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事後課題(3) 

「研修後の「レファ協」へのデータ作成・登録の現状について述べ、また、研修会の

内容を踏まえて自館のレファレンスサービスをより向上させる視点と方法を提案して

ください。所属組織の見解である必要はありません。個人としてのお考えを自由に記

述してください」 
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レファレンス協同データベースを活用した都立図書館のレファ

レンスサービス向上について 

東京都立中央図書館 冨樫 和行 

１ レファレンス協同データベースへのデータ作成・登録の現状について 

都立図書館では年間 80,000件以上のレファレンスをカウンター、電話、文書、メール等で受け

ている。カウンターや電話で受けたレファレンスのうち、職員内で引継が必要と判断したものに

ついては、記録票に質問日、質問内容、回答及び回答プロセス、調査に使用した資料等を記載し、

保管している。 

レファレンス記録票は、毎月分を内容別（人文科学、社会科学、自然科学、都市・東京関係、雑

誌・新聞関係 等）に分類し、所管係内で回覧している。その中で、事例として登録した方が良

いと思われる事例に付箋を貼っておき、年度末にまとめてレファレンス協同データベース（以下、

「レファ協」という。）及び自館の事例データベースに登録している。 

 東京都では、外部への情報公開に関しては事前に決裁を得る必要がある。都立図書館で受ける

レファレンス件数が非常に多いことや、決裁に係る事務手続きの必要から、当館では「レファ協」

へのデータ登録は個別に行っておらず、年度末にまとめて登録する方法を採っている。上記の理

由から、おそらく今後も現在の体制を大きく変えることは難しいかと思われる。 

 

２ 自館のレファレンスサービスの向上について 

今回の講義において、「レファ協」がそもそも「データベース」である以上、より多くのデータ

登録が必要不可欠であるといったお話があったが、基本的には私も賛成である。多くのデータが

登録されていることは、そのまま利用者が求めるデータに行き着く可能性が高くなることにつな

がると考えるからである。 

その一方で、各参加館における時間的・人的・制度的な制約から、データ登録点数を劇的に増

やすことが難しい場合があるというのも事実である。こうした現状に鑑み、都立図書館が「レフ

ァ協」を活用してよりレファレンスサービスを向上させる方策としては、以下の 2 つが考えられ

る。 

 
 「レファ協」活用案①：「自館のみ参照」の活用 

公開レベルを「自館のみ参照」で登録すれば、東京都事案決定規程による「情報公開に関する

こと」にあたらないとして、よりフレキシブルな登録が可能と思われる。以下に具体的な活用方

法の案を挙げる。 

 「レファ協」活用案①-1：レファレンス事例の館内共有 

主に未解決事例を積極的に登録し、館内で情報共有する。閲覧した職員は、よりよいレファ

レンスツールがあれば追記し、館内全体のレファレンス能力の向上に資する。あるいは、「レフ
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ァ協」の使い方に関する館内研修を実施する。その際に、講師が「自館のみ参照」レベルで登

録してみせることで「レファ協」の構造についての情報共有を行う。 

 「レファ協」活用案①-2：レファレンス研修用の事例の管理 

都内区市町村立図書館向けのレファレンス研修等で紹介したい事例を「レファ協」に登録し

ておく。当館で実施しているレファレンス研修は、ビジネス情報・法律情報・医療情報・東京

情報等テーマ別に分かれているので、「備考」欄に該当するテーマを入力しておくことで管理し

やすい状態にする。 

 
 「レファ協」活用案②：「レファ協」を用いたレファレンスの PR 

「レファ協」は調べもののためのツールであることはもちろん、図書館の PRの手段の一つとし

ても活用できる。例えば、他の参加館と比べると、都立図書館における「レファ協」へのデータ

登録点数は少ないが、データ被参照件数は上位である。こうした実績を館内やホームページを通

じて紹介することで自館を PRするとともに、レファレンス自体の認知度の向上を目指す。 

また、都立図書館職員が登録事例を選ぶ際には、一般利用者が「レファ協」を利用する際の「事

例としての面白さ」の視点が欠けているように思われる。もちろん面白さだけをデータ登録の選

定基準にする必要はないと思うが、アクセス数向上のための一つの指標であることに留意して選

定する必要があると感じた。 

 レファレンスサービスが広く認知されることで、図書館へのレファレンス件数の増加、職員の

レファレンス能力の向上、レファレンスサービスのさらなる認知…といった好循環を生む。 

 

 業務上の多くの制約がある中で、「気軽に」データ登録することの難しさは、職員として身を置

く私自身も痛感している。しかし、だからこそ種々の制約の中でどのように「レファ協」を活用

していくべきか、あるいは「レファ協」を通じて当館のレファレンスサービスをどのように向上

させていくかを、もう一度真剣に議論する段階に来ているのではないかと感じた。 

 

大阪府立中之島図書館 大阪資料・古典籍課のレファレンスサ

ービスを向上させる視点と方法 

大阪府立中之島図書館 大阪資料・古典籍課 灘井 雅人 

１．現状 

大阪府立中之島図書館の昨年度のレファレンス件数は、口頭 35,616 件、電話 9,373 件、文書

559 件の計 45,548件であった。 

大阪資料・古典籍課（以下「当課」という。）では、e-レファレンス（インターネットからの申

し込み）や文書によるレファレンスについては、レファレンス内容を保存しているが、口頭や電
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話でのレファレンスについては、レファレンス内容を保存していない。 

上述のレファレンスのうち、e-レファレンスについては、大阪府立図書館の図書館業務システ

ム（以下「図書館システム」という。）に登録されており、決裁が得られたものは、担当者が大阪

府立図書館レファレンス事例データベース（以下「レファ事」という。）およびレファレンス協同

データベース（以下「レファ協」という。）に登録している。 

また、当課における昨年度のレファ事・レファ協への登録数は、59件であった。 

 

２．問題点 
 当課では、前述のとおり、口頭や電話でのレファレンス内容を記録したものを保存していない。

そのため、どのような質問があって、その質問に誰がいつどのような回答をしたかを一時的にし

か把握することができない。たとえば、同じ利用者の方から同じような質問をされたときに、以

前どのように回答したかがわからないということがあり、回答に時間がかかることがあった。 

 

３．当課におけるレファレンスサービスを向上させる視点と方法 

 当課におけるレファレンスサービスを向上させる方法としては、口頭・電話・文書でのレファ

レンスについても図書館システムに登録することが効果的だと考える。 

 その理由としては、以下の 4つが考えられる。 

1） レファレンス記録として残すことができる 

2） 同じような質問があった場合、類似事例を参照することで、回答にかかる時間を短縮できる 

3） 質問や回答に含まれる語句をキーワードで検索することができるので、探し易い 

4） 図書館システムにレファ事・レファ協へのアップロード機能があるため、レファ事・レファ

協への登録が容易である 

課題としては、以下の 2つが考えられる。 

1）各自で図書館システムに登録するにあたり、マニュアル等の整備や周知が必要である 

2）図書館システムに登録する作業時間の確保 

 

４．おわりに 

以上を踏まえ、口頭・電話・文書でのレファレンスについて、まずは、図書館システムに登録

することを提案したい。そして、図書館システムに登録された事例のうち、館内で決裁が得られ

たものについては、レファ事・レファ協に登録し、一般に公開していければと思う。なぜなら、

レファ事・レファ協の登録データが増えることにより、参加館や一般利用者の方にご利用いただ

ける機会が増えると、さらなるレファレンスサービスの向上につながると考えるからである。 
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事後課題レポート 

和歌山県立図書館 松田 公利 

１ 和歌山県立図書館のレファレンス協同データベース入力の状況 

  和歌山県立図書館では、文書・メールでのレファレンスを一名の担当者が年間数百件の対応

を行っている。調査・回答書作成・文書決裁・回答の事務処理に追われる日々で、再度の精査

でレファレンス協同データベース（以下「レファ協」とする。）に入力（登録）する余力がない

状況である。 

  よって、これまでのレファ協への登録数は数件にとどまり、ここ数年において未登録の状況

が続いている。 

 

２ 和歌山県立図書館におけるレファレンス業務の課題 

(1) レファレンスの担当職員は実質１名であり、レファ協登録はもとより、レファレンス回答を

数名で精査する体制ではない。 

(2) 文書並びにメールでのレファレンス回答は決裁が必要であるため、記録は蓄積されるが、カ

ウンター及び電話での回答内容については定まった記入様式がなく、表に出ないレファレ

ンス事例もある。 

(3) レファレンス対応においてレファ協を活用することが少ないことから、登録に結びつかな

い。 

(4) 事例公開に関するマニュアル等、登録における基準が明確に示されていない。 

(5) 職員間でのレファレンス研修に時間がとれない。 

 

３ レファ協事務担当者研修会に参加して学んだこと 

(1) 公開レベルをうまく活用して、とりあえず入力していくこと。 

(2) レファレンス記録の蓄積にレファ協を活用できること。 

(3) レファ協に定まった記入形式（方法）はないが、一般の方々を意識した分かりやすい表現で

の記入が必要であること。 

(4) レファ協の登録は、クイックレファレンス類も登録の範囲内であること。 

(5) レファ協の活用は、一般の方々への図書館広報にも繋がること。 

(6) 継続調査中（未解決）の事例を公開することで、他の図書館からの助力により 100％の回答

を目指せること。 

(7) 画像掲載には丁寧な著作権対応が必要であること。 

 

４ レファレンスサービスをより向上させる視点と方法 

(1) 当館におけるレファレンス体制の整備をすすめ、回答へのチェック機能を向上させる。 

(2) レファレンス事例公開の基本的な自館マニュアルを作成し、レファ協に関する職員の意識

を向上させる。 

(3) レファ協の公開レベル「自館のみ参照」を有効に活用し、記録媒体としてレファレンス事例

を蓄積させる。 

(4) カウンター及び電話の対応も公開対象として、記録様式の見直し又はレファ協を有効活用

する。 

(5) レファ協への登録においては、各職員の負担増にならぬように、担当者が取りまとめ窓口と

して公開へと導く。 
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(6) 今後、市町立図書館の職員研修におけるレファ協の活用を模索する。 

(7) 郷土関係の事例公開を充実することにより、レファ協における当館の役割を見いだしてい

く。 

 

いわき市立いわき総合図書館のレファレンスサービスをより向

上させる視点と方法 

いわき市立いわき総合図書館 桑原 久美 

１．いわき総合図書館におけるレファレンス協同データベースへのデータ登録の現状 

いわき総合図書館は、平成 17（2005）年のレファレンス協同データベース本稼動時に参加館登

録したが（当時は前身の「いわき市立中央図書館」で登録）、本格的にデータ登録を開始したのは、

平成 19（2007）年のいわき総合図書館の開館後だった。 

現在、一般公開の登録データ数は 532 件（平成 27 年 7 月 28 日現在）となっている。当初は地

域資料のレファレンスを中心に登録していたが、平成 26（2014）年 7月よりクイックレファレン

スも登録対象としたことから、登録件数が伸びている。それに伴い被参照数も大幅に増加し、3年

連続で国立国会図書館より御礼状を頂いている。 

 しかしながら、レファレンス協同データベースの登録事例は、日頃カウンターで受けているレ

ファレンスのほんの一部である。 

当館では、簡易な所蔵調査やクイックレファレンス、電話やメール、文書、ＦＡＸで受付した

ものを合わせて、年間約 4,000件（平成 26年度実績）を処理しているが、そのうちレファレンス

協同データベースへ登録しているのは 200件ほどに止まっているのが現状である。 

 

