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この記録集は、平成 31 年 2 月 15 日に国立国会図書館関西館で開催された、第 15 回レフ

ァレンス協同データベース事業フォーラムの内容をまとめたものです。当日の配布資料は、
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ので、併せてご利用ください。なお、登壇者等の所属及び肩書はフォーラム開催当時のもの

です。 
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0. 概況

(1) 概要

テーマ 編集して届ける ―潜在的な知的好奇心に働きかけるために―

日 時 平成 31 年 2 月 15 日（金）13:00～17:45

会 場 国立国会図書館 関西館 大会議室

参加者 123 名

（内訳） 

公共図書館 38 名  大学図書館 18 名  学校図書館 9 名 

専門図書館 2 名  支部図書館 1 名  図書館（館種不明）10 名 

研究者･学生 4 名  その他 26 名  国立国会図書館 15 名 
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(2) プログラム

1. 開会挨拶

2. 趣旨説明

3. 基調報告 1「コモンズ・デザインから考える図書館」

観光家、コモンズ・デザイナー、社会実験者 陸奥賢氏

4. 基調報告 2「図書館と編集力」

奈良県立図書情報館 図書・公文書課⾧ 乾聰一郎氏

5. レファ協のコンテンツ・活用法紹介

国立国会図書館関西館図書館協力課 平井梨絵

6. 事例報告

①徳島市立図書館 副館⾧ 佐野望氏

②近畿大学 中央図書館 レファレンス課 上野芳重氏

③清教学園中・高等学校 学校図書館リブラリア司書 メディアコーディネーター

山﨑勇気氏

7. IFLA 参加報告 ―海外から見たレファ協―

国立国会図書館関西館図書館協力課 北野仁一

8. フリートーク

基調報告者及び事例報告者

コーディネーター 関西学院大学図書館運営課課⾧補佐 井上昌彦氏

9. 閉会挨拶
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1. 基調報告 1「コモンズ・デザインから考える図書館」

観光家、コモンズ・デザイナー、社会実験者 陸奥賢氏

みなさんこんにちは。陸奥賢と申します。よろしく
お願いします。 

ぼくは図書館で働いている人間ではなくて、基本は
大阪で活動している観光屋さんです。いろんなまちを
見て、歩いて、楽しみましょう、遊びましょうという
観光企画をプロデュースしたりしているのですが、そ
れに関連して、まちづくりとかまちおこしといった仕
事もやっています。そこで、まちにいる多様な人たち
と仲良くなるための遊びやツールを作ったりもして
います。新聞記事を使った「まわしよみ新聞1」とか、
人生の失敗や苦労や挫折のエピソードを話しながら
人生スゴロクを作る「当事者研究スゴロク」なども、
そういった遊びのツールのひとつです。 

そして、本を使った遊び、ということで作ったのが
「直観讀みブックマーカー2」です。2013 年 9 月から
始めまして、本屋さんや図書館関係者にも知られるよ
うになり、今回、ご縁がありまして、このフォーラム
でもやってみることになりました。 

配布資料の中に「しおり」があります。これは「直
観讀みブックマーカー」とネットで検索するとウェブ
サイトがありますので、そこから無料でダウンロード
できます。A4 サイズで両面印刷になっています。しお
りなので厚紙印刷がオススメです。

しおりの中に作り方が書いてありますが、実際にや
ってみると遊び方がわかっていただけるかと思いま
す。今回は「コモンズ・デザインから考える図書館」
という演題なんですが、ぼくの最終学歴は中卒で、言
葉やロジックで考えるより、実践的なアクティビスト
で。まずは体験していただこうと思います。 

1 まわしよみ新聞  
http://www.mawashiyomishinbun.info/ 

直観讀みブックマーカーは 1 人でも遊べますが、チ
ームでやるのがオススメです。みなさんのお近くの席
で 3 人か 4 人のチームを作ってください。 

そして、みなさん、本を持ってきてますか?持って
きた本はチーム内で交換してください。絵本や写真集、
漫画など、どんな本でもかまいません。今回はフォー
ラムですが、図書館でやるさいは、いくらでも本があ
りますから。参加者の方に、図書館内の本から、気に
なった本を取ってきてもらって始めてもいいと思い
ます。

さて、使うのはしおりの裏面、白紙になっているほ
うです。まず、「問い」を決めます。今回は手始めに「愛
ってなんですか?」という問いをやってみたいと思い
ます。しおりの右上に「Q（クエスチョン）」と書いて
いただいて、その下に「愛って何ですか?」と書いて
ください。次に、しおりの真ん中の上に「A（アンサ
ー）」と書いてください。そして、この問いの答えを、
本の神様に聞いてみましょう。 

いきなり陸奥は、なにを言いだしているのだ?と戸
惑う方がいるかもしれませんが、日本はアニミズムの
国です。川には川の神様、山には山の神様がいますが、
本には、じつは本の神様がいるんです。それで、その
本の神様に自分の問いの答えを聞いてみよう、という
のが直観讀みブックマーカーです。 

ではみなさま、本の神様への礼儀として、まず合掌
をしてください。合掌した両手の間に本をはさんでい
ただいて、なんとなく高い感じに上げます。そして本
を振っていただく、これを神道では「魂振り」という
そうです。本の魂を振って呼び起こす、ということで

2 直観讀みブックマーカー 
http://tyokkannyomibookmarker.info/ 
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すね。そして「愛って何ですか、教えてください」と
いうことを真剣に祈っていただいて、目をつぶったま
ま「答えが載ってそうだな?」というページを直観で
開いてもらって、さらに目をつぶったまま「答えはこ
こだ!」と思う部分を指さしてください。 

そこに書いてある、偶然選ばれた文章が、本の神様
の答えであり、ご神託ということです。それをしおり
に書き写します。正直、意味不明な言葉ばっかり出て
きますが、それでかまいません。本の神様はシャイな
神様で、あまりストレートではないんです。ちょっと
ひねくれた言葉を返してきますので、それを裏読みし
たり、深読みしたり、斜め読みしたりする…という高
等知的遊戯が直観讀みブックマーカーです。やってみ
て、白紙の部分を指差した人は、祈りが足りませんの
で、もう一回やってください。 

ぼくがちょっとやってみましょう。…おお。すごい
のが出ました。「Q、愛ってなんですか?」「A、そうい
うふたりだけの瞬間にはすべて意味があって、ただそ
れが恒久的なものではないだけなのである」。本は『海
からの贈物』。作者はアン・モロウ・リンドバーグです
ね。 

あ。これが大事なんですが、しおりには著者名とタ
イトル、ページ数を必ず書くようにしてください。

では、今から、みなさんにも合掌していただいて、
実際にやってみましょう。たぶんレファ協フォーラム
で「本の神様に祈る」なんて行為は、初めてのことだ
と思いますが、やってみましょう。 

やってみて、わけのわからない言葉がでてきますが、
1 人じゃわからないんですが、3 人 4 人のチームで、
いろんな答えを突き合わせていくと、「あ。これはこう
いうことかも?」みたいな直観が働いて、ピンとくる
こともありますので、「どういうことや?」と思いなが
らも、禅問答のような、なぞなぞのような、本占いの
ような文章を、いろいろとみなさんで読み解いてみて
ください。あと、やたらと⾧い文章が指差された時は、
適当にフレーズを切っていただいてもかまいません。
しおりを書き終えた人は、他のチームの人が出来上が
るまで、待っている間に、せっかくなので、本を読ん
で待っていてください。こんな本なんだ、とちょっと
知っていただけたら嬉しく思います。 

みなさん書けましたか。では、結果をチームで紹介

していってください。最初に、この著者のこのタイト
ルの本から引きました、ということで本の紹介をして
くださいね。

みなさん終わりましたか。ちょっとよくわからない
なという言葉が出たり、ストレートにこれはすごいな、
という答えが出てきたりもするんですが、いろんな言
葉が出てきたと思います。もう一回やってみようと思
います。では、今度のクエスチョンは「私の遺言を教
えてください」です。本をまた交換していただいて、
一回目とは違う本でやってみていただければと思い
ます。 

だいたいみなさん紹介が終わりましたか。ありがと
うございます。直観讀みブックマーカーはこんなふう
にして遊びます。すごく簡単でしょ?いろんな問いで
遊んでみていただければ、と思います。 

さらに、作ったしおりは二次利用なんかもできます。
しおりをお持ち帰りいただいて、図書館や町の本屋に
いって、そこに置いてある本に、こっそりとしおりを
挟み込むんです。「ブックマーカーテロ」という遊びで
す。 

これはどういうことか?というと、例えば、パンの
本を読みたいなという方が、図書館でパンの本を読ん
でいたら、中から、いきなり、よくわからないしおり
が出てきて、「愛って何ですか?」と書かれていて、「な
んだこりゃ」と不安になるわけです。不安になるんで
すが、しおりには、著者名と本のタイトルとページ数
なんかも書かれているので、「こんな文章がほんとう
に書かれているのか?」と、つい、その本を検索した
りして、手にするわけですね。そうすると、パンの本
を読んでいたのに、いつの間にか『海からの贈物』を
読んでいた…というようなことが発生しうるかもし
れない。 

