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巻頭言

The pandemic COVID-19の I-LISS Japanの活動への影響について
中村 恵信

(I-LISS Japan Chapter 事務局長)

日本では 2020年 2月ごろから、The pandemic COVID-19の感染者が発生し、全国的に大学の卒
業式、謝恩会も中止になった。日本図書館研究会研究大会が京都で 2 月 22 日・23 日に開催予定で
あったが、中止になった。同様に大阪府立中之島図書館での「図書館を学ぶ相互講座」も中止になっ
た。そして全国の公立図書館も休館体制になっていった。4月 16日の緊急事態宣言により、5月末
まで継続された。
今夏にインドで開催予定であった I-LISS の年次大会「ICIDL & IIC 2020 on “Revitalizing the

Libraries to the Android Society”」も延期になった。I-LISSと共催の韓国の図書館大会も 5月開催
予定であったが、10月に延期された。しかし、現在のコロナの感染状況 (8月下旬現在)では、10月
に開催されるかどうか不確かなところがある。
他方、I-LISS Japan Chapterは 11月 28日 (土曜日)に、大阪府立中之島図書館の「図書館を学ぶ
相互講座」との共催で、桃山学院大学大学院経営学研究科教授の小澤義昭氏に「専門職制度の国際化
と AI 技術の発展: 米国における公認会計士制度の変遷を中心に」のテーマで講演を依頼している。
また、「I-LISS Japan Chapter図書館情報学集会 2020」のテーマで、I-LISS Japan Chapterの年次
大会・総会を 12月 26日 (土)に会場 (大阪府立中之島図書館)または Zoomによる同時開催を行う予
定である。
本誌「Journal of I-LISS Japan」は 2018 年に発刊し年 2 回発行し逐次刊行物として NDL に納
本し ISSN 2433-7870 と登録も得ている。本誌の発行は I-LISS 本部でも高評され、受賞候補とな
る栄誉を頂いている。今回、国立研究開発法人科学技術振興機構 (Japan Science and Technology

Agency)より J-GLOBAL・JDream IIIに著者抄録の掲載依頼があり、承諾し掲載されることになっ
た。これにより本誌は国内の学会誌として認められたことになる。本誌を電子ジャーナル化している
I-LISS Japan Chapterの HPにリンクを張ってくれることになり、本誌の電子ジャーナル化の一歩
となった。今後は全面的な電子ジャーナル化に向けて努力したい。
事務局長の主な仕事は年会費の徴収及び執行と事務連絡であるが、これも編集委員の努力により印
刷費の軽減がされたので会計の方も落ち着いてきた。また、本誌は「機関誌の運用細則」によって投
稿料を徴収することになっているので、収入増に貢献している。著者支払いモデルを取り入れてお
り、さらに今後も経費軽減に向けて頑張っていきたい。このコロナ事態の収束は予測できないが、正
確な事実に基づく情報の提供を通じて現実を変革できる学会にしていきたいと願っている。

I-LISS Japan Chapterの HP

http://shihota.world.coocan.jp/top_page/lissaspac-jp.html
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論文

専門誌『資料組織化研究』を通してみる資料組織論半世紀の軌跡
志保田務

(桃山学院大学名誉教授)

The suspension of a professional journal in the library

and information science field: the locus for past half century of
Shiryososhikika-kenkyu (Technical Services)

By Tsutomu SHIHOTA

(Emeritus Professor of St. Andrew’s University)

抄録
2020 年を目前に我が国図書館情報学界の専門誌『資料組織化研究–e 』が終刊した。同誌は 1964

年 3月『Technical Services』の誌名で図書館技術研究会 (岩渕泰郎代表)より発刊され，第 14号か
ら『整理技術研究』，第 43号以降『資料組織化研究』，55号以後『資料組織化研究–e 』と改題し第
74号まで号次を刻んだ。(以下接頭語「第」を省略)

発刊者・岩淵泰郎は 2004年の逝去まで同発行組織の代表を務めた 1)。その後，高鷲忠美が継いだ
が，資金難に陥り経費節減で 2008年からは北克一，古川肇，和中幹雄と筆者・志保田でWeb誌への
転換を図ったが，購読不振，執筆者難が重なり終刊した。同誌会員は，カタロギングが図書館員の専
門技術，議論の中心の時代を，小組織ながら満喫した。しかしこの分野の興味は，国際化，ICT機能
のリンク機能の多元化のもと，インターフェイスに如何に繋ぐか等に向かい，議論もそこのもとに収
まりを見せた。“整理技術”は戦後，図書館サービスの阻害因とも揶揄されもしたが，その実は資料
提供サービス上の確認の迅速化，つまりユーザーファーストを目途とした業務である。当稿は約半世
紀間の書誌調整基準議論・研究を，同誌の足跡を通して管見する 2)。

Abstract

The journal “Technical Services” was first published in 1964, and ceased to be published just

before the year 2020. The name of the Journal was changed into Seiri Gijutsu Kenkyu when the

issue of no.14 was published, and again into Shiryou Soshikika Kenkyu when the issue of no.43

was published. When the issue of no.55 was published, its name was once more changed into

Shiryou Soshikika Kenkyu–e with the result of no.74 as a last issue. By reviewing the discussions

and studies on bibliographic control, including cataloging rules, for last half a century, this paper

has tried to evaluate the value of the Journal.
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1 同誌の苗床・揺籠: 1950 – 60年代当時の日本の館界
1.1 米国使節団の来日と日本の目録規則事情
ときは第 2次世界大戦直後期，日本は廃墟同然，占領軍総司令部 (GHQ)により民主化を旗印に改
革が断行された。教育界担当の米国教育使節団 (以下，教育使節団と略)が来日した。帝国主義の排
除をベースに，帝国図書館という行政府づきの図書館を改造し，Library of Congress (以下，LCと
略)に倣い，参政権の元にある立法府立に代え，国立国会図書館 (以下，NDLと略)と転じた。同館
の組織・行動指針構築のために別隊 Robert B. Downsを団長とするダウンズ使節団が来日した 3)。
図書館使節団は整理システムの安定を図り，分類・排架システム，採用目録規則の決定を指示した

(ダウンズ勧告)。まず帝国図書館のマニュアルの提示を求めた。だが同館は八門分類表という書誌分
類表以外は外的に明白な整理ツールを持っていたと言えず，本来分類目録とあい容れないダウンズを
失望させた 4)。
翻って近代初期の図書館 (界)において目録規則の策定は枢要のこととされた。この時期，図書館
目録の媒体は冊子であった。冊子目録では原則一図書に対しては単一の記入を作成する。その記載・
排列順には，著者名を冒頭に置きその音順に排列する形と，書名をもってそれを行う形があった。前
者を著者主記入方式，後者を書名主記入方式と称する。
JLA (当時は日本文庫協会)は標準目録規則の策定を主目的に組織され，その翌年，会長・田中稲
城の下，太田為三郎が「和漢図書目録編纂規則」を 1893年に策定した。両人は共に帝国図書館幹部
だった。1910年太田案は改訂され「和漢図書目録編纂概則」となった 5)。これら我が国の目録規則
は，欧米の著者主記入の方式と異なり，書名主記入の方式を採った。1901年 LCは，記入をカード
に印刷し頒布する所謂印刷カード事業を開始した。我が国の大学図書館は多数洋書を収集していた。
洋書目録作成者たちは上記 JLAの和漢図書の規定に従うことに躊躇し，別規則を模索していた 6)。
その後 1908 年に英米合同目録規則が出る。それは印刷カード活用メリットを英国 (連邦諸国) にお
いても共有する意図に基づくものであった。こうしたなか和洋統一目録規則を求める声が高まった。
JLAは今井貫一目録委員長名で「和漢図書目法」を策定，『図書館雑誌』1932年 4月号に発表した
7)。この規則は著者主記入法と書名主記入法を併記したものであった。南諭造の議論等もあり 8)“主
記入論争”という形が翳された。
両論は様々な面で対立し展開されたが，略解すれば，著者主記入論は記録の対象を “著作” とし，
書名主記入論は対象をその “図書・資料”(体現形)としている。
この把握の上の両極点は，今日コンピュータ目録にあっては両立できる。だがこの論争は紙時代の
遺物ではない。目録に十分の検索機能を設計するための素地を耕す論考だったのである。
青年図書館員連盟 (以下，青連と略)は加藤宗厚等によって著者主記入論を展開し 9)，「主記入宣言
ハ終焉シタ」と “勝利宣言”まで出し，その約 10年後の 1943年 3月，間宮商店から 123ページの冊
子『日本目録規則』[1942年版]を発行した。
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1.2 ダウンズ勧告と NCR1952年版
ダウンズは，JLA でなく青連の策定規則，NCR[1942 年版]10) に倣うよう勧告し，これに従い

NDL (準備組織体)は岡田温整理局長を JLA目録委員長に送り込み「NCR1952年版」を編纂，出版
せしめた。しかし，この時期における国レベルの標準的な目録規則は曲がりなりにも 1932年に今井
貫一委員長の元で JLAが有した「和漢図書目録法」(案)と見られたのだが。
青連の “NCR1942”なる著作物を，彼らはいかなる手続きで JLAに移転し，しかも，青連の版の
続版 “1952年版”と称して刊行せしめたのか。NDLはダウンズ勧告及び NCR1952年版 “目録委員
会報告”以外の手続記録を公にしていない。また新目録規則が今井らのそれ (1932年)など国の以前
の規則とどのように接続，ないし絶縁したのか正式記録が必要である。被占領下で，急ぎ NDLを創
るという特殊事情があったとしても奇怪な光景である。
同様の問題は書架排列記号 (分類)に関して，青連ゆかりの日本十進分類法 (以下，NDC)を NDL

の分類表に誘導したことにある (後に NDL独自の書架分類表を策定)。森清が 1929年に策定し間宮
商店から改訂していた NDCを “新訂”して，NDLの排架に適用することはダウンズ勧告によってい
る。だが，NDCを森清・間宮不二雄 (間宮商店)の手から JLAへ移し “新訂”と冠し第 6版が JLA

から出版した (1950 年) ことは問題である 11)。ダウンズ勧告にはこれを JLA で策定・出版すべき
ことまでの指示はしていない。このように特定の図書分類表を一国の図書館協会が策定または推進す
る行為，特に “標準分類表”化に手を貸すことは国際一般的に正常でない。結果，NDCは “標準分類
表”という体を装うものとなり，世上そうした表現がとられることがあるが，筆者はそれを不適当と
解し “汎用分類表”との表現を用いるよう留意している 12)。

