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巻頭言

I-LISS Japan Chapter: はじめての総会と研究大会
大城 善盛

(Journal of I-LISS Japan 副会長・編集長)

2019年 10月 27日（日），相愛大学の本町学舎で，2019年度の I-LISS Japan Chapterの総会と
研究大会が開催された。2017年に I-LISS Japan Chapter（設立期は LISSASPAC Japan Chapter）
が設立されてからの初めての総会であり，研究大会であった。
総会においては，会計報告に加えて，会員が 26人に増えたこと，本部との関係で生涯会員と年会
員の 2種があることが報告された。また，支部の仕事の複雑さが増してきたため，3人の副会長職が
設置され，新しく 2人が副会長に選出された。一人は国際交流と雑誌の編集担当，もう一人は 2022

年に日本に招聘予定の I-LISS International Conference の開催担当になった。さらには，顧問職も
設置することが決まった。
研究大会は，I-LISS 会長の Oh 博士に加えて，スウェーデン西部学校図書館協会会長の Fredrik

Ernerot氏がゲスト・スピーカーとして来日なさり，また，会員以外の方の参加もあり，意義のある
研究大会になった。Oh博士の英語による講演の通訳は関西学院千里国際中等部・高等部の司書教諭
の中野ひかる会員が務め，Ernerot 氏の英語による講演の通訳は相愛大学講師の岡田大輔会員が務
めた。
2つの基調講演に加えて，2つの研究発表もなされた。1つは，中島幸子会員（同志社大学非常勤
講師），坂下直子会員（京都女子大学非常勤講師），大城善盛会員（元同志社大学教授）の共同研究発
表で，タイトルは「AASL“新学校図書館基準”の概要と意義」であった。発表は中島会員によってな
された。2つ目の発表テーマは大城善盛会員（元同志社大学教授）会員による「専門職団体としての
香港図書館協会と JLAの比較」であった。
基調講演も研究発表も Q&A の時間も設けてあったので，質問も活発に行われた。特に Ernerot

氏の講演の際には，遠い北欧からのゲスト・スピーカーということで，「20分」という長い質問の時
間を設け，情報交換による貴重な情報が得られるよう配慮されていた。（巻末に付けた「2019 年度
I-LISS Japan Chapter研究大会プログラム」も参照。）
この総会と研究大会においては，締めくくりとして懇親会が企画された。Oh博士は日程の都合で
懇親会には参加できなかったが，昼間は諸般の都合で参加できなかった会員も参加し，Ernerot氏を
囲んで賑やかな懇親会になった。
I-LISS Japan Chapterとしては初めての研究大会であったが，研究大会だけで終わらせるのは勿
体ないということで，このジャーナルに特集号として掲載することにした。次年度以降も研究大会が
開催され，このジャーナルに特集号として掲載されることを期待したい。
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講演

Publishing a New International Journal:
From the EIC’s Perspective of a Korean Journal

Dong-Geun Oh (呉 東根)

(Professor of Keimyung University, Korea;

President of I-LISS, International Library and Information Science Society)

1 INTRODUCTION

Scholarly journal is a kind of most typical traditional channel to communicate the research

outputs and results among academic and scholarly community. Most of scholars have not only

tried to publish their articles in the well-known good journals, but also have read so many articles

published both in domestic and international journals. Because of the above reason and others,

the numbers of scholarly journals have been increased continuously responding to the requests

from scholars as well as the related markets which have now become a kind of good business to

make big money. For example, “Elsevier’s profits swell to more than £900 million,” and “profit

margin in 2017 was 36.8 per cent” (Matthews 2018). In another side, there have been so many

kinds of “pay and publish” “predatory” fake journals making bad use of the researchers’ needs

to be published easily, and then evaluated well and be promoted (Oh 2018).

From another perspective of scholars, they must be want to submit and to be published their

articles in well-known famous ones, but they also want to it more conveniently. In this regard,

they will try to find good journals familiar to them for their manuscript to be successfully

published without any difficulties. However, most of influential journals have been published

in Europe and North America, whether the commercial publishers publish or not. This means

that scholars in other areas might have experienced more troubles than those in Europe and in

North America. It is the same in the area of library and information science. And in this area

in Korea, there had been no international journal listed in the worldwide well-known indexes

such as Web of Science (WoS) and Scopus till recently.

From those regards, the author had suggested to KISTI (Korea Institute of Science and

Technology Information) to transform a domestic Korean scholarly journal by the Institute into

international English journal. JISTaP (Journal of Information Science Theory and Practice)

has been started to be published from 2013 with this background, and it has successfully been

listed officially in Scopus in 2018. The author has worked as co-editor in chief from the start

of this journal, just after suggesting the long term strategic plan in the feasibility study. This
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presentation is a kind of brief summary of the backgrounds, history and general characteristics

of this process from the EIC’s perspective.

2 BACKGROUND

Considering the area of “Information Science & Library Science” listed in Web of Science

(WoS) and Scopus in 2015 and 2016, only 13 journals have been published in Asia (5), Africa

(1), Oceania (2), and South America (5) as suggested in Table 1. It is less than 10 percent of

the total journals listed in both indexes. Of course, there was no Korean LIS journal included,

even though there were more than five domestic scholarly journals only published in Korean

languages with English titles and abstracts at those times.

Table 1 LIS Journals published outside the Europe / North America

Journal Title Publisher Nation Freq. Language OA DB

Malaysian Journal of Library & In-

formation Science

University Malaysia 3/yr English Y WoS,

Scopus

Journal of the Australian Library

and Information Association

Association Australia 4/yr English Y WoS,

Scopus

Library and Information Science Society Japan 2/yr Multi-

Language

N WoS,

Scopus

Transinformacao University Brazil 3/yr Portuguese Y WoS,

Scopus

African Journal of Library

Archives and Information Science

Publishing

Company

Nigeria 2/yr English Y WoS,

Scopus

Investigacion Bibliotecologica University Mexico 4/yr Spanish/

Portuguese

Y WoS,

Scopus

Informacao & Sociedade-Estudos University Brazil 3/yr Spanish/

Portuguese

Y WoS,

Scopus

Ciencia da Informacao Institute Brazil 3/yr Portuguese Y WoS,

Scopus

Bilgi Dunyasi Association Turkey 2/yr Turkish/

English

Y Scopus

DESIDOC Journal of Library and

Information Technology

government

office

India 6.yr English Y Scopus

Informacion, Culturay Sociedad University Argentina 2/yr Spanish Y Scopus

LIBRES University Singapore 2/yr English Y Scopus

Pakistan Journal of Library and

Information Science

University Pakistan 1/yr English Y Scopus

Source: Oh, et al. 2018.

Journal of Information Management (JIM) was one of those journals published by KISTI since

1963 which was registered and listed in Korea Citation Index (KCI). As a government-funded
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research institute to support the development of science and technology in Korea through infor-

mation and related services to related areas including R&D and industries, it has also developed

and provided a journal publishing supporting system to the Korean academic communities. In

order to check the feasibility of transforming JIM into an international journal, KISTI requested

to the author to do the project. This team suggested the reasons to justify the transformation

as follows (Rhee 2019):

� to exemplify the internationalization of a Korean journal to other Korean scholarly pub-

lishers,

� to model how to publish an electronic journal and to model open access (OA) publishing,

� to test KISTI’s publishing systems on an actual journal,

� to present good practices to Korean scholarly publishers,

� to contribute to the field of global science and technology information by collecting, man-

aging, and distributing high-quality papers,

� to provide a place for international scholarly communication,

� to enhance KISTI’s reputation in the world.

Based on the strategic long term plan and suggestions of the report and direct financial and

personnel supports from KISTI, JISTaP has launched in 2013 as a new international journal

with 27 international editorial board members from more than eight countries (now from more

than 14 countries). The author has initiated the feasibility study and taken the responsibility of

co-EIC also from the start, and organized the editorial board with the cooperation with KISTI

team. The first issue of quarterly journal was published in March of 2013.

3 CURRENT STATUS AND PROSPECT OF JISTaP

JISTaP has been published successfully without any problem, with the cooperation between

editorial team and KISTI. Key members from KISTI also participate in the editorial team as

associate editor and managing editor. General report based on the perspective from KISTI has

already been published (Rhee 2019).

As a quarterly journal, it has been published on March, June, September, and December of

each year. Till now each issue except Vol. 1, No.1 has published 5 articles (see Table 2), most

of which are research papers. In some cases, it includes invited paper also. Majority of authors

are from Korea (24%, 56), India (23%, 55), USA (10%, 23), Nigeria (9%, 22), Germany (8%,

19), and others (see Figure 1).
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Table 2 Publication Data by Type

Type Vol 1

(2013)

Vol 2

(2014)

Vol 3

(2015)

Vol 4

(2016)

Vol 5

(2017)

Vol 6

(2018)

Total

Research Paper 15 18 15 17 16 19 100

Invited Paper 4 1 3 2 3 1 14

Technical Report 1 1 1 1 1 0 5

Review Paper 1 0 1 0 0 0 2

Survey Report 1 0 0 0 0 0 1

Total 22 20 20 20 20 20 122

Figure 1 Author by Nations (2013 (Vol.1 No.1)∼2018 (Vol.6 No.3))

As an international journal, manuscripts for JISTaP have been peer-reviewed before publishing

by the reviewers from international scholarly community. From the EIC’s perspective, it must

be a most difficult process to invite good reviewers from related areas those who are willing

to participate in the peer review. Only about the half of the submitted manuscript can be

successfully published in JISTaP till now. Many of them of the published have been revised

through the review processes, and some of them have been withdrawn after the notification of

major revisions, as suggested in Table 3. Depend on the general quality of the manuscript, some

articles have been reviewed and published very quickly, and other even not reviewed so long
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time and at last rejected. The simple fact is that if the article seems to be high quality one,

almost everybody want to accept the review invitations, but if it is not, nobody seems to be

willing to accept it.

Table 3 Result of Review

Number of Article

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Accept 12 17 19 19 20 20 107

Reject 18 15 16 21 16 9 95

Major Revision 15 3 7 2 3 11 41

Major Revision-Withdrawn - 8 - - - - 8

Minor Revision 13 2 - - 2 - 17

Recommendation completed 2 - - - - - 2

In progress 13 9 6 13 10 10 61

Total 73 54 48 55 51 50 331

After the listing of Scopus, it seems that the publisher KISTI can have more justifications to

support JISTaP, and that international scholars have more attention to the journal. Through the

various channel, editorial team has tried to promote and marketing the journal internationally,

highlighting the merits of it such as no-fee free submission, high quality free English copy editing

service for the accepted article, quick turn-around time, those as gold OA journal, etc. But it

also cannot help having disadvantages as a newly started journal published by an institution

not by commercial publisher or by scholarly organization. It is our hope and vision to overcome

these difficulties to be one of the best journals in our area soon based on the cooperation with

other colleagues in our community.

Upon the reviewers in 2018, 33.3% of them are Korean. Among the reviewers from other

countries, those from India and USA are 11.8% respectively, and those from Malaysia and

Singapore, etc. follow. Reviewers from more than 14 countries participate in the reviews of

the JISTaP (see Table 4). JISTaP headquarter has tried to invite various reviewers from more

countries, in order to reflect the various perspectives from various scholars. Figure 2 shows the

general statistics of the reviewers from the first issue to the issue of 2018, No.3.
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Table 4 Reviewers by Nations 2018

Nations Frequency %

Republic of Korea 17 33.3

India 6 11.8

USA 6 11.8

Malaysia 4 7.8

Singapore 3 5.9

Austria 2 3.9

Australia 2 3.9

Other Germany 2 3.9

Nations Bangladesh 1 2.0

Brazil 1 2.0

Iran 1 2.0

Nigeria 1 2.0

Philippine 1 2.0

Thailand 1 2.0

Total 31 60.8

unknown 3 5.9

Grand total 51 100.0

Figure 2 Reviewer by Nations (2013 (Vol.1 No.1)∼2018 (Vol.6 No.3))
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Related to the promotion of the journal, JISTaP has its own homepage in KISTI site at

www.jistap.org (see Figure 3). This site is also used as a main channel to submit the manuscript

for JISTaP.

Figure 3 JISTaP Homepage

And one of the JISTaP Editor-in-Chief, Dr. Oh, has used SNS such as Facebook and LinkedIn

effectively to marketing the journal (see Figure 4 and 5). Through these SNS, Dr. Oh has

continuously provided various kinds of information about JISTaP.

Figure 4 JISTaP Page in Facebook
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Figure 5 LinkedIn Page of JISTaP EIC

4 CONCLUDING REMARKS

After transforming from a domestic journal into an international journal based on feasibility

research, JISTaP has been developed continuously and evaluated good enough to be enlisted in

Scopus within very short time.

There must be many reasons making it a journal comparable with some of other journals

which have long histories in our fields. Cooperative efforts of editorial teams from university

and KISTI team, good financial and technological supports from the supporting organization

(KISTI), EICs’ good and wide international personal relationships, continuous supports from

international colleagues in library and information sciences communities including I-LISS, etc.

must be good examples of the reasons.