じつは直観讀みブックマーカーは、こういう自分の
興味関心がない本との出会いというのを作りたくて
考えた本遊びです。直観讀みブックマーカーの白紙の
一番下に「本と人との新しい出逢い方」というコピー
がありますが、まさしく、ぼくのやりたかったことは、
これなんですね。 

実際に、直観讀みブックマーカーを作ろう!と、い
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ろんな本を手にして遊んでいたら、その本に興味が出
てきませんでしたか? 今まで読んだこともなくて、
今、ぱっと開いた、偶然の一文しか書き写していない
けれど、なんとなくその本が気になったり、読んでみ
たくなったりすれば、ぼくとしてはしめしめでして。
そういう狙いで作っています。 

さて、実際に直観讀みブックマーカーを遊んでいた
だきましたが、まとめとして、朝日新聞の記事3が、よ
くまとまっていますので、ちょっとご紹介したいと思
います。「「本の試食」じわり人気:直観讀みブックマ
ーカー」という題の記事です。ちょっと読んでみます。
「難しくて挫折した本や未読本を持ち寄って遊ぶ直
観讀みブックマーカーが人気。自分では手に取らない
本に出会ってほしいとイベントプロデューサーの陸
奥賢が考えたもので、これまで興味のなかった本と新
鮮な出会いができると好評だ」といったようなことが
書いてあります。家に積んでいる本を 1 人５冊ほど持
ち込んで畳の上で本を囲んで座って、お題を決めて、
答えが載っていそうな本を直観で選ぶ。しおりを書き
込む。みんなで披露して意見を交換したりする。３人、
４人で集合知で読み解くと、そういう見方・考え方も
できるんだということもありますし、同じ問いを繰り
返して３、４枚目でこれとこれってつながる!という
ことも発生して大いに盛り上がります。「しばらく盛
り上がるとしだいにその本そのものに興味が移って
いきました」と記事にもありますが、このへんは、み
なさんも、今体験いただいたばかりなので、おわかり
いただけるかなと思います。 

思いもよらない本と出会う喜び。それがぼくの狙い
です。それで、なんでこういうことを思いついたか?
というと、ちょっと思い出話になるんですが、ぼくは
堺市で育ちました。地元には、小さい古本屋があって、
そこに「古本 1 冊 100 円コーナー」というのがあっ
たんですね。さらに、その本屋では、「10 冊本を選ぶ
とおまけでなんでも 1 冊くれます」というサービスも
やっていました。ぼくは、自分でいうのもなんですが、
小さい頃から本の虫だったので、よくその古本屋さん
にいって、10 冊本を買って、1 冊、無料でもらうとい
うことをやっていたんです。 

3 「「本の試食」じわり人気 直観讀みブックマーカー」『朝

ところが、ある時、10 冊本を選んでみたら、とくに
読みたいという本がなかったんですね。それで、1 冊
無料でもらえるけど、どうしようかな?と悩んでいた
ときに、もうなんでもいいやとなって、思いつきで、
本棚に背中を向けて、直観でえいやっ!と手にした本
を選んだんです。それがマタニティヨガの本だったん
ですが（笑） 中学校くらいだったかな。 

それで、持ち帰った本を読みました。最初は自分の
選んだ好きな本や、読みたいと思った 10 冊の本を読
んでいたんですが、中身は面白いんですが、なんとい
うか、書かれていることが分かるんです。自分の世界
を超えていないんです。それで、ふとしたときに、マ
タニティヨガの本をぺらぺらと読んだら、衝撃が走り
まして、なんせ、何から何まで新しいんですね。なに
からなにまで想定していない中身ですから、まったく
自分にはわからない世界が展開していまし。

そうか、と自分でえらく納得しまして。要するに、
自分が選んだ 10 冊の本を読むと、それはそれで面白
かったけど、偶然手にした、直観で選んだ本の方が、
自分の中にはない世界が展開しているんだ、と。こう
いう自分の中にはない世界…哲学用語でいえば、「他
者の世界」にたどり着くには、こういう「直観」みた
いなもので選ぶしかない、という経験をしまして、そ
れからちょこちょこそういった遊びをやっていたん
です。そして、そうした仕掛けというか、遊びが、今
の時代には、すごく大事だなと思ったんですね。自分
が読みたい本じゃなくて、なんとなく選んだことによ
って新しい世界が開かれる…みたいな仕掛けです。そ
ういうのが作れないかな?ということで直観讀みブ
ックマーカーを作りました。 

それで、直観讀みブックマーカーは、本を使った遊
びなんですけど、画期的なのは、本が嫌いな人、本を
あまり読まない人でも参加できるところです。図書館
ではビブリオバトルとか書評会とか、いろんな本の企
画があると思うんですが、どうしても参加するには敷
居が高い、ハードルが高いところがありまして。例え
ば村上春樹の書評会だったら村上春樹の本を読まな
いといけない。その本を読んでいる人が集まってくる
わけですけれど、自然と参加者の層をせばめてしまう
ことになります。では、村上春樹を一度も読んだこと
がない人に、村上春樹的世界に触れてもらうには、ど

日新聞』2016.3.24 朝刊（地方版・大阪府）, p.28. 
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うしたらいいか?と考えたときに、じゃあ村上春樹で
直観讀みブックマーカーを作ってみればいいんです
ね。そうすると、村上春樹ってこんな作家なんだ、こ
んなものを書いているんだ、というのがわかる。やっ
ぱり本を手にして、開いて、読んでもらわないと、そ
ういうのはわからないんですが、直観讀みブックマー
カーは、そういう気軽な「本の試食」というものなん
です。そうすることで、新しい読者を開拓することが
可能になるかもしれない。かつ、しおりですから、い
ろんな本に挟み込めば他ジャンルの本に渡っていく
ようなことも発生するということです。こんなふうに
遊べるんだなということでみなさん使っていただけ
れば嬉しいです。

さて、演題にもありました「コモンズ・デザイン」
ですが、これは「コミュニティ・デザイン」とは違い
まして。コミュニティというのは同一性集団、自分に
よく似たものが好きな人たちが集まる場や空間です
が、コモンズは「他者が集まる場所」「自分とは違う世
界観を持つ、いろんな人たちが集まる場所」「入会地」
とか、そういった場所を表す言葉です。図書館でいえ
ば、「本が嫌いな人たちでも来られます」「本を読んだ
ことないけど参加できます」というふうに敷居を低く
して、多様な人たちが集まれるような場を作りたいと
いう思いが「コモンズ・デザイン」という言葉に込め
られています。そして、そのツールとして直観讀みブ
ックマーカーがあるというわけです。 

さて、今日、直観讀みブックマーカーを体験してい
ただいたみなさんには、ぼくから公式の修了証をご用
意しましたので、どうぞお持ち帰りください。 

また、『まわしよみ新聞をつくろう!4』という本の
ちらしも配布しています。本遊びという形で今体験し
ていただいたのが直観讀みブックマーカーですが、新
聞遊びというので初めて行ったのがこちらです。これ
はなんだかえらい大ヒットしてまして、2017 年には
読売教育賞5なんて大層な賞も受賞しました。新聞を

持ち寄って、みんなで回し読んで、面白い記事を切り
取って、紹介する。そのあと、いろんな面白い記事が
たくさん集まってくるから、それを再編集して壁新聞
にして貼り出そうというものです。壁新聞として貼り
出すので、その場にいない人たちも、この新聞を見て
「なんか面白い記事やな」と発見に繋がるというもの
です。要するに、多様なメディアに触れようという遊
びですね。人間って多様なメディアに触れないとリテ
ラシーがなかなか育ちませんから。新聞を読むように
しましょうということでつくったものです。本にしろ
新聞にしろ、アナログが難しい時代になってきていま
すが、アナログだからこそできる面白さや可能性も絶
対にあるはずでして、そういうのを考えてやっている
わけですが、この『まわしよみ新聞をつくろう!』に
も、直観讀みブックマーカーに通じるコモンズ・デザ
インの考えが書かれていますので、よろしければお読
みいただいて、活動を知っていただけると嬉しいです。 

また後半のフリートークで、潜在的な知的好奇心に
働きかけるには?というテーマから、直観讀みブック
マーカーを踏まえて、本でこんなことができるんじゃ
ないかという話もしていけたらいいなと思いますが、
ひとまずミニ体験という形で直観讀みブックマーカ
ーをやっていただきました。いつでも、どこでも、だ
れでもできるコモンズ・デザインということで、オー
プンソースで遊びをばらまいてます。またぜひいろん
なところで実施していただければと思います。

4 陸奥賢 著『まわしよみ新聞をつくろう!』創元社, 2018.6 
商品詳細（創元社ウェブサイト）
https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=3876 

5 第 66 回 読売教育賞決まる : 読売教育賞 : エトセトラ : 
読売教育ネットワーク
http://kyoiku.yomiuri.co.jp/torikumi/etc/kyoiku/contents/66-3.php
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2. 基調報告 2「図書館と編集力」