２．いわき総合図書館のレファレンスサービスを向上させるために必要なこととは？ 

レファレンスサービスを向上させるためには、（１）利用者にレファレンスサービスを知っても

らい、使ってもらう。そして、（２）レファレンスを記録し、情報の共有化を図ることが重要であ

ると考える。 

 

（１）レファレンスサービスをどうＰＲするか？ 

カウンターでレファレンスを受けると、「図書館では、こんなことも調べてくれるんだね」と驚

かれることがある。このように、レファレンスサービスを知らないという利用者は案外多い。で

は、利用者にレファレンスサービスを知ってもらい、活用してもらうためにはどうしたらよいの

だろうか。ここでは、レファレンス協同データベースを活用した広報の方法について考えてみた

い。 
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① ＳＮＳ（Facebook・Twitter）を活用した PR方法 

いわき市立図書館では、Facebookと Twitterを活用した情報発信を行っている。現在、

Facebookページへの「いいね！」は 491、Twitter（@iwakilib）のフォロワーは 356（平成 27

年 7月 28日現在）となっている。 

レファレンス協同データベースでも Twitterの公式アカウント（@crd_tweet）があり、毎日レ

ファレンス事例を紹介（ツイート）している。当館の事例が紹介された際はリツイートし、フォ

ロワーにいわき総合図書館のレファレンス事例を情報発信している。また、いわき市立図書館の

Facebookでも定期的にレファレンス事例を紹介している。 

このように、レファレンス協同データベース以外に「レファレンスを公開できる場」として

SNS を活用することは、レファレンス機能 PRのひとつの手段として有効である。 

 

② API を活用した PR方法 

SNS 以外で「レファレンスを公開できる場」として、図書館ホームページも挙げられる。 

API を活用して自動的に最新事例を表示させるなど、レファレンスサービスを知らない利用者

にもレファレンス事例が目に入る仕掛けを作ることは、PR方法として有効である。特に、地域資

料のレファレンスは読み物としても非常におもしろく、地域を知るための情報として発信する価

値が大きい。レファレンス協同データベースの API を活用することで、図書館ホームページに図

書検索以外の「レファレンス事例」という付加価値をつけることは、図書館の情報発信機能の向

上にも寄与するものと考える。今後、当館のホームページでも API を活用したレファレンス情報

の発信を実現したい。 

 
③ 企画展で「レファレンス事例集」を配布 

先に述べた①②は、インターネットユーザーであることが前提となっている。しかし、図書館

利用者のなかには、インターネットを利用しない方も多くいる。そういった人々に対しては、ど

のようにレファレンスサービスを PR したらよいだろうか。 

いわき総合図書館では、定期的に企画展を開催している。テーマは地域に関するものが多く、

現在は「戦後 70 年、伝えるいわきの戦災」を開催しており利用者の関心も高い。 

試しに、レファレンス協同データベースでいわきの戦争に関する事例を検索すると、16件該

当する。なかには今回の展示では取り上げていない事例もあり、展示を補完する意味でも、レフ

ァレンス事例集の作成、配布は有効である。 

ある一定のテーマで検索、抽出できるのはレファレンス協同データベースの利点であり、この

機能を使い事例集を作成することで、インターネットユーザー以外へのレファレンスサービスの

PRにつながるのではないかと考える。 
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（２）レファレンスを記録し、情報の共有化を図る 

いわき総合図書館は、正規職員、臨時職員、窓口委託職員を合わせると約 50名がシフト制で勤

務している。5分程度で済むクイックレファレンスは臨時職員、窓口委託職員も対応するが、それ

以外のレファレンスは正規職員が対応している。 

レファレンススキルを向上させ、サービスの平準化を図るためには、定期的な館内でのレファ

レンス研修が欠かせない。しかしながら、シフト制であること、担当事業などを持ちそれぞれが

多忙であることなど、全員が揃ってレファレンス研修を行うことが難しいのが現状である。そこ

で活用したいのが、レファレンス協同データベースである。 

レファレンス協同データベースには、全国の図書館の経験豊富な司書による多種多様なレファ

レンスが記録されている。私自身も「こんな調べ方があったのか」と気付かされたことが何度も

ある。このように、レファレンス協同データベースの事例を見ることで、アプローチの方法や、

有用なレファレンスツールを学ぶことができるのである。 

また、地域に関するレファレンスは、経験や地域資料の知識が必要となる。レファレンス協同

データベースに事例登録されていれば、地域資料を熟知した職員が不在の場合でも解決できる可

能性が高い。 

つまり、レファレンスを記録し情報を共有することで、誰が対応しても一定のクオリティの回

答が可能となり、利用者サービスの向上につながるのである。 

 

３．まとめ 

 図書館の中心的機能としてレファレンスサービスは位置づけられているが、それを知っている

利用者は少ない。そして、サービスを提供している私たちも、意識して記録、活用していかなけ

れば「回答して終わり」となってしまうことが往々にしてある。しかし、上手に活用すれば、レ

ファレンスは図書館の魅力を PR することができるツールにもなり得るのである。そのためには、

情報発信が重要になり、レファレンス協同データベースを活用して、もっと図書館のレファレン

ス機能を情報発信していく必要があると考える。 

また、レファレンスとは利用者のニーズを知るためのツールでもある。レファレンスを分析、

検証することで、利用者の興味関心を知ることができ、それを自館のコレクション構築に反映さ

せることができれば、図書館の利用促進にもつながるのではないだろうか。 

以上、いわき総合図書館のレファレンスサービスを向上させる方法について考えてみたが、最

も大切なことは職員一人ひとりが「レファレンスサービスの意義」をよく考え、日々のレファレ

ンス業務に取り組むことではないだろうか。「地域の課題を図書館資料を使って解決することで市

民生活を豊かにする」という公立図書館の使命を、レファレンスサービスを通して実現すること

ができれば幸いである。 
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レファレンス協同データベース事業における所沢市立所沢図書

館の現状と実践 

所沢市立所沢図書館 藤巻 幸子 

（１）所沢市立所沢図書館のデータ作成・登録の現状 

 所沢市立所沢図書館は、中央館（本館）１、地域館（分館）７の計８館体制で運営している。本

館のみが直営であり、分館は全て指定管理者制度が導入されている。レファレンス協同データベ

ース（以下、レファ協）には、毎月 10件のデータを登録・一般公開している。内訳は、本館が 3

件、分館が各 1 件となっている。2015 年 7 月現在の登録数は、一般公開が 178 件となっている。 

2005年に初めてデータ登録を行っているが、その後は登録が途絶えがちになってしまった。2013

年から登録を再開したが、2005年当時の状況と比べて技術面が格段に向上している。当時は手書

きだったレファレンス記録が自館システムの入力フォームから入力できるようになったこともあ

り、容易にデータをアップロードできるようになった。そのことで登録そのもののハードルが低

くなったとも言える。 

レファ協に登録した物はすべて一般公開にしている。当館のホームページからレファ協サイト

にリンクを貼り、自館の事例集としても活用している。 

 

（２）所沢市立所沢図書館のレファレンスサービスを向上させる視点と方法 

 当館では前述のとおり自館システムにレファレンス事例を記録している。よって、レファ協に

登録するものは一般公開するものに限られる。公開するにあたって各館で事例を選択し、本館で

取りまとめをするが、本館送付の前に事例をもう一度見直すこととしている。また、分館から公

開のために送られてきた事例については、本館のレファレンス担当が再度見直しをする。 

利用者に回答した時点では、とりあえず見つかったもの、必要なものに近いものを回答とする

ことが多い。一般公開する際には、もっと他によい資料がなかったか、質問に対しての回答は適

切だったかを視野に入れながらブラッシュアップしていく。さらに、図書館員以外の一般の人が

閲覧することを考慮し、表現が適切か、わかりにくい文言はないかも合わせて見直しをしている。 

また、分館では使えるレファレンスツールに限りがあるので、本館で見直しをすることにより、

本館所蔵のレファレンスツールで回答の補完をする。そうすることで、より精度の高いレファレ

ンスを目指すことができる。そして、通常は目にすることがない本館のレファレンスツールを登

録することにより、分館スタッフのレファレンスのヒントになればと考えている。 

平成 26年度、当館は初めて御礼状の対象館となった。図書館ホームページはもとより、図書館

協議会等のあらゆる機会で、当館レファレンスの PRに活用させていただいている。今年度、ふた

たび対象館になれるよう、担当者が一丸となって努力してゆくことも当館のレファレンスサービ

スを向上させる原動力となっている。 

 

10 
 



事後課題レポート 

東大和市立中央図書館 石井 典子 

 
 研修後の「レファ協」へのデータ作成・登録の現状として、当市では、以前、レファレンス担当

者で打ち合わせをした際、今までのレファレンス記録を「レファ協」へデータ作成・登録をしよ

うということになった。しかし、職員がレファレンス以外の複数の担当を受け持っているため、

業務多忙でなかなかデータ作成・登録が進まない。だが、登録したデータにコメントが付いたり

するとうれしいし、やりがいも感じるので、今後は頑張って作成・登録をしていきたい。 

 研修会の内容を踏まえて、レファレンスサービスをより向上させるためには、当市では、嘱託

員は全員司書の資格があるが、正規職員は事務職として採用され、司書の資格もないまま図書館

業務をすることになり、スタートラインの違いを感じる。この経験の差を埋めるためには、演習

を含む研修会に積極的に参加するなど、場数を踏むことが大切だと思う。 

 

事後課題レポート 

中野区立中央図書館 内藤 愛 

１ 研修の前のレファ協への取り組みかた 

去年「第１０回レファレンス協同データベース（以下レファ協）事業担当者研修会」に参加し

たメンバーからの相談を受け、自館でレファ協をどのように登録していくのか、という事を話し

合った。そこで決まったのが、一度「自館のみ公開」で入力し、ある程度まとまってきたらそこ

から取捨選択して「一般公開」に切り替えるという方法だ。レファ協に参加していながら、今ま

で全く手をつけていなかった為に、整理されていない紙媒体の事例が膨大にある事と、過去の事

例の重複を多く受ける事をふまえ、職員同士のメモ代わりに活用すれば、今後利用者への対応が

スムーズになるのではないかとの意見からだ。レファレンス担当は現在７名おり、全員が時間の

空いた時に紙媒体で受けた質問表を、レファ協に打ち込む作業を行っている。 

すべて「自館のみ公開」で登録したところ、去年一年間で登録した件数は 256 件。レファ協に

参加して以来、初めて御礼状を頂ける事となった。2015 年の 7 月現在までに登録した件数は 195

件となっているので、今年もこの調子で入力していけば御礼状を 2 年連続で頂ける事は間違いな

さそうだ。 

しかし、毎日質問事例は増えていくが、過去に受けた分は殆ど入力してしまったので、これか

らはどんどん質問を受付けていく必要がある。では質問を受け付ける状況は、いまどうなってい

るのか。 

平成 25 年度の中野区立中央図書館のレファレンスサービス状況は、所蔵調査 11,510 件、事項

調査 3,056 件、その他 6,389 件で計 20,955 件であった。これは前年度の 14,207 件を 6,700 件ほ
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ど上回る数字ではある。しかし、前年度とは件数のカウント方法を変えたので、それで比較的数