We cannot sure whether JISTaP can go a long way hereafter like former history or can be

developed as better journal, in the competition with other excellent international journals. But

we hope that it can be flourished more in the future with the supports and interests from LIS

community.

This presentation is based on the personal experiences as an EIC of newly started international

journal named JISTaP, who has suggested an idea to transform a domestic journal into an

international one, done feasibility research, and served as one of the EIC of it from the start

during last 7 years long. So it can be a good idea to those who want to initiate to publish a new

international journal.
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研究発表 (1)

AASL「新学校図書館基準」の概要と意義
中島幸子, 坂下直子, 大城善盛

(同志社大学嘱託講師 京都女子大学非常勤講師 元同志社大学教授)

The National School Library Standards for Learners, School
Librarians, and School libraries: Overview and Significance.

By Sachiko NAKAJIMA, Naoko SAKASHITA, and Zensei OSHIRO

(Part-time Lecturer at Doshisha University

Part-time Lecturer at Kyoto Women’s University

Former Professor at Doshisha University)

1 はじめに

2018年に AASL（American Association of School Librariansの略，アメリカ学校図書館員協会

のことで，以後 AASLとする）より「新学校図書館基準」が刊行された 1)。AASLはこれまで多くの

学校図書館基準を作成し，その当時の社会や教育界の変化を反映して学校図書館の使命，役割を提唱

してきた。2018年版の「新学校図書館基準」ではタイトル「学習者，学校図書館員，学校図書館の全

国学校図書館基準」（英文名 : National School Library Standards for Learners, School Librarians

and School Libraries) が示すように，「学習者」，「学校図書館員」，「学校図書館」の 3者の基準を掲

げ 2)，その上に 3者を統合したコンセプトを元にした「統合フレームワーク」3)を示している。本

発表では「新学校図書館基準」に表現された新たな基準の概要を俯瞰し，学校図書館の使命，役割に

ついて考察した。また日本の学校図書館界への示唆となるものを探り，提言を試みた。先行研究は，

これまで作成された基準やガイドラインに関する研究文献はたくさんあるが 4)，この「新学校図書館

基準」に関する文献はまだ紹介やレビューにとどまり 5)，その数は少ない。

2 AASL作成の学校図書館基準の成立小史

「新学校図書館基準」（以後，AASL新基準という）の序章 6)と付表 7)にこれまでの学校図書館基

準とガイドラインの成立小史が記載されている。それによると，1915年，Library Journal誌に発表

された “The Development of the Modern High School”が最初の文書とされている。このときは図

書室を提案し，ふさわしい家具や所蔵資料の内容などについて記されている。1920年に “Standard

Library Organization and Equipment for Secondary Schools”が AASLなどにより作成され，こ

れが AASLによる最初の基準であるが，2018年までに総計 18個の基準が作成されてきた。新しく

基準が作成される背景には，マルチメディア，インターネット，情報アクセス，グローバルなつなが
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り，情報リテラシーといったその当時の社会，教育界の急速な変革があり，それを踏まえて基準の概

念は変化してきたと言える。まず 1920年では学校図書館のサービスとは何かを示し，1960年代にな

るとメディアというキーワードと共に学校図書館はメディアセンターと呼ばれ，メディアプログラム

8) が中心となった。1988 年からは資料へのアクセスに注目が集まり，1998 年にインフォメーショ

ン・パワーというタイトルの下に，情報技術，インターネット，情報リテラシーの育成，クラス担任

との協働が謳われた。2007年には『21世紀学習者基準』が刊行され，9つの共通の信念と学習者の

能力（スキル，態度，責任，自己評価）について相互の関連性，実践を提示した 9)。

このように基準の概念の変遷とともに基準が示す学校図書館員の名称，役割も変化してきた。名称

は，初め「学校図書館員 (school librarian) 」であったが，1968年に「学校図書館メディアスペシャリ

スト (school library media specialist) 」となり，2018年から再び「学校図書館員 (school librarian)

」となっている 10)。役割が大きく変わったのは，1988 年の基準で，情報の専門家 (information

specialist)，教師 (teacher)，学習指導のコンサルタントの 3つの役割を持つとされる 11)。1998年

には，教師，教授指導のパートナー，情報の専門家，プログラムの管理者の 4つの役割 12)をあげ，

さらに 2009 年には，主要な 4 つの役割 (教師，情報の専門家，授業のパートナー，プログラム管

理者) に加えて，将来の専門職に欠かせない役割として「リーダー」をあげている。役割の順位は，

2009年時点ではトップに教師が来ているが，将来は授業のパートナー，情報の専門家，教師，プロ

グラム管理者の順になるだろうと予測している 13)。これは学校教育の中で学校図書館員がリーダー

シップを発揮し，授業のパートナーとして他の教育者と対等の位置で活動する役割が求められている

という意味であろう。学校図書館が学校教育の中で重要な部分を占めていることがうかがえる。

3 AASL新基準の概要

中村は，AASL新基準について次のように説明している 14)。

学習者，学校図書館員，学校図書館という 3 者が，思考 (Think)，創造 (Create)，共有

(Share)，成長 (Grow)という 4つの学習領域を通して，互いに交わる，つまり思考し，創造

し，共有し，成長しながら，共に学び合うという考え方である。（中略）何について学び合う

のかというと，6つの共通認識を反映する，3者が共有する「基盤」 (shared foundations)の

6要素についてである。

AASL新基準は，学習者，学校図書館員，学校図書館の 3者の基準を示し，各々が 4つの学習領域

を通してどのような役割を果たすべきか，どのように活動すべきかについて，共有する基盤を核にし

て学習することを具体的に示している。その上で統合フレームワークをマトリックス上に表現し，実

践する上で 3者に役に立つような工夫がなされている。

まず，AASL新基準の作成プロセスは以下のようであった 15)。

� 2015年 計画スタート

AASL はこれまでの基準と公式声明をレビューして現在には合わないものと見落とされてい

るものに分けた。他の教育団体や情報系組織で作成されている基準についても議論した。
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� 2015年 – 2016年 調査活動

全国の学校図書館の関係者と学校図書館員 1300人以上から基準の活用や今後の基準について

の意見を集めた。（オンライン及びインタビュー調査）

� 2016年 – 2017年 データ収集，分析からドラフト作成へ

このように AASL新基準は作成のプロセスにおいて，学校図書館のステークホルダーや学校図書

館員から意見を集めている。学校図書館の中だけで決めるのではなく，常に学校図書館を取り巻く外

部要件も重視している証拠であろう。

次に AASL新基準の目的は以下のように示されている 16)。まず，一つ目は「個人的に使えるガイ

ドとして」，二つ目は「学習者と学校図書館員が段階的に発展するために作られたガイド」である。

「個人的に使える」ということは，学習者，学校図書館員が学習活動あるいは専門的職務において，各

時点で適切な行動を決定するためのガイドであるとされている。「段階的発展のため」ということは，

学習者と学校図書館員が，まず思考 (Think)のレベルで能力を習得して，それから，創造 (Create)，

共有 (Share)，成長 (Grow)へと段階的に発展する探究プロセスを導くためのガイドであるとされて

いる。

4 AASL新基準の構成

AASL新基準は 15章構成であるが，本発表では Part I 序章と Part II 3者の統合フレームワーク，

Part III 評価と査察の章を取り上げる。まず序章では 6つの共通信念 (common beliefs) と学習者，

学校図書館員，学校図書館の 3者の基準が示されていて，それぞれの学習領域とコンピテンシー，共

有基盤となる概念が解説されている。6つの共通信念は以下の通りである。

1. 学校図書館は学習コミュニティの中で独自で不可欠なものである。

2. 十分な資質と能力を持つ学校図書館員は機能的な学校図書館へと先導する。

3. 学習者は大学への進学，職業，人生のために十分な準備が必要である。

4. 読むことは個人的な能力，学力の核心である。

5. 知的自由はすべての学習者が持つ権利である。

6. 情報技術は適確に統合され，公平に入手できるものでなければならない。

これを 2007年版の『21世紀学習者基準』（以後，2007年版とする）の「9つの信念」17)と比較し

てみる。1. 3. 4. 6. については内容的に共通しているといえるが，2. と同様の表現は見られないこ

と，5. については，2007年版では倫理的な情報利用という表現にとどまっていることが違いである。

また 2007年版に出現している「探究は学びの骨格」，「学びは社会的文脈の中で行われる」という

内容は AASL新基準では見当たらない。しかし，「探究」や「学び」という概念は AASL新基準では

全体の中心に存在するコアの役割をなしているといえる。

次に 3 者のそれぞれの基準の項目をなす共有基盤と学習領域を見ていく 18)。共有基盤は，学習

者，学校図書館員，学校図書館の 3者が共有するものであり，6つの基盤 (Shared Foundations) =

基本的価値観とその取り組み (Key Commitment) は以下の通りである。
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I. 探究する (Inquire) = 問題を探究し，批判的に考え，見極め，解決のために戦略を練ることによっ

て新しい知識を構築する。

II. 包摂する (Include) = 学習コミュニティにおいて多様性に対する包摂と尊重を理解して取り

組む。

III. 協働する (Collaborate) = 他者と協働で効果的に学習し，視野を広げ，共通の目標に向かって行

動する。

IV. 整理する (Curate) = 個人に適した資源を収集し組織し共有することにより自身と他者のため

の意味付けする。

V. 探索する (Explore) = 経験や省察を通して形成された見方や考え方で発見や変革をする。

VI. 関与する (Engage) = 現実のコミュニティの中で又は相互につながった世界の中で関わりなが

ら，自立して知識生産物を安全で合法的，倫理的に創造し共有する。

学習領域は思考から始まる学習の発展段階と捉え，探究プロセスを反映しているものであり，段階

的に展開される学習領域 (domains)とコンピテンシー (competency)は以下の通りである。

A. 思考 (THINK) = 探究し，批判的に思考し，知識を得る。

B. 創造 (CREATE) = 結論を導き出し，情報に基づいて意思決定を行い，知識を新しい状況へ応用

し新しい知識を創造する。

C. 共有 (SHARE) = 民主主義社会のメンバーとして，知識を共有し，倫理的かつ生産的に参加する。

D. 成長 (GROW) = 人格と美意識を育む。

5 統合フレームワーク

学習者基準，学校図書館員基準，学校図書館基準を統合したフレームワークが Part IIで示されて

いる。この一部を表 1に示す。この統合フレームワークは，学校図書館員や教育者が 3者を横断的に

考えて，学ぶことと教えることへの総合的なアプローチを示している。6つの共有基盤について 3者

がそれぞれ学習領域を展開していくことになるが，学習者と学校図書館員はコンピテンシーを示し，

学校図書館については，アラインメント（提携，調整）を示している。

統合フレームワークは学習者が中心となるので，まず学習者のコンピテンシーが示されている。「I.

探究する」という価値概念を共有基盤として学習する場合に「A. 思考」という学習領域を一例とし

て統合フレームワークを考えてみよう。

＜学習者基準＞ 　

学習者は「あるテーマを持って探究するとはどういうことか」を学ぼうとしているとする。

「A. 思考」という学習領域で育成されるべきコンピテンシーとして「テーマに関連した自らの

好奇心を表現し，自発的な行動ができる」ことであり，それは「1. 問いを形成」することや

「2.既存知識と背景知識の活用をする」ことによって習得できるとされている。
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表 1: 統合フレームワーク（I.探究する）

共有基盤 I. 探究する = Inquire

学習者 学校図書館員 学校図書館

A.思考
THINK

好奇心を表現し自発的行
動。
1.問いを形成。
2. 既存知識と背景知識
の活用。

好奇心をもって自発的な
行動を取ることを指導。
1.問いの形成を促進。
2. 既存知識や背景知識
を活性化。

好奇心と自発性を実現。
1.学年レベル，教科科目への探究プロ
セスの埋め込み。
2. 組織的な指導法の開発と情報検索
プロセスを活用。

B.創造
CREATE

新しい知識を構築。
1. エビデンスを利用し，
知識のギャップを埋め合
わせ。
2.学習成果物を創造。

新しい知識構築を促進。
1. 問いに対する回答を
探究。
2. ギャップを埋める計
画。
3.創るプロセスを指導。

新しい知識生成の可能性。
1.全ての学習者，教育者のために情報
資源，思想，テクノロジー，人的資源
へのアクセスを提供。
2. 必要な時にスタッフや資源に学習
者，教育者がアクセスできるようにフ
レキシブルな支援。

C.共有
SHARE

他者と学習成果を修正，
伝達，交換。
1. 他者が提示した内容
を受容し，建設的なフ
ィードバックを提供しそ
れをもとに行動。
2. 学習コミュニティと
成果物を共有。

探索プロセスにおいて焦
点の維持を指導。
1. 探究ベースの調査プ
ロセスの評価を支援。
2. 共有する機会や省察
する機会を提供。

学習者に焦点を維持する機会を提供。
1. 安全で順応性のあるサポート可能
な教育学習環境を創造。
2. バリアフリーでユニバーサルデザ
インにより，平等な物理的・知的アク
セスを可能。
3. 学習成果の計測とデータ資源を保
障。

D.成長
GROW

探究プロセスに参加。
1. 知識を継続して追求
し探究を持続。
2. 現実の世界と通じた
新しい理解の取得。
3. 省察して情報に基づ
く決定。

探究ベースのプロセスを
提示し，実践。
1. 調査プロセスで学習
者や スタッフを指導。
2. 学習者の個別的な興
味に注目。
3. 新しい知識を現実世
界とつなげる。

探究ベースのプロセスを保証。
1. 批判的思考と探究の態度を形成す
る支援。
2. 学習と学校の機能を最大にするた
めに，学校図書館や情報，情報機器の
果たす役割を補強。

注: American Association of School Librarians, National School Library Standards for Learners,

School Librarians, and School Libraries, ALA, 2018, p.68-69に掲載の表を筆者らが日本語訳した。

＜学校図書館員基準＞ 　

同様に「A. 思考」という学習領域において求められる学校図書館員のコンピテンシーは，学

習者が「探究とはどういうことかを学んでいる」とした場合に，学習者が好奇心をもって自発

的な行動を取るように指導できることである。それは，学習者の「1.問いの形成を促進」し，

「既存知識や背景知識を活性化」することによって可能となるとされている。

＜学校図書館基準＞ 　

学校図書館は，学習者が「探究とはどういうことか」を学び，学校図書館員がそれを支援する

場合に，「A. 思考」という学習領域では，学校図書館が提携・調整できることは，学習者の好

奇心と自発性を実現するために，「1.学年レベル，教科科目への探究プロセスを埋め込み」が

できるようにすることや学校図書館員のために「2.組織的な指導法の開発と情報検索プロセス

の活用」を促進することであるとされている。
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このようにして，3者がそれぞれコンピテンシーを獲得し，また調整・提携ができれば，「I. 探究す

る」という共有基盤，すなわち基本的価値概念「探究するとはどういうことか」について，それぞれ

の立場で学習経験を共有した学び合いが可能となるといえる。

残りの 5つの共有基盤，すなわち，II.包摂する，III.協働する，IV.整理する，V.探索する，VI.

