現状報告は以上となりま

す。 
 

 平成 25 年度の取組み 

 
続いて平成 25 年度の主な取り組みを御

報告します。 
 
参加館数増加のための取組み 
まず、参加館増加のための取り組みから

御説明します。  
平成25年7月から学校図書館がレファ協

に正式参加となりましたので、学校図書館

への広報に力を入れました。 
学校図書館関係者が読まれそうな雑誌に

レファ協を紹介する記事を投稿し、図書館

総合展では全国学校図書館協議会主催のフ

ォーラムに呼んでいただき、講演いたしま

した。 
参加館増加のため、日々未参加館へ営業

の電話をしております。この館だったらレ

ファ協に参加してくれるかもという情報が

ありましたら、ぜひ事務局までご連絡いた

だけるとありがたいです。 
その他学校図書館関係のイベント、研修

会でチラシを配布しました。 
また、学校図書館がレファ協に正式参加

になったことを、京都新聞、日本教育新聞

に紹介していただきました。 
 
データ登録数増加のための取組み 
 次にデータ登録数増加のための取り組み

について御報告いたします。 
 1 点目として、遡及入力の支援を行いま

した。本年度は 1 機関から依頼を受け 1 月

末現在、504 件のレファレンス事例の入力

が完了しました。データ数の増加とともに、

以後の継続的な登録のきっかけにしていた

だくべく、今後も随時受け付けていきたい

と考えております。 
 2 点目として、超大作のレファレンス事

例だけでなく、クイックレファレンスと呼

ばれる簡単な質問も登録しましょうと、参

加館通信、ホームページ 1で呼びかけました。 
 3 点目として、データ作成時の基準とな

るガイドライン HTML 版をホームページ

に掲載 2し、登録の疑問点をすぐ解消できる

ように環境を整えました。 
 4点目として、礼状の送付 3を行いました。  
レファ協では、多くのデータを登録してく

ださっている館、また多くのアクセスを集

めている館を対象に、感謝の意を込めまし

1 クイックレファレンスを登録しよう！

[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/quick.html] 
2 『データ作成・公開に関するガイドライン』 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/guideline.html] 
3 平成 25 年度国立国会図書館長からの御礼

状送付 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/thanks_H25.
html] 
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て国立国会図書館長から礼状を送らせてい

ただいております。 
 送付基準は 3 点あります。基準の 1 つ目

は、累積データ登録件数です。平成 25 年

12 月 31 日までのデータの総件数を公開レ

ベルに応じて加算し、累積点数が新たに

1,000 点以上になった館で、対象館は 9 館

でした。 
 基準の 2 つ目は、年間データ登録件数で

す。平成 25 年 1 月 1 日から 12 月 31 日ま

での 1 年間に御登録いただいた事例を公開

レベルに応じて加算し、200 点以上になっ

た館で、対象館は 35 館でした。 
 基準の 3 つ目は、年間データアクセス数

です。平成 25 年 1 月 1 日から 12 月 31 日

までのアクセス数が 3 万件以上の館で、な

おかつ年間登録数 30 点以上の館。対象館は

62 館でした。 
以上の 3 つの基準のいずれかを満たした

館が対象となります。  
今年度の対象館はスライドに挙がってい

る 71 館です。 
 

 

 

 
 
また、礼状送付の基準には当てはまりま

せんが、御貢献いただいている参加館の中

から企画協力員の皆様に御協力いただき、

「企画協力員賞」4も選定いたしました。  
今年度はスライドに挙がっている 6 館に

決定しました。 
 

4 企画協力員賞 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/thanks_kikak
u.html] 
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企画協力員賞は、参加館通信、およびホ

ームページで御紹介させていただきました。  
 礼状送付ならびに企画協力員賞は、図書

館内外へのPRにもつながるかと存じます。

対象館の皆様には、ぜひ様々な形でお役立

ていただければと思います。 
 
事業活性化のためのその他の取組み 
次に、事業活性化のための取り組みにつ

いて御報告します。 
1 点目は、担当者研修会の実施 5です。研

修は、企画協力員でもいらっしゃる羽衣国

際大学人間生活学部准教授の谷本達哉先生

に講師として御協力いただき、東京本館と

関西館で行いました。谷本先生、企画協力

員の先生からアドバイスをいただける点、

様々な館種の図書館との交流や情報交換が

できる点、レファ協システムの疑問点が解

消される点など毎年非常に好評をいただい

ております。参加館の皆様には、ぜひ御参

加いただければと存じます。 
2 点目として、講演・原稿執筆などを行

いました。スライドには、事務局が講師と

5 第 9 回レファレンス協同データベース事

業担当者研修会 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/institute_9.
html] 

して参加した講演のうち主なものを挙げま

した。 
 

 
  
なお、当館から職員を講師として派遣す

る「派遣研修」という制度があります。レ

ファ協がテーマのものもあり、来年度も募

集を予定しています。御興味をお持ちの方

はぜひお声がけください。  
また、事務局で執筆した記事が数点雑誌

に掲載されました。  
3 点目は、企画「みんなで手を叩こう！」6

の実施です。この企画は、新システムで追

加された「拍手！」ボタン機能を参加館、

一般の方に知っていただくとともに、面白

いと思ったデータ、感心したデータなどに

惜しみない拍手を送りましょうというもの

です。 
企画協力員、サポーターの方などにおす

すめ事例をご紹介いただきました。 
一般の方にも「拍手機能」を知っていた

だくため、ツイッターで拍手事例を募集し、

拍手ポイントをツイッターでつぶやいても

らいました。 

6 企画「みんなで手をたたこう！」

[https://crd.ndl.go.jp/jp/library/handclap_
2013.html] 
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楽しいつぶやきがたくさん寄せられまし

たので、ぜひホームページをご覧になって

ください。 
一例をあげますと、赤ちゃんの誕生を心

から喜んでいる絵本を探してほしいという

レファレンス事例に対して「こういう相談

を一緒に考えてくれるのが図書館のすごさ

だと思う。回答欄最初の一文に優しさと誠

実を感じる。拍手」とありました。 
企画は、2013 年 11 月 15 日～2014 年 2

月 10 日まで行い、拍手数がそれまでの約 3
倍に増えました。 
企画にご協力いただいたレファ協サポー

ター7とは、事業を盛りたててくださる方々

で、スライドに挙がっている 45 名の方に御

協力いただいております。 
 

 

7 レファレンス協同データベース事業  
サポーター 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/supporter.ht
ml] 

 

 

 
 
サポーターの田子さん、岡部先生には、

後ほどご登壇いただきます。田子さん、京

都府立高等学校図書館協議会司書部会の仲

さんには、学校図書館への広報で大変お世

話になりました。 
 図書館のみならず様々なバックグランド

をお持ちの方々のお力を借り、レファ協の

普及・発展を図ることを目的に、平成 22 年
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度のフォーラム時にこの場からスタートし

ました。 
 先ほどの企画の他、参加館通信への御寄

稿もお願いしました。  
 サポーターは随時募集しています。御興

味をお持ちの方は、後ほどぜひ事務局員に

お声がけください。 
 事業活性化のための取り組み 5 点目は

Twitter での情報発信 8です。Twitter は平

成 22 年の 9 月から開始し、現在はほぼ毎日

イベント情報やおすすめ事例の紹介に活用

しています。現在 7,000 人を超える方にフ

ォローをいただいております。本日のフォ

ーラムの様子も、レファ協のゆるキャラ「れ

はっち」がつぶやくことになっています。

まだ、フォローされていない方はこの機会

にぜひよろしくお願いいたします。  
事業活性化のための取り組み 6 点目は、

本日のレファ協事業フォーラムの開催です。 
 
その他の取組み 
次に、その他の取り組みを御紹介します。 

1点目は、ホームページの様々な改訂です。 
学校図書館でのレファ協活用法を紹介した

ページ 9、ユニークなレファレンス事例も紹

介している、一般の方向けのレファ協活用

術のページ 10を作成しました。 
これらのページにイメージキャラクター

れはっちのペーパークラフト、うちわ素材

も掲載しています。 

8 Twitter での情報発信

[https://twitter.com/crd_tweet] 
9 学校図書館での活用法 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/schoollibrar
y.html] 
10 レファ協活用術！ 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/user_gener
al.html] 

地震・災害関連情報 11も事務局で日々更

新しています。 
2 点目として、システムの改善を行いま

した。登録時にご不便をおかけしていたテ

キストエディタを変更し、パスワードのセ

キュリティを強化しました。 
3 点目は、継続的な取り組みとしての参

加館通信です。参加館通信は平成 16 年にス

タートした参加館向けのメールマガジンで

す。事務局からのお知らせの他、お役立ち

情報や参加館になってよかったと思ってい

ただけるような楽しいものも盛り込めるよ

うに、今後も努力してまいります。 
 続いて、企画協力員 12の方々が行ってく

ださった活動について御報告します。  
レファ協には、外部有識者の御協力を得

るために「企画協力員」という制度を設け

ています。現在はスライドに出ております

7 名の方に 2 年の任期で御協力いただいて

おります。本日も会場前方に来ていただい

ております。後ほど、青山学院大学の小田

先生にはパネルディスカッションのコーデ

ィネータとして御登壇いただきます。 
企画協力員の方々には、外部で講演され

る際のレファ協の広報、レファレンス事例

へのコメント付与、参加館通信への御寄稿

など様々な形でご支援いただいております。 

11 地震災害関連情報のページ 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/20110311.ht
ml] 
12 レファレンス協同データベース事業 企

画協力員について 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/cooperative_p
roject_team.html] 
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また、参加館等の皆様にも御協力いただ

いております。御報告いただいたものを前

のスライドに挙げております。御支援、御

協力に感謝いたします。 
 

 
 
なお、レファ協では、参加館用システム

とほぼ同じ使い方ができる研修環境 13を御

用意しています。ホームページからお申込

みいただくと、すぐに ID とパスワードを御

用意いたします。 
 

 平成 26 年度の予定 

13 研修環境について 
[https://crd.ndl.go.jp/jp/help/crds/about.ht
ml#chap1-2] 

 
最後に平成 26 年度の予定です。まず 6

月頃に東京本館と関西館の 2 か所で担当者

研修会を予定しています。参加館の方はぜ

ひ御参加ください。 
 また例年通り、2 月頃事業フォーラム、

礼状送付を予定しております。学校図書館

のイベントにもお邪魔する予定です。 平成

25 年度の事業報告は以上です。  
皆様のおかげで、レファ協は今年度、平

成 14 年度の実験事業開始から 12 年目を迎

えることができました。学校図書館が正式

参加し、レファ協の輪も大きく広がってお

ります。今後のさらなる発展のために、事

業への御協力をよろしくお願い申し上げま

す。ありがとうございました。 
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情報社会と図書館の未来 

 

 

 
 

講師 

山梨県立図書館 館長  

阿刀田 高 

 

 

 
小説家の阿刀田高です。本業は小説家と

思っておりますが、現在山梨県立図書館の

館長を務めております。山梨県立図書館は

古くからずっと存在していたわけですが、

建物が古くなりましたので、新館を建てよ

うということで、一昨年の 11 月に開館いた

しました。 
山梨県庁のある甲府市の駅から 3 分くら

いで、ロケーションは最高なので、県民の

利用者も多く、1 年間で 100 万人という目

標も早くに達成し、活況を呈しています。 
私は山梨県に全く関わりがなく、東京か

ら近いので何度も行ったことがあっても、

館長に就任するまでは山梨県がどんな県か

ということも知りませんでした。山梨県知

事が新しい図書館を作るにあたって色々計

画を立てていたらしく、その中で作家を呼

んで来たら図書館が面白くなるのではない

かという発想だったと思います。実質的に

は月に 2～3 回くらい行くような館長を務

めております。 
どんな組織でも長と名がつくものは人事

と財政に関わる権力を持っていなければ何

もできないというのは常識的なことです。

私は人事も財政も全く権力を持っていませ

んから、持つべき武器を全く持たない館長

です。それは異論のないことなのですが、

何をやれと言われたかといえば、簡単に言

えば、広報係をやれと言われておりまして、

山梨県ではこんな図書館があることを県外

で広く宣伝し、また東京が近いので講演会

などを活発にしてほしいということです。

友人がたくさんいますので、文化講演会に

適当な講師を選んで行うことも 1 つの使命

として命じられました。 
この 1 年間だけで子供たちに読書を勧め

るために里中満知子さん、森絵都さんに来

ていただきました。ミステリー小説の楽し

さを訴えるために大沢在昌さんに、東北 3
県の被害を訴えるために吉岡忍さんにお話

をしていただきました。テレビドラマの制

作現場について話していただこうと、鴨下

信一さんに来ていただきました。小説の面

白さについて浅田次郎さんと林真理子さん
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に話していただきました。 
こんな風に色々な方に来ていただいて、

文化講演会というと大げさですが、自分た

ちの仕事について話していただく催し物を

しています。私自身も年に 2 回 3 か月ほど

適当なテーマを決めて、前回は短編小説を

読むという講座を 100 人ほどの方に行いま

した。とにかく催し物を通して、県民に図

書館への関心を持っていただくことをやっ

ております。図書館のあり方として、そう

いった催し物をして県民に関心を持ってい

ただくことも大事な役目と考えております。 
先ほども申しあげたように、私は山梨県

について全然知らず、富士五湖が全部山梨

県にあることも知らなかったのです。1～2
つは静岡県だろうと思っていたら全部山梨

県だと言われました。自殺の多いところも

山梨県だということで、それを知事に言っ

たら、あれは他県から来るのであって、山

梨県の人が多いわけではないという説明も

受けました。 
東京から行くと、どの駅から山梨県でど

こから長野県に入るのかも分からなくて、

地図を見たりしてささやかな勉強もしまし

た。地図を見ればよく分かりますが、山梨

県と言いながら山がいっぱいあるし、あま

り大きな県ではないですよね。  
県立図書館の方も来られていると思いま

すが、山梨県立図書館でいえば甲府市でば

かりサービスしていてはいかんのです。甲

府は一都市に過ぎないわけで、県立図書館

の方はみんな思ってらっしゃると思います

が、県庁所在地以外のところにも当然県立

図書館はサービスをしなければならないわ

けで、そのあたりは非常に難しい問題です。 
 ご存知かもしれませんが、私もこの国立

国会図書館に勤めたことがございまして、

大学を出て最初に就いた仕事が国立国会図

書館でした。私は 11 年間職員をやっており

ました。それから物書きに転身して、よも

やもう一度図書館の仕事に携わるとは思っ

ていなかったのですが、先祖返りのように

40 年ほど空いていますから、浦島太郎のよ

うで、まるっきり知らない世界に来てしま

ったようですが、慣れてくると自分でも全

くの素人ではないなと若干の自覚もできま

した。 
 

 読書力向上のために 

 
この 40 年間の図書館の発展というのは

色々な意味で目覚ましいものがあります。

特にこちらで行っているデータベースの問

題などは最も変化したことの 1 つだと思わ

れ、戸惑いを覚えているところです。 
でも変わっていないことも多いですね。

今文化審議会長をやっていたことがあげら

れましたが、当時の文部科学大臣から、「こ

れからの日本国民の国語力をどう考えたら

よいか」という質問を受けまして、当時、

副委員長をしていた私は、委員長に「この

答申は紙 3 枚ですむのではないか」と言い

ました。実際には 20 枚くらいのものになり

ましたが。まあ、ジョークですけれど…。

まずこれからの国語力の重要性について答

えよ、については、私の本音は、国語力の

重要性について最初から分かっている人に

文部科学大臣になってほしい、文部科学大

臣になったから国語力の重要性について文

化審議会に聞くような大臣では困るし、初

めから自分でお考え下さいと書けばいいん
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じゃないかと。 
次はそのためには何をしたらいいかとい

えば読書を勧めることであると。国語力の

増進は読書だけで補えるものではありませ

んが、若い人たちに読書を勧めれば、6・7
割は国語力の育成になるのだから、まず読

書を勧めてほしいということも 2 行くらい

で済みます。 
そのためには何をしたのかというと、私

に言わせていただければ「顔を洗って出直

してこい」というものです。読書力を高め

るためには図書館、学校図書館を充実させ

ることが 1 番重要なことです。学校図書館

がどうあるべきかというのは、私が図書館

員だったころから、学校図書館員を置くと

いうことから始まって、各学校にどのくら

いの基準のものを設けて学校図書館を充実

させろと言ってきたはずです。50 年前と同

じことをここで言わねばならない。 
 

 学校図書館の充実 

 
確かに各学校に司書教諭を配置するとい

う基準が設けられ、それは結構実施されて

いるようですが、実態はこれを申し上げる

のはつらいですが、上手くいっているわけ

ではない。司書教諭を一人置けということ

だから、学校内の司書資格のある田中先生

を司書教諭ということにして「あなたの学

校に図書館はあるか、司書教諭は配置され

ているか」というと田中先生の名前を書い

ておけば、司書教諭がいるということにな

るけれども、田中先生は別教科の先生であ

って、熱心に図書館に関わる訳ではない。

図書館はしばしば鍵がかかっているといっ

たような状態であったりして、あるべき姿

の図書館は 50 年前からそんなに変わって

いない。 
図書館界はずいぶん前から図書館や学校

図書館について訴え訴え、訴え続けている。

その訴えを 7、8 割満たしてから文部科学大

臣が「国語力を高めるために図書館はどう

あるべきか」と聞いてくるのなら分かりま

すが、50 年間図書館界の要求に応えずにお

いてどうかと聞かれてもね、困ります。が

んの病気だってそうですよね。「タバコはや

めなさい。酒もだめですよ。きちんと節制

しなさい」と言われてきちんと守ってもよ

くならないから「先生どうしましょう」と

聞くなら分かりますが、タバコも酒も止め

ずに夜遊びして、よくならないから「先生

どうしましょう」と来られてもよくならな

いのは当たり前なのだから、先生にしてみ

たら「顔洗って出直してこい」というのが

世間の常識です。 
 先ほど申し上げたように、図書館は変わ

ったけれども、根本的な図書館をめぐる行

政と図書館界との関係は、本質的には変わ

っていないように思うのですね。40 年前に

図書館界が行政に訴えていたことが、40 年

経って図書館界に来てみたら同じようなこ

とを要求している。どうしたらいいかとい

うことを文部科学大臣に聞かれたら、やは

り「顔を洗って出直してこい」と言いたく

なりますよね。これ全部 3 枚で答申ができ

ると思ったのですが、その時委員長をして

いたのが筑波大学で総長をしていた北原保

雄先生で「そうもいかないだろう」という

ことで、2 人でオブラートをかけて答申 1し

1 「これからの時代に求められる国語力につ

いて」（平成 16年 2月 3日 文化審議会答申） 
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た覚えがあります。 

というわけでずいぶん変わったなと思う

し、やはり変わらない部分もあるなと思い

ます。どうやら司書教諭に加えて学校司書

を置くという制度がようやく認められそう

になっているけど、まだはっきりしないと

いう状況です。 
 私の考えている図書館、特に学校図書館

について言えば、必要な本がきちんと用意

されている、ある程度の蔵書の充実は当然

として、そこに本当に図書館を専門として

いる、今でいう学校司書が近いと思います

が、その人が常時いて、この人自身が本が

好きで、子供が好きで、小学生だったら図

書館によく来る子供についてきちんと知識

があって、「山田君、この前こんな本を読ん

でいたけど、こっちも面白いよ」なんて図

書館に来る子供と語り合いながら、本に親

しむような、学校の司書が常時図書館にい

て迎えてくれる図書館でなければ、図書館

界が願っている学校図書館にはまだ道遠し

という感じを覚えております。 
 話はそれましたが、本日問題にされてい

るレファレンスの問題については、私は全

く IT 機器を使うのも下手ですし、ほとんど

自分も使っておりませんのであまりよく分

からないのです。実用上の問題は色々ある

と思うのですが、今日はこの後の講師のお

話やパネルディスカッションを傾聴したい

と思っております。 
 

 手書きの大切さ 

 

[http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bu
nka/toushin/04020301.htm] 