字が伸びているという事も考えられる。さらに、「図書館員に調べ物の相談等、質問することがあ

りますか」というアンケートでは、平成 25年 11月実施と平成 26年 11月実施を比較してみると、

「ある」と回答した人が 32.4％→29.4%で、「ない」と回答した人が 67.1%→70.5%という結果であ

った。この２点を考えると認知度、量ともに減っている印象を受け、このままでは 3 年連続でお

礼状が頂けるというのは厳しいのではないかと感じている。 

 

２ 研修を受けて参考になったこと 

他のメンバーに対して、比較的レファ協に登録する時間が確保できている私は、去年から今年

にかけて、一番多くの事例を入力してきた。その為、今回の研修に参加させて頂く事になったの

だが、まず自分が全くの初心者であるという事を自覚させられた研修だった。 

レファ協を、職員同士の（もっと細かく言えばレファレンス担当７人の）情報共有のツールと

して活用してきた為に、入力フォームを全く意識せずに入力していたこと。同じ理由で読みやす

さなどは一切考えなかった事。私はガイドラインすら開いた事がなく、こういった基準があった

のか、などと今更知ることが多く、研修中に恥ずかしくなることがあった。しかし今回の研修を

受け、改めて機能や入力の順序を確認できたことは大いに参考になった。 

また、グループで討論したときも、意識の違いというものを教えて頂く場面があった。ある図

書館の方は、ツイッターや fasebookといった SNSを活用してレファレンス事例をアップしていく

など、レファレンスを「見てもらう」という事を前提にレファ協へ登録しているというお話をし

て下さり、とても新鮮に思えた。また、どの館でも担当者というものがある程度決まっており、

その人が統括する事によってレファ協への登録がスムーズに運んでいるように思えた。こうした

違いを知る事ができたのは、今後どのようにレファレンスを行っていくか考えるヒントになった。 

 

３ 今後の取り組み方 

今回の研修では講師の谷本先生が様々な問題定義をされた。「データベースなのだから完璧な答

えを載せるのが正解か」「誰も見ないような事例は載せなくて良いのか」また、繰り返し「かくあ

るべき…とは自分の方からは言わない」ともおっしゃっていた。そこを考えると、レファ協も含

め各館のレファレンス業務に型というものはないのだと思う。「どういったレファレンスを目指し

ていくのか」によって事例を「一般公開」にするのか、職員同士のツールで活用するのかは、違

ってくるのだと感じた。 

自館では、ある程度たまっていた事例の入力も済み、「一般公開」に登録する事例の取捨選択の

段階に入ってきている。「一般公開」のための決裁をとるのと同時に、自館の HP のレファレンス

事例も同時に充実させようという取り組みを行っていく予定だ。という事は、今まで職員同士で

しか見なかったツールを、一般の方に「見てもらう」ものに変更していかなければならず、この

点についての話し合いはまだ設けていない。今後もっとレファレンス担当チームとの話し合い、

もしくはその意見をボトムアップして、中野図書館全体のレファレンスの方向を決定していく必
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要があると思う。 

以下に今月末の館内整理日にむけて相談しておきたい事を整理して挙げさせて頂く。 

・何を基準にして「一般公開」とするか。個人情報が流出してしまいそうな事例や個人が特定で

きてしまう事例を避けるのは前提として、多く受けている常連さんからの偏った専門的なレファ

レンスの選定基準など。あとは細かい入力の基準（例えば件名の入力のしかたなど）を話しあい

たい。 

・「課題解決支援型図書館」を目指しているが、アンケートの結果などを見ると、レファレンスの

認知度、件数ともに十分とは言えず、去年に引き続き課題としてある。今後、SNSなどのツールを

どれほど活用していくのか。また、頂いた御礼状をどういった形で中野図書館のレファレンス業

務のアピールに活用していくのか。 

こうした基本的な事が決定したら、他の業務担当者への周知も行っていきたい。誰でも入力で

きて、引き出せるような形になれば、レファレンス担当者だけでなく、一般カウンター担当者や、

児童カウンター担当者にも、活用されて、もっと大事なツールになっていくと思う。研修に参加

した事を活かして積極的に呼びかけていけたら良いと思う。 

 

事後課題レポート 

八王子市中央図書館 村田 将吾 

 
当館のレファレンス事例登録数は一般公開１件、参加館公開６件、自館のみ参照５５件で、合

計６２件となっている。現在、自館システムにレファレンス事例を登録する仕組みを導入してい

るが、内容は一般公開していない。また、レファ協への登録は適宜だが、あまり登録していない

のが現状である。 

自館システムは更新の時期が数年に一度来て、次のシステムへとデータを正確に引き継ぐ手間

が生じる。一方で、レファ協は継続性が担保されており、正確なデータを保持しておくことが可

能である。長期的な視点で見たときに、レファ協を基幹としてレファレンス事例を登録しておく

ことが図書館職員・利用者にとって有意義なのではないかと思う。 

 研修会で、データベースに大切なのは「データの登録数や多様性」という話を聞いた。また、

その中で「データの正確さは大事であるが、自館のみ参照からブラッシュアップしていけばよい」

という話もあった。確かに、情報が全くないと多くの二度手間を生むことになり、利用者にとっ

ては役立たないデータベースとなってしまう。 

様々な分野の研究を行うとき、まずは先行研究から探すのと同様、レファレンスにも先行レフ

ァレンスを見る仕組みを作ることが大切である。図書館職員や利用者がより多くの情報に接する

ようにするための具体的な方法として、レファ協に自館公開からでも事例登録をし、それをブラ

ッシュアップして、いずれは一般公開するような取り組みが自館のレファレンスサービス向上に
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求められていると考える。 

 

事後課題レポート 

横浜市中央図書館 調査資料課 賀本 理美 

１ 横浜市中央図書館のレファレンスサービスについて 

  横浜市中央図書館は３つの課から構成され、レファレンスは私が所属している調査資料課が

担当している。 

  調査資料課では、窓口、電話、電子申請等によりレファレンスを受け付けており、窓口と電

話のレファレンスは受け付けた職員が回答している。電子申請等のレファレンスはすぐに回答

できるものはレファレンス担当が、回答に時間を要するものは各部門の担当が回答している。

平成 26年度に受け付けたレファレンス件数は約 1,300件／月（所蔵調査は除く）に上る。なお、

このレファレンス件数には、横浜市職員を対象としたレファレンス（業務で必要な情報の調査）

及び横浜市立図書館へのレファレンス支援（当館以外の市立図書館が自館資料で解決できなか

ったレファレンスについて、調査資料課が改めて調査する）も含んでいる。 

 

２ レファレンス協同データベースへのデータ登録について 

 (1) 現状 

   当館では、電子申請等のレファレンスは全て記録し、窓口と電話のレファレンスはなるべ

く記録するよう努めている。この記録を基に司書職員が内容を確認し、今後役に立つと思わ

れる事例は全て、誤字脱字の修正、書誌事項等の補記、専門用語の置き換えなど最低限の修

正を行った上で、決裁を取ってレファレンス協同データベース（以下「レファ協」）に登録し

ている。この際、内容の確認と修正は司書職員が分担して行っている。 

 (2) 第 11回レファレンス協同データベース事業担当者研修会を受講して 

   研修を受講し、ほかの参加館の状況を知れたことは大きな収穫だった。当館では毎年度末

にレファ協の登録マニュアルを見直しているので、今回の収穫を次回の見直しに活かしたい。

また、ほかの参加館の状況で特に印象に残ったのが、レファ協の登録事例を SNS で紹介し、

それを見た市民が来館されたことが時々あるという事例だ。当館では SNS は実施していない

が、ホームページのトップで一般書と児童書を１冊ずつ紹介するコーナーを設けている。同

様にホームページのトップでレファ協の登録事例を紹介できたら、レファレンスサービスの

PRにつながるのではないかと思った。 

 

３ レファレンスサービスの向上について 

  今後、当館のレファレンスサービスを向上させるため、レファ協を活用した対策について次
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のとおり考察した。 

 (1) レファレンススキルの向上 

   レファレンススキルの向上には、数多くのレファレンス事例に触れて経験を積む必要があ

る。当館は横浜市立図書館の中でもレファレンス件数が多く、レファレンス事例の記録も多

く蓄積されている。多くのレファレンス事例に触れることができるため、レファレンススキ

ルの向上を目指すには恵まれた環境であるといえる。しかしながら、レファレンス事例の記

録には事実調査のほか単純な所蔵調査が多く含まれているにも関わらず、レファレンス事例

を確認する時間が少ないのが現状である。レファ協への登録事例は事実調査のみで誤字脱字

などを見やすく修正されているので、これをまとめて定期的に職員間で共有できれば、効率

よくレファレンス事例に触れることができ、レファレンススキルの向上が望めるのではない

だろうか。 

 (2) レファレンスサービスの PR 

   当館が受け付けたレファレンス件数は２年連続で減少しており、件数の減少が今後も続い

ていくことを避けるため、レファレンスをより PRしていく必要がある。現在はホームページ

にレファレンスの案内のほかレファレンス事例集のページもあるが、自分でレファレンス事

例を検索しなければならない。ホームページのトップでレファ協の登録事例を紹介するコー

ナーを設けることができれば、検索の手間を省ける上、ホームページを見て気になるレファ

レンス事例があれば気軽に見ることができる。多くの人にレファレンス事例を見てもらえる

ことは、レファレンスサービスの PRにつながるだろう。 

 

４ 最後に 

  現在は目の前の業務をこなすことで精一杯であり、その改善や向上にまで目が届いていなか

った。今回の課題を通じ、レファレンスサービスの向上について考えられたことは、私にとっ

て大変いい機会となった。すぐに実施することは難しいし、私の案では穴だらけの部分も多々

あるだろうが、今後の業務に活かすことができればいいと思う。 

 

相模大野図書館におけるレファレンス協同データベース作成・

公開に係る現状、課題および今後の展望について 

相模大野図書館 司書 清野 愛子 

 
これまで私は、レファ協データベース（以下レファ協）を実務で活用した経験がなかった。一

方で、27年度より新たにレファレンス担当になったため、入力事例の最終校正や決裁処理をする

ことになり、今回の研修に参加させていただくことになった。研修を受け、レファ協のミッショ
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ンや基本的機能、有用性について理解を深めるとともに、自館が今どの程度レファ協活用のため

の土壌整備ができているのかを始め、課題や改善点もおぼろげながら見つけることができた。 

 

相模大野図書館では、レファレンス業務を含めカウンター業務全般を窓口委託しており、レフ

ァレンス受付から回答、レファ協への入力といった基本的業務は委託業者が担当している。市職

員でレファレンス担当である私の分掌は、レファ協に係る部分においては上述のとおり、入力事

例の最終校正と、公開レベルの決定などを含めた決裁処理である。 

 