1.3 目録の教育・研究における岩淵泰郎の台頭
司書を “図書館における専門的職員”と初めて規定した図書館法成立の時期 (1950年)，岩淵泰郎は
文部省図書館職員養成所 (以下，養成所と略)に入学した (1952年 4月)。同法下の政令・図書館法施
行規則は司書養成に向けて「司書講習科目」15単位 (必須 10単位)を規定した。図書館界では目録
構築が重視されていた。そのためか必須 10科目中「図書目録法」科目には他の科目の倍にあたる 2

単位が与えられていた。ところで，目録記入作成には目録規則が不可欠である。
養成所の目録教育では新生の NCR1942年版と，『米国図書館協会著者書名目録規則 第 2版』，『議
会図書館記述目録規則』(LC記述規則)をもとに，加藤宗厚，関野真吉両氏が担当した 13)。上記の
ALA規則と LC規則の併用は，標目と記述の目録作業に，一種分業が起きる。これが後日の “標目
と記述の分離”論に切っ掛けを与えたといえる。
1954年 3月岩淵は養成所を卒業 14)。国家公務員一般職中級試験に合格後，東京学芸大学附属図
書館に就職した (雇職。司書係配属)。ときは破壊活動防止法 (1952年 7月法律 240号)に抗し「図書
館の自由に関する宣言」が日本図書館協会 (以下，JLAと略)定期総会 (1954年 5月)で採決された
時期であった 15)。彼ら養成所同期生たちは，目録論のみならず図書館問題全般の議論に加わって行
く。そして翌 1955年 1月「図書館職員のメモ同好会」が立ち上げられた 16)。
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2 萌芽誌『図書館員のメモ』など
2.1 『図書館員のメモ』上の “著者主記入論”補強の論述
養成所で目録関係科目を担当した加藤宗厚，関野真吉両氏は，戦時中，青連に相寄り上記 “日本目
録法 “の編纂に関わった経緯もあり，和洋両用の目録規則がなるような形で岩淵らを指導した。岩淵
は『図書館職員のメモ』(以下，『メモ』と略。年 2回刊)第 2-4号 (1956-57年)に「ヴァチカン図書
館排列規則」を訳出。同 5号 (1958年)にマーガレット・マンの「辞書体目録の排列」を訳出した。
当時，国際図書館連盟 (IFLA)の国際目録原則会議 (ICCP)による標目と記入語の剪定・形式に関す
る国際目録原則 (パリ原則)の成立が目指されていた (1961年 10月に議定なる)。国際的な動きを次
の版にどうとり入れるべきか等，NCR改訂関係でも課題があった。それらに備えて JLA 目録委員
会 (関野真吉委員長)は 1961年 5月岩渕ら教え子を新委員に加えた。
この時期，こうした言わば主流の人たちと真反対の言説が日本の目録議論界に現れた。

2.2 NCR1952年版から 1965年版までの論争: “主記入不要論”等
1953年 8月 (法律 185号)，学校図書館法が成立し，“学校には学校図書館を設けなければならな
い”(第 3条)として学校図書館が “学校教育には欠くことのできない施設”となった。学校図書館司
書教諭という存在の新設 (同法第 5条)があり，学校図書館司書教諭講習規程 (昭和 29年文部省令 21

号)17) に基づき資格付与の講習会が教育学部，学芸学部で開かれた。そこでの関係科目「図書の整
理」の準拠ツールとして NDC新訂 6版，及び NCR1952年版が用いられた。後者に関しては同講習
会 2年後から『日本目録規則解説』を補強書として出した 18)。ただしこの解説版は NCR1952年版
を補填しようとする余り，解説の枠を越し批判を誘うところとなった。
この講習会の講師や受講者 (教員免許の所持者，課程履修者)から，NCR1952年版に対する疑問や
批判が『学校図書館』誌を表舞台として感情的に対立した 19)。
1956年 2月『基本件名標目表』(BSH)が発行された。
図書館サービスの向上を図る JLA『中小都市における公共図書館の運営』(「中小レポート」1963

年)は「図書館のあらゆる作業の中で，最も多くの無用な時間と労力を注いできたのは，目録作業で
あった」と痛烈に批判した 20)。もっとも同記は目録無用論ではない。難渋の目録作業を批判し簡易
化を求めている。作業の簡易化を望み，むしろ詳細な記述の印刷カードの導入を勧めている。“簡易
化”21)は，既に姿を現していた記述独立方式 22)のいう “合理化”に通じるのであった。

3 本誌起源: Technical Services の創刊 (1964年 3月)

3.1 国際目録原則 (ICCP)と，我が国での受容: 図書館技術研究会の組成
1959年 1月，岩淵は文部事務官に任官。直後の 3月『メモ』別冊に「司書職の確立について」を発
表。同年 4月には JLA分類委員会委員 (加藤宗厚委員長)となる。そして翌年 4月「図書館技術研究
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会」(のち，図書館整理技術研究会，図書館資料組織化研究会)を東京学芸大学附属図書館内に職場研
修の主旨で結成した 23)。岩淵は 1962年 1月同館整理係長に昇任，図書館技術分野の若手リーダー
的存在となっていた。彼は自身を軸とした学習・研究力の向上を図った。
当時，国際図書館連盟 (IFLA)は，目録原則に関する国際的な一致を求め，1959年ロンドンで準
備会議を催し，1961年国際目録原則 (ICCP)会議を開き，標目の選定とその形についての原則を策
定した。

3.2 『NCR1965年版』と第 1期誌 Technical Services(図書館技術研究会)の発刊
1955年 2月，NCR1952年版に代わる NCRを編纂すべく，関野真吉を委員長とする JLA目録委
員会が成立した。岩淵は 1961年その委員会委員となった。
1964年 3月，岩淵は，上記・図書館技術研究会の機関誌として『Technical Services』を誕生せし
め，その第 1号に「日本目録規則 1964年版の諸問題 (1)序説について」を発表した 24)。初期の数
号には，同館司書の外書講読会を経ての翻訳が多い。
関野目録委員長は，ICCP (1961年)に忠実な NCR1965年版を刊行した。その条文の流れは，序
説，第 1章: 総説に続いて，第 2章: 一個人の著作，第 3章: 個人著者名の形式，· · · 第 12章: 書名，
著者・版等の表示となっている。著者基本記入制を押し出しており，基本標目の選定に 10章を割い
たのち，初めて記述の部に入る形がとられている。この著者基本記入方式の主張点は，基本標目に
よって著作の集中ができ，同一分類下の著者記号決定力となり，件名目録の場合に 2次排列の単位と
なるという点にある。
これを巡っては議論が沸騰する。例えば，主題関係記入の 2次排列要素は，他の手立てで処理でき
るという対抗策も浮上した。同版に従った目録作成の指南書を岩淵が代表編纂した 25)。それらは司
書講習会科目 “資料目録法”及び “資料目録法演習”のテキストを目指した。その後岩淵はまた 1970

年『日本目録規則 1965年版追加規則及び修正増補事項』を共著し，翌年には『日本目録規則 1965年
版実例集』を編著した。いずれも JLAから刊行された。なお 1978年，ICCPをベースに編纂発行さ
れた英米目録規則 (AACR) [後に AACR1と表される]は NCR1965年版 (83条)と同様 “完全本記
入”を基盤としている。“完全本”とは，例えば上下本の下巻が遅れている状況においても全 2巻が
揃っているかのように記録を作成したものである。実質不安定で，後になっても下巻が出ない例など
に手を焼く。“完全本”という表現は NCRの爾後の諸版上で姿を消す。
先に 2.2で記した非基本記入の目録方式を NCRに導入するかの検討が現実化する。ここで目録の
多元検索が図られたのである。これには，印刷技術の進展を基礎に，一つのカード原稿を土台とし
て，共著者，訳者，タイトル，件名など (の標目を表記として書き足す)記入を複製する，ユニット
カードが通用し始めたという時勢が加担していた。同一被写体から複製される各カードの記述は同一
で，その内のどれが基本記入かそれ以外かというような区別は当然ない。この複写の原稿に基本記入
を用いることも必然でなく，共著者の場合，基本記入の標目がむしろ障害となる。標目欄を空白とし
た原稿 (コピー)を作成しておけば，標目欄にその者 (共著者)を記録するとよい。それが非基本記入
の方式の主張であり，その場合，基本記入の標目がコピー原稿筆頭にある形をとるならば，基本標目
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が，共著者の目録検索に破綻を招くとの批判があった 26)。そのころ NCR1965年版の改訂，新版の
動きが激化していた。
岩淵らは 1975-1982年に『整理技術研究会研究情報』を No.1を本誌と平行して発行し，NCRの
新版に対応しようとした。1975年 9月の No.2には基本記入制に立つ下記の投稿がある。

� 古川肇「出版年の記載について: 予備版 (案) 2.3.4への批判」
� 関野真吉「日本目録規則の改正に際して」
� 岩淵泰郎「日本目録規則・新版草案について」
� (第 5回整理技術全国会議報告)

同 3号 (1977年 8月)には，新版予備版刊行の 4か月前，下記の論考等が記された。

� 関野真吉「日本目録規則改正案について: 再び三つの質問」

古川肇は NCR新版予備版が出版年に刷の年を採る点を案の時点から批判し，NCR1987年版での
修正を引き出した。当情報誌はM.ゴーマンの論文訳掲載の No.4を最後に 1982年に終息した。