関与する，についても，「I.探究する」と同様に，4つの学習領域を展開する 3者のコンピテンシー，

あるいはアラインメントを具体的に示し，学習者の学習経験を共有した学び合いの実現をめざす統合

フレームワークとなっている。

6 学習者，学校図書館員，学校図書館の評価

3者の評価については Part IIIで述べられている。まず，学習者の成長を評価するために，2つの

評価法が考えられる。一つは形成的評価であり，もう一つは総括的評価である。形成的評価は学習の

プロセスにおける学習者の進歩の度合いを同定するものであり，評価の基準，評価方法，尺度，評価

者を決定する必要がある。特に評価者においては，自己，同僚，学校図書館員，またそれらの複合評

価が考えられる。総括的評価は学習者のトピックスやスキルにおける習熟度を測るものであり，ポー

トフォリオ，個人の記録，感想やエッセイ，成果物または発表で評価する。

次に学校図書館員の成長を評価するために，やはり形成的評価と総括的評価がある。形成的評価

は，実践やプロセス，課題成功例などを管理者と学校図書館員の会話から始めることにより評価す

る。いろいろなチェックポイントの機会を利用して，周囲からのフィードバックに応え，実践を修正

していくことができる。総括的評価は，1年，または長期で集められた観察，学習者のサンプル，図

書館指導資料，学習者やスタッフのフィードバックなどのエビデンスを使って評価する。統計データ

なども利用できる。

学校図書館を評価する場合は，まず学校図書館の責任に関して 3つのレベルで評価する。第 1のレ

ベルは図書館自体の評価である。これは図書館のポリシー，所蔵資料，バリアーフリーなどの設備と

適正な技術設備，地域のメンバーが学習する機会などが評価ポイントである。第 2のレベルは学校区

レベルの評価で，これは学校図書館長や学校区教育長が学校と学校区のビジョン，使命，目標のため

に取り組んでいることを評価する。第 3のレベルは州レベルの評価で，州の教育部署が提供する学校

図書館や学校図書館員に対する技術的サポート，ネットワーク，職員研修，研究に必要な情報提供，

ベストプラクティス，資金などが評価のポイントとなる。もう一つの学校図書館の評価は統合フレー

ムワークにある主要な取り組みに関するチェックリストによる評価法である。

7 AASL新基準の意義

AASL新基準の意義は，まず，6つの共通信念で明確に主張されている通り，学習活動に学校図書

館が不可欠であり，そのために資質・能力のある学校図書館員のリーダーシップが大きな役割を果た

すことができるということである。加えて知的自由と情報格差の解消，読むことの重要性を強調して

いることである。次に AASL新基準における「学び合う」の捉え方は，学習者，学校図書館員，学校
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図書館の 3者の具体的な能力，態度，関わりを提示して，あくまでも学習者中心として，探究学習の

プロセス (Think, Create, Share, Grow) を展開しながら，学習コミュニティの存在とグローバル・

シチズンであることを認識し，他者との協働，同一と相違への理解を示すことである。

8 日本の学校図書館の基準類と「AASL新基準」から学ぶもの

日本の学校図書館を規定する法律や基準は，政府によるもの，全国学校図書館協議会（以後，全国

SLA という）によるものなど様々である。まず 1953 年に制定された学校図書館法により，学校図

書館の目的や役割，職員などについて基本的な規定がなされている。それ以前の 1948年に文部省は

『学校図書館の手引』19)を作成している。内容は具体的でわかりやすいものであり，現在でも十分活

用できるものといえる。その後『学校図書館運営の手びき』(1959) をはじめとして，1972年までに，

小学校，中学校，高等学校における学校図書館の利用や運営などについての手びきを文部省が編集し

ている 20)。山田はこの時期を「学校図書館の方向確立期」として，「第二次米国使節団の報告書で示

唆された学校図書館の教材センター化，資料センター化と，今後の方向づけがなされている」と捉え

ている 21)。その後 40年以上経ち，ようやく 2017年に文部科学省が「学校図書館ガイドライン」を

作成した 22)。これは「学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議」で出された報告 23)を

踏まえたもので，「教育委員会や学校等にとって参考となるよう，学校図書館の運営上の重要な事項

についてその望ましい在り方を示したものであること」として，「通知」24)の別添資料となってい

る。そのほか政策的な提言といえる各種報告書は，特に中央教育審議会や文部科学省の諮問機関など

から出されるものが多く 25)，時代の変化を反映した学校図書館の在り方について示されており，学

校図書館活動の推進力となっているものの，参考資料であり学校図書館現場にどれくらい浸透してい

るかは明確ではない。

全国 SLAは「学校図書館憲章」(1991) を始め，実務に関連する様々な基準をこれまで 14種類作

成 26)しており，最近では「学び方の指導体系表」を改訂し 27)，学校図書館の職務分担表を新規に

作成した 28)。それらは各学校によって必要に応じて参照され，自校の運営方針作りに役立つような

形になっている。

教育課程を規定している「学習指導要領」は，学校図書館の活動と密接に関係する重要なガイドラ

インの役割を果たすものとして影響力は大きい。ほぼ 10年毎に改訂されており，学校図書館に関す

る記述があるが，最近の探究学習重視の教育課程においては，学校図書館をより重視する記述に変化

している 29)。2020 年改訂の学習指導要領ではアクティブ・ラーニング（主体的・対話的で深い学

び）30)の視点から実現される「主体的な学び」，「対話的な学び」，「深い学び」は以下のように定義

されている 31)。

�「主体的な学び」

学ぶことに興味・関心を持ち，自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら見通しを持っ

て，粘り強く取り組み，自らの学習活動を振り返って次につなげる

�「対話的な学び」

子ども同士の協働，教員や地域の人との対話，先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通
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じ，自らの考えを広げ深める

�「深い学び」

各教科等で習得した知識や考え方を活用し（見方，考え方を働かせ），問いを見出して解決し

たり，自己の考えを形成し表したり，思いを基に構想・創造したりすることに向かう

これらの学びのいわばコンピテンシーである「資質・能力」の要素を「教育の 3つの柱」として中

教審が整理している 32)。教育課程にはこれら 3つをバランスよくふくらませながら成長していく役

割が期待されているとしている。3つの柱の意味は以下の通りである。

1.「何を知っているか，何ができるか（個別の知識・技能）」

2.「知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等）」

3.「どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送るか（学びに向かう力・人間性等）」

3 つの柱の意味は，AASL 新基準の 4 つの学習領域の「思考」，「創造」，「共有」，「成長」の定義

と共通している考え方であると言える。またアクティブ・ラーニングの学びに見られる，「興味・関

心」，「協働・他の人との対話」，「問いを見出し解決」ということばは，AASLの統合フレームワーク

に何度も登場している表現であり，米国と日本の学習観との共通点を見出すことができる。この学習

観について溝上 33)は，学習は個人の知識・技能の習得を中心とした個人的ものから他者や集団を組

み込み，協働的なもの，社会的なものへと拡張していくものと捉え，「学習の社会化」と呼んでいる。

さらに学校図書館との関連について，かつての知識・情報資源の提供支援という学校図書館から，協

働的な学習の空間として利用され授業外の学習を支援する，いわばラーニングコモンズ的な要素が学

校図書館に求められているとして，学校図書館の変革を示唆している。

今，日本の学校図書館は，このような学習観の変化を受け止める必要がある。AASLが掲げる学習

者，学校図書館員，学校図書館の統合フレームワークが示すように，3者の協働体制をつくり，学習

共同体における学校図書館を位置づけ，地域，世界というグローバルな共同体の中で学校図書館を考

える視点を持つことが必要である。

そのために学校図書館界が実践すべきことは，政府主導ではなく，教育学の研究者，学校図書館

の研究者，教員，司書教諭など学校図書館担当職員の協働で教育政策，動向を踏まえた明確なガイ

ドラインを作成し，それを 10年毎ぐらいに改訂しながら改善を目指すことではないだろうか。また

AASL新基準の作成プロセスにあるように，学校図書館現場でガイドラインがどのように活用されて

いるかを十分調査し，ガイドラインの活用を促進することも重要である。現状を分析しながら，現在

の教育界で注目されているアクティブラーニングを変革の契機として，地道な学校図書館活用の事例

を蓄積し，それらをベースにしてガイドラインを改訂していく施策も必要である。学校図書館サイド

からもっと情報発信をすることによって，学習指導要領，各種教育政策報告書に学校図書館に関する

記述の増加をはかることも Advocacyの一つになると考える。
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9 まとめ

本発表では，AASL 新基準の概要を俯瞰し，学習者，学校図書館員，学校図書館の 3 者の基準を

統合して，ともに学び合うという考え方が統合フレームワークに示されていることを述べた。また

AASL新基準ではこれらの 3者が，6つの共有する価値概念を基盤として学習領域を展開しながら，

それぞれの能力（コンピテンシー）を達成することが求められていること，それらの評価は形成的，

総括的に実施され，関係者からのフィードバックに応えながら学習を改善していく必要があること

を概観した。最後に AASL新基準から学ぶこととして，日本でも学習観は急速に変化してきており，

学校図書館を変革するための基準づくりが必要であることを示唆した。
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研究発表 (2)

専門職団体としての香港図書館協会と JLAの比較
大城 善盛

(元同志社大学教授)

Comparison of Hong Kong Library Association and
Japan Library Association as a professional body

By Zensei OSHIRO

(Former Professor at Doshisha University)

1 はじめに
私は日本の司書の専門職化に関心を持っている。そして，専門職化に関しては職能団体が大き
な役割を果たすであろうという理解の仕方をし，図書館の専門職団体についていろいろ調査・研
究している。因みに，アメリカ合衆国の専門職団体であるアメリカ図書館協会 (American Library

Association, 以下 ALA) やオーストラリアの専門職団体であるオーストラリア図書館情報協会
(Australian Library and Information Association) と日本の専門職団体である（もしくはあるべき）
日本図書館協会（以下，JLA）を比較すると，その両者には会員やガバナンス（運営）の部分で大き
な相違があることが分かった 1)。
その相違から，図書館関係ではアジアには欧米とは異なる専門職団体の特徴があるかも知れない
と思うようになった。2019 年 7 月に台湾国立師範大学で I-LISS の International Conference on

Library and Information Scienceが開催され，筆者も日本支部の一員として参加した。台湾図書館
協会の会長の流暢な英語での挨拶もあり，台湾図書館協会にも関心を持つようになった。しかし，イ
ンターネットで関連文献を検索したところ，英語しか読めないため，十分な情報を得ることができな
かった。
長い間英国の統治下にあった香港の図書館協会ならば，英語での情報も得られると思い検索したと
ころ，ある程度十分な情報が得られた。それが，専門職団体としての香港図書館協会 (Hong Kong

Library Association，以下 HKLA) を取り挙げ，JLAと比較した理由である。
先行研究に関しては，JLAに関する研究は多くあるが 2)，「専門職団体としての JLAの研究」と
なると皆無である。また，HKLAに関する日本語の先行研究は皆無である。
この発表では，両組織における会員になるための要件と，それら会員の権利を考察した。そして，
専門職団体としてどの組織が望ましいかを考察した。
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2 HKLAと JLAの 2つの団体の目的
2.1 HKLAの目的
最初に，HKLAと JLAの両組織がどのような目的のもとに組織化されているか，を見る。HKLA