今、読書、図書館、出版の状況は１つの

大きな曲がり角に来ていると考えておりま

す。グーテンベルグが活版印刷を発見して

以来、実際には中国にはそれより以前に印

刷された書籍があったと思われますが、と

にかく千年、五百年の歴史を持つ紙の印刷

物によって情報を得るという、簡単に言え

ば本や新聞によって私たちが知識を得て一

切の文化活動をやってきたということが１

つの曲がり角に差し掛かってきているのは

間違いないような気がいたします。 
理由は簡単です。IT 機器という素晴らし

いものが発見されて、紙によるものと、電

子媒体による情報が共存する状況が私たち

の生活に入り込んできています。 
字を書くことも昔は「手書き」という言

葉がなかったそうです。字を書くというこ

とは手で書くのが当たり前でしたから「手

書き」などとわざわざいう必要はなかった

わけです。  
最近は IT 機器で字を書くということが

どんどん普及していって、近頃いただくお

手紙の 8～9 割はパソコンで打ったものが

占めてきました。10 年後にはほとんどのも

のがそうなっていくのではないかと思いま

す。 
ですがそんなに簡単に手書きというもの

をなくしていいものだろうか。IT 機器によ

る記述や書写は非常に便利ですけれども何

かそこに大切なものが落ちていくような気

もいたします。 
私は小説家なので、文章を一般の方より

もデリケートな感覚で見ています。私の親

しい友人で、もう亡くなりましたが、井上

ひさしは手書きで書いた文章とパソコンで

書いた文章は読めば分かると言っていまし
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た。実際に彼に見せてテストしたことはな

いけれど、井上さんのような方だったら分

かったのではないかと思います。パソコン

で打った文章にはどこか隙間があるような

気がして、手書きの文章の方が密度の濃い

ような気がします。 
書き手である私の立場から言うと、人間

は怠け者ですから、手で書くのはきついの

です。辛いから頭の中でできるだけ完成さ

れたものを作っておいて、それから書く。

これは手書きの習慣を持っている人にとっ

ては当たり前のことで、できるだけ頭の中

で自分なりの完成品に近いところまでもっ

ていって書くのが、手書きの基本だと思い

ます。 
対してパソコンは打っているだけでリズ

ム感があって楽しいところもあるから、と

にかく頭に浮かんだことを打ってしまう。

打ってしまうとこの部分は削ろうといった

選択がなかなかできないのです。打ってし

まったものはそのまま使うことになる。 
その微妙な違いが、文章を書く上では差

を生むような気がします。具体的に言うと

この頃の特に小説家は、作品が長くなって

しまいました。やたら厚くなってしまった。

最近は作家の生活も苦しいものですから、

作家はたくさん書いた方が原稿料をもらえ

るから、たくさん書いた方がいいし、まし

て自分がきちんと作って書いたものを削っ

て自作を薄くしようとは考えにくい。でき

るだけ書いたものはそのままにして銭をも

らった方がいいという気持ちがどこかに働

くものだから、なかなか推敲して縮めてい

くことをせず、どんどん厚くなっていくの

ではないかと思います。 
昔、ショート・ショートを書いていた星

新一さんと話をしたことがあったのですが、

私も割と短いものを書くのが基本なもので

すから、二人とも「一生懸命書いたものを

短くして収入を減らすために努力している

ようなものだよな」と話したことがありま

す。原稿料は枚数ですから、星さんのよう

に短く書く人と、延々と書く人では収入に

格差があるだろうなと思います。 
太宰治が面白いことを言っています。「自

分の文章を削るべきか、それともそのまま

にするか。迷った時には削れ、削るのがい

いんだ」と文章術として言っている。人間、

自分の書いたものは削りたくないのです。

一度書いたものを捨てるのは本当にやりた

くないけれども、削ろうか迷うなら削った

方がいいものなのです。物書きが削るべき

か残すべきかを考えると、削った方がいい

のに、未練がましく残そうかと考える。だ

から迷った時は遠慮なく削った方がいいと、

非常に端的な文章作法を書いていて、これ

も私は何か分かるような気がします。迷う

時点でその文章はどうでもいい、よく書け

ていないし全体的に考えるといらないとき

が多いので、それはスポッと捨てて短く書

く方がいいのだろうと思います。 
IT 機器がどんどん入ってきて、好むと好

まざると発展していくのは絶対明らかです。

でもせめて学校教育のなかで手書きという

習慣を何かの形で残しておいてほしい。 
漢字の大権威である白川静さんが「漢字

は日本語だ」と素晴らしいことをおっしゃ

ってくださるので、私は「ああそうだよな」

と目から鱗が落ちる思いがしました。 
漢字というから中国の字であるような気

がするが、私たちが使用した歴史は非常に

長いのです。中国に行くと漢字とは思えな
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い記号文字が町中にあふれていて、伝統あ

る漢字がここまで簡略化されていいものだ

ろうかと不思議に思うことさえあるのです。 
そうした漢字の変遷の中で日本人は日本

人の漢字というものを作って、利用してい

る。漢字、ひらがな、カタカナがあり、し

かも英語が入る、数字が入る。これだけ多

彩な文字を使って自分たちの言語を表現し

ているのは日本語以外にはまずないと思い

ます。 
ある文明国の駐日大使が、「日本人は漢字

を覚えるためにずいぶん苦労しているよう

だから、全部ローマ字にしたらどうか」と

言いましたが、日本に滞在して日本の文化

などの情報を本国に送る仕事をしているの

に、日本文化をあまりにも知らなさすぎる、

と思います。日本人は漢字を記号として書

いているわけではなく、漢字を一字一字書

きながら日本文化をたどっている。アルフ

ァベットはある意味で記号でしょうが、ア

ルファベットとは違う。例えば、耳という

字に心という字を書く、自分の心に耳を傾

ければ恥ずかしいという気持ちになる。そ

れが恥という漢字になっている。 
間違ったものもあります。例えば「人と

いう字は棒一本では倒れるから二本合わせ

て助け合わなければならない」なんてばあ

さんに言われたものですが、あれは全くの

間違いで「人」という字は完全な象形文字

です。 
でも「言われてみればそうだ」という嘘

もあります。木が増えれば林になり、もっ

と増えれば森になることから始まって、漢

字にはみんな由来があることをたどりなが

ら、私たちは一字一字を書くときにこの国

の千秋百年の文化を背負いながら書いてい

るわけです。 
これがぽんと打ったら色々な漢字がぱっ

と出るだけになってしまった時に、私たち

は非常に大切なものをなくしていくのでは

ないか。世の中は完全にパソコンで字を表

現していくことになるだろうけれども、学

校教育の間だけでもどこかに手書きを残し

ておくことの大切さを私は感じております。

こうなったらもう一度書道を復活させるこ

とに意味があるのではないかと思っており

ます。 
  

 紙の本と電子情報 

 
昔は本と言えば紙でしたが、電子画像、

電子書籍などは本に代わるものとして数を

増しております。そういったものとの共存

がどうなっていくのかという問題は先ほど

申し上げたグーテンベルグの発見からたど

ると大きな曲がり角になっている。 
40 年前、永田町の国立国会図書館におい

て業務にコンピュータを取り入れようとい

う話が盛り上がりました。大蔵省との折衝

などが行われまして、当時の大蔵省の方か

ら「図書館にコンピュータを導入すれば効

率的になって、経済的に安く業務できるの

ではないか」という考えが漏れ聞こえてき

たものだから、当時私は「それは違うので

はないか、むしろ 2 つのシステムを持たね

ばならないから余計にお金もかかるのでは

ないか」と思いました。昨今はその通りで

すね。 
ぜひともお考えいただきたい問題なので

すが、図書館はどんなに電子的な仕組みが

盛んになっても、今日ここにおられる方が
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生きている間くらいは紙の本を扱わないこ

とはないと思います。実際書庫には紙の本

がわんさとあるわけですし、それを要求す

る利用者は必ずいます。どれくらいかは分

かりませんが、これからの 10～20 年を考え

たときに、結構なパーセンテージだと思わ

れます。電子的な媒体で情報を得たいとい

う人と紙の本や新聞によって情報を得たい

という人の 2 種類がある。それに対する供

給について、つまりこれから紙の本はどう

なるのかという問題なのですが、私は紙の

本も相当な期間残るだろうと思います。 
ただ残る割合が電子的な手段に比べて 1

対 9 なのか、3 対 7 なのか、その辺の比率

の差によって状況が色々変わってくると思

います。どういう状態になっていくかとい

うのはなかなか予測しづらいところがある

のは本当です。 
少なくとも図書館という現場を考えたと

きには紙の本を財産として持っているわけ

ですし、それを利用したいという人は必ず

少なからずいます。どんなに利用が少なく

ても図書館は紙の資料を保存して、従来か

ら紙の本を皆さんに提供してきた以上は、

そのことと無縁では絶対にいられないと思

います。 
一方では今日レファ協がやっているよう

に主として電子機器での連絡による情報を

提供することは、図書館の急務となってい

ます。そのことへの要求も存在し、両方を

共存させねばならない。一般社会は一方に

傾くことはできても、図書館は少なくとも

ここにいる皆さんが生きておられるくらい

の間は、電子機器による情報が発達し、そ

れを利用する人が増えてきても、紙の本に

対するサービスは絶対にやっていかねばな

らない。それは明らかに二重構造的なサー

ビスであって、電子機器を入れたから図書

館の仕事が非常に簡便化されることはない

ような気がする。両方をきちんとやってい

かなければならないところに大きな問題点

があると考えております。 
 

 くつろぎの場としての図書館 

 
昔は図書館には暗くて怖い出納係の人が

いた。私は小学生のころ医者になりたくて

「生理衛生学」を読もうと思い、当時新潟

県の長岡市に住んでいたので、そこの互尊

文庫で出納係に申し込んだら、小学校 5 年

生でこのような本を読みたがるのはよほど

スケベな奴に違いないというので睨みつけ

られました。「なんでこんなものを借りたい

のか」と言うので、「お医者さんに興味があ

る」と答えたらお医者さんごっこに興味が

あるのではとまた睨まれたので、それが嫌

で二度と互尊文庫には行かなかったという

貴重な体験を持っております。 
この頃の公共図書館のさわやかさと比べ

ると昔の図書館は何だか暗くて借りづらい

雰囲気があったという気がしてしょうがあ

りません。図書館にいくのは従来は広い意

味でのくつろぎのためというのが大きくて、

自分が生活するための情報を得るというこ

とはあまりなかった気がします。 
公共図書館について言えば、今でも子ど

もは当然のこと、年配の方は図書館に来て

楽しみを得たい、くつろぎたいという要求

があると思います。 
一方で 20～50 代の方は自分が生きるた

めの情報、特許について知りたいとか、司
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法試験を受けるための本とか、具体的に生

きていくための職業と結びついた情報を得

たい。それも非常に新しい情報を得たいた

めに図書館を利用される方がどんどん増え

ています。これは従来のくつろぎのため、

あるいは大きな意味での娯楽のために図書

館を利用するのとは明らかに違います。こ

の 2 つは 5 割ずつくらいであっていいので

はないかと思います。大学図書館や専門図

書館がもっと活性化することによって後者

へのニーズがどんどん増えてくるのは、図

書館として非常に良いことだと思います。 
社会的なニーズに対して積極的に関わっ

てくるわけですから、地元の商工会や政治

家の方々に「生きるための情報を得てアベ

ノミクスを進展させるため、一生懸命図書

館に通おう」という心掛けの人が増えれば、

もう少し図書館にも予算をおろそうとなる

かもしれない。将棋と碁の本ばかりを読ん

でいる人のために、なぜ市の予算を出さね

ばならないといった考え方に傾きやすい議

員もいるような気がします。 
公共図書館はこれから専門的な情報を提

供することがますます増えて、重要な要素

になっていくと思いますし、なりつつある

のは非常に良い傾向だと思います。一方で

図書館に行って環境のいいひなたぼっこの

できる部屋があるから、行って将棋の本を

見ながら途中うたた寝をしながら、少しく

つろぎたい。それぞれのニーズに対するサ

ービスが図書館には絶対に必要だと思いま

す。相当性質の違うものだけれども、生活

に必要なものに対して生きのよい情報を提

供することと、単にくつろぐため、楽しむ

ために図書館を利用する人に便宜を図るこ

とと同時にサービスをしていかなければな

らない。ぴったり一致するかはともかく、

くつろいで利用したいと思われる方々はど

ちらかというと紙の本を期待して、生活の

情報的なものを利用しようとする方は、電

子機器などによるサービスを期待されてい

る。 
子供について言えば、コンピュータの画

面を見て楽しむこともできますけれども、

子供の本を考えたときには、手で広げてい

く絵本の類や私たちがイメージできる本、

お母さんの膝の上で読んだあの絵本、決し

て朗読が上手とは言えないお母さんが読ん

でくれたようなサービスも、図書館が絶対

に忘れてはいけないものだと思うのです。 
IT機器などによるビビットな情報をどん

どん提供していくことと、くつろぎのため

のもの、それぞれの人の生活のゆとりに関

わるサービス、どちらもそれなりに配慮し

ていかなければならない図書館の機能です。 
コンピュータが入って色々なことがぽん

ぽんと利用できるようになれば、それで塩

梅がいいかというと、そうもいかない部分

もずっと保持していかなければならない。

この二重構造性はこれからの図書館にはず

っと要求されていくだろうし、そのことを

あまり理解してくれない層もいるのではな

いかと思います。 
 

 セレンディピディ 

 
 自分が図書館の館長になって久しぶりに

館の開架書庫を歩きました。国立国会図書

館にも開架書庫はありましたが、ほとんど

はレファレンスブックが積んであるところ

であって、それ以外の本はなかったような
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気がしています。一般的な本は書庫の中に

しまってあり、電気節約のため真っ暗な書

庫に入って、エレベーターを出たらスイッ

チを 1 つずつ入れながら書庫を探って歩く

というのが当時の出納員の仕事でした。あ

れも怖かったですね。 
国立国会図書館はそんなに古い建物では

なかったのでよかったのですが、昔の図書

館だと窓がしみだらけ、蔦だらけで、それ

こそお化け屋敷のようでした。地下の暗い

書庫というだけで怪談の世界でした。 
私は勤めながら小説を書いていたせいも

あるのですが、本を書くというのはみんな

苦労しています。みんな一生懸命です。こ

こにもおられるかもしれませんが、地方史

の専門という方がおられて、自分の故郷こ

そ邪馬台国であると信じて一生懸命その研

究をされ、一生をかけて研究して 1 冊の本

を作ったと喜ばれている方もおられます。

それはそれで良い趣味だと思うのです。本

は 1 冊 1 冊著者が非常にご苦労されて書い

ています。それが真っ暗な書庫にうずまっ

ているわけです。エレベーターからスイッ

チをつけて入っていくと「俺のことを読み

に来たかな」と中の本が一斉に色めき立つ

のではあるまいか。取り出すのは 1 冊です

から他の本はがっかりしてしまって「いよ

いよ俺にお呼びがかったかと思えばまたダ

メか」「また 1 年待たなきゃダメかな」とそ

ういう本がうなるようにあそこにあると思

う。油断しているとそういう本に取りつか

れて戻れないのではないか、そういう恐怖

を感じたりしました。 
私が開架式の図書館に馴染んでいなかっ

たこともありますが、今回山梨県立図書館

に勤めることになって、県民の方が利用し

ている公共図書館の開架式の書庫を歩いて

みたら、あの何とも言えない、色々なもの

が雑然と並んでいるという感じが楽しいで

すね。次から次へと色々な本があって、自

分はある本を探しに行ったはずなのに、そ

の周辺の本がにこにこ笑いながらこちらを

誘いかけているような気がします。別の本

を取り出して「これも面白い」となったり

して本来の仕事を忘れてしまいそうになり

ます。知識を得ていく、図書館が知能を開

発することと関わってくるのは、先端情報

を得るためであろうと、くつろぎを得るた

めであろうと、どちらも知識と密接に関わ

っていることは間違いありません。私たち

が知識を得るという道筋は簡単ではなく一

様でもない。非常に多角的であって、その

多角性を図書館の書架は満たしてくれる部

分があるのです。 
私は情報機器を扱うのがあまり得意では

ありませんので、あまり利用していないし、

大したことは言えませんが、自分が何を調

べたいか、どういうことを知りたいかとい

うことが分かっている場合は、電子機器で

調べることは非常に役立ちます。 
しかし私たちの知識や脳の働きはそうい

うことばかりではないのです。ぼやっと何

かを求めているという感覚は結構ありまし

て、本当の大きな創造、クリエーションは

そういう営みと関係あるのではないかと思

います。 
十数年前から英語でセレンディピディと

いう言葉がよく言われるようになってきま

した。セレンディピディというのは、セレ

ナーデの少しあとくらいに英語の辞書には

載っています。そこには「探し物上手」と

いった訳がありますけれども、本来はそう

 20 



 
 
第 10 回フォーラム記録集 

基調講演 

 
いうことではなくて、ある 1 つの強い目的

を持って求め研究していく、そうすると本

来の目的とは全く関係ない、その周辺にあ

るもので非常に素晴らしいものを発見でき

ることがある。 
日本語には「棚から牡丹餅」という言葉

がありますが、セレンディピディと「棚か

ら牡丹餅」は少し似ているところがありま

す。いきなり素晴らしいものが落ちてくる

ところは似ているけれども、セレンディピ

ティは、一方に大きな努力があるわけです。

あるものを一生懸命追求していると、神様

がその努力を認めたように目的とは別の素

晴らしいプレゼントをくれる時があるとい

うことです。「棚から牡丹餅」は何もしない

でただ台所に入ったら牡丹餅が落ちてきた。

ああよかったということでそこに大きな違

いがあります。 
発明・発見には科学が 1 番密接に関連し

ていますが、世界にはセレンディピディと

いうものが本当に多くあって、ジェンナー

もキュリー夫人もダイナマイトのノーベル

も皆セレンディピディであった。そういう

歴史があったものですから、日本で白川英

樹さんがノーベル賞をもらったときに、記

者会見で自分の研究はセレンディピディで

したと言った。新聞記者は知っている人も

いたでしょうけど、社に帰ってあわてて辞

書を引いて、何だかわからんと思った人は

沢山いたのではないでしょうか。 
田中耕一さんがノーベル賞を取った時も、

自分の発見もセレンディピディであったと

おっしゃっていました。田中さんは白川さ

んの言を知っておられたのだろうと思いま

す。そのあたりからセレンディピティとい

う言葉がよく使われるようになりました。 

アメリカの航空宇宙局では優れた研究者

が、与えられたテーマに沿って研究をして

いるけれども、本来の研究とは別なもの、

今研究していることとは関わりのない隣の

隣にあるくらいのものについて、とんでも

ない発見をするケースがある。大勢の研究

者がいる航空宇宙局にも、総務課のような

ところがあるのでしょう。そこで統計的な

判断でやってみるとそういうものに巡り合

う人と、絶対に巡り合わない人がいる。そ

れが分けられるということは、セレンディ

ピティとは決して偶然ではないのかもしれ

ない。偶然であれば誰それに関わらずこと

が起きるけれども、そうではない。そうい

うものに非常に巡り合いやすい人とそうで

ない人は脳みそに関わりがあるのではない

か、そこからセレンディピティが重要視さ

れ始めました。 
一見無関係のことが棚から牡丹餅のよう

に落ちてきたけれども、本当のところは１

つの研究を一生懸命している人で、やりな

がらよそ見ができる人と全くできない人が

いるのではないか。もちろんよそ見をする

人がセレンディピティに出会うのですね。 
学校で計算をさせてみると 100 点を取る

子と 95 点しか取れない子がいます。95 点

の子の方が本当は数学ができたりする。先

生が教えていると 95 点の子の方が数学に

ついて理屈もよく分かっているのが分かる

のですが、計算問題を出すとどうしても 95
点しか取れない。100 点を取る子より理屈

は分かっているのに、計算している途中で

庭やグラウンドで野球をしているのを見て

「ヒット打った」なんて思っているものだ

から、計算を間違えて 95 点しか取れない。

けれどもそのような子供の方がセレンディ

 21 



 
 