奈良県立図書情報館 図書・公文書課⾧ 乾聰一郎氏 

今日は「図書館と編集力」ということでお話をさせ
ていただきます。初めに私の自己紹介をしますと、
1985 年に奈良県の職員に、1999 年に新県立図書館
の建設準備室配属となりました。現在は図書・公文書
課におりますが、一昨年前までは、総務企画課という
ところで仕事をしていました。私は司書ではありませ
んので、⾧く図書館でやってこられた方とは考えが異
なるところもあるかと思いますが、お聞きいただけれ
ばと思います。 

「編集」という言葉は、もともとは「外へ与える」
という意味ですが、そこから、何かを生み出すために
書いたりまとめたりする、集めたものを編むという意

味になったのでしょう。この「編集」と図書館の可能
性みたいなものを、今日はお話ししたいと考えていま
す。 

また、編集と関連して、「メディア」という言葉もあ
ります。これは Medium という言葉から生まれたもの
です。メディアというと、媒介や伝えるという意味で
使うことが多いと思いますが、私は届けることだと思
っています。なぜかというと、伝えたとしても、自分
の手元に届いていないものは「ない」のと同じだとい
う、ごく当たり前のことなんですが、我々はそれをな
かなか認識できないものです。そういう意味で、図書
館もひとつのメディアかと思います。 
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ベクトルを変える 
先に結論を言ってしまうと、編集というのは、「ベク

トルを変える」こと、いわば当たり前だと思う方向を
変えてしまうことだと思っています。私がこの 20 年
近く考えてきたことは、ほぼ５つに集約されます。

ニーズに応えることがいけないというのではなく、
図書館という場は、「ニーズを生み出す」ところだと考
えています。図書館では○○支援という言葉をよく使
いますが、支援というよりは、「誘う（いざなう）」場
だと考えていますし、課題解決よりはむしろ「潜在す
る課題に気づく」ことだと思っています。陸奥さんの
直観讀みブックマーカーでは、本に出会うということ
を仰っていましたが、潜在する課題に気付くこと、そ
こに我々図書館がどのようにコミットメントできる
かが、知的好奇心を形にすることだと思います。それ
から、競うよりは「共生する」、そしてコミュニティを
「開く」方向にシフトすべきではないかなと考えてい
ます。 

図書館の中で働いている私たちは、図書館に来る人
ばかりが目に入るので、来ない人について日常的に考
えることがあまりないですよね。でも、基本的にパイ
は補集合、来ない人の方にあると考えています。図書
館には来ない人の方が多いし、本は読まない人の方が
多いのです。ミリオンセラーといいますが、日本の人
口は 1 億人程度いるわけですから、残りの 9900 万人
以上の人は名前くらいは知っているか、読んでいない。
実は残りの 9900 万人にアプローチする方が、課題が
多いはずです。 

図書館という場の「オルタナティブ」 
それから、よくみんなでつくりましょう、やりまし

ょうと言いますけれど、みんなでするのは後でいいの
ではないかと思います。まず自分が井戸を掘りましょ

6 sotokoto online（ソトコトオンライン） - ソーシャル＆エ

うと（井戸を掘る＝まずは自分の興味・関心を表現し、
何かを始めること）。まず自分が井戸を掘って、水が出
たらみんなで分かち合えばいいけれど、初めにみんな
で掘るのはやめましょうということです。自分の考え
はみんなに受け入れられないのではないか、と考える
人がいるかもしれませんが、受け入れられるかそうで
ないかというよりも、まず掘ってみたらよくて、その
後それがどう活かされるかだと思います。 

私が図書館に対して一番の誉め言葉だと思ってい
るのは、「こんな情報や人に出会いたかったんだと思
わせる施設」というものです。直観讀みブックマーカ
ーで、しおりが挟まれた本を偶然手に取った人が、し
おりに書いてある全く別のジャンルの本の一節を目
にして、こういう本に出会いたかったんだと思うのと
同じことですよね。まだできてはいませんが、そうい
う施設になれるかどうかを、ずっと考えながら働いて
きました。 

2013 年に『ソトコト6』という雑誌で図書館の特集
がありました。『ソトコト』は、特集では、Facebook
で編集会議をし、一般の方から情報を集めて取材先を
決めたりしています。たまたま編集会議を眺めさせて
いただく機会があったのですが、奈良県立図書情報館
の話になったときに、先ほどの言葉が出てきて、これ
だなと思いました。自分に潜在することは、何かのき
っかけがないと顕在化しません。そして図書館は、潜
在が顕在化するような施設でありたいと思います。 

そのためにどうしたらいいかを考えたとき、キーワ
ードになるのが「オルタナティブ」という言葉です。
公共施設でよく最初に出てくるのは、予算がありませ
んということばですよね。でもそれは、ベクトルを変
えると、予算がないときは予算がいらないことを考え
てやればいいじゃないかということになるんではな
いでしょうか。それから、こんなことをやりたいけれ
ど場所がありませんということばもよく聞きます。こ
れも、見落としているスペースを発見できるかどうか、
そういう発想になれるかだと思うわけです。もちろん
条件はあると思いますが。先日、公共図書館向けの地
区別研修を開催した際に、広場ニストといって、広場
のあり方やその機能、広場という公共空間の可能性を
考えておられる山下裕子さんをお招きしました。山下
さんは、誰がどんな使い方をするかわからない場こそ、

コ・マガジン https://sotokoto-online.jp/

ニーズにこたえる  →  ニーズを生み出す

支援・導く   →     誘う
課題解決 → 潜在する課題に気づく

知的好奇心をかたちにする
 競う → 共生する

コミュニティ（閉じる） → コモンズ（開く）
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人を集める可能性を秘めていると仰っていました。図
書館も同じですよね。例えばここ関西館へはよく来る
のですが、入口のフロアはデッドスペースになってい
ます。例えば音がでないようにとか条件はあるでしょ
うが、何かできないのかなと、いつも通るたびに思い
ます。 

そういう訳で、図書館という場の「オルタナティブ」
という、新しい発想ができないかと私は考えてきまし
た。既存のものに取って変わる、新しいスタイルを実
現できる場所は図書館にないのかなと。考える要素と
しては、図書館にはたくさんリソースがあるんです。
本があり、情報がある。同じ文化施設である美術館や
博物館には、関連の本しか置いていませんが、図書館
にある本は、分野を問いません。もちろん無料です。
大きな違いは、図書館は目的があってもなくても行っ
ていいということです。私はこれまで色々なイベント
を企画してきましたけれど、図書館が収益を生まない
というのはとても大きいと思います。美術館、博物館
は収益が上がらないからといって財政当局から責め
られると聞きますが、図書館にはそれがありません。 
 図書情報館では年間 6 回ほどコンサートをします
が、演奏家には今一番演奏したい曲を演奏してくださ
いと言えるんです。これが収益を生む興行になると、
よりたくさん人が来るようなプログラムを考えない
といけません。演奏家からしたら、図書情報館では誰
も聞いたことがない曲をしても演奏しても大丈夫、と
いうことになります。大阪フィルハーモニーの方がど
うしてもといって演奏した曲は、会場に来た人もスタ
ッフも知りませんでした。一番困ったのは、関連文献
を探すことです。その作曲家（イギリスの作曲家サミ
ュエル・コールリッジ＝テイラー）は黒いマーラーと
いう異名をとった人物だったのですが、その時は日本
語の情報をまったく見つけられませんでした。図書館
はお金しか使わないと財政当局から言われますが、収
益を生まないことは、逆に言うとプラスの面もあると
いうことです。 
 また、デッドスペースを考えるというのは、自由に
考えたら使える場所があるということです。 

「公共」と「個人」から、「公」－「共生空間」－「個
人」へ 

さて、私は公共図書館という言葉を使っていません。

公共と個人という考え方は不毛だとずっと思ってい
ました。それは、公共の「公」と「共」と、「個人」と
いうように分けないと、先ほど言ったまず自分が井戸
を掘ろう、とはならないと思うからです。日本では明
治以来、行政が公共を担ってきました。この公共と個
人の間では、要望とクレームしか生まれず、とても非
生産的です。先ほど言った公共の、公と共を切り離し、
「公」－「共生空間」－「個人」という関係になった
ときに、公と個人がお互いにフォローする・される関
係が生まれると考えています。これは私のオリジナル
の考えではありません。アメリカのどこかの州の町で
は、街路樹の木の種類が全部違います。なぜかという
と、その町では、自分の家の前の街路樹は好きな木を
植えていいということになっていて、その代わりみん
なで使う空間としてその家が世話をするという条件
があるんです。これはまさに、個人が共生空間で責任
を持って表現するということですよね。私は、共生空
間を作るための実験をする場が図書館だと思ってい
ます。どういう実験かは後でお話しします。 

この実験をする場である図書館を表す言葉として、
「クリエイティブコモンズ」を考えました。こんな言
葉を使っていいかわかりませんが（笑）。例えば誰かが
井戸を掘って、その水をどう使うかをみんなで想像し
て実験する場、とでもいえるでしょうか。 