の定款には，目的 (Objectives) として次のようなことが記されている 3)。

1) 香港における情報・図書館サービスを促進する政策を奨励すること。それにはサービス指
針や基準も含まれる。

2) 香港内，または中国やその他の国々とコミュニケーション・ネットワークを構築する。
3) 香港で図書館職や情報職に就いている人たちの関心を合体させて促進し，会員の関心事を
確実に代表すること。

4) 香港における図書館職や情報職のための専門職教育を奨励すること。

2.2 JLAの目的
JLAの定款には，JLAの目的として次のように記されている 4)。

第 3条 この法人は，公共図書館，大学図書館，学校図書館，専門図書館，公民館図書室，国
立国会図書館，その他の読書施設並びに情報提供施設（以下「図書館」という。）の進歩発展
を図る事業を行うことにより，人々の読書や情報資料の利用を支援し，もって文化及び学術並
びに科学の振興に寄与することを目的とする。

2.3 HKLAと JLAの目的の比較
HKLAと JLAの両組織に，情報・図書館サービスを促進することによる国民（市民）に貢献する
という主旨の目的が読み取れる。しかし，HKLAが図書館職や情報職へ言及し，その職に就く人た
ちの養成（教育）まで言及しているのに対し，JLAにはそれらに関する記述は全くない。

3 HKLAと JLAの会員
3.1 HKLAの会員
HKLAの webサイト “Membership”に，会員のことについて以下のように記されている 5)。
（HKLAでは会員を正会員 (full member)，準会員 (associate member)，通信会員 (correspondence

member)，学生会員 (student member)，機関・団体会員 (institutional member)，の 5つのカテゴ
リーに分けられている。）
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3.1.1 正会員
正会員には，1)名誉特別会員 (honorary fellow)，2)特別会員 (fellow)，3)専門職会員 (professional

member)，の 3種がある。
1)名誉特別会員とは，図書館職や情報職に就いている人で名誉特別会員に値する，もしくはHKLA

に対して高い功績を挙げ名誉特別会員に値する人，と HKLA理事会 (HKLA Council) が判断し，総
会での 3部の 2の賛成票を得た人。
2)特別会員とは，次の要件を満たした人のことである。

a) イギリス，アメリカ合衆国，カナダ，オーストラリア，ニユージランド等で 10年以上の
専門職としての勤務経験があり，
b) 且つ，香港でも最低 3年間の専門職経験と，なお且つ HKLA会員であり，その上，理事
会もしくは委員会のメンバーを最低 2ヵ年務めており，
c) 且つ，理事会のメンバーの大多数が特別会員に値すると決めた人。

3)専門職会員とは，次の要件を満たした人のことである。

a) 他国の専門職団体によって認められた図書館学もしくは情報学の資格を有している人（修
了している人）。
b)（もしくは）正式な図書館学もしくは情報学の教育を受けて，それが HKLA 理事会に
よってアカデミックな資格に相当するものと認められ，なお且つ，学士号以上の資格を有して
いる人。
c)（準会員の場合は）学士の資格を有し，HKLA理事会が認める図書館もしくは情報の職務
に従事し，なお且つ 3年以上準会員である人。
d)（準会員の場合，もしくは）香港政府によって教員として登録され，HKLA理事会が認
める図書館もしくは情報の職務に専任として従事し，なお且つ 3年以上準会員である人。
e) 司書教諭 (teacher librarian) の場合，学校図書館学で HKUSPACE（香港大學公開教育
部）の修了証を有し，且つ学士号以上の資格を有し，なお且つ HKLA理事会が認める図書館
もしくは情報の職務に専任として 2年以上従事している人。

3.1.2 準会員
準会員とは，HKLA理事会が認める図書館，情報センター，もしくはそれら関連の職務に従事し
ているが，正会員になる資格を有しない人。

3.1.3 通信会員
通信会員とは，個人会員の資格を有しているが，香港に住んでいない人，もしくは，HKLA理事
会が認める図書館もしくは情報の職務には勤務していない人。

25



3.1.4 学生会員
学生会員とは，現在，図書館アシスタント (library assistant) のための資格証プログラムに在籍し
ている人，もしくは図書館学 (librarianship) の修了証プログラムに在籍している人，もしくは図書館
学もしくは情報学 (librarianship or information studies) 関連の他のプログラムに在籍している人。

3.1.5 機関・団体会員
機関・団体会員とは，図書館もしくは情報サービスに関心を有する図書館，協会，法人もしくは法
人団体。

3.2 JLAの会員
JLAは，その定款で会員を，次のように正会員，準会員，賛助会員の 3カテゴリーに分けている

6)。

3.2.1 正会員
正会員には個人会員と施設等会員の 2種がある。

1)個人会員とは，JLAの目的に賛同して入会した個人（準会員に該当する者を除く。）
2)施設等会員とは，JLAの目的に賛同して入会した図書館の施設を有する法人又はその他
の団体。

3.2.2 準会員
JLAの目的に賛同して入会した個人であって学生である者。

3.2.3 賛助会員
JLAの事業を賛助するために入会した法人又は個人。

3.3 HKLAと JLAの会員の比較
HKLAが正会員を個人会員とし，その個人会員を基本的に図書館学もしくは情報学で学士レベル
以上を修了した個人を対象としているのに対し，JLAでは学生を除くあらゆる成人を基本的に対象
としている。なおかつ，図書館などの施設を有する法人なども正会員にしている。その相違は大きな
意味を有し，次節でその相違の意味を考察する。
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4 HKLAと JLAのガバナンス（運営体制）
4.1 HKLAのガバナンス（運営体制）
HKLAの定款によると，運営の最高責任者（組織）は理事会 (The Council) である。理事会は役
員（会長，副会長，事務局長，財務部長）と総会で選出される 11人以下の会員によって構成される。
その会員に成る資格は正会員のみであり，また，総会で選出する権利は正会員のみが有する。準会
員，学生会員，機関・団体会員は理事を選出する権利を有しない 7)。

4.2 JLAのガバナンス（運営体制）
JLAの定款は，ガバナンス（運営体制）に関して次のように規定している 8)。

（代議員）
第 13条 この法人に代議員を置く。代議員は，概ね正会員 100人の中から 1人の割合をもって
選出されるものとする（後略）。
2 前項の代議員をもって，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（中略）に規定する社
員とする。
3 代議員を選出するため，正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な事
項は理事会が定める。
4 代議員は，正会員の中から選ばれることを要する。正会員は，前項の代議員選挙に立候補す
ることができる。
5 正会員は，第 3項に規定する代議員選挙において代議員を選挙する権利を有する。

（役員の設置）
第 30条 この法人に，次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上 20名以内
(2) 監事 1名以上 3名以内

2 理事のうち 1名以上 2名以内を法人法に規定する代表理事とする。代表理事のうち 1名を理
事長とする。他の 1名を副理事長とすることができる。

また，JLAには，「理事及び監事選任規程」があり，次のように記している 9)。

第 8条 理事及び監事の候補者は，代議員が推薦するものとする。ただし，理事長は，理事
会の議決を経て，代議員総会に対し理事及び監事の候補者を推薦することができる。

第 11条 理事及び監事の選任は，当該代議員総会において，候補者ごとに，出席代議員全員
による投票によることとし，出席代議員の過半数の得票を得た者は信任されたものとする。
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4.3 HKLAと JLAのガバナンス（運営体制）の比較
HKLAの最高責任者である理事会に関して，準会員や施設会員は被選挙権も選挙権もない。それ
に対して，JLAでは図書館情報学の素養のない人や司書資格のない人も正会員になることができ，理
事になる権利も理事を選出する権利も有している。また，図書館の施設を有する法人なども正会員に
成れるために，そのような法人も理事になる権利も理事を選出する権利も有している。

5 ディスカッション
以上，HKLAと JLAの両組織における会員になるための要件と，会員の権利（特に運営の最高責
任組織の一人になる権利とその一人を選ぶ権利）を考察した。この両組織を専門職団体として理解し
た場合，いずれの組織が専門職団体により適合しているのであろうか。
その際には，「専門職団体」についてある程度の概念を有する必要がある。因みに，春田和男は

2006年の論稿で，市川が専門職団体という視点から「日本図書館協会は図書館という施設の組織体
なのか，図書館員の団体なのか，よく分らない」と記述しているのを，先行研究として取り上げてい
るが，春田が「専門職団体」という用語に対して明確な概念を持っていなかったせいと推察される
が，「協会は，司書だけが会員になることのできる専門職団体や図書館施設だけから成る組織，ある
いはその両者が合同した組織ではない，と少し意味不明の結論を出している 10)。
香港と関連の深いイギリスの図書館情報専門家協会 (Chartered Institute of Library and Infor-

mation Professionals, 以下 CILIP) の例を見ると，“Royal Charter”という webサイトに次のよう
に記している 11)。

CILIPは，情報専門職とライブラリアンのために結集し，支援し，唱導することに専念する
世界で唯一の王の勅許を得た団体である。その目的は，図書館と情報サービスの設置及び開発
により教育と知識を促進し，また情報学を進展させることによって，公衆の便益のために働く
ことである。（後略）

この勅許の下で，CILIPは次のような権利を有している。

1) 情報専門職の専門職団体として行動すること。
2) 専門職教育と訓練を促進すること。
3) 会議や行事を開催すること。
4) 専門職のスキル，資格，認証を支援すること。
5) 図書館学と情報学の研究と調査を支援すること。
6) 図書館情報専門職に影響する法律を調査すること。
7) 適切な図書館・情報サービスを奨励すること。
8) 実践者名簿を維持すること。
9) 外国の専門職団体と国際的な連携を維持すること。
10) 会員へのサービスや支援をすること。
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11) 運営を維持するために商業活動を行うこと。

会員に関しては，CILIPは個人会員と団体会員にカテゴリー化している。個人会員は，以下のよう
に種類分けされている 12)。

[個人会員]

1) 普通会員 (ordinary member) ⇒ 認証 (certification) や勅許 (chartership) の資格を有し
ない会員

2) 認証会員 (certified member) ⇒ ACLIP (Certified Affiliate of Library and Information

Professional) のステータスを有する会員
3) 勅許会員 (chartered member) ⇒ MCLIP (Certified Member of Library and Informa-

tion Professional) のステータスを有する会員
4) 勅許フェロー (chartered fellow)⇒ FCLIP (Certified Fellow of Library and Information

Professional) のステータスを有する会員
5) 名誉フェロー (honorary fellow) ⇒ Hon FCLIP (Honorary Certified Fellow of Library

and Information Professional) のステータスを有する会員
[団体会員]

団体会員 (organisation member) ⇒ 図書館や情報サービスに関心を有する法人，協会及び
他の組織

ガバナンス（運営体制）に関しては，理事会 (the Board) が最高責任組織であり，15人以内の理
事で構成され，そのうち 12人は総会で選ばれ，3人は理事会で選ばれる。総会で選ばれる理事に関
して，18歳以上のすべての個人が理事に立候補し，また理事を選ぶ権利を有している。しかし，団
体会員（その代表）は理事に立候補することはできず，また理事を選ぶ権利も有しない 13)。
上記の CILIPに関する記述から言えることは，HKLAと CILIPは個人会員のカテゴリー化に相
違があり，また個人の権利においても相違があるが，団体会員に対しては理事になる権利や理事を選
ぶ権利も与えていない，ということである。
そのようなことから，JLAが個人会員と施設等会員を正会員にし，同等の権利を与えていること
に，専門職団体としては問題であるような気がする。
因みに，フィリピンの専門職団体であるフィリピン・ライブラリアン協会 (Philippine Librarians

Association, 以下 PLAI) は専門職団体としてはハイレベルにあるように思われる。フィリピンでは
ライブラリアンが国によって専門職として認定され，国の国家試験を合格した人のみがライブラリア
ンとして就職することができる。また，国によって専門職員協会（具体的には「フィリピン・ライブ
ラリアン協会」）の設置を義務付けられ，ライブラリアンはその協会に加盟しなければならない 14)。
因みに，フィリピン・ライブラリアン協会の会員は次のようになっている 15)。

1) 通常会員 (Regular Member) ⇒ 専門職規制委員会 (Professional Regulation Commis-

sion) によって発行される登録資格証 (certificate of registration) を有するライブラリ
アン。
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2) 名誉会員 (Honorary Member) ⇒ フィリピンの図書館職 (librarianship) に大きく貢献し
たと国家委員会 (National Board)によって認識さされ，協会の名誉会員に値すると認め
られた人。（ガバナンスの役を果たす）理事会 (the Board) や委員会 (the Council) に対
して，被選挙権も選挙権も有しない。

3) 維持会員 (Sustaining members) ⇒ 協会の目的やプログラムに関心のある企業，機関や
協会。理事会（メンバー）や委員会（メンバー）に対して，被選挙権も選挙権も有しない。