3.3 国際標準書誌記述 (ISBD)，NCR新版予備版 (1977年)の登場
1970年 1月，JLAは第 12期目録委員会を発足せしめた。委員長には NDLで Japan MARCに
備えて設けられた業務機械化準備室の小田泰正が就任した。1972年には東京大学大型計算センター
に関わる田辺広に交代した。この時期北米中心に書誌ユーティリティが醸成された。1971年には国
際標準書誌記述単行書用: ISBD (M)の案が出された。ISBDは，記述関係のメディア横断的な目録
記述法であり，1974年には同初版が発行された。
ISBDは，記述部分のみで書誌記録を一旦成立させ，一見この親和性が NCRを独立方式の方向へ
と引き寄せた。記述ユニットカード方式を擁して新版予備版を打ち立てる動きが目録委員会に見え
た。ただし本誌 Technical Services においては伝統的な論説が続いた。たとえば岩淵は非基本記入
制反対の論考「図書館における目録記入作成の理論について: 特に標目未記載ユニットカード方式に
関連して」を同誌第 5号 (1971, 1, p.18-24)に投じた。この “標目未記載ユニットカード方式”との
目録方式名は，当時目録委員会が用意した案の仮称で，AACR2 (1987)同様に記述を先に完成する。
“爾後に基本記入の標目を記載する”AACR2 (1987)における手順に通じている。そうした側面から，
伝統的な議論に立つ論者たちに理解の一郭を取り付けようとしたのであろう。しかし非基本記入方式
は “等価標目方式”(AACR2序文)とも言われるように，その基盤は基本記入の標目の選択・記載を
排する形の許容を別法 (alternative heading system)として公認されていたことにある。
1970年代，筆者・志保田は大阪府立大学図書館の司書となり，関西で盛んに議論されていた非基
本記入の方式，記述独立方式の議論に加担していた。そしてこれを NCRへの導入を主張する立場に
組みしていた。このことは西洋流の著者基本記入の方式と対立するものであった。
非基本記入の目録記入方式は，JLA 目録委員会 (田辺広委員長) の容れるところとなり，記述ユ
ニット・カード方式と称し，日本目録規則新版予備版とのタイトルで 1977年 12月に出版された。
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“新版予備版”と称したが，10年余，実質的に標準目録規則として稼働した。理由は，NDLの Japan

MARCと，学術情報システム (NACSIS)のそれぞれにおける目録記入の記載方式としたことにあろ
う。特に元の納本週報・日本全国書誌からその役割を継いだ Japan MARCは，同規則が採る “物理
単位”を重用した 27)。それは，納本の速報をその度に伝える手段として採られたのである。
1978年 5月，NDC新訂 8版が発行された。本誌 12号に田村俊作の関係の 2論考がある。

4 第 2期誌『整理技術研究』(図書館整理技術研究会): 14号 (1979

年 12月) – 42号 (2000年 2月)の時代
4.1 IFLA東京大会 (1986年 8月)と書誌階層論
ところで筆者・志保田は，1980年，名古屋の椙山女学園大学の故・木原通夫教授主宰で『資料組織
法』(現『情報資源組織法』)を第一法規から出版し，高鷲と共に共著者となった。高鷲は，ポール S.

ダンキンの「基本記入は冊子目録が主流であった初期には，利用者にとってそれなりの意味があった
かもしれないが (中略)，今日での意味は基本記入を他の記入以上に完全にすることによって，費用を
節約することを決めた目録の場合だけである」と記した Cataloging USAを 28)を大埜浩一，高橋由
利子と訳出 (早川図書刊) した。この時期同誌には『英米目録規則 第 2 版』(AACR2) に関する訳，
解説が多い 29)。

4.2 NCR1987年版 [初版]の時代と本誌論稿
この版は，NCR1965年版と異なり非基本記入の目録記入方式を導入した。これに対して本誌に発
刊時期から関わったメンバーたちを主体として，記述対象を完全本に見定める働きかけがなされた。
基礎単位を単行単位とする「書誌単位」という概念で収斂された。ただし著者基本記入方式を主体と
するのではなく，記述だけで一旦仕上げ，のち相対する標目を記載するとういう新版予備版で導入の
基本記入の方式を継続した。これは当時の丸山昭二郎目録委員長中心に慎重かつ大胆に進められた。
同版はまた〈記述ユニット・カード方式〉をうたった NCR新版予備版から歩を進め，〈記述ユニッ
ト方式〉と目録方式名称を変えた。これは “カード目録用だけではない”との意志を表したものであ
ろう。そこでの記録単位は，新版予備版における “物理単位” から “書誌単位” 概念に変更された。
この単位は，1985年に成立した学術情報センター (NACSIS)のシステム，NACSIS-CATが採用し
たものである。この “書誌単位”とは一記録対象の記述を分析して基本書誌単位 (単行単位，逐次刊
行単位)，集合単位 (上位単位，親書誌)，構成単位 (合集作品) と階層化するものである (常にこの
3 階層があるわけでない)。検索具合に従って，いずれの単位からも出力するという形である。もっ
とも ACSIS-CAT は，構成単位の出力設定は行ってはいない。単行書誌単位を軸とする記述法は，
NCR1965 年版など西洋流の目録規則が基盤とした “完全記入” 準拠の方法と基軸を通底するもの
だった。単行書誌単位の下，例えば上下本などで上巻だけの記録機会となった場合，Japan MARC

などが望んだ “物理単位”の記事 (この場合 “上巻”)は，“所蔵事項”というローカル事項の記録とさ
れる。コンピュータ機能に載る場合，未完部をその後に補正することは容易である。ここに，“完全
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本記入”を主張した基本記入論者との融和が実現された。
上記NACSISが目指した共同目録システムや，電子化の進行が 1960年代後半からあった。MARC

II，OCLC等であり，Japan MARCが 1981年から稼働し NACIS-CATはこれを参照ファイルとし
て採り入れた。
NCR1987年版における特徴は下記の諸点である。

1. 書誌的記録に，標目，所在記号等を付加したものが目録記入である (§0.4)

2. ある資料を他の資料から識別同定する第一の要素はタイトルである (§1.0.1)

3. ISBDで規定する事項を記録することを原則とする (§1.0.3.1)

4. 記述に 3水準を設け，第 2水準を標準とする (§1.0.4)

5. 最新の刷の年でなく，その出版物が属する版の最初の年とする (§1.4.3.1)

6. ISBNほか標準番号を記載する (§1.8.0.0)

7. ISBD区切り記号を用いる (§1.8.0.2)

8. 書誌階層規定を設け (§1.9)書誌単位に関って記録する (§1.9.0.1A)

9. 統一タイトル (§26)，単一記入制目録のための標目選定表 (標目付則 2)

このうち，7. 8.の縛りが緩いほか，NCR2018年版に至るまで継承されている。同版は 1970年代
に ISBDsが使用する ISBD区切り記号を採用した。だがこの記号法の実行には下記の問題点があっ
た。①目録記入作成上に無用な緊張感を与えるばかりか，②同一記号を別エリアでも使用するそのシ
ステムは，電子化上有効に機能しないとの批判を誘った。これに対して③この記号は，目録記入を見
る者に 1 エリア中での書誌事項の構造関係，および異なるエリアとの区別の判断上に識別役目を果
たすとの説明が繰り出された。この③は強弁とも見られ，NCR2018年版では任意規定化された。な
お，「無著者名古典・聖典統一標目表」は NCR新版予備版にも規定されていたが，粗略に過ぎたの
で，本誌を主宰する図書館整理技術研究会は，自らが編纂した案を『整理技術研究』24号 (1987.10)

に提示し 30)，補強して NCR1987年版の付録 4の規定内へ入れられた。
書誌階層概念は，今日的なコンピュータ目録で失速するものではなかった。ただ，その対象とする
ところが，具体的な資料，具体的な出版物に眼目をおいていた。そのことは利用者の資料検索に応え
るという点において正当である。具体的な出版物を取り出し供するという必要条件を満足させるもの
である。しかしその検索対象を，その起源の著作 (者)との位置づけの上で整え提供しようとする立
場からは，具体資料 (の情報)は，統合的な著作 (実体)情報の末端的な体現体とみなすことになる。
これは，FRBRや RDAが帰着した思考であろうが，それらはかつて，書誌階層の中の，別系，時系
階層と理解される。今日的に，コンピュータ機能を活用しての確認，検索列 (以前に言う排列)で融
合的に活用できるものとなろう。
上記以外に NCR1987年版は新版予備版が扱う資料として「図書」と「逐次刊行物」のみを規定し

「その他の資料」に関しては [準備中]としていたのを是正した。そして，「地図資料」「楽譜」「録音資
料」「映像資料」「機械可読データファイル」「複製・原本代替資料」「マイクロ資料」の章を加えた。
さらに，コンピュータにも目配りしたが，パッケージ型の電子資料対象に止まっていた。
NCR1987年版 (本版化)で，司書養成教育における資料目録法・同演習に関するテキストの刷新が
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必要となり，JLAほかから関係の出版が盛んとなった。
本誌第 2期『整理技術研究』(1979年 14号に始まる)には以下のような論文が掲載された。

� J. A. Shinebourne「英米目録規則批判」岩下康夫，遠山潤 [訳]

� 鳥海恵司「ALA排列規則 (1980): 新しい排列原則について」

このころから田辺久之，岩下康夫，樋川清司，藤田健一などが参加した。
第 23-25号『NCR1987年版』発行年の前後には同版に関する論述が並んだ。
第 23号 (1986.12)

� 志保田務「NCR本版案における書誌階層及び書誌単位規定に対する一考察」
� 高鷲忠美，志保田務，大城善盛「非基本記入方式の目録規則: 日本目録規則新版の歴史的背
景」，1986年 8月 IFLA東京大会・目録分科会における発表稿

第 24号 (1987.10)

� 岩下康夫「逐次刊行物改題考」
� Betty Baugman and Elaine Svenonius「AACR2は基本記入を抜け出せるか」岩下康夫，遠
山潤共訳

� 志保田務「書誌階層関係観念理解のカテゴリーを求めて」
� 図書館整理技術研究会「単一記入目録のための標目選定表」31)

第 25号 (1988.7)

� 岩淵泰郎「日本目録規則 1987年版に対する意見」
� 古川肇「日本目録規則 1987年版に対する意見」

同号は，1984年逝去した関野真吉元 JLA目録委員長 (1955年 6月 – 1965年 5月)の記念を込め
て，彼の講演録「NCR1965年版成立過程について」を掲載した。また関野真吉による和田万吉関係
の目録研究を 21号に，追悼関係記事を 22号に掲載している。
NCR1987年版に関連の論考が，第 27号 (1990.1)以下に並んだ。

� 古川肇「〈ISBD構成部分の記述に適応するためのガイドライン〉の紹介」
加藤登「J-BISCダウンロード・データの自館目録カードへの利用: BASICプログラムによる
活用例」

� 藤田節子「オンライン検索ユーザーマニュアルの作成」

第 29 (1991.12) – 30号 (1992.6)には高鷲忠美，岩下康夫によるパトリック・ウイルソンの「目録
の第 2の目的」に関する 2本の翻訳がある。“第 2の目的とは，S.ルベツキーの主張であり CCPに
影響を与えた。略記すれば，「第 2の目的は “著作を探す”こと」にある。因みに「第 1の目的は “そ
の図書を探す”こと」である。この議論はその後も重ねられた。
第 31号 (1992.12)には次のような新組織の紹介など一味変わった諸稿が並んだ。
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� 高鷲忠美，岩下康夫「記述の比較研究: 英米系目録規則，ISBD，NCRs」
� 田窪直規「整理技術・情報管理研究集会 TP&Dフォーラムについて｣
� 大城善盛「書評『TP&Dフォーラム シリーズ 32) 』について」
�「基本件名標目表第 3版 (BSH第 3版)シソーラス構造化の試み: 外形式を中心として」索引
法研究グループ (北克一，芝克徳)