研修を受け、自館では思っていた以上にレファ協活用のための土壌が整備されていることが分

かった。例えば、統一されたフォーマットで紙ベースの相談受付票がすでに存在し、かつ定着し

ていることや、質問受付からレファ協への事例入力はレファレンスカウンターに入る全スタッフ

が行う流れが定着しており、専任レファレンス担当にかかる業務負担が分散されていること、ま

た調整役として専任レファレンス担当が存在し、特定の人の目を通した事例の校正がなされてい

ること、そして「レファ協への事例登録マニュアル」が整備されていること、などである。 

 

主な課題は、事例の最終校正に時間と労力がかかり負担となっている点である。上述した「レ

ファ協への事例登録マニュアル」の利点は“体裁を整え、客観的に誰でも見やすく、誰でもきれ

いに入力できる”という部分にあるが、同時に“マニュアルで規定された言葉遣い、記号の使用

などに囚われ、校正に多くの時間がかかってしまう”欠点もある。実際に当館では、その部分で

作業フローが滞ってしまうことで公開に至っていない事例が多くストックされており、それは担

当者間で一番の課題と認識している部分でもあった。 

一方、今回の研修でレファ協のミッションのひとつに、データベースとして有用性の高いもの

とするために登録件数を増やす必要性があることを知った。当館の課題とレファ協のミッション

を考慮すると、事例の体裁が完璧であることよりも、入力・公開件数を伸ばしていくことが優先

されるように思う。今後の事例の最終校正の際には、その点を念頭に置きたい。 

 

また、研修では講師や他の参加メンバーから様々な客観的視点で事例を見ていただいたおかげ

で、何気なく使用している表記や語句について改善点を見つけることができた。具体的には、「Ｏ

ＰＡＣ」といった専門用語を「図書館検索システム」に修正したり、郷土の地名や人名によみを

いれることなどである。事例登録マニュアルの見直しを行い、一般の方が読みやすく、かつ関心

を持てるような記述を意識したい。 

 

最後に、レファ協へのデータ登録数やアクセス数の多い図書館には、国会図書館からお礼状を

いただけると研修で知り、ぜひ努力したいと思った。図書館のサービス指標、目に見える成果の

ひとつとしてお礼状を活用していくため、公開に係る時間の課題を整理し、他の担当者と協議の

上、職員一丸となって件数を伸ばしていきたい。 

以上 
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袋井市立図書館のレファレンスサービスをより向上させるには

（その視点と方法）  

袋井市立袋井図書館 豊田 ますえ 

◆研修後の「レファ協」へのデータ作成・登録の現状 

①当館での研修後の「レファ協」へのデータ作成・登録の現状 

私の勤務する袋井市立袋井図書館は、平成 21年 9月末にレファレンス協同データベース事業

（以降「レファ協」）に参加した。今年の９月で丸６年が経過するわけだが、私が今回第 11回

担当者研修会に参加しようと思ったきっかけは、当館がまるっきりレファ協を活用していなかっ

たからである。 

結論からいえば、これまで当館での「レファレンス事例」のデータ登録は、自館のみ公開・参

加館公開・一般公開の全データを合算しても実質『０件』。“研修後の「レファ協」へのデータ

作成・登録の現状”をお知らせしたくとも、今回事後課題で作成したデータ一件のみ、としか報

告できないというのが現状である。 

②当館のレファレンスサービス記録方法の現状 

当館は 1階の一般・児童図書フロアと 2階のレファレンス室との２カウンターでレファレンス

を受け付けている。それぞれの階で受けたレファレンスを紙(ノート)に記録して残しているが、

後から一切活かされていない。1階のノートはクイックレファレンス中心、2階は郷土資料とレ

ファレンスツール（アナログ・デジタル）の使用が必要な問合せへの回答中心で記録される。し

かし、当然のことだが後日参照したくとも検索の方法がないため、累々とノートだけが残されて

きた。また、図書館システムへの登録やエクセル入力等のテキストデータの作成も行っていな

い。従って、ノートを読んでここ数日の事例の引継メモとして参照するか、件数を把握しレファ

レンスの受付件数を集計することにしか役立ってこなかった。 

 

◆研修会の内容を踏まえて自館のレファレンスサービスをより向上させる視点と方法 

◇レファレンスサービスをより向上させる視点 

①当館の今後の図書館サービスのあり方（デジタル化資料）とレファ協の活用 

冒頭に述べたとおり、全くレファ協を活用してこなかった当館であるが、なぜ今回研修会に参

加しようと思ったかお話ししたい。 

近年、国立国会図書館がデジタル資料関連事業の推進に努めていることに注目していた。これ

まで国立国会図書館は、我々図書館員を含めて、地方にいる者にとってはどうしても、“少し縁

遠い・敷居の高いところ”とイメージせざるを得なかった。しかしインターネットの普及に伴
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い、デジタル資料の利用にあたっては距離による利用の障壁は低くなり、取り除かれつつある。

非来館型利用者にとっての恩恵が大きくなってきていると感じている。 

そんな中、「デジタルコレクション」の図書館配信事業が開始された。前述の通り国立国会図

書館から離れている館ほど恩恵も大きく、当館も参加を希望しているのだが、ネックとなるのは

閲覧環境を整備するための予算獲得で、苦労して積算した今年度予算は要求したが財政厳しいな

か措置されず、大変残念な思いをした。 

そういった背景の中、来年度予算で措置されるように財政当局に対して導入の必要性をいかに

伝えるか、ヒントを得たいという気持ちから、３月に関西館で実施された「デジタル化資料活用

セミナー」に参加した。 

当館のような中小規模の図書館で『いったいどのくらいの頻度でデジタル配信資料の閲覧希望

があるか』と考えれば、現在のところ『年に（多くても）数回程度しか見込めない』。しかし、

これからの図書館資料のあり方や、図書館サービスの方向性を考えれば、無視できない取り組み

だと考えていた。そんな折りにセミナーに参加することができ、その思いを深めた。 

セミナーでは事例発表が行われ、参加者からの質問に発表者がご回答くださった。そこでは、

やはり私が考えたのと同じように『どんな人が・どのくらい使うのか』という質問があった。発

表者をはじめとした複数の導入館からの回答を聞くと、「利用者から具体的なタイトルの閲覧申

込みがあることは少ないが、職員のレファレンスから行き着く」ということだった。 

そこで、わたしはこれまで「レファ協」を全く顧みてこなかったことに思いが至った。「デジ

タル配信」の活用のためには職員のレファレンス力の強化が欠かせないのだ。すなわち「デジタ

ル配信・図書館送信」の導入と併せて「レファ協」を活用することにより、双方が効果を発揮し

利用されていく、ということだ。そして、「『デジタル配信』はどのくらい使われるの？（使わ

れないのに）」という意見には、『使う・使わないという次元では無く “レファレンスツール

の一つ”として活用し、それはこれからの図書館の果たす役割としてますます重要な業務となっ

ていくであろう“レファレンス”の一環として、使われるように
．．．．．．．

館を挙げて取り組むべきこと

で、図書館の使命の一つだ』と答えようと思った。そのためには何とかしてレファ協を使い始め

たいと考えていたところ、これまで存在すら知らなかった本研修会の今年度開催を知り、参加す

ることができたのだ。 

②なぜ今、当館でレファ協の活用が必要なのか 

私は当館に平成 25年度に異動してきたが、当初、自館がレファ協に参加していることを知ら

なかった。特に引継ぎもなかった。それまで勤務していたのは地域館で、高度なレファレンス事

例に対応する必要に迫られる場面はそれほど多くなかったため、中央館が担当しているレファ協

について考えが及ぶことは無かった。 
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また、この５～６年の間、先輩の正規職員司書が次々に定年退職し、司書の正規職員が補充さ

れないなかでの図書館運営を迫られ、図書館で担うべき全てのサービスを、もう 1名いる正規職

員の司書と捌いていくだけで精一杯、という数年間を送ってきており、レファレンスサービスの

向上に取り組むところまで手が回らなかった、というのが正直なところであった。 

ただ、ベテランの職員がいなくなることで確実に、所蔵資料に関する知識やこれまでのレファ

レンスの蓄積が失われ、館のレファレンス力が低下したと感じていた。経験の浅い職員が多くな

り、インターネット上の情報を検索してヒットした結果のみを利用者に回答として提示したり、

レファレンス回答に使用できる資料を探すのに時間がかかるうえ、適切な資料にたどり着くこと

ができなかったりするケースが増えているのではないかという懸念があった。また、それを補う

べき私の世代の職員はレファレンス以外の業務に忙殺され、腰を落ち着けてレファレンス事例に

取り組んだり OJT に取り組んだりする時間が捻出できなくなっている。 

ただ、当館のレファレンス記録を読み返すと、「袋井市に関すること」の事例が多く、なおか

つ繰り返し尋ねられる事例も多いことに気づいた。これらを記録し問い合わせがあったときに参

照できたら、どれだけ職員と利用者の時間が節約でき、労力が軽減されるだろうかと考えてい

た。効率的に回答できれば、浮いた時間は別の仕事に振り向けることが出来、例えば目録や二次

資料の整備など、レファレンスサービスの向上に備えた業務が行える。その他、クイックレファ

レンスにおいても、ベテランの職員には大した労力がかからない事例であっても経験の浅い職員

では適切な資料に迅速に結びつけられない場合もあり、そういった際に過去の事例が簡便に検索

や参照ができたら、大変有用ではないかと考えていた。少なくとも私の世代の職員が持っている

スキルやノウハウを、何らかの形で残し、他の職員に伝えることができないか頭を悩ませる中、

レファ協の事業についてすこしずつ知るところとなった。 

当館のような中小規模館でこれを活用しない手は無いと思いながらも、事業について予備知識

ゼロだった私がレファ協にデータ登録したり活用したりするには、「入力の決まりを知らない」

「機能を知らない」「マニュアル（ガイドライン）を読んでいる時間が無い・疑問を聞ける人も

いない」ましてや「参加館 ID・パスワードがどこにあるかわからない」等々、使う以前に諦め

たくなるような精神的な抵抗感があった。 

それでも、ID・パスワードが無くても一般公開事例が検索できることを知り、研修参加が決ま

って事前課題などに取り組むなかで、レファ協が役立ったあるレファレンス事例があった。 

当館所蔵のレファレンスツールはそれほど潤沢では無く、所蔵していない資料についてはレフ

ァレンスに使用できるはずもなく、自館の資料のみで対応して回答としてしまうことが往々にし

てあった。それを補完する国立国会図書館や県立図書館等へのレファレンス依頼も、利用者から

の要望が無ければ行わない職員が多く、回答の質にもバラツキがあった。私の受けた事例も当館

の資料のみでは行き詰まってしまい、さてどうしたものかと思ったときに、ふとレファ協を思い
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出した。そのものズバリの事例が無くとも、類似の事例があれば、レファレンスツールを探す手