陸奥さんのお話にあったように、コミュニティデザ
インというのは基本的には閉じた構造で、そこにいる
のは好きなことをやるために集まっている人たちで
す。一時流行りましたが、この頃は聞かなくなりまし
たね。よく言われる例ですが、ふるさと納税の返礼品
の競争が過熱して赤字になった村もあるそうで、こう
いったコミュニティを援助しようという試みが、互い
に潰し合うことを引き起こすこともあります。コミュ
ニティばかりデザインすると、閉じた構造で互いに自
滅してしまうことにもなりかねないので、損得にとら
われない他者のための場場づくり、それが陸奥さんの
言っていたコモンズデザインなのではないかと思い
ます。それは、コミュニティに同志が集まってくるの
を、閉じないで開いたままにするにはどうしたらいい
かという話になるのかもしれません。

外のコミュニティ－IT サポーターズ／ビブリオバト
ル部－
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今までの話とは少しだけ矛盾しますが、私自身のや
ってきたことを言いますと、まずコモンズの土台とし
て外のコミュニティを作って、それをどう開くかを考
えてきました。当館の場合、具体的には、IT サポータ
ーズ7とビブリオバトル部8という、二つの利用者の活
動コミュニティを育む中で、他の利用者を巻き込んで
もらう試みになります。 

まず IT サポーターズからお話ししますと、専用の
HPがあります。館ができる5年前から募集しました。
当初は様々な年代の方がいましたが、活動するとなる
とリタイヤの方が多くなり、現在は平均年齢 70 歳ほ
どになっていると思います。毎年 1 回、企画展を自分
たちで開催していて、今年はドローンを飛ばしていま
した。普段は IT サポートデイという、一般の方向け
のパソコン相談会をやっています。これは館がやって
ほしいと言ったわけではなく、短期的な達成感が欲し
いと向こうから言ってきました。それ以外にも、奈良
の今昔写真を自分たちで集めてきて HP を作ったりし
ています。そうすると何が起きるかといいますと、写
真を提供する人がどんどん出てきたり、出版社やテレ
ビ局から使わせてほしいと依頼が来たりして、やって
いる方としてはよい気分です。みなさん活動的で、毎
日誰かが館に来ているような感じですね。初めは何を
したらいいか指示してほしいと言われましたが、うち
は指示しませんと言って押し問答になりました。この
頃はやっと好き勝手やってくださるようになりまし
た。 

それからビブリオバトル部というのは、2011 年 3
月 13 日、東日本大震災の翌々日が第 1 回目だったと
思います。それ以降、毎月 1 回、ずっとやっています。
明日は 99 回目のビブリオバトルです。13 時半から、
よろしければお越しください。テーマは水です。ビブ
リオバトルも、館は主催していません。一般の方から、
図書情報館でこんなことしたいという申し出があっ

7 奈良県立図書情報館ＩＴサポーターズ 
https://www.library.pref.nara.jp/supporter/index.html 

8 奈良県立図書情報館ビブリオバトル部 - ホーム | 
Facebook  
https://ja-jp.facebook.com/narabiblio/ 
9 「自分の仕事」を考える 3 日間 奈良県立図書情報館 
https://www.library.pref.nara.jp/event/talk_2010.html 
10 ひとの居場所をつくるひと・フォーラム～「自分の仕事を
考える３日間」番外編～ 平成 27 年 1 月 10 日（土）～12
日（月・祝） | 奈良県立図書情報館 

て、では館の主催ではなく部を作ってやりましょうと
いうことになりました。館の出入口でやっています。
先ほどオルタナティブという話をしましたが、出入口
でやっていると、何をしてるのかなと立ち止まって見
る人がいて、そこから次回参加する人も出てます。8
月は、近くの大安寺で朝 7 時半から暁天ビブリオバト
ルというのを 7 年ほどやっています。住職も本の宣伝
をされ、朝の勤行をしてからみんなでビブリオバトル
をしています。4 月は、本とバラを贈るサン・ジョル
ディの日にちなんで、奈良県の書店商業組合と協力し
て書店員さんのエキシビジョンマッチをしました。

コモンズデザインーコミュニティを開くー
これだけでいえば単なるコミュニティの活動にな

ってしまうのですが、そうではないのです。ビブリオ
バトル部が始まるきっかけになったのが、「自分の仕
事を考える 3 日間9」というイベントで、2015 年に番
外編として「ひとの居場所をつくるひと・フォーラム
10」というフォーラムを開催しました。「自分の仕事を
考える 3 日間」は、2009 年から 3 年間同じ規模でや
りまして、弘文堂というところから本にもなっていま
す11。雰囲気を感じていただくために、番外編の様子
を 3 分ほどの動画でご覧ください。このフォーラムか
らは、司会されていた西村佳哲さんの『一緒に冒険を
する12』という本が生まれました。何が言いたいかと
いいますと、フォーラムではいろんな方が登壇されて、
集まっているのも非常に若い方々です。参加した方が、
こんなことが図書情報館でできるのであれば自分も
やってみたい、ということで生まれたのがビブリオバ
トル部なんです。若い方がコミュニティを作ってくだ
さって、今も活動しています。ビブリオバトル部のチ
ラシは、すべて部員が作っています。中にデザイナー
がいたりするんですね。それから、部員の中に
illustrator ができる人がいると、自分たちで講習会を

http://www.library.pref.nara.jp/event/1362 
11 西村佳哲 著『自分の仕事を考える 3 日間 1』弘文堂, 
2009.12 
商品詳細（弘文堂ウェブサイト） 
https://www.koubundou.co.jp/book/b155878.html 
12 西村佳哲 著, 奈良県立図書情報館 [著]『一緒に冒険をす
る』弘文堂, 2018.4 
商品詳細（弘文堂ウェブサイト）
https://www.koubundou.co.jp/book/b357415.html 
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してみたり、カッティングマシーンを仕入れてきたか
らこれで遊ぼう、とかいうことも自主的にしています。 

また、やっぱり図書館だから本に関わるイベントを
企画したいということで、「本をめぐる冒険プロジェ
クト」が立ち上がり、「本の原点を探る 2 日間13」とい
うのをしました。1 日目は、六車由実さんとアサダワ
タルさんのトークでした。六車さんはもともと民俗学
の先生だったのを辞めて介護士をされています。私は
『驚きの介護民俗学14』という六車さんの本が面白い
なあと思って来ていただきました。どうして「本の原
点を探る 2 日間」というテーマかというと、本は物語
ることから始まるということを体感してもらおうと
いう試みでした。彼女は聞き書きをする人なんですね。
もはや民俗学の種は限界集落にはなく介護現場にあ
るんだということで、静岡県の沼津で活動をされてい
ます。2 日目は聞き書きのワークショップをしました。
それから、借りパクワークショップもしました。借り
たけれど自分のものにしてしまった CD などを持ち寄
り、そのいきさつを語り合って、キャプションを付け
て飾ろうというものです。これも館が主催したわけで
はありません。ビブリオバトル部から枝分かれした、
「本をめぐる冒険プロジェクト」としてやったもので
す。まあ館としては会場を提供したり、チラシを配布
したり、ぼくも出てはいますが（笑）。

別の企画では、「本と空間を考える空間」ということ
で、vol.1 で止まってしまっていますが、3 人の書店の
方に来てもらいました15。東京下北沢で B＆B という
書店を経営している内沼晋太郎さん、京都で誠光社を
されている堀部篤史さん、奈良の大和郡山で、とほん
を経営している砂川昌広さん。これも部の若い 2 人が
企画しまして、開催したらまたそこに新しい人がやっ
てきて、こんな面白いことができるなら一緒にやりた
いねということになっています。  

また「ことばの森プロジェクト」というのもありま
した。13 年前から当館では世界のブックデザインと

13 本の原点を探る 2 日間、フライヤー - books2days.pdf 
www.library.pref.nara.jp/event/img/books2days.pdf 
14 六車由実 著『驚きの介護民俗学』医学書院, 2012.3 
商品詳細（医学書院ウェブサイト） 
https://www.igaku-shoin.co.jp/bookDetail.do?book=84380 
15 トークセッション 「本＋空間（hontasu 空間）Vo.1」 
平成 26 年 10 月 11 日（土） | 奈良県立図書情報館 
http://www.library.pref.nara.jp/event/1335 
16 選書ワークショップ 本棚をつくる 平成 29 年 7 月 8 日

いう展示会をしているのですが、関連イベントをやり
たいということで、ローランド・シュティーガーとい
うスイスのタイポグラファーの方と、雑誌『アイデア』
でアートディレクションをされている白井敬尚さん
の対談を企画しました。この時はゲーテ・インスティ
トゥートというドイツの文化機関とも連携して、スイ
スの方にも無料で来ていただくことができました。

それから、みんなでワークショップをしたいねとい
うことで彼らがやったのが、本棚を作るというワーク
ショップ16です。新刊と古書店の書店員の方をナビゲ
ーターにして、4 グループで当館の本から選書しまし
た。設計編ということで実際に本棚も作りました。出
来上がった本棚を後で調べると、本の貸し出しの回転
がとても速かったんですよね。みなさんの想いが入っ
ている本棚は何かを語りかけるのかなと思いました。 

何かのきっかけで「こと」が始まり、そこに偶然集
まった人達から新たな「こと」が始まる。そのような
連鎖が、機能としても物理的にも、実験する場として、
また開かれた空間あるいはコモンズとして、図書館と
いう場がその可能性を広げる場となるのではないか
と考えています。 