上記は 1983年刊 BSH第 3版に関する希少な文献であるが，これは，1999年 7月発行の BSH第
4版の委員 2名による先行的な研究であった。

4.3 NCR1987年版改訂版の時代と本誌論稿
NCR1987年版は 1994年 4月に改訂版と刷新された。この版では書誌階層規定が多章に分散した
ほか，未済であった「第 8章 静止画像」，「第 10章 三次工芸品，実物」および「第 11章 非刊行物」
の規定を加えた。
第 33号 (1994.5)には，北克一による下記の論文がある。

�「現行目録基準における〈書誌単位〉および〈記述の基盤〉に関する一考察」

これは書誌単位の元にある要素が，記述の情報源の基盤であることを指摘し，このうち，NCR1987

年版では情報源は明示されているものの，記述の基盤の規定が明白でないむねを，NACAIS-CATの
実例を元に論じ，関係規定の “記述の基盤”における “初号主義”が出版の現実によって準拠困難の
事態が現出する点を指摘した。北克一は更に同号に下記をも記した。

�「〈英米目録規則修正事項 1993年〉について」

第 34号 (1994.9) に高鷲，岩下「〈英米目録規則第 2版 1993修正事項〉の概要について」。前号，
北克一の稿と酷似するようにも一見されるが，両者の立ち位置を高鷲，岩下論文はその文末 (p.11)

に記のように記している。
“北氏が修正事項全般を幅広くしかも比較的簡潔に取りまとめられているのに対し本稿は間口を狭
めたためその分だけ該当箇所に深くコミットしているということになろう (後略)。” 時期がら同時的
に競合した 2論文が，後出論文の追記でその分別が示されている。
1995年 8月 NDC新訂 9版が発行された。同版分類委員・古川肇は本誌第 36号に「日本十進分類
法新訂 9版の新しい諸相」を記した。中間見出の新設，論理性の実現等がポイントである。
第 35号 (1995.9)～39号 (1998.1)では岩下康夫の訳行が充実している。M.ゴーマン著「AACR2

以降: 英米目録規則の将来」(35号)，M.カーペンター著「目録理論は誤りに基づいているか」，「目
録世界の未来への招待: マイケル・ゴーマンのメッセージ」(36号)，以上共訳。Martha M. Yee「著
作とは何か第 4編: 目録理論家と 1つの定義」(39号)。
39号には志保田務，北克一，高鷲忠美の機械化目録演習稿がある。

�「〈資料組織演習〉における: コンピュータ目録演習環境の構築」
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(この後，初出筆者以外，原則，著者を姓のみで略記する。)

1997年，IFLA研究グループが FRBR (書誌的記録の機能要件)を発表。目録基盤に迫った。
40号 (1998.7) =下記 3件以下の数号には，NCR1987年版改訂版研究の緒論がある。

�「『日本目録規則 1987年版改訂版』への意見と提案」古川，志保田
�「資料組織演習: コンピュータ目録演習課題の自動提示機能の展開」北，志保田，高鷲
�「電子図書館における著作権典拠管理ファイルの機能に関する一考察」北，村上泰子

41号 (1999.7)～42号 (2000.2)

�「続『日本目録規則 1987年版改訂版』への意見と提案;上，下」古川，志保田
�「『日本目録規則 1987年版改訂版』における版に関する事項の規則構造」北，志保田
�「『日本目録規則 1987年版改訂版』の逐次刊行物規定間のバランスに関する研究」志保田，北
�「ISBD (ER)への案内」古川

ここで 1年半が空き下記の 42号 (2002.2)で，第 2期誌『整理技術研究』は終了する。

�「『日本目録規則 1987年版改訂版』第 9章改定案「電子資料」の検討」北
�「『日本目録規則 1987年版改訂版』における区切り記号法に関する一検討」志保田，北

1999年 7月，BSH第 4版が出された。2分冊で，本体『基本件名標目表』に別冊『分類体系順標
目表・階層構造標目表』を伴っていたが，後者のタイトルは誤りで『分類記号順標目表・階層構造標
目表』が正しかった。また時代細目の排列順について〈序説 9 (8) d〉で「年代順に排列」と記した
のに反し，本表では時代区分を音順で並べ誤った。2刷以後はこれらは訂正されている。

5 第 3期誌『資料組織化研究』: 43号 (2000年 7月) – 54号 (2008

年 1月)の時代
NCR1987年版改訂 2版 (2001年 8月)の出版の直前である。その時期，本誌 44号の論文は下記
のとおりである。

�「目録の構造に関する試論」古川
�「目録における〈相対性〉の考察考」志保田，北

5.1 NCR1987年版改訂 2版 (2001年 8月 – )の時代
同改訂 2版は第 9章を ISBD (ER)に倣い「電子資料」に変じWeb系対応を示した。同版から古
川が JLA目録委員となる。なお後に本誌の中心メンバーとなる和中幹雄は NCR1987年版改訂版の
時期以来同委員会委員を務めている。
46号 (2002年 1月)は創刊者を祝って「岩淵泰郎先生古稀記念号」とした。氏の東洋大学教授退任
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記念でもある。
48号 (2003.1)，49号 (2004.6)には，古川による以下のような縦横の論述が目立った。

�「ルベツキイにおける〈記述〉: 訃報に接して」48号
�「『英米目録規則第 2版』改訂の現状と将来: 国際目録規則への動向」同号
�「目録理論の潮流に抗する論理: Michael Gormanの場合」49号: 同稿はM. Gormanを抵抗
勢力と見る。

岩淵はこの 49号 (2004.6)に「〈資料組織化研究会〉発足の頃」を記したが同年 10月 18日逝去し
た。50号 (2005.3)に高鷲「岩淵泰郎本研究会代表の逝去を悼む」がある。

5.2 NCR1987年版改訂 3版 (2006年 6月 – )の時代
2006年 6月に改訂 3版を発行。ISBD (CR)をもとに，第 13章「逐次刊行物」が「継続資料」と
改称され，和古書，漢籍に関して第 2章「図書」，第 3章「書写資料」の規定が改正された。これら
NCRの各版と，その前の版との相異は，それぞれの版の「目録委員会報告」で述べられている。同
版で渡辺隆弘が JLA目録委員となった。
この改訂に際し，古川は同誌に精力的に執筆した。

�「構成部分の明示に関する実践」51号 (2005.12)

�「統一タイトルおよび本タイトルに関する再考察践」同号
�「未来の目録規則: AACR3第 I部から RDA第Ⅰ部案へ」52号 (2006.6)

�「未来の書誌レコードに関する規則: RDA第Ⅰ部案から A案へ」53号 (2007.3)

�「基本記入標目の機能」同上号
�「未来の書誌レコードに関する規則 (続): メタデータ・スキーマとの調整へ」54号 (2008.1)

NCR1987年版の改訂は改訂 3版で終了と伝えられた。これは紙資料ベースを主対象と目録時代の
限界表明だった。
なお当研究会と交流が深い日本図書館研究会・整理技術研究グループが 2007年 7月記念会を開催

『50周年記念論集』を出した 33)。寄稿論文には，京大中央図書館における NDLC分類 (法)採用の
経緯を考察した志保田の論文など関係分野における希少文献が多い。同組織は同期に情報組織化研究
グループと改称した。

6 第 4期誌『資料組織化研究–e 』: 55号 (2008年 11月) – 74号
(2019年 10月): NCR2018年版の時代

「AACR3はない」と喧伝され RDA (Resource Description and Access)が 2010年に策定された。
この規則はタイトルから「英米」も「目録」も消した。同規則を参考に『日本目録規則 2018年版』が
同年 12月に発行された 34)。
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NCR2018 年版の策定には，従来からの編纂機関である JLA 目録委員会に NDL が連携した。こ
のことは国立中央図書館として有為なことである。ここには目録委員会における旧目録規則への親和
性，配慮が感じられる。だが，国立情報学研究所 (NII)との連携度は記されていない。
世界的には，ISBDなど書誌記述の基準が，図書館界を含む情報関係機能を想定のうえ，メディア
を越えて模索された。特に FRBR (書誌レコードの機能条件)がその根底において重視された。
FRBR 等の概念モデルでは，知的・芸術的成果である資料を，著作，表現形，体現形，個別資料と
いう，順次具現化されていく階層的な 4実体 (第 1グループの実体)としてとらえる。従来，ある著
作の「版」の違いとしてとらえられていたものを，内容的側面を示す表現形と物理的側面を示す体現
形に分け設定し，資料の構造的把握を図った。
これに加えて，資料に関わる行為主体を個人，家族，団体の実体設定を行った。
さらに，各実体に関し，属性と実体間の関連を設定することによって，書誌的世界を表現しようと
する。属性と関連は，FRBRにおいては発見・識別・選択・入手，FRADにおいては発見・識別・
関連の明確化・根拠の提供という「利用者タスク」に基づいて設定されている。このうち実体間の関
連には，従来の書誌データと典拠データとの関連づけに当たるものに加え，資料間に存在する派生や
継続といった関連など，実体間の多様な関係が含まれる。実体とその属性を把握し，実体間の関連を
管理するモデル化は，電子化された目録作成・提供環境との親和性が高い。
FRBR等の概念モデルは，資料の多様化に対応するという点からも，目録の作成・提供環境の電
子化に対応するという点からも，有用性の高いものと認識され，21世紀の目録規則の基盤を成すも
のとなった。
これらに合わせて国際標準書誌記述 (ISBDs)も見直され，FRBRの枠組みを全面的に取り入れ資
料種別だったものを統合版 (ISBD)とした。また旧来の “書誌記述”域を超えて書誌・典拠データの
あらゆる側面を取り扱い，探索・検索上の要件にも言及している。
また標目の選択と形式に特化したパリ原則 (ICCP，1961)に代わって新たに目録原則 (ICP: 国際
目録原則覚書)が 2009年に立てられ，FRBRの枠組みを取り入れているが，描かれる目録の姿は書
誌データと典拠データから成る従来の形と比較的親和性が高い。2016年に改訂版が発表された。
NCR2018 年版は，1987 年版が全改訂を通じて用いた書誌階層構造の思考法を包摂した。書誌階
層構造は，FRBRで規定する体現形における関連の一種 (全体と部分)に相当する。体現形の記述を
行う場合に推奨するレベルとして，基礎書誌レベルを設定し，形態的に独立した資料だけでなく，そ
の構成部分も記述対象とできるようにしている。
この期は JLA目録委員会を務める和中幹雄，古川肇両氏の論文が本誌に多かった。
56号 (2008.12)