第 10 回フォーラム記録集 

基調講演 

 
ピティに恵まれやすくて、才能としては非

常に広がりやすいものを持っているとおっ

しゃる人もいる。 
ひところ垂直思考・水平思考という言葉

がはやりましたが、これも同じことだと思

います。垂直思考は 1 つの穴を掘るようで、

垂直ばかりではだめだから、たまには水平

方向にものを眺めることをしていかないと、

本当に能力を発揮することができないと言

われたと思うのです。 
先ほど申し上げたアメリカの航空宇宙局

にいるような専門家は、それぞれに素晴ら

しいテーマを持っているけれども、隣の人

が何をしているか分からないような専門的

なことをしている。そこでしか能力が向か

ないというのは、それはそれで大事なこと

だと思うし、垂直思考がダメというわけで

はないのです。その穴をひたすら掘ってく

れるタイプの人がいなければ、物事の探求

はできないと思うけれど、それをした上で、

脇見ができるかということが大切だと思う

のです。 
そういうものと今の本の検索に関係があ

るようで、1 つの情報に点で探っていくと

きは電子機器が非常に役に立つけれども、

もっとぼやっと求めていて「この周辺にあ

るんだよな」という論理的でないこと、新

聞記事でもコンピュータで自分の求めるこ

と、過去の新聞記事などはその通りのもの

が出てきて重宝だが、初めてその記事を読

んだときその記事の隣に「長嶋 30 本ホーム

ラン」の記事があって、その時の自分を活

性化してくれた、といったように自分の求

めていた記事だけが出てきても、当時読ん

だときの気持ちになかなかなれない。本当

にあの紙面が出てきて、自分の求めていた

記事がこの辺にあって、その隣に「総武線

に痴漢が出て捕まった」といった記事を見

てどきりとしたことなどが同時にその新聞

の中にあって、その人の、その時代の脳み

そによみがえらせてくれる非常に大きな要

素であることもあります。 
紙の本自体が芸術品だと私は思います。

特に子供の絵本は素晴らしいものが作られ

ている。大人の本も、本をお作りになった

経験がある方もおられると思いますが、出

版社の方はどういう活字にしようか、高さ

は 41 字にするか 39 字にするか、余白はど

うするのか、どうすれば外側と中の字を合

わせてしっくりした形になるかということ

まで考えて本を作っています。1 枚 1 枚ペ

ージをめくっていくときの手触りですね。 
司馬さんなんて、6 巻本を読んでいて「前

に書いたことだけれども…」書いてあって、

どこに書いてあるかと思ったら、4 巻に書

いてあったりする。それが司馬さんの特徴

でした。「話は横道にそれるが…」と書いて

あって本当にそれていることもあれば、「以

前も述べたが…」と言っていても、前に書

いた部分を見つけることができない、とい

うのも司馬文学の特徴ですけれどね。 
もちろんコンピュータで見れば分かるけ

れども本をめくって探す方がよく分かった

りする。紙の本は人間の生理と微妙に合致

するところがあって、紙の本の魅力はなか

なか捨てがたいものです。 
ただこれも「お前は子供のころから紙の

本を読んでいたから愛着があるので、小学

生からすべて電子機器で情報を得ていた人

だったら紙の本に対する愛着も生理的なシ

ンクロナイズもありはしない」と言われれ

ばそうだと思います。 
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でもどうなんでしょうか。紙の本がもた

らしてくれる愛着は何か独特の力がある気

がします。どんどんコンピュータ化されて

いく情報ではとらえきれない不思議なもの

も人間が関わるものにとても大切な要素が

あるような気がしています。 
 

 利用者と情報をつなげる図書館員 

 
何だか余計な話をしているうちに時間が

きてしまいました。最後にとても大事なこ

となのですが、図書館はやはりどんなにコ

ンピュータが盛んになっても、レファ協が

盛んになっても、レファ協は当然そこに人

がいるわけですけれども、人間がいないと

だめなのですね。「源氏物語が知りたい」と

聞いて、源氏物語に関する本を 200 冊くら

いコンピュータで出して、ここから選べと

言われても選べません。 
私の体験で、何かを知りたい、または研

究したいと思っているとき 1 番役に立つの

は何かと言えば、大学では指導教授が「あ

なたの研究だったらこれらの本がいい」と

出してくれたものです。コンピュータがい

かに性能良く「この中で上の上の本はこれ

です」と表示したり、あまりやらないかも

しれないけど「文体がやさしいのがこれで、

難しいのはこちら」とどんなに分類しても、

本当に得たいものにぶつかることはなかな

かない。人が携わっているものが情報の精

度としても 1 番いいし、人間を介在させな

いと私たちは本当に役立つものが手に入ら

ないということがあると思うのです。 
図書館が情報と人の間に介在してレファ

レンスをやっていく。図書館員の持つべき

役割は今後非常に大きくなっていくと思い

ます。図書館員がありとあらゆることに精

通しろというのは無理ですが、図書館員が、

皆さんの欲しがる情報とは何なのか、情報

に対して自分たちはどう接していけばいい

のか、人の温かみというのでしょうか、情

報とそれを利用したい人の間に存在して、

その人のニーズを聞き、その人の心になっ

て資料を提供することが、これからますま

す必要となってくることを痛感しています。 
学校教育の場で、1 番本を読まないのが

先生だという話を聞くこともある。それで

生徒に「読書を愛せ」と言ってもだめであ

って、図書館の現場にいる方はその人自身

がよき読書家であって、読書を通して情報

を求めてくる人を支援していかなくてはい

けない。色々なニーズがありますし、多彩

で変な利用者、悪い意味ではなく変な子供

もいます。私はどちらかというと変な子供

だったので特に訴えたいのですが、学校教

育は 1 つのスタンダードを持って、みんな

を導いていくところですが、図書館はその

スタンダードを補助的に支援しつつ、そこ

から外れて優れたことを考えている利用者、

学校では「お前はだめだ」と言われそうな

人が図書館に来ることもあるので、そうい

う人もいることを図書館員は知って、学校

教育とは少し別の立場から、多くの人を支

援していくことが必要だと考えています。 
あれこれ話しているうちに時間になって

しまいました。終わります。どうもありが

とうございました。 
 

（文責：レファレンス協同データベース事

業事務局） 
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実践報告(1) 

高校図書館でレファ協を使い倒すために 
 

 

 
 

講師 

神奈川県立横浜南陵高校図書館 

田子 環 

配布資料 

資料③ 高校図書館でレファ協を使い

倒すために 

資料④ 神奈川県学校図書館研究会 

の概要 

資料⑤ 神奈川県学校図書館研究会 

ホームページ  

蔵書紹介システム概要 

資料⑥ Library NAVI 

 
こんにちは。神奈川県立横浜南陵高校で

学校司書をしています田子環と申します。

今日は私が所属している神奈川県学校図書

館員研究会という団体で、レファ協をどの

ように使っているかというお話をさせてい

ただきます。まだ使い倒すところまでいけ

ているか自信がないのですが、使い倒すた

めの土台作りについてお話します。「高校図

書館がレファ協に参加するってどんな感

じ？」というのがみなさんに伝わればいい

なと思っています。 
本日報告する内容は、大きく 5 つに分か

れています。 
 

 神奈川県学校図書館員研究会とは 

 
まず神奈川県学校図書館員研究会がどん

な会なのかをご紹介いたします。お手元の

資料④に研究会の概要が詳しく書かれてい

ます。1955 年から続く歴史のある会です。

県内の県立、市立、私立高校に勤務する学

校図書館職員によって構成されている研究

団体です。神奈川の県立高校の場合は、1
校に 1 名学校司書が配置されていますので、

この会には司書教諭ではなく学校司書が参

加しています。今年度は 186 校 195 名の会

員がいます。 
主な活動を 6 つ挙げます。年 3 回の全体

会、そして地区会、県内を 8 つの地区に分

けましてそれぞれテーマを決めて定期的に

集まり、研究活動を行っています。それか

ら KO 本大賞という賞を年 1 回設定してい

ます。KO 本というのは、ノックアウトさ

れた本、神奈川・おもしろ本、これは押さ

えておきたい本という 3 つの意味を込めた

賞で、研究会の会員がこの 1 年間に読んだ

中で、「とても面白かった、是非生徒に薦め

24 



第 10 回フォーラム記録集 

実践報告（1） 

 

たい」と思う本を選んで投票して、大賞が

選ばれます。今年の 1 月にちょうど第 7 回

の KO 本大賞が選ばれたところです。結果

は研究会のホームページ 1に掲載されてい

ますので、ぜひご覧下さい。 
研究紀要の「つどい」という冊子を年 1

回発行しています。この 1 年間の会員の活

動や講演会の記録などが載っていて、200
ページ近いボリュームのある冊子です。レ

ファ協からいただいたお礼状も載せてあり、

レファ協についても触れています。 
それから公式サイトがあります。一般向

けに学校図書館の活動を写真やコラムで紹

介するエリアと、会員だけが見られる専用

のエリアに分かれています。会員専用のペ

ージはカスタネットという愛称をつけて活

用しています。 

 
また、委員会の活動があります。これは、

地区を超えて様々な課題を研究するために

その都度有志が集まって作られる委員会で

す。レファ協に関する内容は、レファレン

ス委員会で扱っており、私も含めて現在 6
名のメンバーで活動をしています。 
 

1 神奈川県学校図書館員研究会 
[http://www.kastanet.pen-kanagawa.ed.j

p/] 

 レファ協参加以前の状況 

 
この研究会の中でレファ協に参加する前

にどんなレファレンス関係の活動をしてい

たかをお話します。それぞれの学校で司書

が個人的に記録を取ることは日常的にやっ

ています。それを自分が読んで次のレファ

レンスに生かしたり、引き継ぎをする時に

後任の方に「うちの学校ではこんなレファ

レンスを受けていますよ」と紹介したりし

ます。過去には研究会の地区別の活動の中

で研究テーマとしてレファレンス事例を取

り上げた例もあります。しかし、それを会

員全体で共有し蓄積して、いつでも見られ

る、というところまではいたっていなかっ

たのが現状です。 
次に、電子掲示板を活用した相互レファ

レンスについてお話します。会員専用のホ

ームページの中に 2 つの電子掲示板があり

ます。1 つは「蔵書照会システム」という

相互貸借のための電子掲示板です。お手元

の資料⑤に掲示板のイメージとやりとりの

例が載っています。 
 

 

 
ここでは自分が借りたい本のタイトルを
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「この本を貸してください」と書き込むと、

その本を所蔵していて、貸出ができる学校

が、「うちが貸しますよ」と返信して相互貸

借が成立するという仕組みになっています。 
物流に関しては神奈川の県庁の中で使わ

れている逓送便を活用しています。2 日か

ら 3 日に 1 回まわってきて、それに本を乗

せると 1 週間ほどで本が手元に届くという

ものです。無料で使えます。 
もう 1 つが会員専用の情報交換用の掲示

板です。色々なやり取りがされている中で、

レファレンス的な書き込みもあります。資

料⑥に掲示板の画面が載っています。 
 

 
 
電子掲示板を活用した学校同士のレファ

レンスの特徴の１つ目は、各学校の多様な

蔵書が生かされるという点です。1 つの学

校図書館では 2 万冊程度の蔵書しかないの

ですが、県内の百何十校もの蔵書が集まる

ことでより多くの資料が使えます。 
2 つ目は、複数の司書の経験や知識に助

けてもらえるという点です。学校図書館に

は基本的には学校司書 1 人しかいないワン

パーソンライブラリーなので、できること

に限界がありますが、掲示板を通して色々

な先輩たち、仲間たちに助けてもらえます。

とても心強い掲示板です。 
掲示板に書き込まれるレファレンスには

いくつかのパターンがあります。1つ目は、

同一テーマの資料がたくさん必要というケ

ースです。1 学年で一斉に何かの調べ学習

をする時にできるだけたくさん資料が必要

なのだけれども 1 校ではまかないきれない

ので、「貸してください」ということが起き

ます。例えば「修学旅行で沖縄に行くので

沖縄関係の本をなるべくたくさん借りたい

です」という書き込みがされます。 
2 番目として、あるテーマについて書か

れている資料なら何でもよいというケース、

例えば「授業で消費税について調べてディ

ベートをしたりレポートを書いたりするた

めに、消費税について書かれている資料、

本、雑誌、新聞記事などを紹介してくださ

い」という書き込みがあります。 
3 番目として、絵や写真などの画像を探

しているというケース。「美術の授業で絵を

描くのに参考にしたいのでこういうイメー

ジの写真を探しています」という事例です。

言葉では検索しづらいですが、掲示板に書

くと、色々な学校の司書が自分の学校にあ

る写真集を端から見ていって「この本使え

る」という情報が提供されたりします。 
次にタイトルが分からない本を探してい

るというケース。例えば「子供のころ読ん

だこんな感じのストーリーの本なのだけれ

ど、タイトルも著者も分かりません」とい

う質問や、「本屋さんで見かけたこんな感じ

の表紙の本で、タイトルは忘れました」と

いう質問が来て、自分ではとっさに分から

ない場合に、掲示板に書き込むと「もしか

したらこの本ではないですか」と書いてく

ださる方がいてとても心強いです。 
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電子掲示板でやり取りをしていると、テ

ーマ別に学校図書館で使える本のリストが

集まってきます。書き込みをした当事者の

学校だけではなくて、端から見ている司書

にとっても「このテーマでこんなにいい本

があるのか。うちでも買っておこう」と選

書に役立てることができます。 
掲示板ですので、古い書き込みはどんど

ん消えていきます。それはもったいないと

思って、数年前からまとめ冊子を年 1 回作

りまして、この 1 年に書き込まれた内容を

冊子にして会員に配ってきましたが、どう

しても紙だとその場で目を通して終わりに

なってしまう。ファイルはしてあるけれど、

とっさに必要な時に、「あの事例は何年前の

どの辺に書いてあったっけ？」と探すのが

大変で少し使いづらいという点がありまし

た。そういうことから「ネット上にデータ

ベースがあると便利」というのは会員の中

でも話をしていました。 
 

 レファ協参加までの経緯 

 
そうこうしているうちに、レファ協に参

加することになるわけなのですが、まず先

行事例として京都府立高等学校図書館協議

会司書部会が 2008 年度からレファ協に実

験参加をしていることを知りました。ウェ

ブ上で実践報告 2を読むことができます。そ

れを読んだときに「そうか、学校単位では

なくて、団体として参加することができる

2 京都府立高等学校図書館協議会司書部会

におけるレファレンス協同データベースの

活用について（報告） 
[https://crd.ndl.go.jp/jp/library/documents
/report_kyoto-shishobukai.pdf] 

のか」と知りました。 
同じころにレファ協フォーラムの第 6 回

が東京館で開かれまして、私も個人的に「東

京なら行ける」と思ったので、参加しまし

た。その時に先ほど紹介したまとめ冊子を

持って行って、「私たちの会ではこういう事

例を蓄積しているのですが、レファ協に入

れますか」と色々な方にお聞きしたところ、

アドバイスをいただいたり、「ぜひ一緒にや

りましょう」と声をかけていただいたりし

ました。 
研究会に持ち帰って「レファ協というの

があって、ぜひ参加したいのですが」と相

談しました。「自分たちでデータベースを作

るのはたいへんだが、すでにこういう仕組

みがあるなら、それに参加するのはいいの

では」という声や、「事例を蓄積して一般公

開するのは、もしかしたら早いかもしれな

いけれど、自分たちの事例を蓄積していつ

でも見られるようになるのは、とても便利

だね」と言っていただきました。あとは、

何より「れはっち」がとても可愛くて、大

うけしていまして、「レファ協に参加してみ

ない？」という雰囲気になりました。 
いきなり参加したわけではなくて、最初

は研修環境 3を使って事例を登録してみた

り、会員の人には画面を見てもらったりし

ましたし、レファ協の事務局の方に神奈川

まで講演に来ていただいたりしました。少

しずつ準備を進めていって、研究会として

正式に参加することになりました。 
 

3 研修環境 
[https://crd.ndl.go.jp/jp/help/crds/about.ht
ml#chap1-2] 
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 登録事例の紹介 

 
学校ならではのレファレンスにはいくつ

かの特徴があります。1 つ目は急ぎのレフ

ァレンスがとても多いことです。「明日締め

切りのレポートの資料を探している」など、

生徒は、本当にせっぱつまって図書館に来

ます。もっと早くきてくれれば色々いい資

料も用意できたのだけれど、「今すぐ必要」

と言われると、今その場にあるもので、と

りあえず何とか回答しなくてはいけません。

充分ではないかもしれないけれど、「今うち

の図書館にある資料ではこれが使えるよ」

という資料を提供します。  
もう 1 つの特徴としては、高校生に読み

やすい資料でなくてはいけないということ

です。詳しく難しい資料だと生徒が読めな

いことがあります。なるべく分かりやすい

表現で書かれていたり、ビジュアル的に分

かりやすいものを提供する傾向にあります。

時間の関係で駆け足でのご紹介になります

が、「今すぐ必要な事例」。「タイトルが分か

らない本」。「テーマや雰囲気でこんな感じ

の本が読みたい」という場合は、実際に本

を読んでいないと紹介できないので、一人

の司書では応えきれませんが、掲示板で「年

の差恋愛の小説ってこういうのあるよね」

というやり取りをしてリストができていき

ます。それから「画像を探している」。高校

ですので、進路に関するレファレンスもよ

くきます。先生方から、授業や教材に関し

て、「いい資料はないですか？」と聞かれた

りもします。 
それから学校現場では作る機会がとても

多い「ブックリスト」です。遠足や修学旅

行で行く地域の資料や、環境問題、原発に

関する調べ学習で提供した資料のリストを

そのまま調べ方マニュアルにアップしてい

ます。神奈川のご当地ならではの事例など

も登録しています。 
事例を登録する作業の流れについて、個

別の学校のレファレンス事例の場合は、研

究会として事例を記録するための書式を用

意しています。そのままレファ協に登録で

きるような項目の枠を作ってあって、普段

から「レファレンスを受けたらこの紙に記

録しましょう」と呼びかけています。  
また、会員向けに、自分で事例を登録で

きる簡単なマニュアルを作っています。

「Librari NAVI」というパンフレットを

作って、手軽にログインができるように促

しています。 
掲示板に書き込まれた事例は、レファレ

ンス委員が定期的にまとめます。口語体に

なっている部分を直したり、書誌事項を確

認した上で登録しています。 
事例を「一般公開」することに関して、

最初は「自館のみ参照」ですべての事例を

登録します。会員によってはログインしな

いと見られないところにハードルが高いと

感じる人もいるようです。学校によっては、

インターネット回線が図書館に来ていなか

ったり、回線が重たくてログインがなかな

かできないという学校もあります。 
「一般公開してしまえば、どこからでも

アクセスできるし便利だよね」ということ

で、一般公開について検討しました。学校

の場合、情報を学校の外に出すには慎重に

ならなければいけない部分が多いのですが、

一度外に出すことになれば、参加館公開で

あっても、一般公開であってもあまり変わ
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らないので、参加館公開は飛ばして、すべ

て事例は一般公開することにしています。 
1 年間に登録された事例を、年 1 回まと

めて一般公開にするという作業をしていま

す。その際に、管理番号については、外部

の方には分からないように、4 桁の数字に

置き換えて公開しています。2 月 5 日の現

時点で、491 件の事例が登録されています。

先ほどの事業報告の中にあったように、調

べ方マニュアルは全体の中に占める割合が

あまり多くないようなのですが、学校の場

合は、ブックリスト的なものが多いので、

比較的調べ方マニュアルの事例が多いのが

特徴ではないかと思います。 
 

 課題と今後の展望 

 
最後に課題と今後の展開ですが、登録事

例を増やしていきたいと考えています。現

在、掲示板に書かれた事例は自動的に登録

できているのですが、各学校で受けたレフ

ァレンス事例は、日々の仕事に追われてレ

ファ協への登録が進んでいないので、少し

ずつ増やしていきたいと思っています。 
パスファインダーの共有については、授

業で図書館で何かを調べるときに、学校ご

とにプリントを作って生徒に配ったりして

いますので、そのようなデータも共有でき

るといいなと思っています。特にレファ協

のシステムが新しくなった時に、エクセル

やワードのファイルがアップできるように

なりましたので、この機能はぜひ活用した

いと思っています。 
過去の事例について、冊子体ではたくさ

んのレファレンス事例が記録されているの

ですが、それも遡及入力していけたらいい

なと考えています。 
現在、有志のメンバー6 人でやっている

のですが、なかなか継続するのが難しい状

況にあります。研究会として継続的にレフ

ァ協に関われるような体制づくりもしなく

てはいけないと考えています。 
以上大変駆け足ではありましたが、高校

の図書館がレファ協に参加するというのが

どんな感じなのか伝わったらいいなと思っ

ています。ご清聴ありがとうございました。 
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実践報告(2) 

レファレンス協同データベースと高等教育 
ラーニング・コモンズ及び図書館司書課程での活用を通じて 

 

 

 

 
 