6 まとめ
以上，専門職団体としての HKLA と JLA の比較を試みた。専門職団体としての HKLA と JLA

の比較と言ってもいろいろな比較の方法があると思われるが，この発表では，会員の構成と会員の権
利について比較を試みた。
その結果，JLAが図書館の施設を有する法人なども正会員として取り扱い，そのような法人がガ
バナンス（運営体制）に責任を有する人に対する被選挙権や選挙権を有するのに対し，HKLAでは
準会員，学生会員，機関・団体会員はガバナンス（運営体制）に関係する理事になる資格を有せず，
選出する権利も有していないことが分かった。
因みに，イギリスの例を見ると，CILIPは会員を個人会員と団体会員にカテゴリー化し，個人会員
はさらに多くの種類にカテゴリー化しているが，18歳以上の個人会員はガバナンス（運営体制）に
関係する理事を選出する権利を有している。しかし，団体（組織）会員はそのような権利を有してい
ない。
フィリピンの PLAIは，通常会員，名誉会員，維持会員にカテゴリー化し，通常会員にのみ理事を
選出する権利を与えている。
このように，現実には様々な態様の専門職団体がある。そして，PLAIが専門職団体としては純度
が高いように思われる。しかし，現代社会で図書館サービスの向上，専門職やライブラリアンの維
持・発展を考慮した場合，HKLA，CILIP，PLAのいずれが専門職団体として望ましいか，一概に
は言えそうもない。しかしまた，JLAの会員構成法や会員の権利の与え方には専門職団体としては
問題があるように思われる。
因みに，根本彰は，図書館専門職を目指す際の JLAのあり方として，次のように述べている 16)。

日本の図書館職を支える組織である日本図書館協会は，館種を超えた図書館関係者が集まり
議論する場になっている。しかしながら，現実的には，設置の法的根拠，館種における設置者
の違いの壁等によってばらばらになっている部分があることは，多くの関係者が感じている。
筆者は真の専門職を目指すなら，こうした既存の制度，依存の構造を超えた単一の職域をつ
くっていくことが必要であると考える。

その考え方に対しては，筆者はいくぶん異なった意見を有している。図書館専門職化を成し遂げて
いるアメリカでも，設置の法的根拠はそれぞれ異なっている。しかし，単一の職域をつくるのに成功
している。その主要因は ALAが中心になって，図書館業務を専門的業務と非専門的業務に分類し，
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それぞれの養成制度を確立したことにある，と推察する 17)。そのように推察すると，専門職団体と
しての JLAの最も大きな問題は，上記したような会員の構成法や会員の権利の与え方にあると思わ
れる。

注および引用文献
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論社, 2016.
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20General%20Regulations%20adopted%20November%202014_0.pdf>. [引用日: 2019-10-

06]. なお，三輪眞木子が 2015 年の論稿「海外における「図書館情報専門職」の質保障とコ
ンピテンシ」でイギリスのライブラリアンの状況を記しているが，情報は古く，2014 年の
時点で三輪が記す状況は大きく変化している。参照: 三輪眞木子「海外における「図書館情
報専門職」の質保障とコンピテンシ」『情報の科学と技術』 65(2), 20115, p.71-78. <https:

//www.jstage.jst.go.jp/article/jkg/65/2/65_KJ00009783573/_pdf/-char/ja>. [引
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参加報告

国際図書館情報学術大会 (ICLIS) 出席報告
志保田務, 山田美雪, 常世田良

(桃山学院大学名誉教授, 兵庫県立大学, 立命館大学教授)

Report of International Conference on Library
and Information Science (ICLIS)

By Tsutomu SHIHOTA, Miyuki YAMADA, Ryo TOKOYODA

(Emeritus Professor of St. Andrew’s University,

University of Hyogo,

Professor of Ritsumeikan University)

2019 年度，標記の ICLIS (国際図書館情報会議) が所記の日程をもって臺灣国立師範大學で開

催されました。本稿はその会合の報告 (概要) でありますが，同時に，International Library and

Information Science Society の会合であり，下記のような形で記録を記しました。

Japan Chapterからは，会長である志保田をはじめ，前川，大城，岡田，孫，藤間，常世田，山田

の 8人が参加しました。研究発表を聞き，交流し，見学，観光できたのは大変有意義でした。行事の

概要は下記の通りです。今回，日本からの発表がなかったのは残念です。次回以後に期しましょう。

なお，本号後部に，山田美雪会員による研究ノートとしての報告を掲載しました。志保田

33



国際図書館情報学術大会 （ICLIS）

July 11-13, 2019 國立臺灣師範大學（臺北）

National Taiwan Normal University 出席報告

志保田務 山田美雪 常世田良

図書館を学ぶ相互講座2019年度第7回
10月26日（大阪府立中之島図書館別館）

• 国際図書館情報学会議：ICLIS（International
Conference on Library and Information Science）
という、研究、会議、懇談の集まりでした。

• 会場が台北(台湾)という点にも見られるように、東
南・東アジアが軸ですが、「環太平洋」域も表してい
るので、米国人、欧州人数名も参加していました。

• この基盤は、2016年に、結成された、LISSASPAC
（アジア環太平洋図書館情報学会）です。その会場
は、インド半島東海岸にあるSRM大学でした。

• このLISSASPACが、脱アジア、全世界化を図り、昨
年、2018年、タイのバンコックでI-LISS（国際図書館
情報学会）と改称その「第2回」としての開催でした。

どんな会合？
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総合テーマ
Linking, Informing, Sharing

プログラム （7月11-12日）

11‘木 12.30 登録受付 13.30 Library tours

12‘金 9.30(201室）開会宣言, 学生演奏

挨拶 大学長、会議主催者（Richen）

I-LISS Oh, Ke台湾図書館協会長

台湾図書館情報学会 Tseng副会長

Keynote Speech 1：Dr. Cassidy R.    

Sugimoto  (Indiana Univ. Bloomington)

プログラム （7/12 金）

Session1 11-12am

（第1班）1-1  Informatics (情報学) I

LIS journals in Thai-journal citation index.

（タイ Silpakorn Univ.）

“Sense of place”in library by co-occur-

rence analysis (Kongju National Univ.)

Thai’s agricultural volunteers from thesis

Status of research in India and S. Korea
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プログラム（7/12 11-12am）

Session1（第2班）

1-2 Library technical services （3Fmr)

Braille collection development policy；a   

case study of MAB  (U. of Malaya)

Metadata quality assessment in electronic  

theses and dissertations  (U. of Malaya)

プログラム（7/12 11-12am）

Session1（第2班）

1-2 Library technical services 

BIBFRAME in transforming library

records to publishing unlinked data and 

its potentials for cataloging profession-

als and users.（発表：台湾：淡江大）

Valuing your library resources and service

; its impact to Dean’s Lister student of  

Lyceum of the Philippines University.
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プログラム（7/12 11-12am）s.1 

続
Session1（第3班） 1-3 Information literacy 

Enhancing the interconnections between 

knowledge and information literacy through 

guided inquiry. (台湾国師範大)

Descriptive-comparative study between off-

line and online information literacy progｰ
rams at university level in Jakarta(豪国大）

Digital literacy skills among netizens of

fight against cyberbullying （U.Gadjah Mada）

プログラム （7/12）pm s2

Keynote Speech 2: Petty Vokkari 

Session2 15.30-16.30pm

第1班 *2-1 Library management

・Library consortium in the Philippines; the 

case of schools (Saint Mary’s U.  LRS)

第2班 *S.2-2 Information behavior 

Use of E-journal among students in Non-

English speaking countries
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プログラム （7/12）pm s2続

第3班

*S.2-3 School library 

・The role of school libraries in improving 

information literacy with information 

architecture nuances history 

・How school librarian experience evidence-

based practice a comparative study of

school librarians from Australia, China and 

Hong Kong. (U. of Zagreb)

プログラム（7/13土）
9.30-11.20am s3

Session3 第1班3-1  Library and technology

・Digital right management of library and

introduction science under blockchain-

based information centric networking

architecture. (台師大)

（第2班）3-2 Knowledge management

・International collaboration patterns of

Uzbekistan researchers (Kemyong  U.)
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プログラム（7/13土）
13.30- am

Keynote speech 4:

New directions for library and information 

service, research and education / Chris-

topher S.G. Khoo.

14.20-15.20 session 4

第1班 4-1 Library and communication

第2班 4-2 Scholarly communication

第3班 4-3 Library patron services

表彰、閉会、Annual Body Meeting

Best papers and post award 

閉会式

Annual General Body Meeting of I-LISS

次年度 開催 インド SRM 大学

次々年度

次々々年度 日本？
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研究ノート

近年の台湾の図書館事情
山田 美雪

(兵庫県立大学)

The Modern Libraries in the Republic of China (Taiwan)

By Miyuki YAMADA

(University of Hyogo)

Abstract

This paper considers the libraries in Taiwan (the Republic of China). I was able to visit some

libraries representing Taiwan, “National Taiwan University Library, National Taiwan Normal

University Library, Thaipei Public Library, Ximen Intelligent Library, Longan ‘including Longan

Stack’ Branch Library at Daan District, Beitou Branch Library” in July 2019. I consider the

library situation of Taiwan based on the knowledge acquired through this visit, and compare

with the library situation of Japan.

1 はじめに
I-LISS (International Library and Informa-

tion Science Society) 1) は，15 の国別支部と
グローバル支部に属する世界の図書館情報学の
関係者達から構成される国際学会である。その
研究大会が，2019年 7月 11-13日に国立台湾師
範大学 (台湾 台北市)において，2019 Interna-

tional Conference on Library and Information

Science (ICLIS) in Taipei として開催された
2)。その際にオプショナルツアー等などを利用
して，台湾を代表する図書館をいくつか見学し
たので，その様子を今回報告する。なお，今回は
あくまで学会参加がメインであり，前回の研究
大会時より滞在日程が短かったため，オプショ
ナルツアー以外は事前にアポイントメントを取
らず，その都度調整しながら訪問先を決めて訪

れた。そのため，内容的にはあまり深い所まで
踏み込めていない点もあるがご容赦いただきた
い。なお，台湾の正式名称は中華民国 (Republic

of China) であるが，本稿では「台湾」と表記
する。

(日程)

7月 11日 国立台湾大学図書館 (オプショナル
ツアー)

7月 12-13日 2019 International Conference

on Library and Information Science

(ICLIS) in Taipei (国立台湾師範大学)

7月 13日 国立台湾師範大学図書館
7月 13-14日 台北市立図書館 (西門知恵図書

館，龍安民衆閲覧室，中央館，北投分館)
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2 國立臺灣大學圖書館
(国立台湾大学図書館)

大学の公式ホームページによると，国立台湾
大学 (National Taiwan University)は，日本統
治時代の 1928 年に 7 番目の帝国大学，台北帝
国大学 (臺北帝國大學)として設立され，第二次
世界大戦終結後の 1945 年に現在の名前に変更
された 3)。現在 11學院 (学部及び研究科)・54

学系 (学科)・96研究所 (専攻)・33研究中心 (研
究所)と夜間部を擁し，1万人を越える学生が通
うマンモス校で，各キャンパス・研究所等の総
面積の合計は台湾全体の 1割に相当すると言わ
れている。台湾のトップ大学であり，現在の第
14代総統，　

さいえいぶん
蔡英文　 (ツァイ・インウェン)氏など

多くの著名人を輩出している。
總圖書館 (中央館)は大学本部がある台北のメ
インキャンパスに位置する。キャンパス内は正
門から高い椰子の並木 (大王椰子)が並び，その
奥に総図書館 (中央図書館)がある (図 1)。敷地
が広大なため，移動には自転車や車が使われて
いる。図書館は当初別の場所にあったが，1998

年に現在の場所に移設され，旧館は校史館 (博
物館)として公開されている。

図 1 総館 (中央館)

移設の際，各部局の図書室等にあった蔵書を

集約して纏めたので，分室・分館数はかなり減っ
たとのことであった。日本国内の旧帝大図書館
は各部局ごとに蔵書が分散しているので，この
点は利用者にとっては使いやすいのではないか
と思った。
なお，日本でも 2014年に伊藤豊雄氏が手がけ
て開館した社會科學院 (社会科学部)の新図書館
が 2017 年の図書館総合展で発表され，話題に
なったことは記憶に新しい 4)。
各フロアの構成は下記のようになっている

5)。

B1F 自習室 (2 部屋あり，どちらもかなり広
い。24時間利用可能)，コピーセンター，
談話室

1F 閲覧室，書庫出納カウンター (自動書庫
からの出納を行う)，予約図書コーナー，
雑誌，新聞，インフォメーションサービ
ス，四庫全書，東アジア古典文化コレク
ション

2F 集密書架，人文・社会科学モノグラフコ
レクション，美術，音楽，談話室，自習
キャレル

3F 国立台湾大学のコレクション，製本雑誌，
談話室，自習キャレル

4F マルチメディアセンター，科学技術とレ
ファレンスコレクション，モノグラフ，社
会科学の西欧論文，地図，自習キャレル

5F 常設展，台湾研究のコレクション，先住
民に関するコレクション，糸綴じ製本，
地域研究コレクション，貴重書 (*5F は
オンラインツアーを HP上で公開してい
る) <http://cvweb.lib.ntu.edu.tw/

main/specialcol/index.html>

見学ポイントとして，自動書庫と特殊コレク
ション，メディアセンターに重点を置いて説明
がなされた。旧帝大時代からの日本語資料も多
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く所蔵されているのだが，学会のオプショナル
ツアー (図 2)で色々な国から多くの人が参加し
ており，タイトなスケジュールの中で各国参加
者から様々な質問が飛び交い，個別に詳細な質
問をする時間はあまりなかったため，残念なが
ら日本語資料だけに限った詳しい説明を聞くこ
とは出来なかった。