がかりになると考えたのだ。 

結果は読みの通りで、類似の事例から回答を得られそうなレファレンスツールが見つかり、県

立図書館の蔵書を検索したところその資料を所蔵していたため、その資料を中心に調査をお願い

し、回答を利用者に提供することが出来、大変喜ばれた。つまり、当館のような中小規模で職員

がレファレンスにそれほど長けていなくても、レファ協を使うことで、職員数の多い、資料数の

潤沢な、レファレンスに長けた専門の職員がいる図書館のスキルが、自館・自席に居ながらにし

て参照できるのだ。このメリットを自館の職員に伝え、個々の職員の回答のレベルアップにつな

げたい。 

またもう一つ、他館の力を借りるだけでなく、当館の事例を登録することで、特に当市関連の

レファレンスについては他館に参照していただくこともできる。公開データを作成することは、

当館の業務を“見える化”し、見えにくいと言われる図書館の“働き”を、レファレンス業務を

通じて『事例』『件数』として行政内部の職員へ情報発信・PRでき、図書館への理解を得る手

段ともなる。これにより、例えばレファレンス業務関連予算（ソフト・ハード）が付きやすくな

る等の副産物が得られたら、レファレンスの向上にもつながる。同時に市外の多くの方に「袋井

市」について知っていただく情報資源ともなるというメリットがあることを、本研修を通して確

認することが出来た。 

◇当館でレファレンスサービスをより向上させる方法 

 ここでは、当館でレファ協を活用することによるレファレンス向上の具体的な方法として、現

在考えていることを挙げる。 

まず、これまでの紙媒体への記入方式をやめ、レファ協への直接入力→「自館のみ参照」で全

件を登録することとしたい。本来は自館の入力規則を定める必要があるが、あまり形式を整える

ことにこだわりすぎると、登録へのハードルを上げてしまうことにもなりかねないため、取り組

み当初は必須事項についてごく簡単に決めておき、ハードルをできるだけ下げておきたいと考え

ている。そしてその中から当面の間はレファ協担当者がデータの整備やチェックを行い、参加館

公開・一般公開データへブラッシュアップする方法を考えている。長期的には、レファ協担当者

を定期的に変更し、事業担当者研修会等への参加を通して事業への理解促進や当館での取り組み

へのモチベーションの維持を図っていきたい。 

 まずはレファレンスを担当している職員全員を集め、近々今回の研修会の報告を行う予定であ

る。その際は、レファ協の目的と当館で活用することのメリットを伝えることが大切と考えてい

る。 

ほとんどの職員がレファ協のページすら開いたことの無い中だが、最終的には一般公開データ

入力まで担当していけることを目指したいと考えている。一般公開のためには責任を持ったデー
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タを作成することが求められ、業務を通じて自身のレファレンススキルの向上にもつながる。 

 また、研修の報告と合わせて、登録画面の説明を行い、『管理番号の採番ルール』や、『登録デ

ータの公開種別』と『当館での公開ルールとチェック体制・決裁ルート』など、実際の活用に向

けての共通理解を作り上げていきたい。同時にレファレンス担当者には登録用 ID、pass を周知し

たい。ログインしないことには入力に取りかかれないし、レファ協のページを開く習慣を各職員

が身につけることが、取り組みへの第一歩かと思う。 

◇最後に 

「デジタル化資料活用セミナー」での関西館職員の方からの挨拶に『（デジタル化資料図書館配

信は）これからの公共図書館のインフラになる』という言葉があったが、レファ協についても似

たことが言えると思う。 

レファ協のデータは自館の職員のみならず、全国の参加館職員、一般のネットユーザーにも広

く共有される。全国の図書館が一斉にレファ協のデータ作成・入力に取り組み、そのデータを活

用したならば、レファ協を活用することが公共図書館をはじめ各館種の図書館でのベーシックと

なったならば、図書館の世界や web上に全国の図書館員の経験とスキルが共有化、提供され、大

変な恩恵をもたらすことと思う。 

研修を通じて、このデータベースをより良いもの、使えるものにするのは一人一人の図書館員

の日々の取り組みの積み重ねであり、「図書館」をより良くしていくこととも重なりあっている

ことを自館の職員に伝え、今後の取り組みにつなげていきたいと考えている。 

以上   

 

事後課題レポート 

安城市中央図書館 図書係 杉山 正悟 

 
本市のレファ協参加状況としては、昨年１１月から登録を開始し、現在登録件数が８００件を

超えた。また、今回の研修で被参照数が統計で取れることを知り見てみたが、今までで２６００

０件参照されていた。 

登録する上で重要なのは、見た人が検索しやすい、わかりやすい登録を心がけることだが、業

務の中で、研修で登録した内容レベルの品質を維持することはとても労力がかかる。今回は研修

ということで、皆さん気合の入ったレファレンスを登録していたが、通常業務の中では、無理と

のことであった。そのため、まずは調査を再現できる程度の内容で回答、回答プロセスを作成し、

余裕が出来たときに適宜内容を充実させていくくらいの気持ちで作成すべきであると感じた。 

レファ協の有用性はとても分かっているため、本市スタッフへも広めていきたいが、紹介する
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だけではなかなか使われないので、業務の中で実際に触ってもらう機会を設け始めた。これまで

は、レファレンス担当のスタッフたちが紙ベースで書かれたレファレンスをレファ協に入力して

いたが、レファ協に直接入力も出来るようにし、レファレンス担当がそれを管理する形に変えた。

また、今回の研修を生かしてスタッフにレファ協の使い方研修を行う予定である。 

一般公開について、意見交換会で他市の担当と話していて感じたことだが、館長や上司の決裁

が必要なところが多かった。そのため、データ登録やちょっとした変更をするのにも動きが鈍く

なってしまう。本市は一般公開の可否を担当に委ねてもらえるため、ある程度柔軟に運用できて

いるのはいい傾向だと感じた。 

自館のレファレンスサービスを向上させるために、レファ協を使い始めた。レファ協には、自

館のデータだけでなく、他の公立図書館、大学図書館、学校図書館のデータも見られる。他館の

データをレファレンスの参考にしつつ、レファ協に自館のレファレンスを蓄積していき、自館の

傾向を把握して、サービス向上に努めていきたい。 

 

大阪市立図書館レファレンス業務における国立国会図書館レフ

ァレンス協同データベースの活用について 

大阪市立中央図書館 利用サービス担当 小西 敏章 

「レファ協」へのデータベース作成・登録の現状について 

大阪市では、全 24 区に 1館ずつ図書館が設置されており、西区にある中央図書館がその中枢を

担っている。レファレンス業務においても中央図書館にあるレファレンスルームで全市のサポー

トを行っており、「レファ協」への事例登録においても中央図書館職員が中心となって行っている。

作業量の差はあるが、中央図書館閲覧室職員約 30名が何等かの形で登録作業に関わっていること

になる。 

 
事例登録に至る流れについては、メールレファレンス・地域図書館からのレファレンス支援・

クイックレファレンス以外の窓口、電話などからの質問について調査を行うが、その際、カウン

ター等のローテーションのためレファレンス担当者が代わるため、従来までは紙媒体の「調査相

談経過表」に記入し、申し送りをしながら回答に至るという経過になっていた。平成 26年度の図

書館ネットワークシステム更新を機にレファレンス管理システムを導入し、レファレンス経過及

び回答をシステムに直接入力する方法に順次変更し、紙媒体での記録は必要最低限に減らしてい

る。「レファ協」への事例登録については、このレファレンス管理システムを使って行っており、

システムに入力された回答・回答プロセス・参考資料等に入力された情報から、レファ協への事

例登録用のデータを自動生成したものを登録している。ただし、自動生成される仕組みにはなっ

ているがデータベース登録用に開発されたシステムではないため、初回登録後の点検・修正は不
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可欠となるが、従来からの紙ベースの記録から事例登録に至るまでのプロセスを考えると、作業

量は減っているが、事例登録数の伸び悩みは日々の業務の繁忙が障壁となっているものと思われ

る。 

 

レファレンス管理システムの導入は、地域図書館との連携もリアルタイムで行うことが可能と

なったので、レファ協事例登録においても今後、登録作業に関わることも期待できる。また、大

阪市では各区の郷土サービスの充実にも取り組みを進めているため、事例登録候補も更に増えて

いくと思われる。日々増加するレファレンス記録に対する事例登録数の割合の少なさが目下の課

題である。 

 

レファレンスサービス向上にむけて 

大阪市立図書館はレファ協への参加は早くから行っているが、自身は今春の異動で閲覧室勤務

となり、初めて事例登録に関わるようになった。これまでレファ協データベースは、全国の様々

な種類の図書館が参加し、有益なレファレンス事例を登録し、レファレンス業務に役立つもの、

つまりは、図書館員のためのデータベースという印象を持っていたが、今回の研修を受講して、

図書館員のためのものではなく、一般の利用者のためのものであり、図書館が役に立つものであ

ると認識してもらうための広報手段の一つでもあるとの講師の言葉が強く印象に残った。また、

実際の登録作業においては、たくさんのレファレンス記録のなかから、登録候補を選ぶ作業をし

ているが、このことについても、選別をする作業よりも登録数を増やすことが大切であり、登録

に値する「質」については、利用者にレファレンス回答を行っている段階で、すでに担保されて

いるとの言葉があった。実際に業務の中で行うには、個人情報などの問題や、根強い有益情報を

登録すべきとの思い、繁忙の問題などから、困難なことは多くあるが、事例登録に関する共通認

識をはじめ、登録事例を増やす方法を模索していきたいと思う。 

 

事後課題レポート 

枚方市立中央図書館 阪上 宏一 

1.枚方市の登録現状 

 枚方市は平成 21年度にレファレンス協同データベース事業（以下「レファ協」と略）に加盟し、

その年に 3 件登録している、以後、平成 22 年度に 4 件、平成 23 年度に 2 件登録した後、3 年間

登録実績がなかった。平成 24年度の人事異動でそれまでの担当者が異動しており、その影響もあ

ると思われる。 
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2.レファレンス事例の蓄積 

 レファ協に登録してはいないが、レファレンス事例の蓄積はある。平成 26年度の事例を数える

と、分館を含めて 156 件の事例登録があり、平成 27 年度も 6 月 30 日現在 23 件の事例登録があ

る。レファレンス受付がないということではない。 

 

3.今後について 

 枚方市のレファレンス事例の記録様式は、レファ協の入力フォームとは異なる部分もあり、そ

のまま登録は出来ないが、補足調査の実施、あるいは項目不十分のまま登録の方針で動くことは

出来る。 

 また、記録様式を可能な限りレファ協の入力フォームの項目に近づければ、レファ協への登録

はより一層しやすくなると思う。 

 いずれの方向で動くにせよ、直近 3 年間の登録がなかったことを踏まえ、レファレンス事例を

枚方市立図書館の組織内だけではなく、全国で共有する方向へ動くことについて、職員の理解を

より深め、かつ職員間で共有しやすくする方向で、記録様式や、分館から中央図書館への連絡方

法などの見直しを実施していきたい。 

 

4.システムの視点から 

 レファレンス事例を記載する全国的な統一フォーマットは、知りうる限りでは、レファ協のも

のしかないのではないだろうか。そうであれば、各図書館システムにフォーマットを搭載しても

らえば、あとは記載内容の確認とレファ協への登録作業だけになり、よりスムーズに登録が進む

のではないだろうか。 

すべての事例をレファ協に登録するのではなくても、各館で登録した内容を図書館システムで

確認できるようになれば（可能であれば蔵書データとの紐付けも出来るとなお良い）、レファレン

ス業務の改善に役立つのではないだろうか。 

これまでの図書館システムを見るときに、蔵書管理と利用者管理の面ばかり見てきたが、今後

はレファレンス事例管理の面も見ていこうと思う。機会があればシステムベンダーと意見交換し

たい。 

福山市中央図書館におけるレファレンスサービスの現状と，レフ

ァレンス協同データベースを活用してのサービス向上について 

福山市中央図書館 岡崎 寛子 

１．福山市中央図書館のレファレンス協同データベースへのデータ作成・登録の現状について 

 まず，福山市中央図書館でのレファレンスサービスの現状について説明する。 
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 福山市中央図書館では調査・相談カウンターが窓口となってレファレンスを受け付けており，