講師 

同志社大学  

学習支援・教育開発センター 助教  

岡部晋典 

配布資料 

資料⑧ レファレンス協同データベー

スと高等教育 

 
ではいきなり結論からいきます。本日の

まとめとして、私にとって少なくとも、レ

ファ協とは便利というよりもはやインフラ

と化している、ということを今回は発表の

骨子とさせていただこうと思います。同志

社大学の岡部でございます。 
本日はこの三本立てでお話をしようと思

っております。レファ協を図書館司書課程

でどうやって使ったか、学生の勉強会でど

うやって使ったか、そして最近話題のラー

ニング・コモンズというものがあるわけで

すけれども、そこでどのように使ったか、

この三本立てでお話をしようと思っており

ます。 
私はレファ協のデータを作る方ではなく、

むしろ利用者サイドです。今日は教員とし

てのお話になってくると思います。では、

自己紹介です。長く筑波で院生をしており

まして、その後 3 年ほど図書館司書課程の

教員をしておりました。現在は同志社大学 

ラーニング・コモンズに着任いたしまして、

アカデミック・インストラクターという肩

書で色々しております。Researchmap1で、

これまでの研究発表リストは全部出してい

ますのでそちらをご覧ください。 
実際の仕事は、みんなで勉強する場所で

あるラーニング・コモンズというところで、

専属の教員として学習相談を受付しており

ます。 
多岐にわたる質問がきます。「レポートっ

てなんですか？小論文とどう違うのです

か？」、「プレゼンテーション見てください」、

レベルの高いものになりますと、「卒論のテ

ーマ選びやテーマの絞り方に悩んでいま

す」と言うので、困ったなあと、頭を悩ま

せながら毎日仕事をしています。これを私

はレファレンスのちょっと先というふうに

称しております。 

1 ReaD & Researchmap 
[http://researchmap.jp/yuki_okabe/] 
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レファ協とは、2 年程前にこのフォーラ

ムの懇親会で「面白そうだからサポーター

やります」と言いまして、それで現在に至

るという感じになっております。 
 

 図書館司書課程での活用法 

 
本題に入りましょう。活用例（１）レフ

ァ協と図書館司書課程。図書館の司書を育

てるのにどんなふうにレファ協を使ったか、

というお話をします。 
まず 1 つ目。昔で言いますと情報検索論、

あるいは情報検索演習という科目がありま

した。現在同志社では、情報サービス演習

という名前を付けていますが、これがレフ

ァレンスの準備用科目です。私が担当して

いる科目では、電子情報を使い、レファレ

ンスの解答を見つけてきなさい、こういう

ような課題を出しています。講義 1 コマ目

の導入で、 「レファレンスはこういうふう

にしたらいいよ」といちいち教壇で話すの

はとても大変なので実例をいくつか見せる

のです。そうすると、「このようにすればい

いのか」となんとなく学生が分かる。その

ように導入の時にレファ協を使いました。 
次に、毎週 4、5 問、面倒な質問を出しま

す。それをレポートとして出してもらい、

それで成績評価します。学生は毎回 4、5 問

答え、最終的に研修環境2にアップロードす

るという形の課題を作っております。 
 

2 研修環境 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/help/crds/about.ht
ml#chap1-2] 
 

 
 
どんなレポートが出てきたかといいます

と、1 人目としては、「セラピー用アザラシ

型ロボットの「パロ」が東日本大震災で果

たした効用についての文献について調べな

さい」と言ったら、きちんと調べてきます。

回答プロセスについて、きちんとこうやっ

てこうやってこうやってこうやるのだよ、

そしてコメントがこのように付いてくる。 
 

 
 
2 人目、「カップラーメンがあさま山荘事

件で活躍したそうだが、それを製造した会

社の、その年と次の年の有価証券報告書が

見たい」を調べます。きちんと回答プロセ

スがあるわけですね。固有名詞を調べた後、

その後社名が変わっているなど色々気づい

てもらわないと絶対分からない。そういう
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仕組みでやっていて、複数のデータベース

を組み合わせないと分からないようになっ

ています。毎週このような課題を大量に出

します。毎週 1 回のレポートに 7、8 時間く

らいかかるようなので、設問を面白くしな

いと学生がついてこないのです。こんな感

じでやっておりました。 
講義設計は色々レファ協を使って狙って

いました。どのように設計したか。 
1 つ目、レファレンスのノウハウは伝え

るのが大変なので、レファ協を使って実例

を見せることで重要ポイントをきちんと押

さえる。楽をしながらポイントを押さえる。 
学生は、最初の方では、回答を「これを

見たらこう書いてありました」だけしか書

かない。答えがあっていればそれでよし、

ということが多い。しかし後になると、「こ

れとこれを調べてもありませんでした。け

れどこれを調べたらこういうきっかけで見

つかりました」という回答プロセスの重要

性を認知する。「プロセスは大事、類似レフ

ァレンスにも役に立つ」という話がこれで

簡単に伝わります。 
2 つ目、ndl.go.jp のドメインはなんだか

んだ言いながら効きますね。学生が「この

資料は国に行くんだ」と思うと講義，演習

の雰囲気に緊張感が出て、真剣に取り組む

ようになります。 
面白くうまくいったので、「こんな授業を

しました」とレファ協の事務局さんにメー

ルを書いたところ、「みんな Google を使っ

ていますね。でも何々さんはこんな当館の

サービスをうまく使っていてありがたい限

りです」と返事がきました。これをリアル

タイムで学生にフィードバックする。そう

すると、「自分たちのやっていることは先生

が見るだけでなく他の人にもきちんと見ら

れているんだ」というニュアンスになる。

充足感がある。そして授業の満足感がアッ

プする。こういう仕掛けをしました。 
3 つ目のデザイン。コメントを大量に書

くのは大変です。フロアにうなずいておら

れる先生方が何人かおられますけれど、コ

メントは返すのがとても大変な作業なので

す。そこでレファ協に回答をアップロード

してもらうと、学生同士で「私のこの回答

はこの人よりもこの点ではうまくいってい

るけど、この点ではこの人の方がうまい」

とリフレクションするわけです。 
教師が省力化しながらコメントの労力を

削減するということが可能になりました。

この実践については、レファレンス協同デ

ータベースのエッセイ、寄稿3という形で書

きました。 
 

 学生の勉強会での活用法 

 
3 本立てのうちの 2 本目いきます。学生

達の有志の勉強会でレファ協を使った話を

します。私ども同志社大学には DUALIS と
いう勉強会があります。同志社大学は昔か

ら学生同士の図書館系勉強会が盛んだった

そうなのですけれど、しばらく下火になっ

ていたそうです。それが今年再始動しまし

て Doshisha University Association of 
Library and Information Science、頭文字

3 メールマガジン コラム集「レファレン

ス協同データベースを大学の演習で使った

ら Win-Win になりました」 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/column_h2
4_04_enshu.html] 
 

32 

                                                   



第 10 回フォーラム記録集 

実践報告（2） 

 
 

を取って DUALIS4と言っております。皆さ

んの中で人事権を持っておられる方いらっ

しゃいますか？うちの学生が来たら、一生

懸命勉強していますので、ぜひとも採って

あげてください（笑）。 
構成人数は約 30 名。司書課程を中心に受

講している学生が中心になりますが、そう

でない学生も混ざっています。学部は多岐

にわたっています。 
活動内容は、週 3 回の勉強会。試験勉強

も含みます。他には他機関の大学との勉強

会と連携したり、立命館大学の勉強会と連

携したり、京都女子大学の勉強会に行った

り、あちこちの図書館に見学ツアーをして

います。 
さて、先日 12 月 6 日事務局さんから、こ

んなメールがまいりました。 
 

 
 
「みんなで手をたたこう！5原稿依頼に

つきまして」で、下の方に依頼文がありま

す。その時期、私はとっても忙しかった。

引き受けたいが時間がない…悩んでいまし

4 DUALIS 
[http://www.slis.doshisha.ac.jp/dualis/] 
5 企画「みんなで手をたたこう！」 
[https://crd.ndl.go.jp/jp/library/handclap_
2013.html] 

たが、ふと気づきまして、「よし、学生に書

いてもらおう」と。 
そこで「みんなで手をたたこう！」の中

の記事を 4 人の学生に書いてもらいました。

とても興味深い事例になりました。最初、1
回生は、レファレンスを図書館概論という

1 番最初の導入科目で聞いたことがあるだ

けで、「名前しか知らない、よくイメージが

掴めない」と言う。4 回生は「レファレン

スの演習は受けましたし、いいですよ。書

きますよ」と気楽に引き受ける。 
これが非常に面白かった。書き終わった

あと、1 回生も 4 回生も同じことを言うの

です。「図書館はこんな質問にも答えるので

すね」しかし言葉は同一でも、意味すると

ころが違っておりまして、4 回生で、特に

図書館に内定している学生は、ハラハラす

るわけです。1 回生はワクワクする。これ

は見ていて面白かったですね。 
執筆した学生はおそらく大量のレファレ

ンス事例を見て確認しています。初学者は、

図書館の可能性に興奮している。図書館に

内定している学生は、「自分は支えにまわる

方になるんだ」と武者震いしている。学習

段階に応じて、レファ協の使い方が変わっ

てくることを認められたのが大変な収穫で

した。 
 

 ラーニング・コモンズでの活用法 

 
3 本立てのうち 3 本目いきます。ラーニ

ング・コモンズとレファ協の話をします。

ラーニング・コモンズは、図書館の中に作

られることが多いのですけれど、同志社大

学では図書館の外にあります。ここにきた
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らおしゃべりしていいよ、電子資料から本

の資料から ICT 機器から、あれこれ使って

みんなで勉強してね、という仕組みが、大

学図書館を中心に現在導入が非常に進んで

おります。このようなラーニング・コモン

ズというものの設置が日本全国あちこちで

進んでおりますが、同志社大学では，良心

館という建物の中に、2,550 m²の日本最大

級、ラーニング・コモンズが作られており

ます。良心館ラーニング・コモンズのコン

セプトは「知的欲望開発空間」であります。

学生が勉強していたり、プレゼンテーショ

ンコーナーがあったり、スタッフの院生に

聞くと、色々アドバイスをしてくれる、そ

んな仕掛けがあります。私はここで働いて

おります。 
ある日依頼がありました。社会学部の先

生から「ゼミ生に対して卒論を念頭にして、

3 回生のゼミ用にキーワードを用いた情報

検索セミナーをしてくれない？」 
ラーニング・コモンズでは学習相談のお

話をしていますので、承ります、というこ

とでやったのですが、普通にするだけでは

つまらないというわけで、教職連携でラー

ニング・コモンズ張り付きの図書館員、最

近の注目されている言葉でいうと組織の中

に埋め込まれる図書館員、エンベディッ

ド・ライブラリアンと言ったりしますけれ

ど、そういう図書館員と私で調べ物のセミ

ナーを作ることを考えたわけです。 
従来の図書館のデータベース講習会は、

よく「こういう使い方があります」という

ふうに一方的に教えたりするのですが、そ

れでは家に帰るところっと忘れます。なん

せ私が忘れるのだから間違いない。そうで

はなくて、実際に手を動かすと覚えるよね、

ということで、協同学習、みんなでやる、

そのようなワークショップを設計しました。 
協同学習、いわゆるアクティブラーニン

グという言葉が流行っておりますけれど、

一人で勉強するよりも、しんどい課題をみ

んなでやった方が能率がいいだろう、とい

う発想のもとで最近盛んになっています。

その手法の一つ、ジグソーと言われる手法

を簡略化して使いました。詳細については、

参考文献6を挙げておきましたので、そちら

をご覧ください。他にも協同学習の技法は

色々あるので、セミナーや講習会で使える

かもしれません。 
それで、どんなふうにやったかといいま

すと、5 人グループに別れて、グループご

とに卒論テーマっぽいものを作ってもらい

ました。例えば「社会における福祉のなん

とかについて」という卒論のテーマを作っ

たとしたら、それに使えるデータを拾って

きてもらう。そこでジグソーメソッドと言

われる技法を使います。ある人はあるデー

タベースのエキスパートになってほしい。

誕生日の早い順から 1 番 CiNii、2 番、

JDreamIII という科学系のデータベース、

3番は新聞記事データベース、4番はGoogle
は使ってもいいけれど Excel の生データを

取ってきてね、5 番の人は NDL-OPAC。そ

れぞれ 40～50 分で使い方を覚えてもらい、

担当のデータベースには他の人に説明でき

るくらい使いこなしてねと。それを他の人

に教えることによって、一人で 5 種類全部

を勉強するよりもグループでやれば一気に

全部いけるよね。こういうアクティブラー

ニングの手法があるのですが、これを応用

6『協同学習の技法』(エリザベス＝バークレ

イ他ナカニシヤ出版)  
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してみました。 
そしてシェアしてリフレクションするわ

けです。「こんなふうに使えるよ、こういう

データベースを使って、この機能使って、

こんなキーワードで調べたら答えが見つか

ったよ」とみんなでシェアするわけです。

そして最後に私からまとめます。おなじみ

の Google で拾える文献、情報は、これだけ

しかない、という話です。少し古いデータ

ですが、2003 年にバークレー大学が調査し

たところ、167 テラバイトが Google で拾え

るが、それ以外のディープウェブと呼ばれ

る Google では拾えない、専門のデータベー

スでないと拾えない情報はこれだけあった、

満足してはダメ、という話をします。それ

だけだと、おなじみの「いつもの話か」と

なりますが、ここで仕上げにレファ協を使

います。 
 

 
 
「図書館員は調べ物のエキスパートだよ。

ほらこんなのがあるよ」と見せるわけです。

社会学部の福祉系のゼミだったので、その

場でレファ協の生活保護についての実例を

いきなり調べ始めて、こんな事例があるよ

ーと見せると、学生が「おーっ」と言うわ

けです。「こんなに調べられるのだ」という

話になるわけです。というわけで調べ物学

習関係の仕上げにもレファ協を使える、と

いう話です。 
今日のまとめとしましては、3 本お話し

しましたが、どれも共通することは、レフ

ァ協を使って楽をしながら、能率よく教育

の現場で活用できます、という話です。1
つ目は、司書課程で、暗黙のノウハウ、図

書館員の腕の見せ所を実例をもってして教

える。実例を見せることで、うまくいく。 
2 つ目は、実際に図書館員になる学生に

対して、レファレンスとはこういうものだ

と武者震いをさせる。 
3 つ目は図書館の使い方がまだまだ分か

っていない学生でも、レファレンス協同デ

ータベースというものがあり、「こうして調

べればいいんや、あるいは分からないこと

があったら図書館に行けばいんや」と分か

ってくれる。このような 3 つの基本があり

ます。レファ協を使えば、楽しくて役に立

つ講義デザインが簡単にできる。 
Larry Wall という、Perl というプログラ

ミング言語を開発した人が言っていること

なのですけれど「怠惰は美徳である」と。

細かいことを繰り返し繰り返しルーチンで

やるのであれば、便利なものを使って頭を

使い、色々なデザインしてしまえば、そち

らの方がよほどうまく回る、ということを

言っています。レファ協を使って楽をしな

がら、でもうまく学習効果を設計する。そ

のような話をしました。 
というわけで私にとっては、調べ物、あ

るいは授業のデザインにおいて、レファ協

はもはやインフラと化している。図書館員

の可能性や調べ物の可能性を見せて、学生

達を少し勇気づける、そんなツールである、
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ということで事例報告としてまとめます。 

36 



第 10 回フォーラム記録集 

実践報告（3） 

 
 

実践報告(3) 

レファ協の活用と地域の魅力の再発見について 
 

 

 
 

講師 

豊中市立図書館  

石田 ひろ 

配布資料 

資料⑨ レファ協の活用と地域の魅力

の再発見について 

資料⑩ 豊中市における学校図書館 

支援サービス 

 
こんにちは。ただ今ご紹介にあずかりま

した豊中市立図書館の石田と申します。 
 

 
 
スライドに載っているこのワニはマチカ

ネワニのマチカネくんと言いまして、豊中

市のキャラクターです。豊中市にある大阪

大学の敷地でワニの化石が発掘されまして、

レファ協にマチカネワニの事例 1もありま

す、長い間恐竜の化石が日本で出ていなか

1 「マチカネワニについての記述がある資

料を探している」 
[http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page
=ref_view&id=1000099726] 

ったので、日本から出た恐竜時代の化石と

いうことでかなり有名だったのですけれど

も、最近福井県の恐竜の化石がだいぶ有名

になってきました。マチカネくんの PR を

しなければと思って、今日スライドに入れ

させていただきました。 
これから「レファ協の活用と地域の魅力

の再発見について」と題しまして、まちの

図書館、地域の図書館がレファ協を使って

どういうことをしようと思っているのかお

話したいと思います。よろしくお願いいた

します。 
まず豊中についてご説明いたします。豊

中市は大阪市の北に接する人口約 39 万人、

面積約 38 ㎢の中核市です。鎌倉時代には承

久の乱の発火点となった荘園が南部にござ

いました。また大阪国際空港（伊丹空港）

にも、新幹線の新大阪駅にも近い交通の便

のいい街、また平成 24 年の経済センサスで

は、事業所数は府内 4 位で東大阪市に次ぐ

ものづくりの街でもあります。市民の方は、

人口密度は高くても緑豊かな町、食い倒れ

の大阪でもひときわ質の高い飲食店の多い
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町という印象を持っておられます。でも残

念ながらこういうことはあまり知られてお

りません。我々図書館員も利用者の方に教

えられ、あるいは利用者の方と一緒になっ

て「豊中はこんなところだったんだ」と日々

驚いている、いわば隠れた魅力の多いまち、

それが豊中です。 
 

 豊中市立図書館の概要 

 
豊中市の図書館は 9 館ございます。蔵書

数は約 100 万冊です。3 万冊の館から 30 万

冊の館までございますので、合わせて 100
万冊ということです。平成 23 年度から暮ら

しの課題解決としまして、規模の大きな 4
館に、子育て、ビジネス、医療、多文化の

4 つのテーマを割り振って、重点的に本を

配置しております。 
 

 
 
レファレンスについては伝統的に力を入

れておりまして、全館全職員で行うサービ

スと考えております。組織としては、規模

の大きな 3 館に専任職員が合計 6 名おりま

す。レファレンスツールは、郷土資料を重

点的に集めている館、大きな書庫があって

たくさんのツールがある館など、それぞれ

に特色がございます。 
図書館は市内各地にあるのですが、コン

パクトな市域とはいえ、乗継ぎが必要だっ

たりで市域の端から端まで行くにあたって

は 1 時間くらいかかる場合もあります。1
時間というのは大きいので、非来館型サー

ビスとして、図書館に行かなくても本が探

していただけるようにということで、平成

24年の 2月からレファ協を利用してレファ

レンス事例を公開しています。また当館の

ホームページに神奈川県立図書館様のスク

リプト 2を使わせていただいて、「レファレ

ンス事例を探す」という項目を設けて、検

索等できるようにしております。 
 

 レファ協で何を見せるか 

 
非来館型サービスとして、レファ協で何

を公開していくかということなのですが、

平成 24 年度の個人予約は約 70 万件で、そ

の約 4 分の 3 は OPAC からご自身でかけら

れたものです。本を探すために OPAC を自

由に使いこなす方は年々増えておられます。 
次の段階として、図書館の外から探しに

くい「本を実際に見なくては何が載ってい

るか分からない」情報、「図書館にあるとは

知られていない」情報を見せていこうと、

レファ協を使ってレファレンス事例を公開

することを考えました。現在は、受けた質

問を公開することは同時に地域の姿を見せ

ていくことにもなると考えており、地域の

2 レファ協ホームページ 参加館での活用

法 図書館活動の PR 素材として 
[https://crd.ndl.go.jp/jp/library/member.ht
ml#PR] 
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ＰＲ・子どもたちの情報活用・大人の情報

活用、これらを見せることを重視して事例

を公開しております。 
まず地域情報、地域のＰＲに関する事例

です。当市では年間約 2 万人ずつの転出入

がありますので、新しく来られた方にも前

からおられる方にも豊中市を紹介すること

を目的にしております。承久の乱 3のこと、

最初の国産ビールについて 4など、長年にわ

たって蓄積してきた事例を、新しく出版さ

れた資料と照合しながら遡って公開してお

ります。 
そのほか、市や府の施策について（市民

からのレファレンスで）調べること、市の

広報の記事を書くにあたって、担当の課か

ら少し深く調べてほしいという依頼がくる

こともあります。こうした事例を公開する

ことによって、広報を見られた方が興味を

持って検索したときに、レファ協で、豊中

の図書館の事例を見ていただくというよう

なことを考えながらやっております。 
最近注目されている防災に関する事例、

たとえば豪雨災害に関するもの 5や、なぜ豊

中はこんなに暑くなるのかという質問 6、

3 「豊中市にあり、承久の乱の発火点とな

ったという、椋橋庄（略）について書かれ

た資料はあるか」 
[http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page
=ref_view&id=1000105442] 
4 「国産第一号のビールを造ったのは、豊

中市桜井谷の渋谷庄三郎という人だときい

た。（略）詳しくわかる資料はないか」 
[http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page
=ref_view&id=1000127052] 
5 「（略）豊中市域で集中豪雨による被害が

出たが、その正確な日付と降水量および被

害状況についてわかる資料はあるか」

[http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page
=ref_view&id=1000132127] 
6 「（略）豊中市の場合はなぜ暑くなるのか」 