図 2 図書館見学ツアー

自動書庫は日本ファイリング社製で平成 30年
にスタッカークレーン 4 台を 2 箇所に導入 (図
3, 4, 5)。台湾の大学では第一号である。128万
冊収容できるとのことだが，現時点では 70 万
冊収容されている。地震が多い国なので，非常
設備などには注意を払ったつくりにしていると
のことだった。自動書庫は，移転から 20 年が
経ち，スペースが飽和状態になろうとしている
ため，その解決策のひとつとして導入された。
2017 年の図書館総合展では，「総合図書館は，
アクティブ・ラーニング及び ICT 時代の新し
いサービスと将来への発展の必要性を満たすべ
く，スペース改造研究プロジェクトを展開して
おり，これは恐らく台湾で最大の図書館内装改
造計画となる。」という報告がされており 6)，こ
の自動書庫の導入もその一環であろう。

図 3 自動書庫の部屋

図 4 自動書庫取り出し口

図 5 自動書庫内部

分類についてスタッフに聞くと，1950 年く
らいまでは UDC (Universal Decimal Classifi-

cation; 国際十進分類法)を使用していたようだ
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が，今は基本 DC (Decimal Classification; 十
進分類法)をベースにしたものを採用 (図 6, 7)。
但し，博論など一部 LCC (Library of Congress

Classification; 米国議会図書館分類法) を入れ
ているとのことだった。LCCを導入している大
学図書館は珍しいので理由を聞くと「基本的に
研究者は米国留学経験者が多いので，米国のや
り方を取り入れたのではないか」という回答で
あったが，はっきりしたことはわからないとの
ことだった。ディスカバリーサービスは Primo

(Ex Libris 社) である。台湾は国立台湾師範大
学をはじめ Primo の導入率が高いようである
7)。

図 6 学位論文 (製本)

図 7 背ラベル

3F 奥には，「台大人文庫」という特殊コレク
ションの部屋がある (図 8)。台湾知識人の西洋

風書斎を思わせる風情があり，台湾を代表する
著名作家の書籍やそれらに関する研究書が，ず
らりと並べられた特別な部屋である 8)。入口両
側にはソファが置かれ，壁や棚は落ち着いた色
合いの木目調で統一され，美しい弧を描く螺旋
階段を上りながら高い天井に向かう間も，貴重
な書物が並べられた書架が目に飛び込んでくる
(図 9)。窓からは緑豊かなキャンパスの風景が
広がり，さりげなくしかし非常に凝った造りの
椅子や棚が絶妙に配置されている。あたかも映
画のワンシーンに出てくるような，特別な美し
い空間が広がっているのである。館内閲覧に限
定された人文庫内の書籍には，貴重書も少なく
なく (図 10)，ただ書棚を眺めているだけでも，
幸せな時間を過ごすことができる。

図 8 台大人文庫入口

図 9 台大人文庫入内部
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図 10 台大人文庫蔵書

また館内には以下のような日本書籍が貴重書
として所蔵されており 9)，一部は 5F の常設展
のガラスケース内に展示されていた。

� 1900年以前の日本資料・古典籍
(古典籍は，江戸期の和本を中心に約 2万
冊が所蔵されている。)

� 1945年以前の台湾に関する歴史資料
� 日本の南方政策に関する資料 (日本統治
時代に当時の日本が南進政策をどのよう
に進めようとしていたか，台湾・台北帝
国大学をそのための拠点としてどのよう
に位置づけていたか等を示すもの)

�『日本書紀』 (1442年古写本)

3 國立臺灣師範大學圖書館
(国立台湾師範大学図書館)

国立台湾師範大学 (National Taiwan Normal

University) は，台湾の国立大学で創立は 1946

年だが，日本植民統治時代，同地には主に帝国
大学へ進学する学生が学ぶ旧制台北高等学校
(1922年《大正 11年》創立)があり，第 8-9代
総統の李登輝らが学んだ。略称は師大 10)。
3キャンパスに学生数は 12,175人 (うち学部
生 7,267 人，大学院生 4,908 人，留学生 3,000

人)教員数は約 1,980人。1956年に開設された
Mandarin Training Center (国語教学センター)

は中国語を第二外国語として学習できる台湾で
最大のセンターとなっている 11)。
図書館のマスコットキャラクターはライオン
である。館内のみならず周辺にも，像やイラス
トがあちこちあった (図 12)。訪問したのが土曜
日午後であったため，1F のショップは休みで
あった。また，夏休み中ということもあり，図
書館内はそれほど人はいなかった。(台湾は欧米
と同じく学期が 9月開始，6月終了である。)

図 11 図書館外観

図 12 マスコットのライオン

建物は円筒状で中が吹き抜けになっており，
周囲の壁に沿って書架や閲覧机が配置され (図
13)，建物内の相当部分が吹き抜けになっている，
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というかなり空間を贅沢に使った構造になって
いる。そのため，ラーニングコモンズエリア (図
14) もそれほど広くはない。使っている什器類
はラーニングコモンズや視聴覚コーナーは日本
のそれと変わりないが，それ以外は木製をベー
スにした昔の日本の図書館でよく見られたもの
であった。また，館内のいたる所に給水器が設
置され，水とお湯の両方が出るようになってい
た (図 15)。
一番驚いたのが，通路の隅にうず高く本が山
のように積まれているスポットがいくつもあり，
なんの標識もなかったことである (図 16)。おそ
らく除籍対象の資料と思われるが，バックヤー
ドに本来入れるべきモノを，閲覧室内の通路に
堂々と置いているのに，利用者から苦情は来な
いのか?とも思った。日本の図書館では地震で
書架が倒壊でもしないかぎり，このような光景
はまず見られないであろう。

図 13 閲覧机と椅子

図 14 ラーニングコモンズ

図 15 閲覧室
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図 16 山積みになっている本

書架の本の並べ方も，綺麗に整理整頓されて
いるところとそうでないところが結構あった。
これは利用が多い・少ないとかではなく，綺麗
好きできちんと並べないと気が済まない日本人
とあまりこだわらない台湾人の国民性の違いか
らくるものかもしれない。
各階にはカウンターがあり，それぞれ 1-2 名
程度スタッフが配置されていた。貸出・返却は
自動貸出機で行う点は日本の大学図書館と同じ
である。
最上階は館長室，会議室，校史資料室という
いわゆる事務エリアのため，訪問した日は土曜
日で誰もいなかった。しかし，通常利用者エリ
アから館長室や会議室にストレートでいける動
線を持っている図書館は，少なくとも日本では
あまり見かけない。立ち入り禁止の標識もロー
プもないというのも，文化の違いかもしれない。

4 西門智慧圖書館 (西門知恵図
書館)

地下鉄西門駅の地下通路内にある市立図書館
の分室 (図 17, 18)。2006年，台北捷運 (台北地
下鉄) との共同事業として作られた。面積は 60

坪で主に若者向けをターゲットにしている。蔵
書は漫画 (図 19) が多い。無記名の悠遊卡 (後
出)があれば，誰でも入館できる上，RFID付き
利用証により図書の貸出・返却を行うことので
きる無人図書館 (図 20) というのが最大の特徴
である。この図書館は台北市の財政難，図書館
の人員増が困難という状況下での打開策として
構想された。図書館を新たに建築するのではな
く，設置場所などで民間の力を借りることによ
り経費を節減し，かつ無人化により人員不足を
乗り切るという 2 つの側面がある 12)。開館は
朝 6時から夜 12時迄で，地下鉄の運行時間に即
した形になっている。

図 17 知恵図書館入り口
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図 18 知恵図書館内部

図 19 蔵書 (日本の漫画)

図 20 自動貸出・返却装置

日本の公共図書館の類似例では，札幌市立図
書館が札幌駅から大通りに向かう地下歩行通路
に分室を設けているケースがある 13) が，あく
まで貸出・返却を主として職員も常駐している
出張型の図書室であるのに対し，こちらは最初
から「無人で，利用層を若年層に絞った」という
意味で異なる。また，日本でも無人の駅ナカ図
書館はあるが，置かれている本はそれほど多く
はない。図書館の蔵書として厳密なデータ管理
や装備をしているわけではなく，貸出・返却も
機械処理はせず，閲覧利用のみか，ノートに書
いて貸出・返却処理するところも多いので，デ
ジタル技術を駆使して完全無人化するところま
ではいっていないのが現状ではないかと思われ
る。現在知恵図書館は 8館あり，空港や公園な
ど様々な場所に設置されている。
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5 臺北市立圖書館 – 龍安民衆閲
覧室 (台北市立図書館 龍安民
衆閲覧室)

師大から徒歩 5分程度のところにある台湾市
立図書館の分館。雑居ビルの 2-3 階にあり (図
21, 22)，日本の公民館図書室に相当すると考
えられる (図 23, 24)。カウンターの職員に英語
で話しかけたが通じず，英語がわかるスタッフ
として紹介されたのが，60 代のボランティア
の女性であった。彼女は，書架の細かい整理な
ど，日本ではボランティアがあまりタッチしな
いような業務をやっていたので，それも驚かさ
れた。話をきくと，中華電信 (日本の NTT に
相当) を退職して時間が出来た。家の近所にこ
の図書館があるので，職員が手薄な土日にボラ
ンティアスタッフとして来ているとのことだっ
た。この後で訪れた中央図書館でも同じような
ボランティアスタッフ達がいたので，台湾では
珍しいことではないのであろう。現在日本の図
書館では，ボランティアのなり手がなかなか見
つからないという話をよく聞く。年金事情等を
考えると，60才を超えても元気なうちは働き続
ける人が増えているからである。台湾は，公的
機関の年金事情が比較的良いため，退職後はボ
ランティアをする余裕がある人が多いのかもし
れない。しかし，台湾社会でも少子化は進んで
おり，既に合計特殊出生率は日本を下回ってい
るため，20年後には状況は変わっているのかも
しれない 14)。

図 21 図書館が入っている建物

図 22 図書館入口
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図 23 新聞コーナー

図 24 ブックトラックと返却台

6 臺北市立圖書館 – 總館
(台北市立図書館 中央館)

1930 年 (日本統治時代) に市内に 4 つの図書
館が設置され，1952年に合併して台北市立図書
館が設置されたのが始まりで，1990年に現在の
建物に移設された (図 25)。台北市内に 50余り
の分館を有する台北市立図書館の本館で，専門
書からマンガ雑誌やサブカルチャー雑誌まで，
幅広い蔵書構成内容になっている。日本語の書
籍も特に個別の棚に「日本語図書」などと分離
されることなく (さすがに「日本文学」の棚には
文学系書籍がまとまっているが)，一般書籍に混

ざって並べられており，この辺は大学図書館と
も共通している。9F のフロアが多元文化資料
コーナー (図 26)となっており，多言語資料の設
置スペースとしてはかなり広い。新聞はマレー
語，タイ語等 8カ国語があり，これは台湾の最
大都市の中央図書館であるから外国人の利用も
多いと考えられる。HPに日本語表記があるが，
海外の公共中央図書館では大変珍しい。なお，
HP 上で次の 5 つのビジョンが日本語でも掲げ
られているが，1 から 3 は日本の公共図書館で
はあまり見られない表記である 15)。

1. 標準化図書館
品質監査システム ISO9002を拠り所にし
て，各拠点，各職員の利用者サービスの
質を確実に統一化します。

2. オンライン図書館
電子資源の収集に努め，簡単で，敏速に
データが送信できるインターネットの特
長を活用して，各利用者に 24時間年中無
休の情報サービスを提供します。

3. エコ化図書館
積極的にグリーン図書館を促進し，様々
な資源を大切にして，万物共存の環境保
護観念を確立します。

4. 国際化図書館
国外の図書館との姉妹館締結に力を入
れて，提携関係を確立させます。経験と
資源を共有して，積極的に先進的な図書
館サービスと措置を取り入れて，当館の
サービスレベルと品質の向上のための手
本とします。

5. 人間本位の図書館
親しみと便利性を起点として，各サービ
スと設備を企画し，職員の作業に便利で，
利用者に優しい図書館環境を提供します。
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図 25 図書館外観

図 26 多元文化コーナー この日は職員は不在

交通の便が良い街の中にあるため，面積が確

保できなかった事情もあるのだろうが，全体的
に細長いビル一棟の構造になっている。地下 2F

から 9Fまでが図書館，10,11Fは会議室や学習
センターとなっている。開館時間は火曜から土
曜が 8:30-21:00，日曜・月曜は 9:00-17:00であ
る。休館日は毎月第一木曜及び台湾の祝祭日と
なっており，正月や盆の時期以外は，休館日は
月 1-2日程度となっている。
利用者カードは個人に配布されるものと，家
族単位で配布されるもの (家族図書証) がある。
貸し出しは個人の場合一人 15 冊，家族図書証
は 30冊迄で，30日間借りられ，延長は 2回迄
出来る (一部除外あり)。視聴覚資料は 5点，14