職員は調査・相談担当７名である。レファレンス業務専任ではなく，皆それぞれ開架室管理やヤ

ングサービス，ビジネス支援サービス，郷土資料担当，相互貸借などを含めて兼任している。基

本的にレファレンスを受け付けた職員が回答まで行い，時間がかかるものや難しい質問の場合，

他の職員が応援する形となっている。2014 年度のレファレンス件数は 1,041件であり，内訳とし

ては，窓口受付 892 件，電話受付 142 件，文書受付 7 件であった。ただし統計件数は日々受け付

けした件数を控えているものを足し上げており，レファレンスの内容及び回答の記録を残してい

るものはその一部にすぎない。 

 レファレンスの記録は「レファレンス票」という様式に手書きで記入する形で残している。様

式は，質問者情報（名前，連絡先等），申込日，質問，回答，照会先，備考といった項目から成る。

レファレンス票の多くは回答終了後に記入するため，確認したが回答に結び付かなかった資料ま

では記録に残らない場合が多い。また，クイックレファレンスの記録は少ない。レファレンス票

記入後は所定のファイルに綴るだけなので，意識してファイルを確認しなければ他の職員が対応

したレファレンスについての情報を得られない現状である。 

 次に，レファレンス協同データベースへの登録の現状について述べる。 

 レファレンス票から郷土に関する事例を抜き出し，「自館のみ参照」でデータ登録している。私

が調査・相談担当となった２年前は，調査・相談担当職員のうち２名がデータ登録担当として入

力を行ったが，昨年は登録担当が１人となり，時間がとれずデータ登録が行えなかった。自館の

み参照で登録を行っているとはいえ，レファレンス票からデータ登録を行えるように再調査（参

考資料の書誌事項の確認や分かりやすい表現への変更等）するのが負担となっているのが課題で

ある。また，登録事例を郷土に関する事例に絞っているため，比較的複雑な質問・回答を登録す

ることが多い。 

 

２．自館のレファレンスサービスをより向上させるために 

 重要なことは，①職員の意識向上と②レファレンスの記録を残す環境整備及びレファレンス協

同データベース（以下「レファ協」）へのデータ登録の流れの明確化だと考えている。 

まずは職員に，レファ協がどういうものなのかもっと知ってもらい，レファレンスツールの一

つとして利用する習慣をつけてもらうことが第一だと考えている。そうすることで様々な事例に

触れ，個人のレファレンススキルが上がっていくと思う。また，分かりやすい記録がどういうも

のか感覚的に身に付くと思う。 

その次に，(１)レファ協に自館のレファレンス事例を数多く登録していくことで，類似質問が

あった際，容易に検索が可能になること，(２)図書館サービスの一つとしてのレファレンスサー

ビスについての広報の一つとして使える，といったメリットを知ってもらうことで事例登録の前

段階としてのレファレンス票への記録を積極的にしてもらおうと考えている。自分が行ったレフ

ァレンスの記録がどのように活用されるのかを知ることは，記録を残すという作業へのモチベー

ションを上げることにつながると思う。 
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 ②について，業務利用のインターネット端末の配置の関係で，レファレンスを受けたらすぐに

レファ協へ入力するというのは難しい。そのため，現在のレファレンス票への手書き記入という

運用を続けることを考えている。しかし，記入様式については見直しを行い，記入の負担が大き

くならず，なおかつレファ協への登録の際に入力しやすい形，再調査が負担にならない形に変更

するよう検討している。具体的には，参考資料の書誌情報を統一した形で記入できるようにする，

また，項目に回答プロセスを追加して，回答にはつながらなかったが確認した資料を記入できる

ようにする，といったことである。そして何より，今後レファ協へデータ登録をしていくために，

“一般の利用者が読んで分かりやすい書き方で書く”という意識でレファレンス票を記入しても

らうよう職員に説明していくことが研修で学んだ私の役割だと考えている。記録にあたっては，

この内容，書き方，詳しさ，表現でいいのだろうかという悩みが付きまとうが，誰が読んでも分

かりやすい書き方を目指すというのは，レファレンス記録を利用するすべての利用者（もちろん

図書館職員，自館職員も含む）にとって望まれることだと思う。 

 このようにして，まずはレファレンス票を積極的に記録していき，事例を増やしていこうと考

えている。そして，今後レファ協への登録事例を拡大していくために，現在郷土に関する事例に

限定して登録しているため「郷土―○○」で行っている管理番号の採番ルールの見直しや，作業

フローの再確認を行う必要がある。また，一般公開に向けての流れをきちんと決めておく必要が

あるため，職員間で協議し，決裁への事務手続きなどを決定していこうと考えている。 

 また，実際の登録にあたっては，他の業務に押されてデータ登録作業へ行きつけていない現状

があるため，毎月の登録目標数を決めて入力していこうと考えている。 

 

 レファ協を利用し，レファレンスの記録が活用されることで，利用者へもレファレンスサービ

スについて説明・紹介しやすくなる。また，職員のレファレンススキルも向上し，さらにレファ

レンスサービスが充実していく。そういった将来を目指して一つずつ事例登録を積み重ねていこ

うと考えている。 

 

神奈川大学横浜図書館におけるレファレンス協同データベース

事業への参加の現状と今後について 

学校法人神奈川大学 図書館総合サービス課 小池 孝昌 

1.現状 

 神奈川大学横浜図書館ではこれまで 100 件を超える案件をデータベースに登録してきたが、こ

こ数年間は登録を行えていない。これはレファレンスの担当職員が変更となり、同時期に入退職

者が多かったことで業務の負担が増したことが原因である。 

 レファレンス業務の実務は業務委託としており、大学職員がレファレンス相談を実際にカウン
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ターで受けることは研修を除けばほぼなく、一方でデータベースへの「登録」は基本的に職員が

行うことと取り決められている。この業務区分けが職員、委託先業者双方から登録への意識を奪

っている。 

 大学図書館ならではの事情もある。例えば学生からの相談事例は講義の課題に直結しているこ

とが多い。この場合、相談内容を一般公開すると講義を担当する教員に不都合である可能性があ

る。かと言って教員から許可を得ることも簡単ではない。 

 一方で神奈川大学横浜図書館は横浜市の住宅街に位置し、一般利用が多くレファレンスサービ

スの潜在的な需要が見込まれるのも確かである。 

 

2.今後 

 まずはレファレンスサービスの利用を増やすことを考えていきたい。現在新一年生に対し、図

書館利用のガイダンスを行っているが、サービスの紹介は時間の都合上、簡単な物になってしま

う。 

 また無料配布しているパンフレットにはレファレンスサービスは「資料が見つからなかったら」

利用してほしいと書かれている。これはこれで間違っていないと思うのだが、司書ではない利用

者からすれば少々敷居の高い書き方ではないかと思う。 

 そこでまずは学生に対してよりサービスを紹介していく機会を作りたい。単独のガイダンスと

し、実際にどのような問い合わせにどのようなステップで回答したかをレファ協データベースを

活用して紹介したい。 

 事例が増えてくればそれをもとにデータベースへの登録を増やしていくことが可能である。登

録を増やすためには相談を受け付けるスタッフと登録を行う職員との意思疎通が不可欠である。

登録の基準や流れなどをきちんと決めておくことで、事例登録を行うことを業務の流れの一環に

取り込めるようにしたい。 

 

3.おわりに 

 図書館員のうち大学職員は人事異動もあるので数年で交代する可能性が高い。そのために担当

者が交代してもサービスの質が維持できるよう、仕組みを整えて置く必要がある。個人的には数

年間事例登録が行われていなかった理由が主に担当者の交代によるものという点は気にかかって

おり、自分が図書館を離れた際にも引き続き事例登録が業務として行われる形を作っていきたい

と思う。 

 

27 
 



レファレンス協同データベースへのデータ作成・登録の現状お

よびレファレンスサービス向上に向けた視点について 

神戸芸術工科大学 図書館事務室 水川 啓子 

 
レファレンス協同データベースへのデータ作成・登録の現状およびレファレンスサービス向上

に向けた視点と方法について、以下に述べる。 

 

1. レファレンス協同データベースへのデータ作成・登録の現状 

本学では平成 23 年 8 月よりレファレンス協同データベースに参加し、「自館のみ参照」で事例

の登録を行っている。 

平成 20年度より回答するのに手間を要した内容のみ Excel に記録しており、そちらの記録をレ

ファレンス協同データベースに登録、以後も回答に時間を要したものを事例として登録している。 

それ以前はレファレンスの受付件数のみ記録していたため、質問の内容は不明である。 

「自館のみ参照」で登録している事例は、教員から依頼されたものが多く、個人情報保護のた

め、一般公開できないのが現状である。 

また、事例として取り扱うほどではないが、職員間で共有しておきたいレファレンスに関する

情報については、Excelに記録し、使い分けをしている。 

こちらは、よくある問い合わせ、レポート・課題に関する内容を各学科事務室、教員より事前

に情報提供してもらった内容について Excel に記録しており、それに対する回答方法をレファレ

ンス担当者が追記し、開示できる内容については、回答禁止事項に触れない程度にホームページ

に公開している。 

Excelの記録は、同じ内容の問い合わせがあった場合の回答時間の短縮化、利用者へのサービス

提供にできる限り差異がないようにすることを目的として使用している。 

クイックレファレンスに関しては、事例、Excelともに登録はしていない。 

 

2.レファレンスサービス向上に向けた視点と方法について 

自館のレファレンスサービス向上に向けて、より多くの人にレファレンスサービスを利用して

もらうという視点で、レファレンスサービスの周知、カウンターを訪れやすい環境整備、職員の

技術の三点に改善を加える。 

まず、周知については、「OPAC」「レファレンス」等の専門用語をわかりやすい表現で説明し、

レファレンスサービスに関する広報を充実させ、利用促進を図る。 

そして、サービスを利用してもらえるようなカウンターを訪れやすい雰囲気、声をかけやすい

ような人の対応、環境整備を心がける。 

最後に、職員のレファレンス技術を上げるための研修会を定期的に行い、技術向上に努める。 
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本学図書館では、レファレンスを上達させるために必要な勉強方法、資料の紹介(この本を読ん

で、事例を試すと上達する)、外部の研修(国立国会図書館の遠隔研修)などの紹介、初心者がよく

する失敗談、レベル別の文献の探し方問題を作成している。 

それを基にした職員研修でレファレンスの技術が向上したが、長時間の確保が困難なため、同

様の研修を定期的に行えず、活用しきれていないため、職員のレファレンス技術が一定ではない

のが現状である。 

特に、レファレンス協同データベースは他のデータベースに比べて認知度が低く、聞いたこと

はあるが使ったことがないか、用途を理解できていないために活用できないのが実態である。 

現状の問題点を解消するために、まずはレファレンス協同データベースの用途、登録の意義に

ついての周知を行う。次の段階で自館の事例について説明し、回答方法、自館の図書館の特性、

問い合わせの種別を学ぶ。基礎技術の習得に伴い、他館の事例を解くなどの練習を重ね、最終的

に事例を登録できるようにするというように、段階を得て技術を習得する。 

その他のデータベースについても同様にレファレンス担当者が技術、データベースの理解度を

高める研修を定期的に行い、レファレンス技術が向上するように改善する。 

上記の図書館における環境、職員の対応、技術力が改善され、利用者によりよいサービスを提

供できれば、レファレンスサービスの向上につながるのではないかと思う。 

 