2013 年の夏、豊中市では国内最高記録の更

新こそしませんでしたが、全国一の気温と

いう日も時々ございました、大河ドラマが

黒田官兵衛になったら、黒田官兵衛は何か

豊中に関わりがあったのか 7、といった質問

もどんどん公開し、旬の情報をお届けでき

れば、と思います。 
 

 学校教育における取り組み 

 
続いて子どもたちの情報活用、学校教育

についてです。 
当館の学校教育との関わりは主に小中学

校が対象です。豊中市は平成 5 年から学校

司書（当市では学校司書専任職員と呼んで

います）の配置を始めまして、平成 13 年に

全校配置が完了しました。平成 22 年度から

は、学校図書館と市立図書館の蔵書約 170
万冊を一体的・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、という目的

で「とよなかブックプラネット事業」を展

開しております。授業記録やブックリスト

等、教員と学校司書と公共図書館の情報共

有の取り組みを進めております。豊中市立

図書館の学校支援の取り組みについては別

紙の資料 8でご紹介しておりますので、詳し

くはそちらをご覧いただければと思います。 

[http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page
=ref_view&id=1000136793] 
7 「（略）豊中市と官兵衛、村重の関わりに

ついても知りたい」 
[http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page
=ref_view&id=1000142998] 
8 配布資料 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/documents/
forum10_6.pdf] 
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学校図書館の蔵書は 59 校の合計で約 70
万冊なのですけれども、1 校あたりは神奈

川の学校図書館と同様に 1～2 万冊です。こ

れまで公共の司書と学校の司書とが顔の見

える関係を築いてまいりましたので、資料

探しの依頼、レファレンスの依頼が届くこ

とも多々あります。学校司書からの問い合

わせに対して公共の司書がどうやって本を

探したか、あるいは公共にはどんな本があ

るかを公開していくことは、学校図書館支

援も視野に入れておりますし、また児童生

徒が宿題や自主学習等で図書館に来て本を

探す際にも助けになると思っております。 
宿題についていいますと、「液状化はなぜ

起こるかを実験したい」9という事例があり

ます。クラス 30 人が今度の土日に一斉にこ

れを調べるとなると、いくら我々100 万冊

あるといっても、もうとても本が足りない。

そういうときに本をどうやって探すかや、

OPAC からはわかりにくいけれどもこの本

に載っている、ということを公開しておく

と、一部の本に予約が 10 件も webOPAC
からついて土日のうちに宿題が間に合わな

いという状況を少しでも減らすことができ

ます。 
「小学校の近くに池が多い理由」10は、

地域の昔の姿を調べることです。公共の方

はご経験もあるかもしれませんが、なかな

かこういうもので小学生が読める本は少な

9 「自由研究で液状化のしくみを調べ、液

状化が起こる様子を再現する実験がしたい。

参考になる本はあるか」 
[http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page
=ref_view&id=1000136791] 
10 「豊中市立上野小学校付近に池が多いの

はなぜか」 
[http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page
=ref_view&id=1000104115] 

い。転出入が多い当市の状況では、ご家族

の方から昔の姿を聞いてくるというのもな

かなか難しい部分がございます。 
図書館しか頼れない、かといって図書館

でもすぐに本を渡せるわけでもない、こう

いう宿題に関する事例はなるべく公開して、

皆さんに見ていただけるようにしようと思

っております。 
 

 汎用性の高い事例 

 
3 つ目、大人の情報活用についてです。

汎用性の高い事例も公開しております。私

が勤務している館はあまりレファレンスツ

ールの数が多くないので、調査の第一歩は

リサーチ・ナビやレファ協からということ

も多くあります。また午前の阿刀田先生の

お話にあったように、最新の情報は本には

載っていなくて、国のサイトなどをご紹介

することもよくあります。こういうことが

公開してあると、豊中市立のどの館からで

も同じように調べられますし、利用者のご

自宅からでも同じように調べられる。24 時

間使っていただける、ということで、これ

らを公開していっております。 
クイックレファレンスの登録は当館では

あまりしてないのですけれども、冠婚葬祭

に関するものなど、利用者の質問傾向から、

NDC 分類からではなかなか探しにくいと

思われるものは、代表的なものを公開しま

す。また最初どこからどう手を付けていい

かわからず、Yahoo！知恵袋で目星つけて

調査をしたというようなときには、ご恩返

しという意味で公開して、裏付けになれれ

ばと思っております。 

40 

                                                   



第 10 回フォーラム記録集 

実践報告（3） 

 
 

 

 
 
上記のデータは 1 月末のものですけれど

も、昨日最新の数を確認してまいりまして、

フォーラム当日現在、登録が 911 件、うち

892 件を一般公開しております。だいたい

月初めに登録と公開の作業を行いますので、

少し数が増えております。 
当館は平成 17 年からレファ協に参加し

ましたが、一般公開は平成 24 年の 2 月から

始めまして、ちょうど今丸 2 年です。 
月に 1 回、図書館の業務システムに記録

した事例の中から登録待ち状態になってい

るものを「自館のみ公開」で一括登録して、

参考室担当司書と所属長が内容を確認し、

所属長の許可が出たものを一般公開に変更

します。月に 30 件前後公開しております。

昨日段階では登録待ちが 24 件ございまし

た。 
最終的に所属長のチェックが入りますの

で、一般登録する／しないは質問者以外の

方に役立つ事例かどうかという視点から決

めてよいことにしております。 
 

 転機となったできごと 

 

こうやってみるといかにも迷いなくやっ

ているように見えるかと思うのですけれど

も、平成 17 年に参加してから一般公開を始

めるまで、当館でも、レファ協の意義は強

く感じるけれども、なかなか準備が整わず

に公開に踏み切れないという状態が続いて

おりました。そこから現在に至るまでの転

機についてお話いたします。 
転機の 1 つ目。業務システムのレファレ

ンス記録機能を平成 21 年から導入したと

いうことです。平成 18 年頃から当館でも、

掲示板やファイル共有システムを使って、

職員の中での事例共有はしていたのですが、

レファ協と似たシステムを導入して実際に

使っていく中で、レファレンスデータベー

スの意義について自然と理解が進みました。 
業務システムへの入力は平成 23 年度か

らレファ協への登録を前提にした簡単なマ

ニュアルを作ってやっておりますが、職員

の共有のために使うということには変わり

ませんので、初期設定は「非公開」にして、

どの職員でも気軽に登録できるようにして

おります。 
転機の 2 つ目。平成 17 年時点ではオンラ

インの情報源はまだあまりたくさんはなか

ったのが、平成 22 年頃には状況が変わって

きて、レファレンスの際にウェブも調べた

り、レファ協にお世話になったりすること

が増えてきました。 
そこで、レファ協の活用を進めようと、

平成23年6月の関西館での研修に改めて参

加しました。またその年の秋に事務局の方

に豊中で研修をしていただき、レファ協活

用のイメージを職員間で共有して、事例の

一般公開に踏み切りました。 
その後一年間コツコツと事例を公開して
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いたのですけれども、平成 25 年の年明けに

レファ協の「最近のアクセスランキング」

に当館の事例が突然現れました。それが「八

重の桜の原作は何か」11という事例です。

検索サイトで「八重の桜 原作」と引くと

ほぼ最初に出てくるので、たくさんの方に

見ていただいたのだと思います。これが第

3 の転機です。レファ協に載せると検索サ

イトから探しやすいと分かりましたし、そ

れまで公開の手応えがあまり見えていなか

ったのですけれども、今の方向性でよかっ

たと確認できました。 
 

 レファ協活用の長所・短所 

 
 2 年間使ってきた中で分かったレファ協

の長所は、検索サイトから探しやすいこと

です。レファ協に登録されているから

Google で「豊中 図書館 地形図」と検索

したときに事例がヒットして、図書館に来

ていただけるのだろうと思います。  
当館のシステムでは、OPAC でもレファ

レンス事例の公開ができるのですけれども、

そうすると図書館のサイトに来ないと見ら

れません。非来館型サービスとしては、来

なくても見られるということは非常に大き

いと思っております。 
参加館からコメントが付くのも、大きな

長所だと思っております。気付いていなか

った本や調べ方についてコメントをつけて

いただいて、大変勉強になります。 
事務局から短所も言ってほしいと言われ、

11 「2013 年のＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」

について、原作の小説はあるか？」 
[http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page
=ref_view&id=1000104093] 

あまり短所が思いつかなかったので一生懸

命考えました。使った本から、この本はこ

のようなレファレンスに役立ちましたとい

うのを探せないのは、短所と言えなくもな

いかなと思ってはいます。ただ、当館で使

った本が最新の本とも限りませんし、いつ

までその本が有効かも分からないので、こ

れは本質的な問題ではないと思います。 
もう 1 つの短所は、心理的なハードルの

高さです。我々市町村立図書館から見まし

て、国立国会図書館というのは、先ほどの

岡部先生のお話にもありましたけれど、最

後の砦、絶対的なエースです。我々も毎回

全力を尽くしてはおりますが、本当にこの

内容が国立国会図書館のデータベースにふ

さわしいと言えるのか？という不安も当初

はありました。 
私などは最近だんだん図太くなってきま

して、未解決の事例であってもレファ協に

掲載したら、コメントがついて有効な資料

など教えてくださるかもしれないと思うよ

うになりましたが、最初のうちは登録事例

を選ぶ際は緊張いたしました。 
 

 レファ協から見る図書館の役割 

 
この 2 年間レファ協への登録をしてきた

経験から、図書館の役割もある意味見えて

くると思っております。まず反応からニー

ズが確認できるということです。「みんなで

手をたたこう！」12という企画で、当館の

「不登校の相談窓口の紹介」の事例 13にた

12企画「みんなで手をたたこう！」 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/handclap_2
013.html] 
13 「親戚の子どもがいじめを受けて不登校
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くさん拍手をいただきました。Twitter の反

応を見ていましたら、いつもレファレンス

インタビューの部分はあまり書かないので

すけど、たまたまそれが書いてあった、そ

この部分ですとか、図書館が窓口紹介をす

ること自体を評価してくださった方もあり、

サービスの方向性の確認もできました。と

いうのは、当館の来館者の数は貸出人数の

1.5 倍くらいという調査結果があります。年

間 150 万人近い来館者があり、目的がなく

ても来られる敷居の低い市の施設として、

市が行っているサービスを紹介していくこ

とも図書館の 1 つの役割と思っております。

そこを評価していただけて大変励みになり

ました。 
もう 1 つ、当館の昨年のアクセス数は 20

万件程あったのですけども、事例数 800 件

に対して 20 万件のアクセスがあったとい

うことは、「豊中市民の方の問いを立てる

力」が評価されていることかと思います。

才能というのは問題に答える力ではなくて、

問題を見つける力だ、と聞きます。「豊中市

立図書館が出しているレファ協の事例はな

かなか面白い」という声をいただくのは、

それだけ豊中市民の方の知的好奇心が旺盛

ということで、豊中にこんな素敵な方々が

おられる、という PR もできているという

ことなのかなと思っております。 
事例のブラッシュアップまでなかなかで

きていないなど、ベストを尽くしていると

はいっても、今でも課題は山積みでござい

ます。それでも、レファ協を活用して図書

館から情報を発信することで、市民の方が

になり、悩んでいる。どこに相談すればよ

いか」

[http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page
=ref_view&id=1000134015] 

大人も子供も、「こんなことを図書館で調べ

られるんだ、こんなことも図書館に聞いて

いいんだ」と思っていただいて、結果とし

て当市の教育行政の目指すところである

「学びの循環」を作りながら、豊中市を少

しでも盛り上げたり、市の魅力をアピール

したりできればと思ってやっております。

こんなレファ協の使い方もあるのだという

ことで、何かの参考にしていただければ幸

いです。ご清聴ありがとうございました。 
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実践報告(4) 

教育図書館におけるレファ協効果 
 

 

 
 

講師 

国立教育政策研究所 

教育研究情報センター教育図書館 

鈴木 由美子 

配布資料 

資料⑪ 教育図書館におけるレファ協

効果 

 

 

 
ご紹介いただきました国立教育政策研究

所教育研究情報センター教育図書館の鈴木

と申します。 
本日は「教育図書館におけるレファ協効

果」ということで、教育図書館でレファ協

を導入したことでどのような効果があった

かをお話しさせていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 
 

 教育図書館について 

 
まず始めに教育図書館について簡単にご

説明します。名前の通りですけれども、教

育分野の専門図書館になります。蔵書約 50
万冊を所蔵しています。特徴的なものとし

て 2 種類あげさせていただきました。 
 

 
 
1 つ目が教科書です。江戸時代の往来物

から現在小中高校で使っている検定の教科

書まで、約 10 万冊所蔵しています。また今

年度から始めたのですけれども、来年度に

使う教科書に関して、文部科学省で検定が

行われるのですが、そちらの資料を教育図

書館で見られるようにしています。その他、

教育関係の資料としまして、戦後教育改革

のときの行政文書、戦後教育資料や、文部

省の官僚の方たちが持っていた行政文書で

ある個人文書、そして各都道府県の教育史

等を所蔵しています。 
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 利用方法ですが、文部科学省の図書館で

はないのですが、文部科学省の建物の中に

ありますので、入庁規制がある関係で原則

来館予約制にさせていただいております。

また、国立国会図書館と同じで、ほとんど

の資料が出納方式になります。また、専門

図書館として資料保存に力を入れておりま

すので、原則館外貸出はしておりませんが、

ILL は行っております。図書館経由では資

料の貸出が可能です。 
 具体的な利用者は、国立教育政策研究所

の研究所職員と、文部科学省職員に加えま

して、来館予約制ではありますが、どなた

でも利用が可能です。一般の利用者の方、

大学の教員ですとか、大学院生、小中高の

学校教員に利用していただいています。年

間で合計 5,000 人程度、1 日 24～5 人とい

う小規模な図書館になります。職員に関し

ましては、常勤 1 名、私と、非常勤 3 名の

4 名体制で行っています。 
 具体的に教育図書館でどういったサービ

スを行っているかということですが、様々

な教育分野の情報に対するニーズに対して

3 つのサービスを柱に対応をしています。 
サービスの柱の 1 つ目が教育分野資料の

収集です。専門図書館ですので、教科書を

中心に、文部科学省が発行した資料など、

入手しにくいものを中心に収集に努めたい

と考えております。  
サービスの柱の 2 つ目は、教育研究論文

索引 1といいまして、教育図書館で受け入れ

た雑誌等から、教育関係の記事と論文をピ

ックアップしまして、職員 4 人で登録して

1 教育研究論文索引 
[http://nieropac.nier.go.jp/elbopac/jsp/elib/
sr_EA.jsp] 

います。こちらは、毎日更新しております。

教育関係の資料を探す際に使っていただけ

れば、と思っています。 
サービスの柱の 3 つ目は、当館で持って

いる教育の専門資料と論文索引データベー

スを使いまして、レファレンスを行ってお

ります。 
 

 レファ協参加の経緯 

 
 実際レファ協データベースにどのように

参加したか経緯についてお話しさせていた

だきます。 
動機は 2 つありました。1 つ目は、専門

知識を持った職員が減少してきたことです。

どこの図書館でも皆さんお悩みのことだと

思います。平成 11 年から、見事にトントン

と職員が減っていきました。平成 11 年に 9
名いたところが、平成 23 年に、現状の 4
名まで減ってしまい、常勤と非常勤・アル

バイトの割合が逆転してしまいました。専

門図書館として高度なレファレンスを求め

られるのですが、どう調べたらいいかを相

談できる職員が減ってきたことになります。 
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もう 1 つの動機は、私の個人的な問題で

もあるかもしれないのですけれども、受け

た質問を、すぐに忘れてしまうということ

があります。このような質問を前に受けた、

とは思い出せるのですけれども、やり方を

忘れてしまい、結局一からやり直すことを

何回も繰り返していました。  
レファ協に参加する前には、情報カード

でレファレンス事例を管理していたのです

けれども、カードから探すこと自体も難し

かったですし、カードを書くことも面倒で、

なかなか書かなくなってしまい、レファレ

ンスの効率が悪いと考えていました。 
そこで、どうしたらいいかと考えていた

時に、うちの研究所に図書館情報学専門の

江草研究官がおりますので、相談しました

ところ、「国立国会図書館でレファ協という

のをやっていますよ」と紹介していただき

ました。レファ協に登録していけば知識の

共有・継承ができるのではないか、レファ

協への登録はカードを検索することに比べ

て簡単ですので、無駄な作業を減らすこと

ができるのではないかと考え、平成 20 年 7
月にレファ協の登録を開始いたしました。 
 

 レファ協登録の実際 

 
 では実際どのように教育図書館でレファ

協に登録しているかなのですが、登録の流

れ、こちら①②③というようになります。 
 

 
 
まず、カウンターで利用者にレファレン

スを回答します。次の「自館のみ」でレフ

ァ協に登録します。①と②に関しましては

常勤、非常勤合わせて 4 名全員で行ってい

る作業になります。最後に「一般公開」へ

職員が変更します。こちらだけ私、常勤の

仕事になります。 
ではそれぞれのポイントについてお話さ

せていただきます。1 つ目、レファレンス

回答時のポイントですが、レファ協に登録

することを念頭に回答を行っています。 
調査に使った資料は登録まで取っておき、

回答として提供した資料、図書、論文、ネ

ット検索の結果を控えておくようにしてい

ます。 
検索キーワードもできるだけメモしてお

くようにしています。ここの部分が一番難

しいです。回答プロセスを書くときにキー

ワードを入れても再現しないという場合が

あるのですけれども、キーワード選択もと

ても大切だと思っているので、基本的には

そこの部分もメモをしておくようにしてい

ます。 
また、利用者の方が後で来る場合、提供

まで時間がある場合には、提供する前にレ

ファ協に簡単に登録しておくようにしてい
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ます。 
次に、レファ協登録時のポイントは 4 つ

あります。 
 

 
 
まず「自館のみ」で登録します。登録は、

非常勤の方も行うため、3 年任期の方で特

に 1 年目の時は、自分の回答したものにな

かなか自信が持てないこともありますので、

「自館のみ」で登録担当者への負担を軽く

したいと考えています。 また「自館のみ」

で登録することによって、「一般公開」変更

時に、データの正確性をチェックすること

ができます。その部分も「自館のみ」にす

るメリットと考えています。 
登録時のポイント 2 つ目は、メモ的に入

力することです。初めての方はきれいにデ

ータを登録しようとするのですけれども、

そうしますと登録の時に時間がかかってし

まいます。文章になっていなくても構いま

せんので、ポイントとなる部分を記入して

もらうようにしています。 
登録時のポイント 3 つ目が、回答そのも

のを書くことです。 回答欄には、「何々に

掲載されている」ではなくて、答えそのも

のを書くことにしています。 
学生が質問した場合には、答えではなく

資料を紹介するに留める場合もよくありま

すが、レファ協に登録する場合は、回答ま

であった方が事例として親切と考えていま

す。実際の回答では資料提供であっても、

事例としては回答まで書く場合もあります。 
レファ協登録時のポイント 4 つ目は、回

答プロセスを大切にするということです。

教育図書館は専門図書館で、少しマニアッ

クな質問も多いので、全く同じ質問という

のが多いわけではないですが、結局プロセ

スの部分が一番大切になることが多いので、

プロセスも詳細に書くようにしています。  
 「一般公開」へ変更時のポイントについ

てお話しします。2 週間から 1 か月に一度

「一般公開」へ更新しています。あまり頻

繁に更新しようとすると、更新担当者の負

担が多くなってしまい、毎日やらなくては

とプレッシャーになってしまうので、2 週

間から 1 か月にしています。逆に更新まで

に時間がかかりすぎると、修正しにくくな

ります。これまで 5 年ほど続けてきて、2
週間から 1 か月に落ち着いています。 
 各項目の更新ポイントは、「質問」は質問

の意味が分かるか、利用者の特定できる情

報がないか、などです。 
「回答」は、先ほども申し上げましたが、

なるべく回答そのものを書きたいと考えて

いますので、「何々に掲載」と書いてあると

きは、もう一度その本を出してきて回答を

書くことにしています。 
「回答プロセス」は、再現できるかをあ

る程度確認しまして、不足しているプロセ

スを追加します。 
 

 レファ協登録の効果 
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最後に、レファ協登録を行ったことによ

って教育図書館にどんな効果があったかを

お話ししたいと思います。 
 

 
 