内のコミュニティー図書展示― 
次に、外のコミュニティに対して内のコミュニティ

ということで、当館の職員もコミュニティを作って活
動をしています。一昨年に、宗教改革 500 年というこ
とで図書展示をしました17。先ほど、補集合にパイが
あるといいましたが、ある事柄からどんなキーワード
を取り出して、どんな風に編集して利用者に提供でき
るかというのが、当館の内のコミュニティの課題です。
ただ単に宗教改革だ、ルターだ、カルヴァンだという
だけではなく、どんなキーワードを引き出して多様な
本を提供できるのか、つまりどんな世界を発信できる
かということですね。 

それから、「世界はどうみえている?18」という図書

（土） | 奈良県立図書情報館 
http://www.library.pref.nara.jp/event/2413 
17 図書展示 「#HereIstand 我ここに立つ ― マルティン・
ルター、宗教改革とそれがもたらしたもの」平成 29 年 6 月 1
日（木）～7 月 27 日（木） | 奈良県立図書情報館
http://www.library.pref.nara.jp/gallery/2390
18 図書展示 「世界はどうみえている?」平成 30 年 1 月 5 日
（金）～3 月 18 日（日） | 奈良県立図書情報館
http://www.library.pref.nara.jp/gallery/2573
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展示では、この世界の見え方を多角的なキーワードで
表現しながら、関連イベントとして、実際に世界がど
うみえているのかをダンスで表現した「針の穴を通る
ラクダのカラダ」というパフォーマンスを外でやりま
した。この写真では何をやっているかわからないです
けれど（笑）、面白いものでした。

昨年末には、インドのタラブックスについて図書展
示をしました19。インドの手作りの絵本です、という
ことなら単なる紹介で終わるのですが、それだけでは
なく、その展示の傍らで、職員がタラブックスからさ
まざまなキーワードを引き出して、本を展示し、表現
するということをしました。 

再編集する重要性と醍醐味のひとつがそこにある
と思います。単なる展示から、開かれ見る側からもア
プローチできるような編集のあり方へとベクトルが
変わっていくといいと思っています。 

人と情報の編集 
さて、一番最初に戻りますが、人と情報の編集とい

うこと、どんなキーワードでどんな物語を編むのかと
いうことに、図書館の場としての可能性があるのでは
ないかと思います。この話がレファレンス協同データ
ベースとどういう関係があるかといいますと、レファ
レンス協同データべースにはたくさんの課題が集積
されています。課題解決のためのツールとしてはもち
ろんですが、図書館の方々が、そこから物語を引き出
して、発信していく、その素材のようなものではない
のかなと思います。レファレンスにこたえるというベ

19 【タラブックスの本づくりを語る】図書展示「タラブック
ス展 インドのちいさな出版社とゆかいな本づくり」関連イベ

クトルを、どんな風に変えることが可能かということ
ですね。もちろん基本的な機能や意義を等閑に付すと
いうことではありません。そうではなく、物語を編み、
再編集することで開かれた、相互にアプローチ可能な
新たな場を作る、そのような地平が開かれる可能性を
考えてみてもいいのではないかと思うわけです。

データベースを見ていて、地域の情報からさまざま
な知識、情報まで、本当に知りたいと問いかけられる
事柄の多さに目を見張るわけです。例えばですが、あ
る地域にまつわる情報探索の結果を地域の情報とし
てまとめることも可能でしょうし、そういうアプロー
チで、他の情報を探索し、いわば、レファレンスのウ
ィキペディアのような情報発信も可能ではないかと
思うわけです。データベースが NDC 分類されている
ということは、図書資料を再編集することとパラレル
だということもできると思いますがいかがでしょう
か?

最後に、図書館は人と情報を編集し発信することに
よって初めて、新たな人、もの、ことを呼び込み、そ
してその交流から、生み出されるものこそ開かれた場
としての図書館の可能性があるのであり、レファレン
スというきっかけもまた、その素地を持っているので
はないかなと考えています。

まとまりのない話でしたが、お聞きいただきありが
とうございました。 

ント 平成 30 年 11 月 18 日（日） | 奈良県立図書情報館
http://www.library.pref.nara.jp/event/2829
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3. フリートーク

観光家、コモンズ・デザイナー、社会実験者 陸奥賢氏 
奈良県立図書情報館 図書・公文書課⾧ 乾聰一郎氏 
徳島市立図書館 副館⾧ 佐野望氏 
近畿大学 中央図書館 レファレンス課 上野芳重氏 
清教学園中・高等学校  
学校図書館リブラリア司書 メディアコーディネーター 山﨑勇気氏 
（以上、登壇順） 
<コーディネーター> 関西学院大学図書館運営課課⾧補佐 井上昌彦氏

井上: 
例年はパネルディスカッションですが、今回はあえ

てフリートークとしています。個性豊かな登壇者の話
の流れを大事にして、無理に結論めいたものに落とし
込んだり、レファ協の話に誘導したりせずに進めてい
ければと思います。また、登壇者の方々には、組織を
代表してではなく個人としての自由な見解をお話し
いただければと思っております。それを受け取って、
参加者のみなさんがご自身で考えていただくヒント
になれば幸いです。 

まずはご自身の報告の補足や、他の方の報告を聞い
て感じたことなどをお聞かせいただけますか。 

陸奥:
ぼくが最初に実施した直観讀みブックマーカーは、

「本には本の神様が宿っている」と、なんだか怪しい
フレーズを使っていましたが、本気ではなくて、これ
は子どもたちがよく使う「どちらにしようかな?天の
神さまのいうとおり」といったようなもので、あくま
でも本遊びをはじめるきっかけの言葉です。

また、直観讀みブックマーカーは、所詮、本遊びな
ので、必ずこういう風にしなさいとか、こうじゃない
とダメです、といったような厳格なルールなどもあり

ません。自由闊達に、みなさんの使いたいように使っ
てもらったら嬉しいと思ってます。いろいろな遊びや、
試行錯誤をやっていると、その中から、あっと驚くよ
うなクリエイティブなものが生まれてくるかもしれ
ない。発案者のぼくにも考えつかないような、新しい
本遊びが、ぜひとも生まれてきてほしいと思ってます。 

元々は、まちのみなさんと仲良くなりたいと思って、
コミュニケーション・ツールとして考えついたもので、
図書館や学校などで使われるようになったことは意
外ですが、ありがたく思ってます。また直観讀みブッ
クマーカーは、オープンソースですので。専用のしお
りは、無料で公開されていて、公式サイトからダウン
ロードして、いつでも、どこでも、だれでも使ってい
いというものです。本遊びのイベントを有料開催して
もらってもいいですから、ぜひお気軽に実施してほし
いと思ってます。

佐野: 
今日は発信力をお持ちの図書館のみなさまに徳島

の魅力を知っていただきたいということで、徳島のPR
を⾧めにいたしました。徳島市立図書館はアミコビル
という駅前の最高の立地に移転して、新たにスタート
した感じです。蔵書も増え、開館時間も伸びました。
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駅前でバスも多く来るので、高齢者の方も来館しやす
くなりました。そんな中で図書館が単に本を貸し出す
だけではなく、地域のみなさまと連携した事業を数多
く展開しています。それによって図書館利用者が数珠
つなぎに増えていくことを願いながら進めています。 

先ほどレファレンス記録を全件取っていますとい
う話をしましたが、クイックレファレンスはその場で
記録してもらう方式を取っていて、そこから必要なも
のは詳しい調査に落とし込むので、レファ協へ全件登
録することはありません。記録をつけることは利用者
の傾向と対策という点でも役立ちますし、記録を習慣
づけるために全件記録をお願いしています。もちろん
時間はかかりますが、やりたいことをやるために業務
を見直すことも並行してやっています。 

直観讀みブックマーカーは楽しませていただきま
した。「愛って何ですか?」という問いに井上さんが引
いた文章が衝撃的で、「図書館員なら誰でも経験して
いること」というものでした（笑）。当館でも実施した
いなと思います。 
 
遊び、楽しむこと 
山﨑: 

私の直観讀みブックマーカーの結果を申しますと、
「愛って何ですか?」は「年俸は 7 万 2000 ドル、約
8000 万円」。「私の遺言を教えてください」は重松清
の小説から「お給料の話は NG です」でした（笑）。本
の神様は笑いの神様ですね。 

陸奥さん、乾さんのお話を聞いて、やっぱり遊びは
大事だなと思いました。私は以前、学童保育で子ども
の相手をしていました。子どもは遊びの中で色々学び
ますが、大人もそうですね。仕事でも同じことが言え
ます。本校の場合は図書館に関わる職員が計５名いて、
それぞれ好き勝手に自分のテーマを持って仕事をし
ています。例えば毎月、自分が好きなテーマで展示を
するとか、中高生相手に読み聞かせをしている司書も
います。ぼくは授業づくりが好きなので、生徒には「君
たちは研究しているけど、私もまた君たちを研究して
いる」とよく言います。「君たちがどういう風にテーマ
を設定して、なぜテーマを設定できない子がいるのか、
これが私の研究テーマだ。君たちはモルモットなんだ」
と言うと、生徒たちは「えー」と言うんですけど、先
生も楽しんでこの授業をやっているんだというのが