日間で延長は 2回迄である。ただし雑誌は知恵
図書館と中央館は貸し出しを行っていない。分
館と民衆閲覧室ではバックナンバーは貸し出し
が出来る。また，利用者カードは悠遊卡 (easy

card: 台湾で広く普及している交通系の ICカー
ドで，交通機関やコンビニ等での買い物にも使
える)にも付けられる。
入口ドアのそばには分類表 (図 27) が貼付さ
れており，カウンター周辺は中華圏らしいきら
びやかなオブジェで飾られていた (図 28)。
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図 27 分類表

図 28 カウンター周辺

返却は閉館期間中はブックポスト (図 29) (但
し視聴覚資料等一部除外あり) やコンビニでも
可能 (但し有料) である。館内の至る所に QR

コードと電子ブックの宣伝の張り紙があった
(図 30)ので，電子ブックもかなり普及している
のではないかと考えられる。

図 29 夜間返却口

図 30 いたるところにこのようなポスターがある

7 臺北市立図書館 – 北投分館
(台北市立図書館 北投分館)

台北駅から MRT を乗り継いで約一時間。終
点の新北投駅から徒歩約 7 分の北投公園内に
ある (図 31)。北投は温泉などで有名な観光地
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(図 32)で，日本の加賀屋旅館なども進出してい
る。この図書館の構想が持ち上がった 2000 年
代の初頭，台湾では環境に対する市民の意識が
高まったこともあり，台北市は「環境に優しい
図書館を建設したい」という条件をコンペティ
ションで提示した。その結果，エコ建築のパイ
オニアとして有名な九典聯合建築師事務所の設
計が採用された。この設計では，①日本統治時
代の木造家屋が多く残る北投の雰囲気を伝える，
②断絶している台湾の木造建築技術を取り戻す，
の 2つが考えられており，その結果，この図書
館は次のような特徴をもつ 16)。

� 窓を広く取り，内部は外気を窓から取り
込み空気の対流を意識した構造で，爽や
かな風が通り抜ける。外気温があがると
冷房に切り替えられる。

� テラス (図 33) の屋根は陽射しを遮る角
度を計算して張り出し気味に設計され
ている。それにより，室内の温度が多少
なりとも下げられている。屋上にはソー
ラーパネルと花園が設置され，屋根の形
状は雨水の貯留を意識してデザインされ
ている。雨水は建物脇のろ過タンクを経
て，地下の貯水槽に貯められ使用されてい
る。南側の壁面の一部は常緑植物で覆わ
れている。同事務所の郭代表によると，
この建物の最大の特徴は，周りの木々，
川，芝生と一体となっていることである。
図書館のテラス席から外を眺めると，確
かにその特徴がよく分かる (図 34)。

図 31 図書館外観

図 32 新北投駅のホーム

図 33 テラス席
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図 34 東屋を見下ろす

2006 年の開館以降，この図書館は国内のみ
ならず，2014 年にはアメリカのテレビ放送局
CNN が選ぶ「世界で最も美しい図書館ベスト
27」にランクインする 17)など，世界的にも注目
を集め，現在では観光名所の一つとなっている。
1階は新聞や雑誌，DVDや CDの視聴覚コー
ナーがあり (図 35)，2階は書籍，地下 1Fは児童
コーナーがあり，日本語や英語の児童書なども
揃っている。隣には読み聞かせなどを行うホー
ルがある。そして図書館のコンセプトに連動し
て，同館の蔵書は環境保護をテーマにしたもの
が多い。子どもや家族連れには居心地がよい反
面，机や PC が使える席が少なめなので，ビジ
ネスや学習にはやや不向きである。全体的には
北欧風の温かみのある，非常にインスタ映えす
る図書館であるが，今回訪問したのが日曜の午
後ということもあり，館内は超満員。エコであ
ることは環境にはたしかによいのだが，人が多
すぎてむし暑く，残念ながら「心地よさ」とは
ほど遠い「芋の子洗うがごとくの超満員で暑苦
しさを感じる」状態であった。入口に入館者数
を表示する電光掲示板があるのだが，その数値
は共に示されている平均入館者数を遙かに超え
た数値を示しており，カウンターには利用者の
列が途切れることなく延々と続き，スタッフに
質問するどころではなかった。

図 35 書架は低めで空間の広がりを感じさせる

おそらく毎日多くの訪問者から色々質問を受
けるため，スタッフ側の負担を減らすためであ
ろう。館内入口には，観光客向け注意書きが中
国語と英語でイラスト付きで大きく貼り出され
ており，それを読めば館内ルールがわかるよう
になっていた。そのルールによると，条件付き
で館内撮影は出来るのだが，人があまりにも多
すぎて，残念ながら今回良い写真はあまり撮れ
なかった。
また木材を使ったエコ建築自体は素晴らしい
のだが，高温多湿な台湾の気候を考えると，耐
久性に問題はないのかとも思った。事実，化粧
室など水回り付近で湿気が多いところは木のド
アにカビが生えていたり，蜘蛛の巣があちこち
に張っているなど，今後の維持管理が大変では
ないかと思われる箇所も見受けられた。

8 まとめ
台湾は，世界一の親日国で日本人が行きやす
い国のひとつである。昔の日本の統治時代から
発祥しているものも多く，親近感を覚えやすい。
その一方，知恵図書館などデジタル技術を駆使
して利用者のマナーの問題や，資料の紛失リス
クを抱えながらも無人運営を行うといった日本
にはない新しいタイプの図書館もあり，新鮮な

53



驚きを覚えた。
今回訪問して全体としては次のような点が印
象に残った。

� デジタル部分は日本より先行している面
が多々ある。

� 本の並べ方，レイアウト等は日本の方が
整理整頓は行き届いている。ただし，こ
れは几帳面で繊細な日本の国民性による
ものではないかと思う。

� 公共図書館・大学図書館とも図書館業務
の中心は正規職員の司書であるが，公共
図書館では土日にボランティアスタッ
フがフロアに出て，カウンター業務をし
ているなど，日本と異なる部分もある。
日本の場合，ボランティアはフロア業務
よりは，読み聞かせなどの児童サービス
や朗読サービス，本の修理等などを担う
ケースが多いと思われる。

� 全体的には「本を読む，自習する」といっ
た昔ながらの図書館のタイプが主流であ
る。大学図書館にもラーニングコモンズ
があり，滞在型のスペースづくりはして
いるが，日本ほど注力はしていない。大
学図書館の自習室は本校の学生であれば，
ほぼ 24時間使えるが，部屋の造り自体は
昔の大学図書館の自習室であった。

� 漫画と日本語の資料が訪問したどの図書
館にもあった (図 36)ことから，日本文化
との親和性が高いと思われる。

� 日本の TSUTAYA図書館のような，お洒
落な空間を演出して心地よい滞在を利用
者に提供する図書館というのもあるが，
劇的に増えているという訳でもない。な
お，TSUTAYAが参考にしたといわれて
いる誠品書店信義店 (旗艦店)を訪れたと
ころ，確かに TSUTAYA書店とよく似て

いた。しかし細かく見ていくと，異なる
面も少なくなかった。これについては，
後日機会があれば検討してみたい。

図 36 日本の雑誌もある (北投分館)

最後にこのような機会を与えて下さった I-

LISS日本支部メンバー，台湾支部メンバー，会
場となった国立台湾師範大学関係者の皆様に改
めて感謝を申し上げたい。

(注・引用文献)

1) International Library and Information Sci-

ence Society <http://www.i-liss.org>

2) 2019-ICLIS<https://iclis-2019.conf.

tw>

3)「國立臺灣大學」<https://www.ntu.edu.

tw>

4)「変貌する台湾大学図書館の空間改造」『第
19回 図書館総合展』 <https://www.

libraryfair.jp/forum/2017/5872>

5) National Taiwan University Library Main

Library Floor Layout <http://www.lib.

ntu.edu.tw/en/node/794>

6) 前掲 4)

7) 原田亜美「海を越える図書館 日本から台
湾へ，つたわる図書館のノウハウ – 國立臺
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灣大學 社會科學院 辜振甫先生紀念圖書館」
『PASSION』36. <https://www.kongo-

corp.co.jp/passion/PASSION_Vol36_

text/taiwandai_koolib.html>

8) 八木はるな「台湾大学図書館事情」『世界
の図書館から』 <http://u-parl.lib.u-

tokyo.ac.jp/archives/japanese/

world-library2>

9)「国立台湾大学図書館」『egamiday wiki』
<http://egamiday.sakura.ne.jp/wiki/

%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%8F%B0%E6%B9%

BE%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%9B%B3%E6%

9B%B8%E9%A4%A8>

10)「国立台湾師範大学」『Wikipedia』<https:
//ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%

E7%AB%8B%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E5%B8%

AB%E7%AF%84%E5%A4%A7%E5%AD%A6>

11)「國立臺灣師範大學」<https://www.ntnu.
edu.tw>

12) 酒井貴美子「ただいま増殖中，台湾の知恵
図書館」『カレント・アウェアネス–E』226,

2012.11 <https://current.ndl.go.jp/

e1357>

13) 札幌市中央図書館「札幌市の図書館 大通カ
ウンター」<https://www.city.sapporo.

jp/toshokan/sisetu/odori.html>

14) 内閣府「世界各国の出生率」 <https:

//www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/

data/sekai-shusshou.html>

15)「台北市立図書館」 <https://japanese.

tpml.gov.taipei>

16) 宇佐美喜昭「7.世界から注目を浴びるエコ
建築家」『台湾，地球環境問題への真摯な取
り組みと萌える環境ビジネス』日本貿易振興
機構海外調査部, 2010, p.19-20

<https://www.jetro.go.jp/ext_

images/jfile/report/07000425/

taiwan_kankyo_biz_all.pdf>

17) 山田育栄「台北市立図書館北投分館」『世界
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*WEBは全て 2019年 12月 27日アクセス
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2019年度 I-LISS Japan Chapter研究大会プログラム
―図書館人の国際交流：小さな磁場からの試みの継続―

日時：2019年 10月 27日（日）13:00 - 17：00 p.m.

会場：相愛大学本町学舎（C-601教室）

1. 開会の辞
2. I-LISS Japan Chapter会長（志保田博士）挨拶
3. I-LISS会長（Oh博士）挨拶
4. 講演
講演 1 (13:10 - 14:10 p.m.: 10分の Q＆ A))

講演者：Dr. Dong-Geun Oh（I-LISS 会長：前韓国図書館情報学会会長）
通訳：中野ひかる（関西学院千里国際中等部・高等部 司書教諭）
講演名：Publishing a New International Journal: From the EIC’s Perspective of a

Korean Journal

講演 2 (14:10 - 16:00 p.m.: 20分の Q＆ A)

講演者：Fredrik Ernerot（スウェーデン西部学校図書館協会会長）
通訳：岡田大輔（相愛大学講師）
講演名：Current situation and issues of Swedish school and public libraries

＜ 10分休憩＞
5. 研究発表
発表 1 (16:10 - 16:35 p.m.)

発表者：中島幸子（同志社大学非常勤講師）と坂下直子（京都女子大学非常勤講師）
大城善盛（元同志社大学教授）
発表タイトル：AASL「新学校図書館基準」の概要と意義

発表 2 (16:35 - 17:00 p.m.)