登録の効果は 5 つありました。最初の 2

つ、①事例の共有、知識の共有・継承がで

きる。②業務の効率がアップするに関して

は、当初の動機にあたり、レファ協を導入

したことで期待していた効果になります。 
以下 3 つは、もともとは予想していなか

った効果になります。③ 図書館の認知度が

アップする、④多くの人へ情報提供ができ

る、⑤図書館広報への活用、です。 
 それぞれひとつずつご説明したいと思い

ます。まず、①「事例の共有～知識の共有・

継承へ」ですが、レファ協によって、当館

内での情報共有ができるようになりました。

具体的には、レファレンス事例は、一般公

開した段階で、図書館内で回覧を行ってい

るのですけれども、それで、他の職員がど

ういったやり方で調査を行ったかというこ

とを共有します。 
レファレンスの時、レファ協を検索する

ようにしているのですが、レファ協を検索

することで、過去の職員が入力した事例を

確認することができるようになりました。 
事例が蓄積されていけば、人に聞く、知

っている人に聞くということに加えて、デ

ータベースで検索することで知識を継承す

ることが可能になるのではないか。知識を

持った職員がいなくなる可能性がとても危

惧されていますが、そうした職員がいなく

てもレファ協データベースを使うことで知

識がある程度受け継がれて教育図書館とし

てのレファレンスサービスの水準を、ある

程度、保つことができるのではないかと少

し期待しています。 
 また、他館との情報共有もできるように

なりました。導入したときは自分の図書館

をどうするかということしか考えていなか

ったので、導入してみて分かったことなの

ですが、当館での登録データを想定して検

索した場合でも、当たり前ですが、似たよ

うな事例で他館の事例がヒットすることが

よくあります。それを使うことができると

いうことと、他館のレファレンスで当館の

事例も使っていただけているので、そうい

ったメリットもあると思っています。 
 レファ協登録の効果 2 つ目は、業務効率

が良くなったことです。「戦中の国定教科書

で、宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の一部を

「一日ニ玄米三合ト」に変更して載せてい

るものを探している」という事例 2なのです

が、戦後すぐ食糧がなかった時代に、合数

を本当は四合なのですけれどあえて三合に

変えたということがありました。これに関

しては何回か同じ質問がありました。 

2 「戦中の国定教科書で、宮沢賢治の「雨

ニモマケズ」の一部を「一日ニ玄米三合ト」

に変更して載せているものを探している」 
[http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page
=ref_view&id=1000110959] 
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1 回目の調査では、どの時代の教科書な

のかや、教科は何かということで、ツール

を何にするかから始まって、1 時間 2 時間

簡単にかかってしまうのですけれども、 2
回目は、「これはあの事例だ」と思ってレフ

ァ協を検索することで済みます。少し大げ

さですが 2 時間を 5 分に短縮することがで

きる。この場合は、全く同じ事例として取

り上げましたけれども、似たような質問で

回答プロセスが使える場合でも、調査時間

を 5 分の 1、4 分の 1 に減らすことはできる

と考えています。 
 次からは当初予想していなかった効果に

なるのですけれども、3 つ目として、図書

館の認知度がアップするということがあり

ます。こちらのグラフがレファ協データベ

ースの当館作成事例へのアクセス数です。 
 

 
 
最初に始めた時が 4,847 件だったのです

が、昨年 2013 年には 71,463 件。5 年間で

アクセス数が約 15 倍にアップしています。

2013 年の 7 万件というのを、単純に日割り

すると一日に 200 件ほどアクセスしてもら

えていることになります。教育図書館の来

館利用は 1 日 20 数人程度ですので、1 日

200 人に教育図書館の事例が目に触れられ

るというだけでも登録したメリットがあっ

た、と考えています。 
 次に、多くの人へ情報提供ができるとい

うことです。これまでのレファレンスは、

カウンター・電話等で質問があって、質問

者 1 人に対して回答していましたが、レフ

ァ協に登録することによって、不特定多数

に対して、質問と回答を公開しますので、

より多くの人に情報提供が可能になったと

思います。 
当館の事例で「高校教科書日本史 B の採

択率が知りたい」3というのがあります。こ

れはカウンターに来て問い合わせを受けま

したので、カウンターでは 1 人の方に対し

て回答したものですが、こちらの事例への

去年のアクセス数は 1,509 件ありました。

例えば 1,500 人に対して、1 人 5 分カウン

ターで対応したとすると、7,500 分、つま

り 125 時間かかることになります。レファ

協に登録すると、1回の調査の時間だけで、

1 人に対する情報提供だけではなく、多く

の方へ一度に情報提供、情報ニーズに応え

ることができると考えています。 
レファ協登録の効果 5 つ目は、図書館広

報への活用です。広報活用の方法は、2 つ

あります。1 つ目はホームページ 4での事例

紹介です。ホームページでは、トップペー

ジでのおすすめ事例の紹介、事例検索ペー

ジ、事例アクセスランキングを掲載してい

ます。 
こういったことをホームページで紹介す

3 「高校教科書 日本史 B の採択率を知

りたい」 
[http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page
=ref_view&id=1000105641] 
4 教育図書館ホームページ 
[http://www.nier.go.jp/library/] 
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ることによって、利用者にとって、教育図

書館にどんな質問ができるのか、どんな質

問に答えているのかが分かりやすいのでは

ないかと思います。それによって、レファ

レンスの増加が見込めるのではないかと期

待しています。 
広報活用の 2 つ目として、国立国会図書

館長の礼状があります。毎年登録件数とア

クセス件数で礼状をいただくことを目標に

しています。平成 21 年度、登録を始めた次

の年から継続してもらうことができていま

す。こちらの礼状は、利用者用ロッカーの

すぐ横に貼り出してあり、利用者がそれを

見て、カウンターに質問していいんだと思

ってくれることがあるようで、レファレン

スのきっかけになります。また、こういっ

たものをいただきましたと組織内で上層部

に報告をいたしますので、教育図書館が行

なっているサービスをアピールすることが

できると思っています。 
 最後に少し宣伝なのですけれども、これ

までレファ協に登録してきた事例の中から

いくつかピックアップしてレファレンス事

例集 5を作っています。教育図書館のホーム

ページからダウンロードできますので、ぜ

ひご活用いただければと思います。  
ご清聴いただき、ありがとうございまし

た。 
 

 

5 教育図書館レファレンス事例集 
[http://www.nier.go.jp/library/ref_jirei.pdf] 
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パネルディスカッション 

教育と図書館の未来 

―レファレンス協同データベースと生み出す力 

  
  

コーディネータ パネリスト 

青山学院大学 教授 

小田 光宏 

神奈川県立横浜南陵高校図書館  田子 環 

同志社大学  

学習支援・教育開発センター 助教  岡部 晋典 

豊中市立図書館             石田 ひろ 

国立教育政策研究所教育研究情報センター 

教育図書館                鈴木 由美子 

 

 

 

（兼松：総合司会） 
お待たせしました。午後の部：後半戦の

パネルディスカッションを始めます。 
ご登壇いただいている皆様を順番にご紹

介いたします。まず全体をコーディネート

していただきます、コーディネータの青山

学院大学教育人間科学部教授、小田光宏先

生です。パネリストは、実践報告をしてい

ただきました、神奈川県立横浜南陵高校図

書館の田子環さん、同志社大学学習支援・

教育開発センターの岡部晋典さん、豊中市

立図書館参考業務担当/ビジネス・就労支援

チームの石田ひろさん、そして国立教育政

策研究所教育研究情報センター教育図書館

の鈴木由美子さんです。 
この 5 名の方に、前にお並びいただきま

した。また、企画協力員の方がフロア前方

に座っていらっしゃいます。阿刀田さんに

も質問が来ているかもしれませんので、後

程適宜展開させていただきます。 
ここからは、小田先生にマイクをお譲り

いたします。よろしくお願いします。 
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（小田：コーディネータ） 
改めまして、青山学院大学の小田光宏で

す。レファレンス協同データベース事業の

企画協力員を務めています。今日はコーデ

ィネータとして、パネルディスカッション

を盛り上げていきたいと思います。 
最初に趣旨を説明いたします。まず、こ

のスライドは、今日のパネルディスカッシ

ョンの概略図です。 
 

 
 
基調講演、4 つの事例報告と、大変多岐

にわたる課題が含まれています。レファ協

にとって、また図書館、そして教育の世界

に関係する様々な事柄が、ここから導き出

すことができると思っております。しかし、

このパネルディスカッションに与えられて

いる時間は限られています。そこで、教育

と図書館の関係を一層よいものにするため

にという大きなテーマをぐっと縮めて、い

くつかの事柄に焦点を合わせて議論を深め

ていきたいと思います。 
真ん中の図のまわりにクエスチョンマー

クで質問文が記されていますが、これは今

日の 5 つの課題として、コーディネータの

私が設定したものです。全体のテーマは、

教育と図書館の関係を一層よいものにする

ためにレファ協がどのような貢献ができる

かですが、そもそもレファ協の教育に対す

る貢献は、事業開始当初から意識されてい

ました。しかし、この度、レファ協に学校

図書館が参加館として正式に加わることに

なりました。となると、当然学校図書館の

活動の成果として得られたレファレンス事

例データや調べ方マニュアルデータが、デ

ータとして蓄積されることになります。デ

ータの量や参加館の数といった意味でのレ

ファ協の進展につながります。登録される

データの質の点での展開がなされ、新たな

可能性が開けるものと大いに期待されます。 
一方、これは大事な視点だと思いますが、

既存の参加館は、公共・大学・専門・国立

国会図書館だけでなく、学校図書館を意識

したデータ登録を行うことになると、少な

くとも形式上は導き出させることになりま

す。しかしながら、こうした動きは今年度

始まったばかりですから、レファ協の関係

者の間でも、まだまだ認識が十分ではあり

ません。そこでパネルディスカッションに

おいて情報共有を行い、共通理解を深めよ

うというのが、今回のパネルディスカッシ

ョンの課題であり、また目指すところと考

えています。 
学校教育へのレファ協の貢献については、

学校教育における他館種のレファ協データ

の意義について検討します。さらに学校教

育と学校図書館の環境醸成が関係します。

これは政策を含む問題ですが、これに対す

るレファ協の役割について検討しましょう。

教育と大きくテーマを掲げていますけれど

も、まず学校教育に絞ってみようと思いま

す。 
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学校教育といっても学校教育と学校図書

館という言い方をしたときに、そこに少し

ずれがあることに我々は気づきます。学校

図書館は、学校図書館法でいうと小中高等

学校を基本にしています。学校教育といっ

た場合は学校教育法で定められている大

学・高等教育まで含まれます。こうしたず

れがあります。今日は、そのあたりは緩や

かに扱っていただければと思います。 
検討のための問いかけ、先ほどの図にあ

ったものと同様ですが、5 つ用意していま

す。 
 

 
 

1 と 2 は同じことがらを違った角度から

考えてみようしたものになっています。3
番目と 5 番目はかなり似通ったものになり

ますが、やはり違った視点からのものとし

て扱った方がいいだろうということで、間

に 4 を組み込んだというのが、コーディネ

ータの意識です。 
まずこの 5 つに関して、パネリストの方

にお答えいただいて、レファ協の状況につ

いて理解を共有してまいりましょう。ある

いは情報を交換していきましょう。フロア

の皆様方からお寄せいただいたもの質問等

で関係するものがあった場合には、そこで

取り上げてお答えしていきたいと思います。 
なお、時間の関係ですべての質問を取り

上げるわけにもいきません。今日のテーマ

と直接関係するものを優先して取り上げる

ということをお許しください。 
 

 レファ協のどのようなしくみが

学校教育に役立つのか 
 
最初にクエスチョン 1 番。レファ協のど

のようなしくみが学校教育に役立つのだろ

うかについてお尋ねしようと思います。ま

ず田子さんから。「短めに！」などとプレッ

シャーをかけてはいけないのですが、話し

たいことが山のようにあると思ったとして

も、時間がないと迷ったときは、太宰治の

ように短めにしていただけるとありがたく

思います。 
 
（田子：パネリスト） 
学校教育というと大き過ぎるので、学校

図書館に働く者としてどういうふうに役立

つかをお話ししたいと思います。１番大き

いのは、学校司書は 1 人で働いていますの

で、色々な他の図書館の事例が見られたり、

より優れたレファレンス業務担当者の調べ

た経緯を見ることができることによって、

より高度なレファレンス技術が身に付きま

す。こういうときはこういうふうに調べれ

ばいいのだということが身に付く研修効果

があると思っています。それから似たよう

な質問を受けた時に、レファ協事例を見る

ことで、時間短縮にもなります。 
コメント機能によって、他の図書館の方

からこの事例にはこういう資料があると紹

介していただけるのも大変心強いと思って
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います。学校図書館のサービス、利用者に

対するサービス向上にレファ協がとても役

立っていると感じています。 
そして先ほども少しお話したのですが、

調べ方マニュアルの可能性ですね。同じよ

うなテーマで本をたくさん揃えなければい

けないとき、図書館で作ったブックリスト

のエクセルファイルをそのまま貼り付ける

ことで、この資料は高校図書館で使える、

ということが他の図書館の方と共有できる

ことはとても大きいと思っています。 
 

（小田：コーディネータ） 
ありがとうございます。鈴木さんに振り

たいと思います。鈴木さんの所属されてい

る図書館でというよりは、その図書館でサ

ポートの対象としている学校教育、教育全

般に対してを考えた場合に、レファ協の仕

組みはどのように役立つか、そのあたりを

お尋ねしたいと思います。 
 
（鈴木：パネリスト） 
正直に申し上げまして、教育図書館では

ありますが、学校教育と直接関わるという

ことはあまりないのですが、今回のテーマ

にあたって、どういったことに役立ててい

ただけるかと考えたときに、大きく 2 つあ

るかと思います。 
レファ協自体が、色々な館種があって、

専門図書館もあり、仕組み自体が役に立つ

のと、データを登録するシステムとしての

レファ協の仕組みが学校教育に役に立つと

いう 2 つがあると思いました。  
1 つ目の色々な館種、専門図書館も含め

て、レファ協に登録していると、どういっ

たことが学校教育に役立つかというところ

ですが、図書館が調査したデータが集まっ

ているので、学校教育で使う資料として、

信頼性の高いデータを使ってもらう、信頼

性の高いデータが集まっているデータベー

スであるとういことが 1 つ大きなことでは

ないかと思いました。 
もう 1 つの方のシステムの仕組みですが、

回答プロセス、参考資料が載せてあるとい

う部分が、先生が何かテーマを持って授業

準備、教材準備をされる時に活用してもら

うことはできるのではないかと考えていま

す。 
 

（小田：コーディネータ） 
ありがとうございます。どのように学校

の中でレファ協を使ってもらうか、特に教

員に使ってもらうか、そうした指摘をして

いただいたと思います。そのことは、先ほ

ど申し上げたように、クエスチョン 1 とク

エスチョン 2 の関係にも結び付くところと

思います。  
このあたりを考えると、事例報告として、

小中高ではありませんが、大学でこのレフ

ァ協をどのように使うかということを岡部

さんがご自身の体験の範囲で報告いただい

たのですが、少し広げていただいて、レフ

ァ協をこのように使えば、学校教育に役立

つのではないかというあたりを、ラーニン

グ・コモンズでのご経験をもとにして、可

能性をご指摘していただけますでしょうか。 
 
（岡部：パネリスト） 
たくさんの学生、あるいは市民の皆さん

と話していると、皆さんだいたい図書館の

固有のイメージを持っているのですね。自

分たちの経験で図書館を一度は使ったこと
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がある。しかしそれはあくまでも自分の経

験でしかないということがありまして、

様々な図書館、全国約 3 千館の公共図書館

があり、バリエーションがありますが、な

かなか学生などの利用者にとっては、他の

図書館のビジョンが見えにくい。そこで、

レファ協の横断的な、あるいはインフラ的

なところは効いているのではないかと思い

ます。というのも、うちの図書館では、難

しいかもしれないけれど他の図書館ではこ

のようなサービスをしているということが、

今後分かっていくかもしれない。あるいは

学校教育ではないですが、生涯学習的な観

点からいうと、館種横断的で様々な図書館

が入っているからこそ、色々な他の図書館

のビジョンが見えるかもしれない、という

ところで使えるのではないかと思います。 
 
（小田：コーディネータ） 
今のお答えにもう 1 つ突っ込んでよろし

いですか。仕組みとして色々な館種のもの

がデータとして備わっている、今回学校図

書館が入ることによって、そこのデータの

厚みが増す、ということが強調できるわけ

ですが、それを学生に見てもらうための何

かの働きかけはいかがでしょうか。例えば

ラーニング・コモンズの中で、あるいは司

書養成の授業で、学生に積極的に見てもら

わないと効果は高まらないわけですね。そ

のための働きかけの部分は、どのようなこ

とが考えられましょうか。うまくいったか

どうかは別として、ご自身の経験で、この

ようにやっている、このようなやり方もあ

るのではないかということがあれば教えて

いただけないでしょうか。 
 

（岡部：パネリスト） 
他の学部の先生に言うのが１番効きます

ね。本学部の先生、特にゼミを持っている

先生、初年度の授業を持っている先生にこ

のようなサービスがあります、という話を

しています。 
ラーニング・コモンズでは、大学院生を

14 名雇用しているのですが、「このサービ

スを知っている？」と言うと、残念ながら

「知らない」と言う。知っている学生も数

少ないながら、おりましたけれども。

「google で見つけたことがある、こういう

サイトだったのですか」というわけなので

すが。そのラーニング・コモンズの中で院

生に教えると、「こういう調べ方のデータベ

ースがあるのであれば、ゼミに持って帰っ

て仲間に知らせます」という感じで広がっ

ていく。インフルエンサー、つまり影響力

がある人に伝えて、口コミで広がっていく、

というのは大学内としては非常によく効く

という実感です。 
 
（小田:コーディネータ） 
田子さん、今、「インフルエンサー」とい

うキーワードが出ましたが、田子さんは神

奈川県ではインフルエンサー的な存在が必

要だとお考えになりますか。 
 
（田子：パネリスト） 
司書仲間でもレファ協のことを知らなか

った人はたくさんいましたので、まず学校

司書がレファ協のことを知って自分たちも

使う。学校の中でもっと知ってもらうには

先生方にもこのサイトがあるということは

言っていかないといけない。生徒にももっ

と教えてあげたい。ネット検索するよりも、
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まずレファ協で似たような質問がないか見

てごらんと言えたらいいなと思います。 
 
（小田：コーディネータ） 
学校という世界における学校司書と教員

という関係、教員に対する働きかけが 1 つ

課題としてある。そうしたことが導き出せ

るのではないかと思います。これを公共図

書館の立場で考えるとどうなるのでしょう

か。こういう考え方をすると石田さんに問

いかけることになるわけですが、いかがで

しょうか。 
 
（石田：パネリスト） 
公共図書館というか、当市の事例で申し

ますと、報告でも少し触れましたがとよな

かブックプラネット事業をやっておりまし

て「とよなか読書活動支援システム」を今

年度から導入いたしました。これはレファ

協とは少しずれるのですけれども、授業の

実践記録や田子さんの作っておられるよう

なブックリストを作って共有する取り組み

です。 
一方で、公共図書館ではレファ協を使っ

て情報を公開しているので、本年度学校司

書と公共の司書の交流研修を行った際、学

校司書には公共ではこのように考えてこう

レファ協を使っていますと説明しました。

先ほど申しましたとよなか読書活動支援シ

ステムでも、レファ協を含む横断検索がで

きるようになり、教員もこのシステムを使

いますので、そういうところからレファ協

について知識を深めて、レファ協をこのよ

うにすれば使えるのだと思ってもらう。小

中学校でレファ協の事例をそのまま授業に

活用することは難しいだろうと思っている

のですが、教材や授業のヒントを発見して

活用していただければと思っております。 
 
（小田：コーディネータ） 
ありがとうございます。働きかける対象

を意識する必要があるということですね。

午前中の阿刀田さんのお話の中にもあった

人の存在、それがレファ協側の人の存在だ

けでなくて、そこをもっと広めていくうえ

で働きかけとなる人、そこにさらに意識を

広げる必要があると思います。 
ここで、クエスチョン 1 と 2 に関係する

ご質問を取り上げます。これは田子さんへ

の質問です。「レファ協に参加されるまでの

蓄積、参加された後の事例登録の活発さに

同じ学校図書館ながら驚いています。すご

いですね。実際に図書館の教科利用の際や

レファレンスのときにレファ協事例を活用

された事例がありましたら、教えてくださ

い」 
特に今の教員への働きかけからすると、

教科利用に目を向けると、何か事例がござ

いますか。 
 

（田子：パネリスト） 
レファ協というより、自分たちで登録し

た事例が後で役に立ったという例が、つい

最近、高校 1 年生の保健体育の授業であり

ました。 
交通事故や交通安全についての調べ学習

がありまして、本が自分の学校に全然なか

ったので、慌てて揃えることになったので

すが、何年か前に、掲示板に書き込まれた

交通安全に関する資料のリストがレファ協

に登録してあったので、それを見て資料を

揃えました。載せておいてよかったと思っ

56 



 
 