すごくわかるんですね。そこにあるのは遊び的な感覚
だと思います。 

みなさんは主体的に自分のテーマで仕事はできて
いますか。私は以前公共図書館で働いていたんですが、
そこで自分がやりたいことを発揮しようとすると超
えないといけないものがありました。やはり学校のど
こかで働きたい、子どものための図書館づくりをした
いなと思ってそこを飛び出しまして、今、この学園で
働かせてもらっていまして、毎日楽しいですね。 

会場からの質問票で、仕事時間のことを質問してい
る方がおられます。教員の⾧時間勤務が報道でも取り
上げられていますが、自分のやりたいことと、体や心
のことも考えて仕事にどれくらいの時間が割けるか、
バランスを取りながらやっています。 
陸奥: 

ぼくは図書館職員のみなさんの労働環境や労働事
情はよくわからない部分も多いのですが、質問票を読
んでいると、どうも時間や予算がなくて苦労している
という声が多いですね。本遊びはどうやったらできる
んですか?といった質問なんかも複数ありましたが、
ぼくからすると、乾さんなんかは遊びの達人だという
印象があります。よく乾さんに場末の居酒屋に連れて
行かれまして（笑）、お仕事なんかも一緒にさせていた
だいているんですが、なんだか飲み友達のような感じ
ですし、すごく遊びがうまい人だなという印象が強い
です。なにより、いつも楽しそうですしね。そういう
の遊びの精神というのがないと、いろんなことは続か
ないだろうし、それがあるから、奈良県立図書情報館
はすごく面白いことをやっているなあという印象が
あって、うらやましいです。ぼくは普段は大阪に住ん
でいるんですが、かなり昔に「奈良にすごい図書館が
ある」という噂が伝わってきて、実際に行ってみて驚
きました。乾さんには直観讀みブックマーカーだけで
はなくて、まわしよみ新聞や当事者研究スゴロクとい
った遊びの企画にも来ていただきました。フットワー
クが軽い方で、そこも凄いと感心しております。 

ちょっと話が個人的な図書館の思い出話になるん
ですが、ぼくはじつは中卒でして。高校、大学に行っ
てないんです。ですが、10 代後半の頃から勝手に無断
で大学の授業に潜り込んだり、図書館でいろんな本を
読むのが大好きでした。学校より、友達と遊ぶよりも、
図書館に通っていたという子ども時代で、自分でいう
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のもなんですが、ある意味、「図書館の申し子」的なと
ころがあります。 

それで、子どもの頃は、地元の図書館には、子ども
が大勢やって来て、いきなり走ったり、⿁ごっこした
り、かくれんぼしたり、ガヤガヤしていたし、障害当
事者の方なんかも多くて、走ったり、叫んだりする人
が来ていたりして、ぼくにとっては図書館というのは、
もっと多様な人が集まって、うるさくて、遊ぶ空間と
いうイメージだったんです。 

ところが、昨今の図書館は、どうも静かで、勉強す
るところで、マジメで、暗いという感覚が強いという
気がしています。もっと図書館って、自由闊達やった
気がするんですよね。なんで、こんなに堅苦しいイメ
ージの場所になってしまったのか。どうにかならない
んですかね?（笑） 
乾: 

これを言うと司書の方に怒られるかもしれません
けど、私はここ 20 年くらい図書館に関わってきて、
図書館は役に立つんです、だから意義を認めてくださ
い、と意識過剰だったんじゃないかと思っています。
誰かの役に立つのは嬉しいことですけど、お役立ちの
押し売りのようなことになっていないかな。役立つこ
とが存在意義と言ってしまうと、利用者とうまく噛み
合わなくて役に立たないと判断されたら、図書館は不
要ということにならないでしょうか。図書館を運営す
る側は好きなこともやるし、図書館は役に立たないか
もしれないけど、ちょっと人生豊かになる場であって
もいいのではないかと思っています。 
上野: 

私は報告の中で、「調べ方マニュアルの新規作成は
ニーズに対応して」と書きました。でも、乾さんのご
報告で「ニーズに答えるのではなく、ニーズを生み出
す」というお話を聞き、ニーズがあってデータを作る
だけではなくて、「こういうニーズがあるのではない
か、こんな内容のものがあると何かプラスになるので
はないか」ということを自分たちで判断して、遊び心
を持って作るような広がりが許容されるといいなと
思いました。 

近畿大学は 2017 年にアカデミックシアター20とい
う新しい施設を作りまして、その中にビブリオシアタ

                                                      
20 近畿大学 アカデミックシアター http://act.kindai.ac.jp/ 
21 日本図書館協会図書館調査事業委員会 編『日本の図書館 

ーという図書施設ができました。１階は図書、２階は
２万冊ほどの漫画と、文庫と新書が置かれた施設です。
本学では、中央館とアカデミックシアターや法科大学
院分室などを合わせて「中央図書館」と呼んでいます。
中央館の入館者数は残念ながら減っていますが、アカ
デミックシアターの入館者数は増加を続けています。
アカデミックシアターは、学生にとって楽しいし、き
れいだし、そこにいたら嬉しくなる、そこにいたら人
からカッコイイと思われるような施設です。まずは居
場所から学びにつながってほしいという願いがあり
ます。 
 
レファレンス、本当の問いを探る 
上野: 

当館のレファレンスについてお話させていただき
ます。中央図書館の全てのカウンターのパソコンはネ
ットワークで繋がっていて、基本的に全てのレファレ
ンスを記録できるシステムを自館で開発しました。質
問者や内容などの類型にチェックを入れることで簡
単に入力ができるようにしています。年間 2 万件近い
記録です。その記録を元に、職員がレファ協にデータ
を登録し、館内チェックを経て公開しています。 

近畿大学のような私立大学が、レファ協でデータを
公開することに意義や理由はあるのかと質問票でお
尋ねいただきました。意義と理由について、自分なり
の考えを述べます。報告でレファ協の公開データは公
共財だというお話をしましたが、まずデータを公開す
ることによって、思いがけず大勢の人に使ってもらえ
るようになり、結果として公共財になったと考えてお
ります。公共財ということを先に考えた例外として、
東日本大震災に関連したデータ作成があります。あの
時は、図書館で何ができるのかたくさんの人がいろん
な形で考えたと思います。レファ協に携わっていた先
任担当者の発案で、災害の際に図書館ができる支援と
なるデータを作成・発信いたしました。 

また、レファ協に登録されているデータは、私たち
の日々の仕事を支援してくれます。『日本の図書館21』
によると大学図書館は 1400 館くらいあって、そのう
ちレファ協の参加館は今 190 館なので、全体の 15%
ぐらいですね。決して多くはありません。しかし、他

= Statistics on library in Japan : 統計と名簿』日本図書館
協会, 1953- 
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大学で学んでいる学生さんたちから出る質問は、自分
たちの図書館でも同じように繰り返されます。自館で
学生からの質問をそのつどきちんと登録しておくと、
過去のデータが利用でき、利用者にとって、そして、
我々図書館員にとって大変有益なのです。これは、レ
ファ協との⾧いお付き合いを通して、経験的に実感す
るところです。 
井上: 

個人的に、大学図書館は他の館種に比べると書誌・
所蔵調査が圧倒的に多いのかなという印象です。事項
調査の比率は相当低いのではないでしょうか。その辺
りがレファ協参加館の数に関わってきているんじゃ
ないかと思いますがどうでしょうか。  
上野: 

そのとおりだと思います。この資料を探してほしい
という所蔵調査が圧倒的に多いです。けれども、実は
その奥にレポートや卒論といった本当の狙いが隠れ
ています。それを掬い上げると事項調査の広がりを持
つ、レファ協にも十分登録できる内容になります。例
えば、「ヤギの本はありますか」と聞きに来た学生がい
ます。「ヤギの本って何?」と聞くと、ヤギが草を食べ
ると、除草になるらしいので調べたいとのこと。山﨑
さんのご報告に「研究テーマは七転び八起」とありま
したが、レファレンスインタビューの勘所というか、
隠れている本当の問いを掬い上げられるようにして
いけたらと思います。 

自館システムでレファレンス統計を出して、卒論相
談はどれくらいの件数があるか、どういう内容がある
かなどを分析しています。入館者数は減っているので
すが、就職活動が早く終わるなどの外的要因もあって、
学生の深い問いは年々増えています。教えてほしい、
困っているというニーズを持つ利用者は、実はもっと
もっとたくさんいると思います。 
山﨑: 

質問の裏にどんな本質的な問いが隠れているかは、
よくよく話を聞いてみないとわかりません。最近紙の
レファレンス依頼書を使い始めたら、この人は何を聞
きたいのだろうというようなわけのわからない依頼
が届くようになりました。面と向かって聞いていくう
ちに、こういうことを聞きたかったんだ、それは大事
だということでこちらも本腰を入れてレファレンス
をするようになります。利用者の方が具体的に何か問

いを持っていたり、それを相手に伝えたりするわけで
はないので、我々レファレンスをする側としてはそこ
が腕の見せ所だと思います。 
 
教育と図書館 
井上: 