発表者：大城善盛（元同志社大学教授）
発表タイトル：専門職団体としての香港図書館協会と JLAの比較

6. 閉会の辞
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I-LISS JAPAN 会員名簿

Director: Tsutomu SHIHOTA, Ph.D. 志保田務 (会長理事) 桃山学院大学名誉教授
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学教授

Secretary and Treasurer: Yoshinobu NAKAMURA 中村恵信 (事務局長理事) 神戸松蔭女子学院

大学教授
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Board of directors: Yasuhiro HARADA 原田安啓 (理事) 姫路大学教授

Board of directors: Ryo TOKOYODA 常世田良 (理事) 立命館大学教授

Board of directors: Jihyeon SON, Ph.D. 孫誌衒 (理事) 大手前大学准教授

Board of directors: Akehiko TACHIBANA 立花明彦 (理事) 静岡県立大学短期大学部教授

Committee member: Mutsumi OHIRA, Ph.D. 大平睦美 (委員) 京都産業大学教授

Committee member: Tatsuya TANIMOTO, Ph.D. 谷本達哉 (委員) 羽衣国際大学准教授

Committee member: Yasuko MURAKAMI 村上泰子 (委員) 関西大学教授

Committee member: Daisuke OKADA 岡田大輔 (委員) 相愛大学専任講師

Committee member: Koji MURAKAMI 村上幸二 (委員) 奈良学園大学登美ヶ丘図書館司書

Committee member: Miyuki YAMADA 山田美雪 (委員) 兵庫県立大学助手

Member: Mieko NAGAKURA 長倉美恵子 元・東京学芸大学教授

Member: Makoto SETOGUCHI 瀬戸口誠 梅花女子大学准教授

Member: Sosuke IMANO 今野創祐 京都大学図書系職員

Member: Naoko SAKASHITA 坂下直子 京都女子大学兼任講師

Member: Kyoko KUBO 久保恭子 元・神戸松蔭女子学院大学准教授

Member: Katsufumi YANAGI 柳勝文 龍谷大学准教授

Member: Manabu SHIMADA 嶋田学 奈良大学教授

Member: Shunsuke SONODA 園田俊介 津島市立図書館 図書館長

Member: Hikaru NAKANO 中野ひかる 関西学院千里国際中等部・高等部 司書教諭
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国際図書館情報学会日本支部規約

平成 30年 11月 10日

(名称)

第 1条 本団体は，「国際図書館情報学会日本支部」と称する。英語名を International Library and Information

Science Society, Japan Chapterと称する。

以下，英語名称の略称 I-LISS を用い Japan Chapterを日本支部と称する。

(事務局)

第 2条 本団体は事務局を大阪市住吉区苅田 7-10-7-1105 電話・Fax 06-6607-3395 におく。ただしインド国

チェンナイ市 SRM大学図書館に置かれた本部団体の支部である。

(目的・基盤組織・経緯)

第 3条 本団体は，アジア太平洋地域および国際的な図書館情報学の進歩発展，連携に寄与することを目的と

し，日本におけるその活動の本拠となる。なお，I-LISSホームページで，下記のようにその働きを示し

ている。

世界文化を開発する 14の国の 178人の開始メンバーによって設立。図書，文献の研究に協力的な学者

を組織する研究および 図書館と情報科学が関連した分野の研究会議，出版活動を国際的にめざす。本支

部は上記の趣旨に則り，日本人研究者を中心に，図書館情報学の研究とその斡旋に努める。同支部は平

成 28 年 7 月 11 人の発起人で成立の LISSASPAC Japan Chapter の会員を引き継ぎ平成 30 年 11 月

10日に成立。

(活動内容)

第 4条 本団体は，前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 機関誌の刊行 (冊子体または電子通信形態とする)。機関誌の売価は第 7 条 (1) 場合を除き別に定

める。

(2) 研究成果発表のための研究集会の挙行 (海外研究の斡旋を含む)。

(3) 共同研究・調査 (外国人研究者の案内を含む)。

(4) 国内外の関係団体・機関との連絡および協力。

(5) その他必要と認める事業。

(会員と権利)

第 5条 本団体の会員は本団体の基本理念および目的に賛同し入会した個人及び団体である。

第 6条 本団体への入会，会費納入，退会等に関しては，別に運営細則で定める。

第 7条 会員は次の権利を有する。

(1) 本団体の機関誌の配布を受ける。

(2) 本団体の機関誌へ投稿することができる。

(3) 本団体が開催する研究集会に参加できる。

(4) 本団体が開催する研究集会における研究発表の申込みができる。

(5) 総会への参加と議案提出ができる。

(6) 会員は，役員の選挙・被選挙権を有する。

(役員)

第 8条 本団体に次の役員をおく。

会長 1名
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副会長 3名

理事 6名 (ただし，会長，副会長，事務局長を含む)

監事 2名

事務局長 1名

顧問 1名 (必要に際して)

第 9条 役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は，本団体を代表し，会務を総括する。

(2) 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，代行する。

(3) 理事は，理事会によって本団体の議事を審議決定する。理事会は細則を定め運営に責任を負う。

(4) 監事は会の財政を監査し，毎年の総会に監査報告を行う。

(5) 事務局長は会の事務に職責を有する。

第 10条 前条の役員の選出は次のように行う。

(1) 理事は会員の無記名投票によって選出する。

(2) 監事は会員の無記名投票によって選出する。

(3) 会長，副会長，事務局長は理事の中から理事の互選によって選出する。

(役員の任期)

第 11条 役員の任期は次のとおりとする。

(1) 任期を 3年とする。

(2) 役員に欠が生じた場合には，前条]の規定によって補充する。補欠選出された役員の任期は，前者

の残任期間とする。役員の欠員補充に関する規定は別に定める。

(会議)

第 12条 総会

(1) 総会は年 1回会長が定期に招集する。会員の 5分の 1以上の要求があった場合は臨時に総会を開催

しなければならない。

(2) 総会は通信形態で行うことができる。この場合には，通信の到着を以って出席とみなす。

(3) 総会の議決は出席会員の過半数で決定し，議長は賛否同数の場合のみ議決に加わる。

第 13条 理事会

(1) 理事会は会長が招集して年 3回以上開催する。

(2) 理事の半数以上の請求がある場合に会長はこれを招集する。理事会は，欠席者の委任状を含め理事

総数の 2分の 1以上の出席で成立する。

第 14条 委員会

理事会は，事業遂行のため，編集，研究等の専門委員会をおくことができる。

(会費，補助金，寄付金，奨励賞など)

第 15条 会費等は次のとおり規定する。

(1) 会費等の財務は理事会が主管し，事務局長の主担とする。

(2) 本団体の会費額は，総会の承認を経て理事会が定め，別に規定する。

第 16条 特別の収入および支出

本団体は，会費，補助金，寄付金およびその他の収入を得ることができる。

前記第 7条 (2)機関誌への投稿には投稿料を支払う。投稿料の仔細は別に定める。

本会奨励賞を設け，本会が評価する論文活動にこれを授ける。奨励賞の仔細は別に定める。
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(報酬)

第 17条 役員ほか会員への報酬は支払わない。ただし，領収書をもって明白な事務費，交通費，宿泊費用等正

当な支出に対しては相当額が支払われる。

(年度)

第 18条 本団体の会計年度は，4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わる。監事はこの終了日をもって監査す

る。その監査結果を翌年度初めの総会に報告する。

(規約の改正)

第 19条 本団体の規約を変更しようとするときは，理事会の議を経て，総会において出席会員の 3分の 2以上

の同意を得なければならない。

付 則 　

この規約は，平成 30年 11月 10日から施行する。

◆運用細則 (規約第 6条会員に関する規定依拠) 　

1 本団体への入会は，理事会の承認および，年度会費納入によって成立する。年度途中の入会の場合

は次年度分の会費の納入をもって代える。

2 退会は本人の申し出または逝去による。既払いの会費等は返納しない。2年度以上会費を納入しな

い場合は理事会の決議により退会とする。

◆会費 (規約第 15条第 2項依拠) 　

年度会費は，一人または 1団体 3000円とする。これは，年度開始日までに納入されなければならない。

なお本部 (インド SRM大学内)への年度会費はうち 1000円とする。

◆機関誌 　

機関誌については別に定める。

◆奨励賞 　

奨励賞に関しては下記のとおりとする。

奨励賞名は「I-LISS Japan Prize」とする。

奨励賞は理事会の議を経て，必要時に与える。

奨励賞の資源は寄付に依拠し特別会計とする。

授与は本賞及び副賞とする。

(平成 30年 11月 10日初版制定 令和元年 10月 27日改訂)
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機関誌の運用細則
◆機関誌 　

機関誌は 7条 (2)の場合 (会員配布)を除き 1冊 2000円とする。但し催会等で廉価特売できる。
◆投稿 　

投稿原稿の種類は、a)論文、b)研究ノート、c)提言、d)エッセイ、e)報告、f)コラム g)その他、と
する。論文と研究ノートは英文による本文または抄録を必要とする。英文はネイティブ・スピーカーの
チェック証明を要する。

◆査読 　
投稿原稿は原則として編集委員会が査読を行う。外部者に査読を依頼することもある。

◆原稿の作成 　
原稿の作成は「『Journal of I-LISS Japan』執筆要綱」に従う。

◆投稿料 　
投稿料は 1頁につき 300円 (切上げ)とする。ただし，勤務・就学機関から［当該投稿料に関し研究費
等が］支出されない場合は，1頁あたり 100円 (切上げ)とする。なお，依頼原稿は，理事会の判断 (決)

で課金外とすることができる。挨拶，消息通信等についても同様とする。
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『Journal of I-LISS Japan』執筆要綱

1. 原稿は横書きとし，完全原稿とする。
2. 使用言語は日本語または英語とし，日本語の場合は原則として常用漢字，現代仮名づかいを用
いる。

3. 句読点はコンマ（，）およびマル（。）を用い，文中の引用は「 」または “ ”内に入れる。長
文の引用の場合は前後を 1行空け，本文より 2字下げて記す。

4. 数字については，引用文および慣例的な漢数字の表現以外は，アラビア数字を用いる。
（例）数十人，何百年，三人称

5. 外国人名や外国地名については，よく知られているもの以外は，初出の個所にその原綴または
ローマ字表記を丸括弧に入れて付記する。

6. 略称・略語については，初出の個所にその正式名称を丸括弧に入れて付記する。
7. 図表はそのまま版下として使用できるように，明瞭な原稿をデジタルデータで添付する。
8. 必要な文献を適切に引用する。引用文献などは，原則，本文末尾にまとめて記載する。ただ
し，章末ごとに分けて記載することもできる。また一部に脚注を併用することができる。さら
に，注全般を脚注とすることができる。
引用に関わる本文中の箇所には，次のいずれかの指示を行なう。①関係箇所直後の右に引用上
の通し番号（脚注の場合はページ内通し番号もしくは「*」印）を付す。他の方法として，②
関係個所に直接 a)著者名と出版年，または b)出版年と著者名を「（）」に入れて付記する。た
だし著者名に代えてタイトルほかの事項を用いることができる。

9. 引用文献などは，以下の例に従って記述する。
「注」，「参考文献」，「引用文献」などの見出しを，文献群の冒頭に記す。引用文献は，上記 8.

①の場合，引用番号順に配列する。
同様に②の a)の場合は，著者名の 50音順に配列する。b)の場合は，まず出版年を表記し，そ
の下で年の降順に配列する。

10. 引用文献に加え，あるいはそれに代えて，注を記すことができる。注の文章上に読点「。」を
用いることができる。なお，こうしたケースを含む場合は，文献群の見出しは＜注＞とするこ
とが望ましい。

この規定については『図書館界』の規定を参考にした。実例に関しては『図書館界』の例を参考に
すること。
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編集後記
昨年 (2019 年) の 10 月 27 日に I-LISS Japan Chapter の総会と研究大会が開催されました。

Fredrik Ernerot氏は私との個人的なつながりでスウェーデンから来ていただきました。彼とはその
前の週は別の国際学会に共に参加し，そして会の後，彼は 1週間我が家に滞在しました。毎晩酒を片
手に夜遅くまで話し，非常に貴重な経験ができましたが，私は起きれば朝から大学で授業があるわけ
で，日常を取り戻すのにいくらか時間がかかりました。
そして，当時は輸出管理問題によって日韓関係が非常に悪化する中でいらしていただいた呉先生，
金先生にも重ねて感謝いたします。今号には呉先生が講演をまとめられたものを掲載しております。
また，当日行われた研究発表 2本も掲載しております。Fredrik氏の報告は次号を予定しています。

総会では「国際図書館情報学会日本支部規約」について話し合われ，副会長を 1名から 3名にする
こと，必要に際して顧問 1 名をおくことなどが改訂されています (今号 p.58–60)。前号掲載の「規
約」(Vol.2 No.1 p.79-81)は「(案)」であり，細かく修正されていることを編集次長としてあらためて
お詫びしなければなりません。合わせて，「機関誌の運用細則」(今号 p.61)が運用細則から独立し，

� 投稿原稿の種類として，“a) 論文，b) 研究ノート，c) 提言，d) エッセイ，e) 報告，f) コラ
ム，g) その他”と定められた

� “投稿原稿は原則として編集委員会が査読を行う”と査読誌であることが明示された

と学術誌として整ってきたと考えております。また，現在のところ，“査読は最初 2人の編集委員が
行い，そこで不一致があった時は第 3 の編集委員も査読を行う”“最終決定は拡大編集員会で行われ
る”ことが申し合わせられました。

また，今号には 2019年の 7月 12日から 13日の台北の国立台湾師範大学で行われた国際図書館情
報学術大会 (ICLIS, I-LISS本体の大会)に関連するものとして，志保田・山田・常世田三会員による
報告とともに，山田会員による台湾の図書館の訪問記録を掲載することができました。

ただ，これを書いているのは 2020年の 3月も末になってですので，もうずいぶん前のことに感じ
ます。新型コロナウイルスによって外国との行き来ができなくなったと思えば，日本図書館研究会の
大会も中止となり，あっという間に学生を大学に呼ぶことすら難しくなりつつあります。4月以降の
授業の開始を 1週間遅らせることが決まりましたが，今後どうなるかは全く分かりません。

Journal of I-LISS Japan が CiNii で検索できる https://ci.nii.ac.jp/search?journal=

Journal+of+I-LISS+Japanようになりました。ただ，I-LISS Japan Chapterのwebページ http:

//shihota.world.coocan.jp/top_page/lissaspac-jp.htmlでは，全ての巻号が全ページ見ら
れるようになっているのですが，J-STAGEには登録されていませんので，CiNiiからのリンクはま
だありません。もう少し時間を頂ければと思います。

(編集次長 岡田大輔)
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