3. レファレンス協同データベース研修会を受けて 

これまで、レファレンス協同データベースは図書館司書同士の情報共有、初心者に向けた教育

のためのツールと認識していたが、今回研修会に参加させていただき、一般利用者への情報ツー

ルでもあることを受けて、事例の登録の仕方、登録の意義、レファレンス協同データベースの使

い方について見直す必要性を感じた。 

現在、レファレンスの手がかりを得るためにインターネットで検索すると、検索結果の上位に

レファレンス協同データベースの事例、リサーチ・ナビの調べ方が掲載される頻度が高くなって

きたように感じる。 

インターネットの普及により、「検索」という行為が特別なことではなくなり、レファレンス協

同データベースの存在を知らなくても、誰でも利用することができる。 

今や図書館司書だけが使用するツールではないことを改めて認識し、「図書館」という枠組みで

従来のサービスを提供するだけでなく、時代の変化に応じた図書館サービスについて改めて考え

るきっかけとなった。 

今後は、可能な限り公開し、図書館間での情報共有をしながら、読み手にわかりやすく、興味

をひくような内容を心がけ、利用者にとって身近なツールとなるように勤しもうと思う。 

ともすれば図書館司書としての目線でサービスを考えがちだが、初心に立ち返り、利用者のた

めの図書館であることを念頭に置き、「図書館」という機関が利用者にとってより身近な存在と感

じられるような環境整備を目指し、満足度の高いサービスを提供できれば、図書館の利用促進に

つながるのではないだろうかと思う。 

29 
 



 

事後課題レポート 

公立大学法人神戸市外国語大学 学術情報センターグループ 図書館 河野 幸徳 

1. レファレンス協同データベース(以下，レファ協)へのデータ登録の現状 

 当館では 2005 年頃からレファ協に参加し，少ないながらもデータ登録を行ってきた。 

 データ登録までの手順は，担当者ごとに管理番号を割り当て，公開レベルを「自館のみ参照」

として，レファ協に担当者が直接データを入力する方法を取っていた。 

 データ公開までの手順は，データを登録したタイミングでグループウェアを使って情報を共有

し，グループ内職員全員の確認後に，「一般公開」へと公開レベルを変更し，再度グループウェア

で周知する，という手段であった。 

 このような手法で 2005年に 1件，2006年に 8件のデータ登録があったが，以降 2012年まで更

新が途絶え，2013 年の第 9 回レファ協担当者研修での事後課題(2)による事例が 1 件あり，合計

10件の登録となっている。 

 

2.自館のレファレンスサービスをより向上させる視点と方法 

 現在のレファレンス記録は，質問処理票という紙媒体で保存しているが，割合としては所蔵調

査が多く，レファレンスの受付数自体もさほど多くはない。 

 レファレンスサービスの向上には，まず担当者のレファレンス経験の蓄積が必要であると考え

られる。当館には英語，ロシア語，中国語，イスパニア語(スペイン語)の語学担当司書がおり，

その分野のレファレンスで未解決となっている事例に関する知識を持っている可能性がある。そ

こで，レファ協で未登録となっている事例で外国語学関連のデータを検索し，グループウェアで

共有することでレファレンス経験の蓄積にもなると考える。未解決の事例はそれぞれの館で一度

は回答を試みた難解事例ともいえるため，何か気付いた点があれば情報を寄せてもらえるよう依

頼している。得られた情報は事例提供館へコメント機能を使い，提供したいと考えている。 

 

3.最後に 

 レファ協は司書の専門性を前面に出した広報ツールとしても活用できると考えており，その中

でも年間事例登録数などが一定以上に達した参加館に送られる，国立国会図書館からの礼状は広

報効果が高く，その図書館が外部から評価されている証にもなると考えられる。 

 先にも述べたように，当館ではレファレンス受付件数自体が少ないため，礼状送付の条件を満

たす可能性は低いが，コメント機能を通じて，この事業に貢献したいと考えている。 

 また，当館では少ないながらも特別文庫を有しているため，特別コレクションへの登録も検討

していきたい。 
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事後課題レポート 

神戸大学附属図書館 田中 志瑞子 

1. 当館におけるレファレンスの現状と「レファ協」 

 神戸大学には 9 つの図書館があり、筆者が配属されている総合・国際文化学図書館は、全学の

1、2 回生と、国際文化学部の学生、院生を主なサポート対象としている。9 館中、来館者数のも

っとも多い図書館であるが、ある程度の調査を要する質問を受けることは多くない。これは利用

者の多くが、本格的な研究を始める前段階の 1、2回生であることや、そもそも図書館職員に質問

をして良いのかわからない、もしくは質問しづらいと感じているためではないかと思われる。 

 当館はこれまでレファレンス記録を付けておらず、レファレンス事例のデータ作成、登録も数

年途絶えている。レファレンス協同データベース事業担当者研修に参加した後も状況は変えられ

ていないが、研修に参加したことで、レファレンス記録を付けることを習慣づけたいと考えるよ

うになった。 

 

2. 負担にならないレファレンス記録の付け方 

 レファレンス記録を習慣づけるには、負担にならず、かつ汎用性の高い方法であることが望ま

しい。 

 利用者から質問を受ける経路には、電話・FAX・E-mail・カウンターで直接の 4 通りがあるが、

ある程度の調査が求められる質問はおおむね、カウンターで直接、学生から受けるように感じる。

また、カウンターへ来て質問する学生は、自分でもできる限りの調査をしているか、指導教員か

ら「図書館の人に聞いてみるように」と指示されていることが多い。学生がこれまでに行った事

前調査や、教員の指示内容から、ヒントや検索キーワードを導き出せることもあるため、こちら

からも質問を返しながら調査することになる。 

 このような状況で記録を付けるとなると、専用の用紙に手書きが妥当だろう。レファレンスの

経験が浅い筆者としては、記録用紙に利用者への基本的な質問事項や、調査に役立つサイトなど

が記載されているとうれしい。用紙に記録を書き残すことがレファレンス解決の近道になるので

あれば、記録を残さなければいけない…と負担に感じる気持ちも軽減されるように思う。 

 しかし紙媒体での記録は、職員間での共有が難しい。質問者に対して回答できたあとは、その

レファレンス事例を Excel 等の形式で、職員なら誰でもアクセスできる場所に保存しておくべき

だろう。「自館のみ参照」レベルでレファレンス協同データベースに登録することも考えられるが、

データベースにログインしなければ「自館のみ参照」データは閲覧できないため、登録したデー

タが活用されにくくなるおそれがある。ただし、いつでも事例が登録できるよう、レファレンス

協同データベースの HP で公開されている「入力用ワークシート(Excel)」に事例を蓄積すると良

いのではないか。 
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3. 学生が「図書館の人に質問して良いんだ」と気づけるように 

 カウンターに座っていると、「こんな質問をして良いかわからないのですけど…」と言いながら、

研究に関する文献の探し方を質問する学生に出会うことがある。おそらくこの学生の背後には、

図書館職員に質問しない多くの学生がいるはずであり、私たちは質問しづらい雰囲気を作ってい

るだろうかと反省させられる。 

 今回の研修で、自館の HP 上にレファレンス協同データベースへのリンクを貼るなどし、自分た

ちが受けたレファレンス事例を紹介している図書館があることを知った。レファレンス協同デー

タベースという大きな枠組みへ登録したデータを、自館の利用者へ向けて再度発信する、優れた

方法だと思う。当館の HPで同じことができるかはわからないが、本学の学生に対して「図書館の

人に質問して良いんだよ」とアピールする手段として、レファレンス協同データベースが活用で

きればと考えている。 

 

4. おわりに 

 筆者はこれまで、質問者へ回答を届けることがレファレンス業務のゴールだと思っていた。し

かし研修を通じて、レファレンス記録を付けることが自分の調査の振り返りになることを実感で

き、レファレンス記録の蓄積が図書館業務のアピールにもなると気づくことができた。これから

は、質問者へ回答を届けたその先も意識しながら、レファレンス業務にあたりたいと思う。 

 

事後課題レポート 

東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス図書館 高橋 美幸 

（１）「レファ協」へのデータ作成・登録の現状 

  本校は品川キャンパスと荒川キャンパスに図書館がある。また、私の勤務している品川キャ

ンパス図書館は、校舎を共用している産業技術大学院大学の図書館でもある。利用者は高専生が

中心であるが、大学院生は社会人がほとんどで、時間帯によって利用者層が異なる。品川キャン

パス図書館の所蔵資料数は、高専分が約 6万 8千冊、大学院分が約 1万 8千冊と少ないながら

も、それぞれの専門分野の資料をはじめ、高専生用の一般教養書、英語多読図書、小説など幅広

い資料がある。 

 レファレンスについては、コピー機の使い方や予約取寄せの方法、書架に探している本が見つ

からない、といった質問がほとんどで事項調査や文献調査は数少ない。 
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ただし、私自身がこの４月から品川キャンパス図書館に配属されたばかりで、まだまだ所蔵資

料や配置場所についても覚束ないこと、利用者から言われた図書のタイトルも専門用語が含まれ

ていると即座に漢字変換できないというレベルであるため、どんな質問であれ緊張してしまう。 

レファ協へのデータ作成・登録も今回の研修参加にあたり、過去の事例で未登録だったものを

他の職員の助けを借りながら初めて入力したという状況である。 

自館データに登録されている事例も未だ満足に見ることができていないが、今後は、一緒に勤

務しているもう一人の職員とともに、積極的に自館データの蓄積を進めていきたいと考えてい

る。 

  

（２）自館のレファレンスサービスをより向上させるために 

① 情報共有・自学自習のツールとして活用 

当館では、職員２名で業務を行っているため、日々交替勤務となり１週間顔を合わせないこと

もある。入館者数が 1 日 100 名程度なので、それほどカウンターが混雑することはないが、業務

の引継ぎや情報共有は日報やメール連絡になってしまうこともある。 

 レファレンスに関しても、現在はお互いが受けた事例をメールや口頭で伝え合うことで情報共

有を図っているが、私のように異動間もない職員にとっては、過去の事例が決まった形で蓄積さ

れ、いつでも参照できる状態で残っていれば大変参考になる。 

また、同様のレファレンスが発生した場合、対応する職員によってサービスの質に差異を生じ

させないことにもつながり、過去の事例を参照することにより自館資料についての認知度向上に

も役立てることができる。 

さらに本校では、品川キャンパス図書館と荒川キャンパス図書館でレファ協の IDを共有してい

るため、お互いの所蔵資料やレファレンス事例についても知ることができる。 

今後は、クイックレファレンス的な事例も躊躇わずにどんどん入力するよう努めるとともに、

自館データを有効に活用するため、備考の使い方やデータを公開する際のダブルチェックをどう

するかなど自館の方針についても他の職員と話し合いを進めていきたいと考えている。 

 
② レファレンスを楽しむ 

今回の研修に参加してみて、図書館職員でありながら日頃遠ざかっていたレファレンスの面白

さに改めて気がついた。ご当地に関する事例ということもあったのかもしれないが、質問も各地

域独自の内容で、その図書館ならではのコレクションが活かされた回答プロセスが見られ、とて

も興味深かった。 

 レファレンスサービスをより向上させるためには、人的、時間的に限られた環境にある中でも、

図書館職員ができるだけ楽しんでレファレンスに向き合っていくことも大切なのではないかと思

った。 

 利用者の中にはカウンターに質問しづらい、どの程度のことなら質問してよいのかわからない
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という人も多いと思われる。図書館職員が利用者からの質問に前向きに答える姿勢や雰囲気をも