第 10 回フォーラム記録集 

パネルディスカッション 

 
た事例です。直接それを先生には伝えてい

ないので、レファ協のおかげです、という

ところまでは伝わったかどうか分からない

のですが、実際に授業で図書館が資料を提

供するのに大変役に立ちました。 
 
（小田：コーディネータ） 
引き続いて田子さんに関連する質問が寄

せられています。「現在は自館のみ参照で登

録されているとのことですが、一般や参加

館公開される可能性はありますか」これは

もう既に一般公開もされているわけですね。

「研究会として参加されているので、自館

のみと言っても、一般公開、参加館公開で

あればなおさらですが、共有や守秘義務の

ルール作りなどはどうされているのか。ご

苦労された点があれば教えてください」 
複数の学校が参加して研究会として登録し

ていることに伴い、共有のルールであると

か、守秘義務のことなどは、どうなってい

るのでしょうか。 
 

（田子：パネリスト） 
掲示板のやり取りはもっと生々しいもの

で、外部の人には見せられない記述もあり

ます。先生がこういうふうに聞いてきた、

こういう生徒がこういうふうに聞いてきた

など、個人が特定されるのはよくないです

し、学校だとかなりの確率で分かってしま

うので、そこはとても配慮しています。 
掲示板からレファ協に自館のみ参照で登

録するときは、そのまま書いたりするので

すが、一般公開するにあたって、記述はか

なり削って、質問の内容や、どういうふう

に回答したかというところだけを載せるよ

うに配慮しています。 

研究会の中で共有することに関しては共

通認識はあります。なるべくどの学校が登

録した事例か分からないように手を入れて

公開するように気をつけています。 
 
（小田：コーディネータ） 
もう少し確認してよろしいですか。お話

に出てきた配慮は、それぞれの担当者が行

うのでしょうか、それとも研究会として何

か役回りを決めてらっしゃるのでしょうか。 
 
（田子：パネリスト） 
今のところ特に明文化したルールがある

わけではなく、レファ協全体の、個人は特

定できないようにというガイドライン 1に

従っています。 
普段はレファレンス委員会のメンバーが

手分けして事例を登録するのですが、悩ん

だり、この記述はどうか、というケースが

あった場合は 6 人で相談して、「これは削っ

ておこう」とか、「このくらいなら、残して

いいのでは」というやり取りをしています。 
手を入れた状態で会員が見られるようにし

ておいて、年 1 回「今年はこの事例を一般

公開します」ということを全体にお伝えし、

もし自分の学校が登録した事例でこのまま

公開してもらっては困るというのがあれば、

連絡してもらえれば見直します。というこ

とで、いくつかの段階を踏んで一般公開を

しています。 
 

 

1 『レファレンス協同データベース事業デ

ータ作成・公開に関するガイドライン』 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/guideline/in
dex.html] 

57 

                                                   



 
 

第 10 回フォーラム記録集 

パネルディスカッション 

 
（小田：コーディネータ） 
ありがとうございます。守秘義務や情報

の公開、プライバシーの問題等と関わるわ

けですが、それは他にも質問が数件寄せら

れております。学校図書館が参加すること

においては大きな課題の 1 つになるという

ことが、表れていると言えましょう。これ

に関してはレファ協全体の仕組みの問題で

もあるので、事務局で何かお答えいただけ

ますか。 
 
（兼松：図書館協力課） 

「利用者を特定しうる可能性を持つ情報

に気を付けるのにどうしていますか」など、

フロアの方からもご質問をいくつかいただ

いております。鈴木さんに対する質問の中

にもいくつかあります。 
これに関しては、インターネットで公開

しております『レファレンス協同データベ

ース事業データ作成・公開に関するガイド

ライン』がございます。結構分厚い本にな

るのですが、こちらの中に「4 章 データ

を公開するために」2というのがありまして、

「公開してはならないデータとは何か」と

いう項目を設けて、細かく説明をしており

ます。このガイドラインに従ってデータを

登録していただくのですが、その中には「プ

ライバシーを尊重する」、「質問者の特定化

を避ける」、「表現に注意する」という点が

明記されています。 
質問される方が特定されやすい事例とし

ては、例えば大学ですと学内の部署や教員

の方の質問、医療関係の質問などがありま

2 「データを公開するために」 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/guideline/d
ata_open.html#chap4] 

す。こういった事例は載せないようにする

か、先ほど田子さんがおっしゃったように

枝葉を落として必要な情報だけに特化して

出す形で対応する、ということを守ってい

ただいております。 
また、実際の利用者の方から「これは私が

質問した事例では？」という反応をいただ

いた事例があれば、私も教えていただきた

いです。 
 

（小田：コーディネータ） 
今日、この問題だけをさらに取り上げる

のは難しいと思いますので、いずれまたフ

ォーラムなど、このガイドラインとの関係

でテーマを設定することもあり得ると思い

ます。 
 

 館種横断的なレファ協 

 
（小田：コーディネータ） 
先に進ませていただいて、クエスチョン

の 3 に移りたいと思いますが‥。実は、そ

の前にクエスチョン 4 を先にしようと思う

に至りました。 
急になぜ変えたかというと、先ほど岡部

さんから「館種横断的」という言葉が登場

したので、臨機応変に進めようとするまで

です。レファ協は館種横断的です。今日は、

館種横断的として、パネリストがここに 4
人いるわけです。でも 1 人足りませんか。

国立国会図書館がこれに加わって 5 つの館

種が揃います。時期的に五輪のマークが浮

かんできそうですが、国立国会図書館にも

尋ねてみたいと思います。 
レファ協が館種横断的であることは、学
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校教育にとってどのような価値があると考

えますでしょうか。この質問を、最も学校

教育に近いところにある国立国会図書館の

組織である国際子ども図書館のご担当者、

高宮さんがフロアにいらっしゃいますので、

この質問を振りたいと思うのですが、お願

いできますか。 
 
(高宮：国際子ども図書館) 
僭越なのですが、小学校中学校図書館を

視野に入れた上での考えを述べさせていた

だきます。レファ協が館種を超えてつなが

っていることは、学校図書館は一人職場と

言いましたけれども、一人しかいない学校

司書に関しては、救いになるかと思います。 
残念ながらこのレファ協は非常に知られ

ておりませんで、「レファ協」の「協」とい

う字が「共」と勘違いされています。先ほ

ど阿刀田先生がおっしゃったように漢字は

日本語です。力が三つ合わさって、それが

組み合わさってできるのがレファ協という

ことをもう少しPRしていただけるように、

事務局の方にはお願いします。 
学校図書館、もしくは学校で感じている

ことですが、学校の先生方は学校図書館の

役割をあまり知っていないのですね。それ

は教員養成課程で習っていないこともあり

ます。今の時点ですと、学校図書館は楽し

みだけの場所、授業で使うことはない、そ

ういうことがあります。 
 ロビーにチラシがあったと思いますが、

東京学芸大学運営専門委員会がデータベー

ス 3を作っています。これは先生の授業実践

3 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 
[http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/] 

や授業者のコメントなどを入れてずっと運

営を続けています。館種横断的なレファ協

が学校図書館での事例をもっと PR して下

さると、まさに知の循環が起こるのではな

いかと思っております。 
 
（小田：コーディネータ） 
さらに突然振ってしまうことになりごめ

んなさいね。館種横断的であることという

質問に関して、鈴木さんはどのように受け

止められますか 
 
（鈴木：パネリスト） 
この質問をいただいたとき、かなり迷い

ました。公共図書館も同じだと思いますが、

小中高校生のたちの質問は多様で、どのよ

うな質問がくるのか本当に分からないだろ

うと思います。それに対して、例えば、当

館でしたら、教育に関する質問を登録して

います。このように色々な館種がレファ協

に混ざっているということ自体が、それだ

けでも優れた点、価値があるのではないか

と考えています。 
 
（小田：コーディネータ） 
同じ質問を石田さん、いかがでしょうか。 

 
（石田：パネリスト） 
公共図書館なので本来学校教育に口を出

せる立場ではないのですが、検索サイトを

探したときに、レファ協の事例がヒットす

るということは、後ろ盾がある、図書館が

保証を付けた安心して使える情報が手に入

るということで、価値があるだろうと思っ

ています。先ほども申し上げましたように、

教材やヒントなどを発見して活用していた
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だくことで、新たな問いが生まれていくの

ではないかと思っております。 
 
（小田：コーディネータ） 
岡部さんはどのように思われますか。さ

らに強調したい点がありますか。 
 
（岡部：パネリスト） 
この質問をいただいたときに悩んだので

すが、利用者からしたら館種横断などは気

にしていないと思います。学校図書館が参

加することで、件数がどんどん上がってい

くということはありますので、それは非常

に喜ばしいことです。利用者にとっては、

どこの図書館だからということは考えなく

てもよいのではないかという感じでこちら

の質問に答えさせていただいてよろしいで

しょうか。 
 
（小田：コーディネータ） 
それでさらに一言，お願いいたします。

館種横断的を意識する必要はないというこ

とでしょうか。 
 
（岡部：パネリスト） 
けれどまとめると、バリエーションが

様々にあることは何となく伝わればいいと

思います。 
 
（小田：コーディネータ） 
ありがとうございました。ここで、先ほ

ど学校図書館が一人職場というお話が出ま

したので、それに関係する質問を紹介しま

す。学校図書館の一人職場の一人が常勤な

のか非常勤なのか、ということに関係する

質問が寄せられております。「正職常勤と非

常勤が混在する現場は近年どういう図書館

の現場であっても増えていますが、そのこ

とを皆様どうお考えになりますでしょう

か」これは学校図書館だけでなくてという

認識です。「レファレンス業務は一種、司書

の仕事の肝（きも）とも言えるので、正職

に渡したくない」、この場合の正職というの

は、司書ではない正職という意味なのでし

ょうか、そのあたりは分かりませんが、「非

常勤で質を保って応対したいと思っても、

報われないというジレンマ、問題点が現場

にはある、という考え方がある。これに対

してご意見を聞きたい」という質問です。 
同様の趣旨の質問が他にもあり、午前中

の阿刀田さんの基調講演に対しても、類似

の質問があったので、これは事務局で扱っ

ていただければと存じます。 
 
（兼松：図書館協力課） 

では、ご紹介させていただきます。「学校

図書館のお話をなさったときに、学校司書

の役割が重要だということで、私もその通

りだと感じております。公立学校の場合、

設置母体の自治体の格差が拡大する状況に

あって、非常に問題だと思っています。文

科省の予算措置も専門職とはいえないレベ

ルの金額なので、小中高で学校図書館に専

任、専門の職員を配置することを国の責任

で行うべきだと思うのですが、いかがでし

ょうか」という質問です。 
 
（小田：コーディネータ） 
特別に阿刀田さんに答えていただけると

いうことです。お願いいたします。 
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（阿刀田：山梨県立図書館） 
今日、基調講演という立場で出てまいり

ました。レファ協というのがよく分かって

いなくて、だんだん分かってきて、とても

いい活動をされていると感激すると同時に

そういうことであれば、もっと別の話の方

がよかったのかなと少し考えていました。

非常に細かいというか実際的なお話がずっ

と進む中で、私はそんなに行政に関わって

いるわけでもありませんが、行政と温度差

がありすぎる、という感じですね。 
私が１番関わったのは文化庁なのですが、

文化庁というのは基本的に図書館を扱うと

いっても、これは公共図書館で、つまり学

校図書館というのは文部科学省の初中等教

育審議会が携わっているので、文化庁の審

議会は基本的に学校教育に関することはし

ない。漢字制限も、常用漢字はするけれど

も、教育漢字については一切手を出さない、

そういうところがあります。 
私は主に文化庁の審議会には携わりまし

たけれど、初中等教育審議会には、ある程

度関わりましたが、ここは色々な問題がた

くさんあって、ここで図書館の問題が論じ

られることは非常に少ない。その中でたま

たま私は図書館に関係があるので図書館の

ことを色々申し上げる。先ほど 40 年たって

もちっとも変っていないと言いましたが、

多少そのあたりの憤りもあって考えたこと

です。  
私が図書館員になった頃、学校に司書教

諭を置くべきであると盛んに言われたので

すが、私が教育審議会にいたときにも、図

書館員になったばかりのときでも少し違和

感を覚えています。 
司書教諭はようやく存在するようになっ

て全部に設置する法令 4ができて、これはあ

る程度浸透してきていることは確かなので

すが、やはり学校の現場というのは、授業

をする先生が中心であって、司書教諭と言

いながら、その人は図書館のことはあんま

り考えていないというのが実態だと思いま

す。 
司書教諭には、国語の先生がなるという

ケースが非常に多くて、本来図書館という

のは国語の先生にふさわしいところかどう

か。むしろ全教科に渡るので、教頭や校長

のような、全学校的にものを見れる方でな

くてはいけない。教科は持たなくても図書

館のことを考えるような、そういう司書教

諭が存在しなければ、名前だけの司書教諭

をいくら作ってもだめで、どうも司書教諭

という制度が広がるにつれ、名前だけの司

書教諭が学校にいるというだけになってい

る。本当に図書館を考える、そういう学校

関係者がいてほしいということを教育審議

会で色々発言いたしました。 
その結果かどうか分かりませんが、学校

司書という言葉はようやく法令に用いられ

る言葉となり、そのことが少しずつ浸透し

てきているというのが実情です。 
司書教諭は司書教諭として必要だけれど

も、実際に図書館できちんと利用者と接点

を持つ学校司書という存在をはっきりさせ

ないとだめだというので、ようやく、その

へんのところができてきた。それが学校司

書という名にふさわしいだけの賃金、待遇、

その他学校の中における立場というものが

保証されているかというと、まだとても遠

い状態ではなかろうというのが実際でしょ

4 学校図書館法の一部を改正する法律（平

成 9 年 6 月 11 日号外法律第 76 号） 
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う。これはやはり専門職であり、正規の職

員であるべきものだと私は考えます。 
質問もそういうことを提起されて、全く

その通りです。すべての小中学校には司書

教諭という歴然たる職業の資格のある専門

家を置くということは急務のことだろうと

考えております。 
徐々にようやく学校司書の存在がなんと

か認められた段階でそのようなことはとて

も不十分なのですが、各県、市によってず

いぶん待遇にも差があるし、考え方にも差

があるように思います。 
私はもう教育審議会の委員ではありませ

んので主張する場もないのですが、山梨県

立図書館長としていうべき立場があれば、

ぜひとも言って、このあたりを充実してい

かなければ学校図書館は全然問題にならな

いと思います。 
学校司書がきちんと存在しなければ、学

校図書館をいくら作ったってだめだろう、

そのくらいに思っています。そういう方が

お一人でやっていると聞くと、レファ協が

当然役に立つだろうと思います。そういう

ことを役に立てるためにもある一定の期間、

責任を持ってやれる立場の人を置いておか

ないとレファ協の活動が学校図書館に及ぶ

ということはありえない、そのように思い

ます。 
 

（小田：コーディネータ） 
ありがとうございました。情報の提供に

とどまりますが、学校司書に関係して既に

文部科学省の中での学校図書館に関する調

査研究協力者の会合 5が開かれて終了した

5  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 

かと思いますが、審議の中で学校司書の業

務の中にレファレンス質問に関しての記録

をきちんと残して対応するという趣旨に相

当する文言が審議の過程で登場しています。

したがって、レファ協の学校図書館におけ

る可能性というのは、そうした議論におい

ても話題の一つになっているわけです。 
 

 学校図書館が加わることの影響 

 
（小田：コーディネータ） 
それではクエスチョンの 3 と 5 に関係し

た話題に移りましょう。レファ協に学校図

書館が加わることで他の館種はどんな対応

をすればよいのでしょうか。あるいはクエ

スチョンの 5 として、レファレンスサービ

スに限定しないまでも、それぞれの館種で

は、学校図書館が加わることによって影響

があるでしょうか。そうした 2 つの点につ

いてお尋ねしたいと思います。 
これはまず公共図書館からと思いますが、

石田さんいかがでしょうか。 
 
（石田：パネリスト） 
学校図書館が加わることでの対応に関し

ましては、当館としては、先ほど報告いた

しましたように、今までも登録したデータ

を学校図書館が見るという視点がなかった

わけではありません。先ほどご紹介したよ

うな事例ですとか、子どもにこれを説明す

るにはどんな本が役に立ちますか、という

事例なども公開して、子どもの情報活用と

いうことは今までも視野に入れておりまし

[http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/ch
ousa/shotou/099/index.htm] 
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た。（学校というと）どうしてもうちでは小

中学校ということになるのですが、それに

ついてはこれまでもこれからも同様に頑張

っていきたいと思っております。学校支援

ですが、学級文庫への貸し出しから数えま

すと、30 年以上にわたって学校教育、学校

図書館のお手伝いということはやってきて

おります。 
インフラという意味ではうちにとっても

レファ協はインフラです。使い方が変わっ

たとしても、特に学校支援に大きな変化が

あるということはないのではないかと思っ

ております。 
ただやはり当市の情報共有の取り組みの

中で、支援の相手が見えて、対象学年や学

習のねらいがこちらに返ってきて次の学び

につながっていく、支援の成果が見えてく

るので、連携の次の段階をどのようにする

かということを考えている部分があります。

今年度は学校の活動を紹介する場所として

公共図書館を使っていただきました。多く

の学校図書館がレファ協に加わり、事例を

一般公開していただくことで、公共図書館

だけでなく、地域にも学校の学びの成果が

見える場が広がっていけば、公共図書館の

学校支援が次のステップに進むことにもつ

ながるのではないかと考えております。 
 
（小田：コーディネータ） 
大学図書館は直接岡部さんというわけに

もいかないので、フロアにいらっしゃる企

画協力員で近畿大学中央図書館の寺尾さん

に、この点について考えをお聞きしたいと

思います。 
 
 

（寺尾：企画協力員） 
ご指名をいただきましてありがとうござ

います。今日の阿刀田先生のご講演、皆さ

んのご報告は私にとって非常に刺激的でし

た。 
一昨年のフォーラムで報告 6させていた

だきましたが、本学ではオンデマンド講習

会をしております。先生方からの授業にマ

ッチした内容でガイダンスをしてほしいと

いう要望に合わせ、図書館員が組み立てて、

データベース、文献等を使って、ガイダン

スをする。その時にレファ協の調べ方マニ

ュアルを作成して、学生に提供しています。 
昨年は、本学の附属高校の先生から、高

校生に対してガイダンスをしてもらえない

かというオファーがありました。高校の方

でもかなり色々準備をされていて、最終的

にはプレゼン発表にいたる調べ方を大学の

方でさせてほしいとのことでした。2 クラ

スを受け持ち、調べ学習に役立つ内容の調

べ方マニュアルを作りました。その際のグ

ループ学習でも、その調べ方マニュアルを

提供してそれを使って、各テーマに沿った

調べ方をする。それまでの高校の先生方の

努力もおありだったと思うのですが、高校

生でもびっくりするくらいの素晴らしい内

容のプレゼンができました。大学の 1 年生、

基礎ゼミなどにも活用したい実践でした。 
小中高とたどって学校教育を受けるので

すから、学校図書館の取り組みは、大学に

とっても重要だと思います。そういう中で、

6 「レファ協による人と人をつなぐ情報発

信 ―「調べ方マニュアル」の可能性―」 
「第 8 回レファレンス協同データベース事

業フォーラム記録集」 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/forum_8.ht
ml] 
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今日の色々な館種の図書館の方からご報告

いただいた内容は非常に参考になりますし、

取り入れていきたいと思います。 
 
（小田：コーディネータ） 
ありがとうございます。高校生との関係

が出て、「初年次教育」といったキーワード

が浮かんでしまいます。これを出すと、岡

部さんにどうしてもいくのですが、いかが

でしょうか。 
 
（岡部：パネリスト） 
そういう点においては、学校図書館がレ

ファ協に入るということは、僕はとても期

待しています。というのも、レファ協はど

んな簡単なデータであっても入れてもいい、

クイック系のものも入れましょうという話

になっているわけです。それでもきちんと

根拠に当たっている。そのことがいかに重

要なことなのかが恐らく、高校のときはな

かなか分からないし、大学でも学んでいな

いと難しいことがあります。 
教員同士でしばしば「これはエッセイか、

レポートか、どちらだ」と愚痴のこぼしあ

いになったりするのですが、参考文献が全

く付かないレポートが上がってくるという

のはしばしばあります。 
九州大学でのイリノイ大学のリサ・ヒン

チリフ先生の講演 7でも、やはりアメリカで

も、ウィキペディアや Google ばかりで論文

を書く、どうしよう、という話をして、そ

こでリサ・ヒンチリフさんは、だから図書

7  ワークショップ「アクティブラーナーに

向けた学習支援:統合的な情報リテラシー

と大学図書館」 
[https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/worksh
op20140214] 