�「貴重資料機関リポジトリ公開時におけるメタデータ基準についての一研究」木越みち
�「未来のアクセスポイント」古川
�「RDA最終草案の付録における関連表」古川

57号 (2009.9)
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�「図書館用語 bibliographicをめぐって」和中
�「未来の書誌レコードおよび典拠レコードに関する規則: RDA全体草案の完成」古川

58号 (2010.3)

�「〈国際目録原則〉における〈一般原則〉について」和中
�「昭和初期の私立大学図書館における図書分類法」吞海沙織

59号 (2010.12)

�「〈国際目録原則覚書〉策定過程の諸論点: 草案の変遷から」渡邊
�「書誌レコードおよび典拠レコードに関する規則の成立: RDAの完成」古川
�「FRBRにおける〈著作〉概念の特徴と NCR改訂の方向性」和中

60号 (2011.3)

�「RDAの評価」古川

61号 (2011.10)

�「ISBD統合版における電子資料に関する規定」古川
�「〈決定を RDA 刊行以後に持ち越した課題〉から見る RDA の方向性: 1〈転記の原則〉をめ
ぐって」和中

�「体現形・個別資料に対する典拠系アクセスポイントはなぜ必要か」古川

62号 (2012.4)

�「RDAにおける電子資料に関する規定」古川
�「書誌コントロールの戦後体制に関する覚書」和中
「FRBRおよび RDAに対する疑問再考: 責任表示と版表示の帰属について」古川

63号 (2013.2)

�「RDAにおける電子資料に関する規定」古川
�「〈決定を RDA刊行以後に持ち越した課題〉から見る RDAの方向性: 2〈RDA本格導入直前
の改善作業〉1) 和中

64号 (2013.4)

�「著作に対する典拠形アクセス・ポイントの諸問題」古川
�「〈決定を RDA刊行以後に持ち越した課題〉から見る RDAの方向性: 3〈RDA本格導入直前
の改善作業〉2) 和中

65号 (2014.3)
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�「RDAにおける音楽作品に関する規定」古川
�「RDAにおける “jurisdiction”という語をめぐって: 法律著作の関連指示子」古川

66号 (2015.3)

�「RDA改訂項目総覧: 改訂の開始から 2014年まで」古川
�「RDAと国際化: 個人名の典拠形アクセスポイントの形式をめぐって)和中

68号 (2016.3)

�「〈ツタヤ図書館〉の資料区分を検証する: 武雄市図書館，海老名市立図書館を手掛かりに」1，
2. 川瀬綾子，北

�「RDAにおける副出記入の機能の継承」古川

69号 (2016.10) – 72号 (2017.10)

�「書誌情報における刷の記録について」蟹瀬智弘，69号
�「2016年における RDA改訂項目: 改訂最終草案に見る」古川，同号
�「FRBR–LRM (FRBR，FRAD，FRSADの統合案)の概要メモ」和中，同号
�「RDA再考」千葉孝一，1 (70号)，2 (71号)，3 (72号)

�「日本目録規則 (NCR) 2018年版 (仮称)へのコメント」和中，70号

73号 (2018.11)

�「次期 RDAへの始動: 基本構造及び aggregateについて」古川

74号 (2019.11) 最終号

�「次期 RDAへの安定化」古川
�「書誌単位議論の場を与えられ: 本誌への感謝」志保田
�「関野真吉の遺産」古川
�「資料組織化研究–e 総目次: 67号から 74号まで」和中

最終号には，それにふさわしく感謝の辞や総目次が轡を揃えている。

7 結び
本誌は 1960 年代，東京学芸大学の館内研修誌として成立し，その後，公開の整理技術専門誌と
なった。というよりも当時の本誌は洋書目録系 (NCR1965年版を含め)の専門誌であった。1980年
代半ば筆者は本誌の一投稿者となり，30年以上ものあいだ本誌に繋がった。以後 21世紀の一桁代ま
では，NCR1987年版諸版，AACR2の時代で，筆者は古い伝統を有する著者基本記入方式，統一標
目などでなく，「書誌階層概念」の構築などに関する論稿を重ねた。その間，筆者などは別の関心領
域の芥川龍之介読書書誌に紙面を借りたこともあった。やがて，NCR1987年版から NCR2018年版
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に進んだ。
本誌は ICCP (1961年) NCR1965年版に始まり，NCR2018年版で新たな ICP (2009年)に復帰
するまでの時を繋ぎ終えた，整理技術関係エリアの記念誌ともいえよう。前世紀末から FRBRなど
外国語を介しての議論が中心となり，執筆者が固定化し，資金難，購読不振となった。そうしたな
か，筆者は出版者における書誌情報上に分かりよい表現を求め (60号: 2010, 62号: 2012)，アジア
の図書館情報学会との交流に関する文章を投じた (69号: 2016, 73号: 2018)。それは国際交流を本
旨とする I-LISS Japanとの同道も内に願ってのことであった。
だが，同誌は初期メンバーの意図に戻った。そして 2020 年直前のそのとき，和中，古川訳編で

『IFLA図書館参照モデル: 書誌情報の概念モデル』を他の 13名と共に 100頁余で樹村房から訳出し
た。まさに同誌関係者の満願，見事である。ただ同誌がWeb上で未だ閲覧可能な，2分している総
目次の一括化や，30号で止まっている著者索引 (木村隆子編)を全号に及ぼすことが望まれる。なぜ
なら同誌には，今度も索引したい著者や有用な論文が満載されているからである。

注
1) 本誌発行団体名は 1987年に “図書館整理技術研究会”，2007年に “図書館資料組織化研究会”と
変更された。この組織を項目 (見出し語)の一つにとりあげている日本図書館情報学会『図書館
情報学用語辞典』(丸善, 第 3版, 2007, p.180左面)は，「主に英米目録規則等を中心に世界的視
野で整理技術の動向紹介，解説，研究に尽力し」たと解説。

2) 志保田務「書誌単位議論の場を与えられ: 本誌への感謝」〈カタロガーのメモ〉『資料組織化研
究–e 』(74), 2019, p.15-19。同号は和中幹雄「『資料組織化研究–e 』」総目次 -第 67 号から第
74 号 (終刊号) まで」p.23-25 を掲載している。なお 66 号以前の目次，和中幹雄「〈Technical

Services〉〈整理技術研究〉〈資料組織化研究〉〈資料組織化研究–e 〉総目次: 創刊号から第 66号
まで」が同誌 67号 p.35-51にある。

3) 志保田務『日本における図書館目録法の標準化と目録理論の発展に関す研究』学芸図書, 2005,

p.6. ほか下記を参照。
� 小倉親雄「アメリカ人の見た日本の図書館」『図書館界』2(1), 1950, p.18.

� 伊ケ崎暁生編・解説「米国教育使節団報告書他」(戦後教育の原典;2) 現代史出版会, 1975,

274p.

� Downs, Robert B. Report on Technical process, bibliographical services and general or-

ganization Tokyo, Kokuritsu Kokkai Toshokan, 1948, [35p.]

4) 小倉親雄 前掲 3)

5) 志保田務 前掲 3) p.77-84.

6) 志保田務, 北克一「戦前期における大学等の総合目録，目録規則策定に関する史的考察」『資料組
織化研究』(48), 2003, p.23-29.

7) 日本図書館協会和漢図書目録法調査委員会「和漢図書目録法」『図書館雑誌』26(4), 1932, p.103-
112. : 同稿自体は付けていない「案」の字を現実には同「和漢図書目録法」に付して通用される。
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なお竹林熊彦は「今井委員会案の目録法を斜に視る」(『図書館雑誌』26(10), p.336-341)と案と
断じた。(下線筆者)

8) 南諭造「和漢書目録法における書名主記入と著者名主記入: 両者の得失に對する私見」『図書館
雑誌』27(5), 1932, p.100-103.

9) 加藤宗厚「著者主記入論」『図書館雑誌』26(9), 1932, p.103-112 [青年図書館員聯盟]「主記入論
ハ終結シタ」『圕研究』5(3), 1932, p.36-37. : 「日本図書館学史上の一 大道標として永久に記憶
されるところ. . .」と加藤を誉め，南論文: 前掲 7)を論断した。

10)『日本目録規則』1952年版の p.5に「ダウンズ氏はその勧告の中に『和漢書に関しては，青年図
書館員連盟目録法委員会が 10 年以上の日子を費やして決定した日本目録法 (1943年)がまず十
分な用具として役立つ。(中略)日本図書館協会の委員会が協力して，できるだけすみやかにその
改訂を完了し (中略)，和漢書の目録規則として採用するようにしたい。」とある。(下線筆者): 下
線当該書 (青年圖書館員聯盟目録法制定委員會編 間宮商店刊)は，その標題紙で自体を，日本目
録規則 =“N・C・R”= 昭和 17年 1942)と表示している。(太字筆者)

11) 志保田務, 北克一, 杉本節子「ダウンズ勧告における〈目録法〉関係事項と，その受容・展開に関
する一考察」『資料組織化研究』(47), 2003, p.25-28.

12) 宮坂逸郎「大調査図書館における書架分類の再検討: 特に国立国会図書館の事例を中心とする」
『図書館研究シリーズ』7, 国立国会図書館, 1962, p.93-163.

『国立国会図書館 30年史 資料編』国立国会図書館, 1979, p.338-341.

加藤宗厚「国立国会図書館と N.D.C.」『図書館界』2(2), 1950, p.26-34: この論文を上記の注 12)

で宮坂逸郎は批判している。
志保田務, 北克一「NDCの汎用分類法への移行軌跡: もり・きよしの活動を中心に」『資料組織
化研究』(54), 2008, p.37-42. 国の図書館協会が “標準分類表” を発行することは，目録規則の
場合と異なり妥当と言えぬだろう。一分類表を一国の標準としてはなるまい。筆者は “汎用分類
表”との表現を採る。下記を参考のこと。
� 全国図書館大会 第 25回 1931年金沢市 [ほか]協議題十二 “標準分類表トシテ森清「日本十
進分類法」ヲ認定スルノ決議案”[不採決]『近代日本図書館の歩み 本篇』日本図書館協会,

1993, p.644.