つこと、何か探していそうな様子の利用者には職員から積極的に声をかけていくことを日々心が

け、潜在的なレファレンスを掘り起こしていきたい。 

  

レファレンスは、一つこなせば必ず自分の身になり力となる。未解決事例でもその道筋を記録

しておけば、後に誰かが解決策を見つけてくれるかもしれないし、調査プロセスだけでも誰かの

助けとなるかもしれない。 

記録を残す過程では、自ずとレファレンスインタビューや調査内容を見直す作業が発生する。

今回の研修会でお話があったように、調査プロセスの再現性を考えて事例登録を行うことによっ

て、レファレンス力も養われていくのではないだろうか。 

レファレンス事例が少ない当館ではあるが、まずは過去の未登録事例などから次につなげる意

識を持って自館データの登録をしていくことがレファレンスサービス向上のための第一歩になる

と考える。 

 

事後課題レポート 

愛知県女性総合センター情報ライブラリー 稲垣 玲香 

１．愛知県女性総合センター情報ライブラリーのレファレンスサービスとその記録の現状 

 当ライブラリーは、女性総合センターが開館した平成 8 年に開所し、途中、指定管理者制度が

導入されたが、スタッフは開所時からいるベテランを含め、キャリア 6 年以上の者６名で構成さ

れており、全員がレファレンスサービスをしている。専門図書館として、男女共同参画や女性問

題についての質問を受け付けているが、来館による質問がほとんどであるため、近隣住民へのサ

ービスとして、収集方針とは異なる「一般」の質問にもできうる限り回答している。 

平成 22 年にレファレンス協同データベースに登録することを目標に、「レファレンスの情報の

整理」担当ができ、私が初の担当となってから、紙に手書き→Wordに入力→レファ協配布の「入

力用ワークシート（Excel）」に入力→レファ協 Web サイトに直接登録と、試行錯誤を経ながら記

録方法を変えていくことで、「自館のみ」の公開だが、クイックレファレンスを含むほぼすべての

レファレンスを登録することができるようになり、昨年度は登録数において「お礼状」送付対象

館となった。 

現在は、スタッフ全員が質問・回答・プロセス・作成日などの、基本的な情報だけで登録した

事例〔クイックレファレンスは除く〕を、整理担当者１名が NDC やキーワードの付与、体裁の統

一等の「清書」をする体制をとっている。担当者としては負担に感じることもあるが、他のスタ

ッフの事例登録におけるハードルを低くすることで、コンスタントに事例が登録されるようにな

った。 
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2．レファレンスサービスを向上させるには 

 専門図書館では、専門分野（当館の場合は女性学・女性史・男女共同参画など）のレファレン

スについては、スタッフ全員が一定の水準で回答することが求められていると思うが、当ライブ

ラリーの場合、小規模館であるため、自館内で継続的に研修をする余裕が人的にも時間的にもな

く、レファレンス能力の向上については、個々の努力に委ねられているのが現状である。 

 ベテラン職員が不在で、頼る者がない時、自分なら何に助けを求めるか？と考えたとき、真っ

先に浮かぶのは「過去の事例」である。レファレンス情報の整理をして気づいたことの一つに、

類似した質問が意外に多いことが挙げられるからだ。内容は違っても使用するツールや照会した

機関など、先人の事例はとても参考になる。しかし、記録はしていても振り返る機会がないため、

普段はこうした過去の事例は埋もれてしまっているのだ。 

 また、こうした過去の事例がそのまま活用できるかと言えば、一般の方はもとより、同じ図書

館員が見ても、質問・回答の意図やプロセスが不完全または未記入である等、当人に自覚はない

が、回答者以外の者にはわからない状態で記録されているものが多い。せっかくの事例が質問者

と回答者の２者だけの満足（回答を得た・できた）で関係性が完結してしまっているのはもった

いないことだとは思うのだが、日々の業務に加え、長い時間を費やしてそれらを推敲し、「使える

状態」に成形していくことは難しいのが現状である。 

予算の関係で、貴重なコレクションや有料データベースを備えることは難しくとも、「財産」で

ある事例を活用できる状態にしておくこと、公開・非公開を問わず「他者の目」を意識してレフ

ァレンス事例を記録することは、レファレンスサービスを向上させる最も手近な手段ではないか、

と私は考える。 

今回の研修会で、何回も言われていた「一般の人にも分かる表現」で「一般の人が手順を追っ

ても、回答が再現できるプロセス」の書き方を、スタッフ全員ができるように、少しずつでも働

きかけていきたい。 

 

あおぞら財団付属西淀川・公害と環境資料館（エコミューズ）

におけるレファレンスサービス向上について 

あおぞら財団 林 美帆 

１ 研修後の「レファ協」へのデータ作成・登録現状について 

 エコミューズは図書館ではなく資料館である。そのため、レファレンスの根拠が図書ではなく、

一次資料となることも多い。尼崎市立地域研究史料館の勧めがあり、2014年度にレファレンス協

同データベースに登録を行ったが、図書をベースとしたレファレンスの書き方に戸惑い、特に「回

答プロセス」と「回答」の違いが分からず登録ができないままとなっていた。「回答」の中に「回

答プロセス」が含まれなければ、なぜそのような答えになったのかが分からないのではないかと
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感じたからである。 

 今回、研修に参加したことで、このレファレンス協同データベースに登録している機関の大多

数が図書館だと理解できたことは非常に大きな収穫であった。つまり、尋ねられた事例について、

図書の検索をすることで情報を探し、伝えるということがなされているということが分かったか

らだ。レファレンスというのは、そういうレベルのことを指していることが私にはわかっていな

かった。だからこそ、回答と回答プロセスの欄が分かれているのかということが分かったのだ。

他の地域でも探すことができる情報を、回答プロセスで共有することに需要があるのだと理解で

きた。 

実際、レファ協で「公害」を検索してみたところ、刊行されている図書の情報、もしくは我々

がＷＥＢサイトに掲載している情報を載せているものが多かった。そして、不確かな情報も掲載

されていた。図書館から現地に問い合わせることはないだろう。図書に掲載されていることが真

実だという前提を崩すことはないからだ。すでに明らかにされている情報を取り扱う図書館と、

一次資料を扱っている資料館との間にある壁は何か、そしてその壁への対処法は研修に出ても答

えは出なかった。 

 専門分野を持つ資料館や公文書館がレファ協に登録すれば状況は変わるであろう。図書館と資

料館の間にある「見えない壁」について国会図書館が対策を講じることができるならば、おそら

く登録件数が増えるのではないだろうか。 

研修を受けたことにより、登録へのハードルが下がったが、未だ、この壁に阻まれている。研

修で行った登録と、自館のみ参照の 1件しかまだ登録はできていない。 

 

2 自館のレファレンスサービスをより向上させるために 

・すでにある質問に答える（Ｑ＆Ａづくり） 

１）良くある質問を箇条書きで書き出す作業をする。（個人作業） 

２）質問について、資料館の定例会議で優先順位について議論をする。 

３）締め切りを決めて、質問の回答をレファレンス協同データベースに登録する。 

４）自館のホームページにレファレンス事例をリンクする。 

 

・これからのレファレンスサービスについて 

１）外部からのレファレンスを記録する。 

２）資料館の定例会議で、レファレンスの記録を発表する 

３）定例会議にて、レファレンス協同データベースに掲載するべきレファレンスを決める。 

４）掲載したレファレンス事例を自館のホームページに掲載する。 

５）掲載したレファレンスをニュースレターに掲載する。 

 

研修を受けたことによって、登録件数を増やせば、同じ土台に乗ることになり、図書館に自館

を認知してもらえる可能性が増えることを理解した。 
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そこで、来館者のレファレンスに応えてから登録するのではなく、自館のホームページにＱ＆

Ａ集を作ることを想定して、レファ協に登録すればいいのではないかと考えた。 

この基礎的なＱ＆Ａができたのちに、外部からのレファレンス記録として登録する流れを作れ

ば、自然に登録件数を増やすことができると思われる。 

 

事後課題レポート 

トヨタ博物館ライブラリー(図書室) 大迫 百合 

 
トヨタ博物館ライブラリー(図書室)は、2015年 7月現在で 723件のレファレンス事例を「レフ

ァ協」へ登録している。当館の登録事例を見て頂くとわかるように、他の一般図書館のそれより

もシンプルに作成している。このスタイルを貫くのは、読み手にストレスを与えないため、また、

読みやすくすることで多くの一般の人の目に留めて頂けることができればとの思いからである。

また、当館の事例内容は、殆どが車関係のものである。表現方法も独特で、質問内容は「トヨタ

博物館ライブラリー(図書室)では・・」からはじまるように登録するのが伝統である。 

今回の研修を通して実感したのは、自館のレファレンスサービスを向上させるためには専門図

書館ならではの事例を積極的にどんどん登録していくことが重要だということだ。 

先にも述べたが、当館は車の専門図書館であり、レファレンス事例は自動車関連のものがほと

んどである。よって、他の一般の図書館に比べてジャンルは限られている。 

しかし、当館には一般の図書館では所蔵の無い資料を使った事例が多くある。これは一般の図

書館のお役に立てることができるのではないか。 

研修時の発表の時間に、当館の事例を取り上げて頂いたグループがあり、「トヨタ博物館ライブ

ラリー(図書室)では・・」から始まるスタイルを「質問内容に機関名を入れることで、一般の方

への PR になる」と評価して頂いた。また、社史をつかった事例だったこともあり、「社史などは

郷土史にも役立つ。しかし一般の図書館では所蔵していないことが多い。だからこそ、専門図書

館の事例をデータベースで共有することにレファ協の意義がある」と言って頂いた。その時「専

門図書館だからこそできることがある」と実感した。専門図書館特有の事例を、積極的に一般へ

公開することで、当館がレファ協へ参加する意義もあると改めて感じた。そのためには、たくさ

んの事例を一般公開・参加館内登録することが大切である。未完成であれ、シンプルすぎる事例

であれ、可能である限りは事例を公開することを心掛けていこうと考えている。図書室を訪れる

お客様だけではなく、他の図書館やインターネットを通して一般の人へ情報を展開することこそ、

レファレンスサービスを向上につながるのではないか。 

また、逆を言えば、専門図書館の側からすれば、一般の図書館の事例をレファ協データベース

を通して知ることができるのは大変ありがたい。他館はこうやっているのかと参考になる。レフ

ァ協をどんどん活用して、今後のレファレンスサービスの向上に繋げたい。 
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