館の出番だと叫んでいらっしゃったわけで

すが、高校のときからそういう姿勢を見せ

られるのはとてもいいと思うわけです。実

は，私の高校のときの恩師が、しかも高校

図書館の面倒をみていた先生がこのフロア

にいらして、びっくりしたのですが、当時

わたしの出身高校の図書館が…といっても

私が高校を出たのはレファ協が始まるか始

まらないか位の頃の話ですが…、レファ協

に参加していたら、図書館は色々なことを

教えてくれるところなんだと分かったので

はないか。そうしたら大学 1 年生のときの

レポートもあのように不可ばかりでなくて

すんだのではないかと思いました（笑）。 
 
（小田：コーディネータ） 
ありがとうございます。それでは、ここ

までの色々な議論、あるいは見解を踏まえ

てフロアからご質問をいただければと思い

ます。取り上げることのできなかったご質

問で，今回のテーマに近づけて再度ご質問

いただいても構いません。たくさんは受け

られませんので、絞らせていただきますが、

いかがでしょうか。 
 
（会場発言者） 
質問というよりも意見になるのですが、

ここまでのお話を聞きまして、どうしても

レファ協だけで話をしていると、限界が出

てきている、そういう時期になっているの

ではないかと思います。 
国立国会図書館のデジタルコレクション

を今年からデジタル配信を含めてリニュー

アルしましたし、レファ協の事例の中でデ

ジタルコレクションとリンクもしています

が、デジタルという形で学びのあり方が変
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わってきております。デジタルコレクショ

ンやデジタル画像を使って学習をしていく

という流れがどんどん出てきつつある。そ

ういう状況の中で今回の教育との連携を考

えると、レファ協の枠にとどまらず、国立

国会図書館の持つさまざまなデータベース

やサービスと連携したり、もう少しうまく

「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」8とレファ協を結びつけて

いく。そういうことでレファ協を起点とし

つつも、色々なところとつなぎ合わせてい

きながら、学生、児童に図書館の重要性、

図書館が持つ様々なサービスやリソースの

重要性を認識してもらうような戦略があれ

ばいいのではないかと思いました。意見に

なりましたが以上です。 
 
（小田：コーディネータ） 
ありがとうございます。これは質問とい

うことではないものの、国立国会図書館の

問題でもあり、企画協力員、サポーターの

問題にもつながることと思います。それゆ

え、今後の検討課題にさせていただければ

と思います。 
他にはいかがでしょうか。よろしいでし

ょうか。 
パネリストから言い残してしまったこと

はありますでしょうか。あるいは寄せられ

た質問で、これについては簡単に答えてお

きたいということがあれば、いかがでしょ

うか。 
はい。田子さんから申し出がありました

8 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 
[http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htd
ocs/] 

ので，お願いいたします。質問は私が紹介

しましょう。「データ登録数増加の取り組み

でクイックレファレンスを登録するという

ことに関係してですが、本来レファ協には

事項調査、Q&A のデータを登録するものと

理解していた。クイックレファレンスを登

録するとなると、OPAC で検索した結果も

登録することにならないか。データ収録範

囲をどこまでにするのか、データの玉石混

交が懸念される」です。これは事務局への

質問なのですが、田子さんからもコメント

があるということです。 
 
（田子：パネリスト） 
学校図書館で受けるレファレンスはどれ

もクイックレファレンスです。時間をかけ

られても翌日、1 週間なので、もし学校図

書館がレファ協に参加することで事例が増

えていくとクイックレファレンスが増える

と思います。  
公共図書館の方にとっては、質問が書い

てあって回答が書いてあるだけの事例は登

録しづらいと聞いているのですが、学校図

書館にしてみれば聞かれてすぐ答えられる

のは大きいので、どんな短い質問、回答で

あっても、それが載っていると「ああそう

か、このときこの資料を提供すればいいの

ね」というのがあるだけでも力になると思

っています。事務局の方でクイックレファ

レンスを登録していくことについて、もし

何かあれば言っていただきたいと思います。 
 

（小田：コーディネータ） 
クイックレファレンス自体の捉え方に少

し幅があると思うのですが、この質問で、

特にOPACを検索したというのはOPACで
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のタイトル検索もあるでしょうし、場合に

よっては所在の調査や所蔵調査もあるでし

ょう。これはレファ協のデータとしてどう

か、という質問として事務局でお答え願え

ますでしょうか。 
 

（兼松：図書館協力課） 
OPAC で検索した結果も、それが利用者

の方からの問い合わせの結果であって、こ

ういう本を探しているということであれば、

私はとても重要な情報だと思います。どこ

かの図書館で本を探してそれがなかった。

では次はどこか別の図書館を探そう、とい

うように、次につながっていきます。図書

館員は毎日検索しているので、クイックレ

ファレンスで検索した結果は登録しなくて

もいいやという感覚がもしかしたらあるか

もしれません。私もレファレンスサービス

を担当していた時にそういう感覚を持って

いたのですが、「本がそこの図書館にある」

ということ自体、もしくは「ないからどう

しよう」という情報も、他の人から見たら

重要ではないかと考えを変えています。

OPAC で検索した結果を事例にすることも

いいのではないか、と思っております。 
人によって「何が重要か」ということは変

わってくるので、OPAC で検索する結果に

ついては、私は登録してもよいと思ってい

ます。 
 

（小田：コーディネータ） 
これは先ほど事務局からも紹介ありまし

た、データ登録のガイドラインに沿って標

準化するということになりましょうから、

まずは確認をお願いしたいと思います。 
議論そのものはここまでといたしまして、

今日のパネルディスカッションについて、

どんなことが話し合われたか、整理をここ

でしたいと思います。整理は企画協力員の

谷本さんにお願いしています。短い時間と

はなりますが、ご協力お願いします。 
 
（谷本：企画協力員） 
皆様、こんにちは。企画協力員をさせて

いただいております、羽衣国際大学の谷本

達哉です。よろしくお願いします。今日は

午前中の阿刀田先生のお話を始めとして、

午後からは事例報告もしていただいて、そ

して今のパネルディスカッションで、教育

というテーマの中でレファ協がどんなこと

ができるのか、多様な意見、お考えをお聞

かせいただいたと思っております。特に小

田先生がコーディネートしてくださったこ

のパネルディスカッションでは、大きくは

5 つクエスチョンがあり、パネリストの皆

様を中心にして、色々、貴重なご意見をお

出しいただけたように思います。その冒頭

では、ディスカッションすべき 3 つの柱、

テーマが掲げられておりました。 
 

 
 

1 つ目は学校教育や学校図書館に対して

レファ協はどのような貢献ができるのか、2
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つ目が学校教育や学校図書館でレファ協の

他館種のデータをお使いいただくことにど

ういう意義があるか、3 つ目が、学校教育、

学校図書館の環境形成に対してレファ協が

どのようにコミットできるのか。以上の３

点でありました。 
このパネルディスカッションにおける皆

様のご発言はたいへん多岐にわたっており

ますので、ご発言いただいたご意見を、私

なりにこの 3 点に整理をしてまとめてみた

いと思います。 
まず 1 つ目の学校教育、学校図書館に対

してレファ協がどういう形で貢献ができる

のかということでありますけれども、冒頭

のご発言の中にレファ協には多くの事例デ

ータがあるから、それを閲覧するというこ

とで学校図書館のサービスが広がっていく、

レファ協を研修のシステムとして学校図書

館の中で役立てることによっても、サービ

スが広がる。またレファ協にはコメント機

能がありますから、他の図書館からのコメ

ントを通じて自館で登録したデータをより

良いかたちに仕上げることで、学校図書館

と、その利用者へのサービスが向上してい

く、そういう使い方ができるのではないか

というご意見がありました。まさにこれが

1 番目の学校図書館、学校教育に対してレ

ファ協が貢献できる具体的な 1 つの形なの

ではないかと思います。これまでレファ協

は教育という分野においてどのように使わ

れているか、よく見えなかったところがあ

ると思うのですが、教育の分野において、

レファ協を新たに活用していただく機会を

作り出す、そういう形での貢献ができるの

ではないかと感じています。 
例えば司書教諭、学校司書の方々から各

教科担当の先生方に対してレファ協を広げ

ていくことは学校という枠組みの中でレフ

ァ協のユーザーを拡大することにもつなが

っていく。これまであまり使われていなか

ったレファ協が使われることによって具体

的な貢献の可能性が見えてくるのではない

かと思います。 
2 つ目、学校教育および学校図書館に対

する他の館種のレファ協のデータが持つ意

義についてということですが、パネリスト

からのご発言のなかに、レファ協は多様な

館種が参加しているから、幅広く色々なデ

ータがあって、だからこそデータに信憑性

があるというご意見がありました。あるい

は、信頼性の高いデータであるからこそ学

校教育の中で教材として活用してもらえる、

そういう使い方も出てくるのではないかと

いうご意見があったかと思います。 
館種を超えた様々な図書館が登録したレ

ファ協の多様なデータが学校図書館、ひい

ては学校の教育現場において教材、教育ツ

ールとして活用されることが考えられる。

このようなお話をうかがって、レファ協の

データを教育の分野において教育ツールと

して提供していくという意義が生み出され

てくるのではないかという印象を持ちまし

た。 
3 つ目はなかなか難しくて、十分に議論

がし尽くせなかったところだと思いますが、

学校教育、学校図書館の環境形成について、

どのようにしたらレファ協がより良い形で

コミットできるのか、どういう役割が担え

るのか、というテーマについてです。 
これについてはディスカッションのなか

で学校図書館司書の方々から学校の先生方

に対してレファ協を広げていく、あるいは
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学校図書館、学校司書、さらには先生方、

そういったフィールドに対して、参加館で

ある公共図書館の方からレファ協について

の話をする、利用について働きかけていく。

例えば教材としての有効性を伝えていくと

いうお話があったかと思います。その時に

小田先生がおっしゃったのは、誰に対して

レファ協を働きかけていくのか、どう使っ

てもらうか。つまり働きかける対象、「人」

を意識してレファ協を伝えていく、働きか

けを広めていくことが大事なのではないか

という話をなさっていたと思います。 
レファ協が果たすべき役割について、「事

例データベース」という側面の検討もござ

いますけれども、もう１つ大切な側面は、

広い意味での「ネットワークの機能」につ

いてです。ICT という意味のネットワーク

だけではなく、誰がどう使ってくださるの

かという、実際に人と人がつながるある種

の社会的なコミュニティとしてのネットワ

ークの機能もレファ協は有していると私は

考えております。 
このレファ協のコミュニティ機能が学校

教育の分野において、新たな教育のコミュ

ニティを形成していく一助になるのではな

いか、そのようなことをパネリストの皆様

の色々なお話を聞いて感じました。 
ディスカッションのなかでは、学校図書

館がレファ協の枠組みに入ることによって、

公共図書館、大学図書館がどのような対応

をするべきなのかが取り上げられました。

基本的にはこれまでやってこられたサービ

スを継続するという視点もございますけれ

ども、逆にこれまでやってこられたサービ

ス、支援の効果を、レファ協のネットワー

クとしての枠組み、コミュニティの中で、

改めて確認できる可能性もあるのではない

かと思います。 
例えば、大学図書館の事例では、パスフ

ァインダーのノウハウを高校生の方に提供

する、高校生が大学図書館で行っているパ

スファインダーのサービスをうまく使える

ということを確認なさった。こういったこ

とは、レファ協が持つコミュニティの機能

を活用することで、より確実に実現するこ

とができるのだと思います。これまでレフ

ァ協にはなかった学校や学校図書館あるい

はそれに関わられる方々をも含めた新たな

ネットワーク、コミュニティを作っていく。

これは教育に関する新しいコミュニティの

形成でもありましょう。それによって学校

教育や学校図書館の活動がより幅広い形で

進んでいく。それが、今日のフォーラムの

テーマでもあります、教育への「貢献」に

もつながるのではないか。そのように思っ

ております。 
このパネルディスカッションのテーマは

「教育と図書館の関係を一層よいものにす

るためにレファ協はどのような貢献ができ

るのか」ということですが、皆様のご発言

について、私は、①教育分野におけるレフ

ァ協の活用そのものがひとつの貢献である

こと、②レファ協のデータを教育ツールと

して提示するという意義があること、③レ

ファ協のネットワークは教育分野の新たな

コミュニティの形成につながること、以上

のような役割をレファ協は担えるとまとめ

ました。 
けれども、逆に教育の分野にレファ協が

関わらせていただいたことによってレファ

協そのものが、より安定的に、より発展的

な形に展開していくことにつながるのでは
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ないかと思います。 

今日は、パネルディスカッションのテー

マに沿って「レファ協は教育に何ができる

のか」、ということを議論してきましたが、

結果的にはレファ協がより良い形になると

いうことを実現するためのひとつの方向性

について話し合ってきたのではないでしょ

うか。 
教育分野においてレファ協を活用するこ

とは、逆に言えばレファ協にとって新しい

ユーザーができること、サービスを拡大す

る可能性が広がるということだと思います。

また、レファ協のデータを教材として提供

する意義と申しましたが、教材として使っ

ていただくのであれば、学校教育の中で使

ってもらえるようなデータ化が必要です。

そうすると、学校図書館のみならず、他の

館種を含めて、レファ協全体への取り組み

が、当然、活性化していくことになると思

います。さらには教育分野におけるコミュ

ニティの形成ということを言いましたが、

コミュニティ形成というのは、教育の分野

だけのものではないと思います。教育の分

野でレファ協を使って、図書館、そして他

の分野との、人と人とのつながりが見えて

くることになりますと、そもそもレファ協

が意識しなければならない、どなたに使っ

ていただくべきものなのか、ネットワーク

コミュニティとしてレファ協が持つべき機

能の強化にもつながるのだと思います。 
今日はレファ協が教育にどのように貢献

できるかということで、皆さんのご議論を

拝聴したわけですが、翻ってみると、その

全てが、レファ協がより良い形になってい

くための試みにつながるのではないのかと

感じております。 

午前中、阿刀田先生から「セレンディピ

ティ」のお話がありました。いかにして教

育に対してレファ協が貢献できるのか、こ

れはストイックに追及していかなければな

らない非常に大きなテーマだと思いますが、

ただ、それを一生懸命追及することによっ

て、ふと気がつけば、すぐそのそばに、も

っとレファ協が良くなるための方法が見つ

かるのかもしれないと思います。 
整理と言いながら、結局話を拡散させて

しまったようでございますが、小田先生が

控えていらっしゃいますので、本当の整理

を小田先生にお任せ申し上げたいと思いま

す。 
 

（小田：コーディネータ） 
１番最後のところは言おうと思ったこと

を全部言われてしまったというのが正直な

ところです。言い回しは違うのですが、レ

ファ協はどんな貢献ができるのかと言うと、

そんなにレファ協は偉かったかなという意

識が生まれます。むしろ、ここは謙虚に、

レファ協の方が教育の世界でいろいろと学

ぶ必要があるのではないか、そういうこと

を総括として触れたいと思っていたところ

を谷本さんに言われてしまいました。その

部分は割愛したいと思いますが、強調だけ

はしたいと思います。 
以下、大小含めまして、パネルディスカ

ッションがフォーラム全体に対してどのよ

うな位置づけであるかということを、総括

として申し上げて締めくくりとしたいと思

います。 
いくつかキーワード的なもので言えば、

担当者の問題などが出ましたが、昔から人

がいないとレファ協ができないということ

69 



 
 

第 10 回フォーラム記録集 

パネルディスカッション 

 
の裏返しで、人がいるからレファ協ができ

るということがありまして、人の問題とい

うのはかなり大きい。これからは戦略的に、

レファ協をやることが図書館にとって、あ

るいは教育にとって重要である。この論理

を基盤にして人の存在を強調するべきでし

ょう。強調するための１つの材料にしてい

くことを考える必要があると思います。レ

ファ協は微力だと思いますが、少しでも人

の問題に関する貢献につながればよいと願

います。 
学校図書館のことを考えると、レファ協

の参加館という概念を、単館、つまり１つ

の館でとらえるのか、研究会といったよう

な複数館の共同体でとらえるのかという現

実的な問題があると思います。興味深いこ

とに、豊中市の例を見ましても、公共図書

館側から働きかける対象は、複数の学校図

書館ですが、そこにはとよなかブックプラ

ネットという１つの組織が存在します。こ

れはレファ協が教育と関わるときの課題に

なっていくのではないかと予測しています。 
3 つ目として、フロアのご意見にあった、

「レファ協の中だけではなくて、外に働き

かける必要がある」というのはその通りだ

ろうと思います。パネリストの岡部さんが

授業のデザインとの関係を報告の中でもさ

れていました。これは「インストラクショ

ナルデザイン」という用語で理解すること

になりますが、そうした営みを追及する際

のインフラと位置づけることができるとい

うことです。このように考えると，従来の

参加館だけでないターゲットが見えてきま

す。 
言葉としては登場しませんでしたが、大

学の教員をやっていると昨今「ファカルテ

ィディベロプメント」が非常に重要な課題

になっています。レファ協の存在というの

は、そうした活動にも貢献する可能性があ

ると思います。もちろん、レファ協が何を

すればそうしたところにうまく結び付くの

かという課題を設定する必要があります。 
最後になりますけれども、1 番大きな問

題かと思って、午前中の阿刀田さんのお話

からずっと考えてきたことがあります。デ

ジタルと紙、2 つのメディアについての事

柄に関係します。レファレンス事例の多く

のデータを見ていきますと、デジタルだけ

で回答しているものもあれば、紙だけで回

答しているものもあり、両方使っているも

のもあります。それに対して回答が寄せら

れるわけです。そこまでの段階であれば、

クエスチョンとアンサーですが、今日の報

告の中でも、ディスカッションの中でも出

てきた「回答プロセス」を考え合わせなく

てはなりません。 
すなわち、単に回答の結果を得ただけで

なくて、もう一度回答プロセスを読んだ者

が、それを「再生」するという段階が発生

すると思います。自分でやり直してみると

か、自分で考え直してみるとか、あるいは

これは調べ方マニュアルデータのときは明

らかですが、調べ方マニュアルデータに基

づいて自分で取り組んでみるということで

す。つまり、レファ協はデータベースです

のでデジタルの状態にはなっていますが、

それをもう一度、もしかすると紙の環境の

下でやり直しているということが読み手の

側では発生するわけです。そうしたことに

つながるのかなと午前中からの話を踏まえ

て「再生」という言葉が頭の中に浮かんで

きました。 
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この「再生」をどうサポートするか、促

進するかが、レファ協のもう 1 つの課題と

位置付けることで、教育と図書館の未来に

も関係するテーマになりうると思った次第

です。 
このあたりは、今日のパネルディスカッ

ションの中では直接は出てきませんでした

が、回答プロセスという言葉が何度もパネ

リストから登場しました。したがってその

ことの意義をさらに追究する必要があるの

ではないかと考えます。こうした点につい

て、フロアの皆様も含めて共有できたとい

うことで、パネルディスカッションの締め

くくりといたします。 
長い時間にわたりまして、報告それから

パネルディスカッションでご議論いただい

たパネリストの皆さんに、もう一度拍手を

お願いしたいと思います。どうもありがと

うございました。 
また、特別にご回答いただいた阿刀田さ

んに、心から御礼を申し上げます。ありが

とうございました。 
 

（兼松：総合司会） 
朝の10時から約6時間という長い間ご参

加いただき、どうもありがとうございまし

た。 
第 10 回レファレンス協同データベース

事業フォーラム、今回のテーマは「教育と

図書館の未来―レファレンス協同データベ

ースと生み出す力」ということで、阿刀田

さんからは 40 年前から何が変わって何が

変わっていないのかということをお伝えい

ただきました。「読む書く」ということから、

子どもたちが考える、我々が学ぶというの

も大変重要だということを学んだと思いま

す。 
これから次に向けて、レファレンス協同

データベースをどのように展開するか、こ

れこそまさに考えていかなければならない

ことだと思います。皆さんからのセレンデ

ィピティが得られるかもしれません。引き

続きご協力、ご支援をいただければと思い

ます。 
コーディネータの小田先生を含めまして

パネリストの皆様、阿刀田さんに改めて拍

手をいただければと思います。 
これにて、レファレンス協同データベー

ス事業フォーラムを終了したいと思います。

長い時間、ありがとうございました。 
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