話が広がり過ぎるかもしれませんが、図書館が教育
にどれくらいダイレクトに関わるのかということを
考えさせられます。大学なら大学図書館業務だけでは
なくて、大学の人材育成の議論に加わらなければいけ
ないのかなと思いますし、学校図書館もそうだと思い
ます。そういうものへのコミットなしに大学図書館の
サービスやレファレンスは本来考えにくいのだろう
なと思います。 
山﨑: 

では教育とは何だろうという問いに行きつくと思
います。今は能力主義に傾倒しているのかなと思いま
す。文部科学省の方から、アドミッションポリシーで
あるとか、こういう人間を採るからこういう人間を育
てなさい、こういう力を身につけなさいと言われて、
こちらとしてはそれでいいのか、という思いがありま
す。そうやって育てた生徒が役に立ったり自分の力を
発揮したりするかもしれませんが、どんな人間になり
たいかということは学生自身が決めることです。こう
いうことを知りたい、こういう人間になりたいという
ことに答えられるのは多様な資料を揃えている図書
館なので、図書館は教育の場になるのかなと思います。 
陸奥: 

じつは直観讀みブックマーカーを教育現場、学校で
やっているところもあります。ぼくは本遊びのつもり
でしたが、先生がやるということは、なにかしらの教
育的効果があると思ってやったんですよね。それで、
先生はどういう風に思ったのかな?考えたのかな?
と気になって、先生と話をしたことがあります。 

そうすると、先生がいうには、いまの学生さんたち
の情報メディア環境であるネット社会は、どうも自分
の興味関心のあるもの、好きなものだけに飛びつきや
すいという構造になっているというんですね。要する
にインターネットは「検索が容易である」というのが
特徴のメディアですが、これは自分が知りたいと思っ
たキーワードを検索すれば、いくらでも関連する情報
が出てくきます。キーワードに関する専門的な情報な
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どを突き詰めていく、キーワードに関する世界を深掘
りするには、すごくいいメディア環境です。ただ、子
どもたちがそうしたメディア環境に慣れ親しんでい
るがゆえに、今度はキーワード以外の世界とのアクセ
スが減って、結局、社会性のようなものが失われる危
険性があるんですね。 

要するに、世の中というのは、もっと多様な人がい
るし、自分の好きなこと、自分の慣れ親しんだ世界観
を突き詰めるだけではなくて、自分の知らない世界、
他者の世界観と、どのようにアクセスして、興味関心
の範囲を広めていくか?そうしたメディア教育が、非
常に重要になってくると思います。そうしないと、ど
んどんと自分の世界がタコツボ化してしまう。 
レファレンス・サービスでは、専門性の高い、マニア
ックな質問に答える「虫の目」的なサービスだと思う
んですが、ぼくはもっと世の中全般を、世間を、多様
な社会を、俯瞰してみる「鳥の眼」的なサービスも必
要だと思ってるんですね。そうでないと幅の広い人間
になっていかないと思います。 

例えば Amazon で本を買うと、「この商品を買った
人はこんな商品も買っています」といったオススメの
本の案内がでます。あれこそ、まさにインターネット
社会のタコツボ化の象徴で、「A という本を買ってい
る多数の人間の購入データを調べたら、A（́ダッシュ）
という本を買っていた。この人間もきっと A´という
本が好きにちがいない」ということで、オススメとし
て表示されるんですね。 
 これは結局、「あなたはこういう思想の持ち主でし
ょ?こういう思考の人間でしょ?こういう世界観が
好きなんでしょ?」とレッテルを張って、それを補強
してくるんですね。そうすると、商品が売れますから。
その人の嗜好に寄り添った商品やサービスを提供す
る。結局、これはマーケティングで、資本主義の論理
なんですが、これだといつまでたっても自分の世界を
超えません。それ以外の、いろんな多様な本、多様な
世界があることをインターネット社会は提示しない
んです。 

ですが、何の目的もなく本屋や図書館にふらふらと
図書館に入っていくと、Amazon で買うのとは、まる
で違う本の出会い方をします。 

これも思い出話ですが、ぼくは子どもの頃は、夏は
図書館に日参してました。図書館にだけクーラーが効

いてたので、夏休みは「図書館行こ!」ではなくて「涼
しいとこ行こ!」といって図書館にいっていました。
べつに図書館で本を読みたいわけではないんです（笑） 
でも、涼みに図書館にいったんですが、そうすると、
とくにやることがないですから、ふらふらしていたら、
ふと、本棚に目がいって「あ。こんな本があるんだ」
と自分の想像だにしない本と、偶然の出会いをするん
ですね。読みたい本があるわけではないんです。ただ、
なんとなく、図書館にいったら、なんとなく本を見つ
けた。でも、こういうことが、自分の世界観の領域を
横に広げてくれたし、自分の知らない世界に越境して
いく術（すべ）になるんですね。 

それで、話が戻るんですが、先ほどいった学校の先
生は、「直観讀みブックマーカーは、そういう自分の世
界観を広げていくツールであり、そうした教育的効果
があるものとして使ってます」といってくれたんです
ね。直観讀みブックマーカーは、なんとなく手にした
本で遊びますから。自然と、いろんな本を手にしてい
て、自分の世界の裾野を広げたり、鳥瞰的な視野を獲
得したりするんですね。これをぼくは、世界観を広げ
る「ヨコ軸の知性」だといってます。インターネット
が自分の世界観を深掘りする「タテ軸の知識」だとす
ると、直観讀みブックマーカーは「ヨコ軸の知性」で
す。 

レファレンス・サービスの話を聞いていますと、そ
の人の知りたいと思うことに答えるので、これはタテ
軸のサービスですよね。でも「あなたが興味を覚えて
いることと全くちがいますが…」ということを教えら
れるサービスなんかもあるといいですね。タテ軸の知
識とヨコ軸の知性。図書館では深掘りするサービスと
裾野を広げるサービスが、互恵的に、戦略的にあると
面白いことになるんやないかな?と思ってます。 
 
子どもと直観讀みブックマーカー 
井上: 

会場からの質問です。読み上げますと「直観讀みブ
ックマーカーをぜひ子ども達にやってみたい。でも思
春期の気難しい時期の中学生は、本の神様の言葉をど
う受け取るか心配だ。ざっくり言うと固まるのが心配
だ。もし子どもを対象に開催されたことがあれば、ど
んな感じだったか様子を教えていただけませんか」と
いうことです。 
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陸奥: 
小学生くらいの子どもたちにとっては、直観讀みブ

ックマーカーで出てくる言葉の数々は「なぞなぞ」み
たいに解釈しますね。使う本にもよるんですが、小学
校でやった時もわけのわからない言葉がいっぱい出
てくるんですが、「わからんのが楽しい」という漢字で
柔軟に受け止めてました。 

我々が思う以上に、子どもって柔らかくて、いろん
なイメージが膨らんで、楽しむようです。むしろ大人
よりも、そういうイマジネーションは豊富なんで、感
受性豊かに反応しています。 

あと直観讀みブックマーカーは、本遊びなんですが、
ただ話をして終わるんじゃなくて、「しおりを作ろう」
という「ものづくり」の遊びでもあるので、何かを作
るという行為が楽しいようです。さらに、それを誰か
の本に入れて「なぞなぞを仕掛けてやれ!」という行
為が楽しいですよね。夢中になってやります（笑） 

一方、中学生ぐらいになると、もっとちゃんと深読
みが出来ていくので、「こういうことちゃうか」といっ
た話をします。小学生も中学生も謎とか秘密とかが大
好きなので「謎めいた栞をつくろう!」「ミステリアス
なブックマーカーを作ろう!」とけしかけると喜んで
やります。 

難しく考えたら難しくなるのかもしれませんが、あ
くまで本遊びですから。むしろ頭を柔らかくする体操
みたいなものなので、先生や司書の方が思う以上に、
子どもたちの方がすんなりと遊びを受け入れてくれ
て、達人ですね。難しい先生がやると禅問答みたいに
難しくなるかもしれません（笑）。 

あと、子どもたちには、「わけわからんことが大事だ
よ」という話なんかもぼくはしています。「今はわから
ないけど、いつか、わかる時が来るから」「トイレに貼
っておきなさい。5 年後にはわかるから」と予言者め
いたことをいったりするんですね。そうすると、子ど
もたちは不思議なもので、わからないものを、自分な
りに考えて、わかる瞬間が、ほんまに来るんですよ。
それは錯覚のようなものかもしれませんが、その錯覚
の豊かさというのかな。それは、見ていて楽しいです
よ。子どもたちが持つ、潜在的で驚異的な可能性だと
思ってます。「答え」ではなくて「問い」を与える喜び
ですね。 
井上: 

ありがとうございました。楽しいというのは大事だ
と自分でも思うことが多々あります。私も陸奥さんの
まわしよみ新聞や乾さんが企画されたトークセッシ
ョン 「本＋空間（hontasu 空間）Vo.1」に参加して、
やっぱり楽しかったです。参加する側も、やる側もそ
うだと思います。自分の話で恐縮ですが、私は学生時
代に図書館員になろうと思って司書資格を取ったん
ですが、就職してしばらくはあまり熱意もなく働いて
いました。ですが、人事異動で図書館外に出て初めて、
好きな図書館の仕事ができるというのはすごいこと
なんだなとあらためて感じました。一度図書館の外に
出たことが人生を変えたなと思います。 
 