� 毛利宮彦「所謂〈標準分類表〉の批評について」『図書館雑誌』(129), 1930, p.37-41.

� 鈴木賢祐「標準分類表はあり得る．ある: 毛利氏の〈所謂『標準分類表』の批評について〉
に對して」『図書館雑誌』(129), 1930, p.188-195.

� 藤倉恵一『日本十進分類法の成立と展開: 日本の「標準」への道程，1928 – 1948』樹村房,

2018, p.i

13)「関野真吉先生年譜」『整理技術研究』22号, 1986, p.44には，関野について “昭和 28年 (1953)

4月 [文部省]図書館職員養成所講師．洋書目録法 (2学年，前期，後期)”の記事がある。
14) 1954年 3月岩淵は養成所を卒業。国家公務員一般職中級試験に合格後，東京学芸大学附属図書

館に就職した (雇職。司書係配属)。彼ら養成所同期生たちは，目録論のみならず図書館問題全
般の議論に加わって行く。そして翌 1955年 1月「図書館職員のメモ同好会」結成。機関誌『図
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書館員のメモ』第 1–14 (1955.4-1959): 日本図書館情報学会『図書館情報学用語辞典』第 3版,

2007, p.182, 「図書館職員のメモ同好会」
15) 同宣言は，1979年改訂，副文も議決。改訂版特徴は，守秘義務の強調であろう。
16)「橘会を作った人たち・育てた人たち: 石山洋さんに聞く」『「図書館学校」創設 90周年記念事業

報告書』筑波大学大学院図書館情報メディア研究科 [ほか], 2004, p.55.同書で石山洋は “役員の
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長)が組まれた。下記の関係論文がある。
� 丸山悦三郎「『日本目録規則解説』批判」『図書館雑誌』 49(4), 1955, p.11-15.
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告』日本図書館協会, 1963, p.142.

21) 横井時重「簡易目録法試案」『日本図書館研究会会報』(10), 1949, p.2.

小野泰昭「目録思想史: 目録機能論の時代」『図書館界』21(2), 1970, p.163-168.

22) 日本図書館情報学会『図書館情報学用語辞典』第 3版, 2007, p.45「記述独立方式」，記述ユニッ
ト方式」，p.169. 同書「等価標目方式」の項 (p.169) 参照。

23) 岩淵泰郎「〈図書館資料組織化研究会〉発足の頃」『資料組織化研究』(49), p.25-26.
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25) 岩淵泰郎『和漢書目録の作り方』(シリーズ図書館の仕事: 10)日本図書館協会, 1969, 183p.
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27) 志保田務 前掲 3) p.101, 154, 156.

『図書館ハンドブック』第 5版, 日本図書館協会, 1990, p.249.
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1978, p.81.
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書誌コントロールの環境変化と再構築)，谷口祥一 (根拠の記録の伴う書誌レコード，作成支援シ
ステム)，和中幹雄 (標目に使用される個人名の形式)，渡邊隆弘 (LCカールホーン報告を巡る論
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論文

日本における本格的な点字図書館の誕生と発展:
戦災からの復興，初年度の活動実態

立花 明彦
(静岡県立大学短期大学部)

The launch and development

of the dedicated braille library in Japan: Restoration following
the war damage and the realities of the first year’s

By Akehiko TACHIBANA

(Professor of University of Shizuoka, Junior College)

抄録
本稿は，日本盲人図書館が戦後に疎開先から東京へもどり，日本点字図書館として再出発した初年
度に焦点を当て，蔵書や点訳活動，サービス内容について詳らかにすると同時に，大きな方針転換と
なる名称変更と会員制導入の背景を考察したものである。この年は社会や経済の混乱がまだ続いてい
て，図書館は厳しい運営を強いられたが，利用者の支持を得，点訳運動も注目され息を吹き返した。
1948 年に再出発したことは，この年のヘレン・ケラーの 2 度目の来日を強く意識したものであり，
そのことが図書館が発行した資料からも読み取れた。彼女の来日は，この図書館にも少なからぬ影響
を与えたことが示唆された。

Abstract

This paper discusses the re-establishment of Library for the Blind as Japan Braille Library af-

ter its returning to Tokyo from the war-time evacuation, focusing on its first year, and scrutinises

their collection, braille transcription projects and the range of services provided. Furthermore,

it considers the background to the change of the Organisation’s name and the adoption of

membership system, both of which denote a major change of policy.

At the time of the re-establishment, Japan was still in the midst of social and economic turmoil

and the library faced significant financial challenges. However, it managed to survive by winning

the users’ support, and by drawing public attention to the braille transcription service. The

library’s re-establishment in 1948 was deliberately timed to coincide with Helen Keller’s second

visit to Japan. This is supported by documents published by the Library. These documents

also indicated that her visit hugely contributed to the re-establishment of the Library.
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1 研究の背景と目的
1940年 11月，本間一夫 (1915～2003)によって東京豊島区雑司ヶ谷に日本盲人図書館が創設され
開館した。とは言え，建物は木造 2階建ての小さな借家で，本間の住居を兼ねていて，事業は階下の
玄関脇 6畳一間のみ。その部屋の前面の壁に特製の書棚を据え，蔵書である点字図書約 700冊を並べ
た。このほか閲覧用の机一つに椅子 2個を置いた簡素なものでしかなかった。翌年 3月，本間の実家
では前年買い求めてあった淀橋区諏訪町 (現: 新宿区高田馬場) に本間のための住宅を建設した。そ
こで図書館はこの建物の玄関脇の洋間に書棚を並べ，ここを書庫兼事務所として事業を行なうことに
なる。その 2年後の 1943年，利用者である盲人や篤志家からの寄付等により，念願の独立館 (建て
坪 32坪 2階建て)を同地に建設し，本格的な事業展開の体制を整える。しかし世は既に戦時下で，東
京空襲の危機が迫りつつあり，事業継続と蔵書を守るために疎開を余儀なくされる。しかもそれは，
1944年 3月の茨城県結城郡総上村 (現・茨木県下妻市)，1945年 4月の本間の実家である北海道増毛
町へと 2度に渡った。新築された図書館は多くの善意と期待を背負っていたが，1945年 5月の空襲
で全焼したため，戦後の再建に託されることになり，本間がこれに着手するのは 1948年 3月である。
このとき，これまでの名称「日本盲人図書館」を「日本点字図書館」と改め，新たな船出をする。
日本盲人図書館の時代を含め，日本点字図書館の今日に至るまでの発展過程や事業の展開・拡大，
組織の変遷等については，創立からの節目で編集し発行している館の記念誌 1)2)3)4)などが丁寧に
整理しまとめている。また本間 5)6)7)や古澤 8)の著作は，民間の図書館であり，かつ公共図書館と
は異なる特殊性をもつが故に生じた運営上の苦難やそれを乗り越えた事実，物心両面で援助した人々
などについて詳細に実態を語る。
一方で 2007年，本間の実家がある北海道増毛の蔵から複数の点字図書や封筒に納められた点字の
資料，図書目録カード等が発見された。それらは，1945年の増毛への疎開で蔵書と共に持ち込まれ
たが，1948年の東京での再建では積み残されたものであると推測された。また 2010年には日本点字
図書館内から通称「本間ノート」9)と呼ばれる大学ノート複数冊が見つかった。これらはいずれも日
本盲人図書館に関わるものであり，この図書館のまだ詳らかにされていない実態を物語る資料でもあ
ることがわかった。一連の発見を受けて以降，それらの資料を読み解く作業が進められている。
西脇は，日本点字図書館所蔵永久保存「点訳奉仕者個人別台帳」を分析し，1941年 1月から 1948

年 3月までの 87か月の期間，85か月にわたり，延べ 218名の点訳者が，819冊の点訳本を寄贈して
いたこと，91名の点訳者は，戦中戦後の厳しい社会情勢下においても途切れることなく点訳図書を
寄贈していた実態を突き止めた。そのうえで，この点訳奉仕活動の成就は，今日の日本点字図書館の
礎を築いた日本盲人図書館の証であると述べる 10)。また増毛から帰館した日本盲人図書館の蔵書の
うち，点字出版図書について，発行所別に分類して再考し，それらは開館当時に現存していた 27の
点字出版所が製版発行した図書であることを明らかにしている 11)。
立花らは，本間が図書館の創設にあたりどのような構想を描き，運営方針を立てたかについて，本
間ノートならびに関連する資料を元に考察し，日本盲人図書館の特色は，運営方針とした①貸出を主
たる業務とし，その対象は全国貸出とした，②貸出における無料無保証，③図書館事業のみの完遂，
及び④東京での開設の 4点にあることを指摘した。そのうえで，これらは齋藤百合 (1891～1947)や
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中村京太郎 (1880～1964)，好本督 (1878～1973)らとの交流や彼らが著した論文に影響されるところ
が大きいとの結論を導いている 12)。
立花には「本間ノート」の「図書貸出事業準備記録」にある 1940年 11月 10日の開館からその年
の 12月 31日までに注目し，1ヶ月余りの活動実態を元に考察したものもある。そこでは，蔵書は発
注したものが全部揃わず，カード目録や郵送貸出の便に供する点字版蔵書目録は未完成で，「図書館
ニュース」も発行予定日からずれ込むなどして，準備万端での船出と言うよりも，見切り発車的な
色合いが濃い開館であったことを指摘し，開館日を 11月 10日に設定したことに疑問を投げかける。
そのうえで，1940年は皇紀 2600年に当たり，11月 10日には奉祝式典が宮城外苑において盛大に執
り行なわれた。本間は，小さな図書館が幾久しく繁栄するようにとの強い思いから，皇紀 2600年の
奉祝にあやかろうとして，早くからこの日を開館日に定め，式典を挙行したのではなかろうかと推察
している 13)。さらに立花らは本間ノートを元に開館 1年の活動を整理して考察し，利用者数・貸出
数・増加冊数は，本間が 1年を振り返って述べているように「順調」に推移していったことを報告す
る。その背景には，本間が館運営の大きな方針にした①全国貸出，②貸出における無料無保証，③図
書館事業のみの完遂，および東京での開設に強く拘った点にあることが指摘できるとの見解を示した
14)。
このように，日本盲人図書館についての研究は一定の成果を収めつつあると言える。これに反し
て，日本点字図書館として再出発した戦後の復興は，社会・経済の混乱の中で苦難の連続であった
ことは想像に難くないし，館の記念誌や本間の著書もこれにページを割いている 15)16)。しかるに，
この時代に焦点を当てて図書館としての活動実態を詳らかにし，考察したものは見当たらない。それ
は，当時の状況を伝える資料がほとんどないことに起因する。そうした中で，日本点字図書館内に設
置されている本間記念室では，本間や日本盲人図書館時代を含めた日本点字図書館の初期に関する資
料の収集と整理を続けていて，2018年には，日本点字図書館として名を改め，本格的な戦後の再建
に着手した 1948年 6月に発行した「日本点字図書館蔵書目録」(第 3版)を発見している。2020年
の初めには，本間が点訳奉仕者に向けて年に数回発信していた「点訳通信点字版」17)の第 5信から
第 8信，および第 12信の現物 (1951年～1952年発行)が日本点字図書館へ寄贈された。これらは，
1948年からの日本点字図書館としての再出発の実態を明らかにするための有用な資料の一部である
と言える。
本稿はこれらを読み解き，関連する資料にも当たりつつ，戦後の社会の混乱が続く中で，日本点字
図書館として新たな歩みを始めた当初の実態を，運営方針や蔵書，貸出等に注目し詳らかにするもの
である。