自己研鑽について 
井上: 

次の質問です。「図書館員が様々な企画、イベントを
行おうとした時に、業務時間外に行うものであると却
下されました。職員の自己研鑽も含めて、業務内に人
を育てるべきだと思うのですが、日常業務に押される
傾向、現実があります。このあたりどのようにお考え
でしょうか」というものです。 
乾: 

どういう立場の職員であれ、「まずは自ら井戸を掘
る」（まずは自分の興味・関心を表現し、始めること）
だと思っています。そして、そのために時間を作り出
そうというのが個人的に考えている方向です。うちの
館には正職員も嘱託職員もいるのですが、立場に関わ
りなくやりたい人が手を挙げて、グループで図書展示
などをする。展示企画も、例外もありますが基本は勤
務時間内にやってもらっています。すると不思議なも
ので、自分がやりたいことですから勤務時間内にどう
すればいいかを考えるんですね。ルーティンワークを
見直したり、シフトの関係で打ち合わせに全員揃わな
ければ申し送りをしながらやっていったりですね。そ
んな感じでやっていて、ブックリストひとつとっても
ただリストになっているだけではなかなか利用者に
見てもらえないので、自分たちの思いの丈を籠めた、
読んでもらえるリストを作ろう、そうすると図書展示
も本を並べるだけではなくて、ここにはパネルを作ろ
うといったアイデアが自然と出てくるわけで、それは
実際、利用者に響くんですね。 

ですから、自分たちの仕事を精査して自分たちがや
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りたいことをやるために時間を作る、あるいは思いの
丈を籠める対象を自分たちで作ってしまうことでで
きることはあるんじゃないかなと思います。司書の仕
事は、本来、企画したり編集したりすることが仕事で
はないかと思います。 
井上: 

研鑽についてもう少し伺いたいです。自分自身は仕
事は本来業務時間内にすべきと思いますし、仕事の中
で組織としての能力開発、意識啓発を担保すべきだと
思います。他方、専門職と名乗っていて、勤務時間以
外は勉強も研鑽もしませんというのはプロとしてど
うかなと思います。 
乾: 

井上さんがおっしゃるように業務の中で館内外の
専門的な研修を受けていただくのは当然と思います。
ただ実は、自分が業務外でどういうところにアンテナ
を張って活動しているかというのが、回り回ってもし
かすると役に立つかもしれない。役に立たないかもし
れない。これを役に立ててやろうと思って話を聞きに
行くと大体役に立たなかったりしますね（笑）。陸奥さ
んの話にもありましたけど、意外と与太話してお酒を
飲んでいる時のアイデアが形になったり、そういうも
のかなと思います。あまりにも情緒的かもしれません
が。 
佐野: 

私も与太話は大好きです（笑）。企画・イベントは、
日常業務の中で生み出すには、たしかに気力も体力も
充実していないとということがあります。研修につい
ては、「やりなさい」ということではなく、図書館でフ
ォローしながらやっていくということも必要かと思
います。自己研鑽については勉強という形だけではな
く、図書館の中にいるとその中だけで考えたり物事を
捉えたりしがちですので、外に出て、いろんな方とつ
ながったり、いろんなことを体験したりするのが、業
務にも役立つのかなと思います。当館でも外にアンテ
ナを張っている方、人と関わりを持っている方がいて、
図書館にとってはすごく大きな原動力になっている
と思います。 
 
自分と他者 
井上: 

もうひとつご質問を紹介します。「山﨑氏のプレゼ

ンで、「自分は、何者なのか?」と向き合うとありまし
た。納得です。「自分が何者か」が分かった人たちは、
表現、実現、実践、編集をスタートさせるのかと思い
ますが、世の中どう変わるとお考えですか?コモンズ
（ひらく）→コミュニティ（とじる）になっていく?」。
少し大きな話ですが、もしよろしければ、質問者の方
から意図を説明していただけませんでしょうか。そう
した学びをした子たちがこれから社会の中でどんな
風に行動していくのかという理解でいいでしょうか。 
質問者: 

山﨑さんのキーワードが引っ掛かっただけなので、
漠然としていて恐縮です。陸奥さんの裾野を広げる、
横軸・縦軸という話を聞いて、それが答えになるのか
と把握したのですが。 
陸奥: 

これから、どんな世の中になっていくかはぼくにも
わかりませんが、ぼく自身は「コモンズ・デザイン」
と銘打って、直観讀みブックマーカーやまわしよみ新
聞、当事者研究スゴロクなど、いろんな遊びを作って
ます。それは、結局、「越境する」「他者というものを
想像する」「他者に寄り添っていく意識を持つ」といい
ますか、「世の中は、わからないことがいっぱいあるな
あ」とか「意見や立場が違う人たちがいっぱいいて、
わからないなと思いながらも共生していくにはどう
したらいいか?」とか、そういうことを考える、懐の
深い社会を作りたいなあと思っているからです。 

自分の好きなものばかりで凝り固まってしまうと、
似たような思想のコミュニティ、似たような思考の同
一性集団の集まりになるし、自分たちの正義こそが一
番正しいと思いがちです。そして、そうじゃない人た
ちや物事に対して、やたらと沸点が低いといいますか、
ちょっとしたことで、ヒステリックになって、罵倒し
たり、炎上したりする。他者の痛みがわからない、想
像できない、というのは怖いなあという意識がありま
す。 

自分と違うなと思っても、なぜ違うのか?逆にどう
して自分はこうなんだろうと立ち止まって、ちょっと
考えてみる人になるためにも、世の中は他者に満ち溢
れていて、いろんなことがあるんだ…ということを伝
える場やメディアが必要です。そういう風に思える、
考えられる場を作ろうというプロジェクトがコモン
ズ・デザインです。コモンズは共有地であり、他者が
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フラフラしている場所ですね。他者に対して、いろん
なアプローチをして、考えられる人を育てるような、
そういうことができたらいいなと思ってます。 
山﨑: 

プレゼン資料に書いておきながら言いますが、自分
が何者かわかる中学生はいません。むしろこれで問い
かけたかったのは、自分は何に興味があるのかという
ことです。自分が選んだ研究を面白いと思ってもらう
と、自分はこれを面白いと思っているんだという意識
が芽生えて、他の人は他の分野のことが面白いと思っ
ている気づきにもなります。するとあいつはあいつ、
俺は俺と認め合えるのかなと思います。 
 
パネリストからのメッセージ 
井上: 

ありがとうございます。まとめに代えて、みなさん
から参加者の方々へ一言ずつメッセージをいただけ
ればと思います。 
陸奥: 

直観讀みブックマーカーには Facebook ページ22は
あります。そこではぼく宛にメッセージが送れますし、
ぼくのブログ23も「陸奥賢」とネット検索していただ
くと出てきます。そこにもお問い合わせフォームがあ
るので、質問などがありましたら、いつでもお気軽に
言っていただければと思います。図書館や学校で直観
讀みブックマーカーやまわしよみ新聞、当事者研究ス
ゴロクをやってみたいと思って、陸奥を呼んでいただ
ければ、どこでも行きます。もちろん、勝手に、自由
にやっていただいてかまいません。 
乾: 

生物にもそれぞれいろんな生存戦略がありますが、
人間の生存戦略は社会性だと思います。そして、社会

性というのはいかに多様性を担保するかということ
でもあります。図書館は多様な資料を揃えているので、
いかに多様性を確保するような実験ができるのか、本
を通して、人を通して、これからも考えていきたいな
と思います。ありがとうございました。 
佐野: 

発表させていただきましたとおり、大きなことをや
っているわけではなく、地道に、謙虚にこれからもや
っていきたいなと思います。みなさまからいろんなこ
とを聞いて、これがきっかけとなって、図書館にも還
元できるかなと感じております。最後に、繰り返しに
なりますが、ぜひ徳島にお越しいただければと思いま
す。ありがとうございました。 
上野: 

先ほど企画協力員の方に伺いました。レファ協には
サポーター制度があって、企画協力員の推薦があれば、
誰でもなれるということでした。今日参加された方で
やってみようかなと思われる方は、サポーターとして、
是非、レファ協を盛り上げていただければと思います。
ありがとうございました。 
山﨑: 

教育現場に携わる者として、大人になっても図書館
を使う子どもに育てたいなと思います。今日私がお話
した内容に関しては、根本彰先生の『情報リテラシー
のための図書館24』という本に感銘を受けています。
教育現場を卒業した子が図書館とどうつながってい
くかということが書かれていますので、ご紹介して終
わりたいと思います。ありがとうございました。 
井上: 

パネリストのみなさま、参加者のみなさま、本日は
ありがとうございました。

 

                                                      
22 直観讀みブックマーカー～本と人との新しい出逢い方～ - 
ホーム | Facebook  
https://ja-jp.facebook.com/tyokannyomibookmarker/ 
23 むつさとしのブログ http://mutsu-satoshi.com/ 

24 根本彰 [著]『情報リテラシーのための図書館 : 日本の教
育制度と図書館の改革』みすず書房, 2017.12 
商品詳細（みすず書房ウェブサイト）
https://www.msz.co.jp/book/detail/08650.html 
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