2 増毛での疎開
日本盲人図書館は，戦況が激しさを増し，東京への空襲も時間の問題とされる中で，点訳奉仕者が
点訳した世界で一つとなる点訳図書をはじめ蔵書を守るべく，新築したばかりの図書館を離れ，2回
の疎開を強いられた。最初は 1944年 3月の総上村で，ここで約 1年，貸出の業務を行なった。しか
し 1945年 3月 10日の東京大空襲により，借用していた家を引き渡さねばならなくなり，この年の 4
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月，本間の郷里の増毛へ 2度目となる疎開を余儀なくされる。増毛での点字図書館事業は，1948年
3月に東京への復帰を果たすまでの約 3年間続けられ，ここから全国の利用者へ図書を郵送した。
増毛で迎えた 1945年 8月 15日，この日の正午に放送された終戦の詔勅を本間は実家の茶の間で
母をはじめ皆で聴いた。このときの気持ちを，戦争に敗れた悔しさは無論あったが，灯火管制からの
大きな解放感と，これから自分たちはどうなるのだろうとの不安感，それに伴って函館盲啞院卒業
時，鍼灸按の免許を取得していてよかったと思ったと述べる 18)。ここには，社会が大きく変貌して
いくと予想される中で，未知への不安が色濃く表われていて，図書館事業継続には全く触れず，自ら
がそれまで従事したことのない鍼灸按を持ち出し，それによる生活を描こうとするなど，混乱した様
子が如実に現れている。しかし，すぐに自身を取り戻し，それまでどおり郵便による全国への貸出を
続ける。増毛疎開 3年間の図書貸出数は，1945年 2,534冊，1946年 2,937冊を数え，1947年には
一気に 4,821冊と前年比 64%の増加をみた。この年の蔵書数は 3,027冊，利用者数は約 400人であ
り，一人当たりの貸出数は 12冊となる 19)。この貸出数の増加は，社会の混乱が徐々に終息に向か
い，郵便事情がそれまでよりも改善され，郵送の日数が短縮されてきたことと，利用者である盲人が
この時代を生きるために強く読書を欲していたことを物語っていると言える。
一方，新着図書となる点訳図書は，増毛への疎開時代も 5日に 1冊程度の割合で送られてきていた
と本間は回顧する 20)。表 1は「点訳本受付簿」21)をもとに，1945年 4月から 1948年 3月までに
受け入れた点訳図書を月別に表したものである。それによれば，増毛へ疎開した 1945年 4月におい
ても 3冊の記録があり，点訳奉仕者に疎開先を周知していたことがうかがえる。終戦となった 8月と
翌月の 9月にはそれぞれ 2冊を受け入れているが，世の中が極めて不安定で明日の生活の見通しさえ
立てにくかった社会事情にあって，どのような立場の点訳奉仕者がその作業をしたのか大いなる疑問
である。上記の「点訳本受付簿」は，この疑問を解く。それによれば，これら両月合わせて 4冊の図
書の点訳者は藤林とし，本間一夫と記されていて，増毛へ疎開中の二人が作業したことがわかる。点
訳した図書は，岸田国士著『力としての文化』，アンドレ・モーロア著・高野弥一郎訳『フランス敗
れたり』である。藤林としは，本間の妻の姉であるが，病身であったことから増毛への疎開で行動を
共にしていた。本間の著書には，増毛で時間に少しゆとりができると，本間自身も点訳図書作りを始
め，藤林に活字の図書を読んでもらい，書き取ったと述べていて 22)，「点訳本受付簿」の記載はこの
事実を裏付けるものである。こうした本間自らの点訳は 1945年度はこのほか，11月と 12月にそれ
ぞれ 1冊，翌年の 1月に 3冊，2月に 1冊の実績が見られる。次年度となる 1946年度には，4月に
1冊，9月に 2冊，1947年度には 7月に 1冊あるだけとなっていて，年ごとに減少していく。当時，
本間は直接に貸出作業に当たっていて，リクエストを受けた図書を郵送袋に入れて宛名カードをセッ
トしたり，返却された図書の荷解きや書棚へ戻したりする作業の大方を担っていた 23)。上にも記し
たとおり，貸出数は 1947年度には前年度の 2倍弱にまで伸びており，その作業に追われ，本間には
点訳する時間が確保しにくい状況になったことが推察される。
戦後の 1～2年で社会・経済の混乱が落ち着き，人々の生活は安定して時間的なゆとりをもつよう
になったとは到底思えないが，戦前から日本盲人図書館に点訳奉仕をしていた人々は，終戦直後も献
身的に蔵書となる点訳の奉仕を続けており注目される。その実績は 1945 年度 62 冊，1946 年度 81

冊，1947年度 62冊で，合計 205冊となる。「点訳本受付簿」にある 1941年 2月から 1948年 3月ま
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表 1 月別点訳寄贈書冊数

月/年度 1945 1946 1947

4月 3 15 7

5月 5 1 7

6月 3 5 5

7月 6 4 7

8月 2 2 6

9月 2 10 6

10月 7 5 3

11月 14 7 5

12月 6 1 4

1月 9 11 3

2月 2 16 7

3月 3 4 2

合計 62 81 62

(単位: 冊)

での 7年間での点訳図書受入数は 826冊であるから，このうちの約 4分の 1は戦後の 3年間，すな
わち増毛での疎開時代に作成された図書である。

3 日本点字図書館としての再出発
3.1 東京への復帰と名称変更
「文化事業の一である図書館だけは，我が国文化の源泉地東京にその中心を置くべきであると考え
ます」24)として，東京での図書館開館に拘り実行した本間であるが故に，戦争が終結したからには
いずれ東京へ復帰し，再建しようとするのは極自然なことである。本間はその時期を窺っていたが，
1948年にヘレン・ケラー女史が来日し，「第 2回ヘレン・ケラー・キャンペーン」25)が全国規模で
実施されることを知ると，これを千載一遇の好機と捉えこの年の 1月，単身で上京し，図書館復帰の
準備に入った。実家の全面的な援助で高田馬場の焼け跡に 15坪の住まいを建ててもらい，これを図
書館と兼用して 3月から戦後の東京での本格的な事業を始める。この年に発行した「日本点字図書館
概要」の本間の文章「点字図書館の意義」には「ヘレン・ケラー来朝」の語を 2度も用いていること
からも，ヘレン・ケラーの来日を図書館復興のきっかけにしようとしたことが読み取れる 26)。
東京での再開に伴い，図書館の名称を「日本盲人図書館」から「日本点字図書館」へ改めた。創立
時に掲げた「日本盲人図書館」の命名について本間は「その頃はまだ点字が盲人の文字だということ
が一般に知られていなかったため」と言い，「その小さな図書館に日本という名前をつけたのは，た
いへんはずかしく面映ゆい限りです。若さゆえであり，“めくら蛇におじず”だったのかも知れませ
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ん」27)と回顧する。つまり「点字図書館としたかったが，これでは世の認知を得にくいので採用で
きなかった」とも受け取れる説明であるが，「点字図書館」なる言葉の使用は既にいくつか見られ，本
間の図書館事業の構想に大きな影響を与えた齋藤百合の論文の題名そのものが「我が国の点字図書館
事業」である。加えてその論文には「桜雲会点字図書館」「新潟県盲人協会点字図書館」が当時の 3

大点字図書館として紹介されている 28)。さらに中央盲人福祉協会発行の『日本盲人福祉年鑑』附録
「盲人福祉団体要覧」29)には，1940年時点で，秋田県盲人協会点字図書館，名古屋盲人会点字図書
館，ライトハウス点字図書館，神戸盲啞院点字図書館等の掲載がある。こうした事実を照らし合わせ
るとき，本間が言う「世間の人々への点字の認知度が低いこと」だけをもって「日本盲人図書館」に
した理由とは考えにくく，別の理由もあったのではなかろうかとの疑問が沸く。本間が点字図書館事
業をライフワークと定めこれに邁進することになるきっかけは，好本督の著書によってロンドンには
蔵書 17万冊を持つ世界一大きな点字図書館の存在を知ったことにある 30)。その図書館は National

Library for the Blindで，好本は「国民盲人図書館」と訳し紹介している。本間は，自身が創設する
図書館は小さな出発ではあるが，将来的には世界一である国民盲人図書館のような発展を遂げたいと
の思いを込め，これに合わせ「日本盲人図書館」と名付けたのではと推察する。上にも記したが，開
館当時，わが国には「点字図書館」の名の下に事業を行なう施設があったが，これ以外に各地には盲
人協会等による「点字図書貸出事業」「点字図書及雑誌貸出事業」「点字図書室」「点字貸出文庫」等
と名乗った施設が存在した 31)。ところが，「盲人図書館」と称する施設は見当たらず，本間の図書館
が日本では初めての使用になる。従来にはない看板を掲げての開館，ここにも図書館事業に向けた本
間の意欲と強い意志の表明を見ることができる。
一方，「日本盲人図書館」から「日本点字図書館」への変更を本間は「過去 8年間に，点字とは盲
人が指先で読む文字だということがかなり社会に浸透・普及し，創立当時とは状況が変わってきまし
た。これに即応しようというのです。」32)と説明する。確かに日本盲人図書館開館以来，この館の
事業内容や点訳奉仕，独立した館の竣工などについて新聞各紙で紹介されている 33)。しかもそこに
は「点字」の語を含んだ見出しが踊っていたり，点字に関連した本文が記事になっていたりして，社
会一般の点字に対する認知度は上がったとも言える。ただ筆者は「点字の認知度について社会の状況
が変わり，これに即応しようとした」と言うよりも，「点字」の語を前面に出さねばならない事情が
あったと考える。すなわち，本間の図書館が利用者である盲人の支持を得，利用者数と貸出数を伸ば
し，順調な発展を続けてきた要因の一つは点訳奉仕者による着実な蔵書の増加にある。戦後において
も終戦の年から点訳奉仕者による点訳は継続され，完成した図書が届けられてはいたものの，実働数
は戦前に比べ減少し，それに伴って新着図書の数も従前に比べ落ち込んでいた。図書館の再出発にお
いては，蔵書の充実，新着図書の増加は不可欠であり，それが再出発の成功の是非を左右する要素で
もあり，点訳に携わる奉仕者の数も増員することが求められた。そのためには，「盲人図書館」では
なく「点字図書館」として直接に社会へ呼びかけるほうが効果的であると判断したと推察される。現
にこの年，本間は点訳奉仕を世に訴える長文を書き，NHKのラジオ番組「私たちの言葉」に投稿，9

月 6日の朝，それが全国に向けて放送されている 34)。
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3.2 会費制度の導入
立花らが指摘するように，日本盲人図書館が運営方針の一つとした「無料無保証」は，当時の図書
館としては異例であり，それはこの館の特色とされる 35)。齋藤百合によれば，当時の 3大図書館と
言われた館のうち，桜雲会点字図書館は 1年間有効の借覧券を 1円で発行し，貸出・閲覧にはこれを
必要とした。市立名古屋図書館点字文庫は，館内閲覧の場合無料であったが，館外貸出では同市盲学
校生徒以外の者に対して保証金 2円を求めた。さらに新潟県盲人協会点字図書館は，協会員の場合は
無料としたが，会員外読者には，年 30銭の借覧料を課している 36)。このように，図書館利用が有
料であったことは当時としては一般的とも受け取れるが，本間は自らの図書館においては「無料無保
証」で開館した。館の存在を広く周知し，利用を促そうとして開館後の 1年で 4回，週刊新聞「大阪
点字毎日」に次のような有料広告を出している。各広告の文章は本間が作文したものであるが，移転
広告となる第 986号を除き，広告文の中に「無料無保証」の言葉を織り交ぜており，これを強調しよ
うとしたことが読み取れる。� �
日本盲人図書館「点字大阪毎日」への広告文
*原文は点字。墨字訳は筆者による。文中の句読点は筆者の判断で付けた。

無料無保証で全国の誰にでも貸し出す点字図書館のできたことをご存知ですか。詳細は，東京市
豊島区雑司ヶ谷町 2の 426「日本盲人図書館」へお問い合わせくだされば，ただちにお返事差し
上げます。 (点字大阪毎日第 975号，昭和 16年 1月 16日，p.8)

日本盲人図書館は，今回，雑司ヶ谷より省線高田馬場駅から約 5 丁の東京市淀橋区諏訪町 212

番地へひき移りました。今後，一層全盲界のご利用ご協力を切望してやみません。
(「点字大阪毎日」第 986号，昭和 16年 4月 3日，p.10)

蔵書 1000 余冊，誰にも無料無保証で貸し出します。毎月発行のニュースは 1 ヵ年わずかに
50 銭。詳細，お問い合わせあれ。東京市淀橋区諏訪町 212 日本盲人図書館。振り替え: 東京
100288。 (点字大阪毎日第 993号，昭和 16年 5月 22日，p.20)

「灯火親しむべきの候」無料無保証の図書館を利用されたし。東京市淀橋区諏訪町 212 日本盲人
図書館 (点字大阪毎日第 1011号，昭和 16年 9月 25日，p.20)� �
「無料」での貸出は，戦時下や終戦直後も継続されたが，日本点字図書館として東京での再出発を
した 1948年 4月からはこの方針を凍結し，会費制度を導入した。その理由を本間は著書の中で次の
ように語っている。

それまで図書の貸出しは無料でした。それを，年額 200円を盲人読者に負担してもらおうと
いうのです。これは当時猛烈に進みつつあったインフレに対処するためには，やむを得ない防
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衛策で，これにより少しでも財政的基礎をつくっておこうという考えからでした。37)

1948年の物価は，たばこ「ゴールデンバット」11円，新聞購読月額 44円 75銭，映画封切館 40

円，コーヒー 20円，米 10キロ 222円 90銭とある。年額 200円は利用者にどう響いたかは不明であ
るが，支払いにおいては 2回の分納を認め，また優秀かつ熱心な方で特別の事情のある場合，軽減の
道を設けるなど，利用者への配慮が伺える。加えて，会費を修めると館が年 4回発行する新着図書な
どを紹介する機関誌「図書館ニュース」を無料で配布した 38)。しかし図書館にとって会費から得ら
れる収入は決して十分ではなく，翌年，300円に値上げせねば運営がままならない状況にまで追い込
まれ，少し持ち直すとまた 200円に戻すことをして，財政的にどん底にあった時代を凌いだ。この会
費制度は，1955年に厚生省の事業委託を受けたとき，ようやく撤廃することができ，再び無料貸出
となった。

3.3 蔵書目録の発行
全国の盲人を対象に郵送による貸出を行なう図書館では，利用者が読みたい図書を選択し，発送
の依頼をするために手元に持つ蔵書目録は必須である。日本盲人図書館時代には，開館した翌月の
1940年 12月，最初の蔵書目録を発行し，点訳運動の結果として蔵書が増していった戦時中に第 2版
を出している。日本点字図書館として東京での復興を始めた 1948年には 6月 10日付けで，第 2版
以降の新入図書をも収めた「蔵書目録第 3版」(以下「第 3版」と記す)を発行し，貸出に備えた。第
1版と第 2版は現物が存在しないためにその内容を把握できない。しかし第 3版は，「心の家」点字
講習会修了者で第 1号の点訳図書を収めた稲枝京子の遺族から 2011年に寄贈された点訳関係の遺品
の中に含まれていた。それは当時を語る貴重な資料となっている。
第 3版は 76ページで，これに「新入図書紹介」と題した付録 2ページを加えたものからなり，定
価 40円で頒布した。最初に本間の「ご挨拶」があり，続いて 10の分野に分けた蔵書が紹介され，巻
末には「貸出規定」と「会員の方々へ」が割り付けられている。収録された図書数は 917 タイトル
1916冊で，各図書は書名・冊数・著者 (訳者)の順に並ぶ。巻末の「新入図書紹介」には，点訳者の
氏名も記されているのに対し，目録ではそれを割愛している。
活字の図書を点訳した場合，複数冊になることがあるが，「点訳本受付簿」を見ていると，大方の
点訳者は点字図書 1冊の分量になるとそれをすぐに図書館へ届けていたことがわかる。第 3版には，
こうした全冊通しての点訳が完了していない図書についても掲載していて，その旨を注で伝えてい
る。また資材節約の関係から，「著」「訳」「編」などの語を割愛したと記していて，物資の調達が容
易ではなかったことと，経費を抑えたいとする図書館側の事情が読み取れる。
ところで，これまで館が発行する蔵書目録や「図書館ニュース」などの点字の製版と印刷は，齋藤
百合が主催する陽光会ホームへ依頼していた。しかしながら，第 3版は静岡県富士郡富士根村 (現・
富士宮市)にあった富士根園点字出版所 39)に発注している。陽光会ホームは，東京の空襲が激しさ
を増す中で疎開を強いられ，これに伴い 1944 年に閉鎖。終戦後，東京への帰郷は果たしたものの，
1947年に齋藤百合が病死し，復興には至らなかった。戦前，東京には複数の点字出版所が存在した
が，戦災によって多くが廃業に迫られた。本間は「文藝春秋」の 1951年 2月号に「点字の世界: 盲
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人にも文化を与えよ!!」と題する文章を投稿していて，その中でこのころの点字出版の様を「点字定
期刊行物の世界は一応にぎやかだといっていい。ところが，単行本の世界はというと点字出版社が東
京に 1 ヶ所，大阪に 2 ヶ所，それに，静岡，京都にもあって，それぞれ努力しているにもかかわら
ず，ここはまた，極めて寥寥なんとも情けない限りである。」と紹介している 40)。この一文からも，
点字の製版と印刷をする施設が少なく，遠方の富士根園に発注したことは頷けるが，もう一つ理由が
あったと推量する。それは，富士根園の点字編集職員に陽光会ホームで点字の出版にも携わっていた
粟津 (当時は金井)キヨ 41)がいて，本間自身顔馴染みであったことである。粟津は，陽光会ホーム
で製版・印刷した蔵書目録の初版や第 2版にも関わっていたと思われ，第 3版の作業においても本間
は安心して任せられたと考えられる。

3.4 本間の「ご挨拶」
第 3版を開くと，中扉の次には本間が執筆した「ご挨拶」が続く。点字のページで 2ページのそれ
には次のようにある。

ご挨拶 点字を知る数少ない盲人の中から，あなたは更に機会を得て今，この図書館を利用
しておられます。いまだ発展の途上にあって，意に満たぬところの多い本館ではありますが，
奇しくもここに結ばれたあなたのためには，できる限りお役に立ちたいと願っています。盲人
にとって，読書が晴眼者以上に心の糧であることは御承知のとおりです。どうか，あなたと図
書館との関係が，単なる事業とこれを利用する者との関係に留まらず，深い愛情と強い信頼と
に根ざすものであってほしいと思います。
この種の事業は，直接利用する読者と，私ども職員と，周囲から援助する晴眼者の力とが三
位一体化されて初めて完全を期し得られます。私どもは今，日本の黎明期に立って，この事業
の輝かしい未来を夢見ると共に，険しかった過去 7年有半の歩みに思いを致しつつ，踏み締め
る一歩一歩に精魂を傾ける覚悟です。御協力を切にお願いいたします。42)

冒頭の「点字を知る数少ない盲人」とは，盲教育がまだ義務化されておらず，このために盲人と言
えども点字の習得者が少なかった社会背景を指す。中村京太郎は「盲人と読書」の論考 43)で 1936

年 10月調査での日本の盲人総数と学校卒業者数，無学者数を紹介しているが，無学者を点字未習得
者とみた場合，その数は盲人総数の約 6割を占め，点字を読める盲人は約 4割でしかない。「蔵書目
録」発行時からすれば，10年余りも前の数字ではあるが，本間にこうした一文を書かせていること
は，状況が 10年前と大きく変わっていないことを物語るものである。本間の文章は，そのうえで蔵
書目録を手にした盲人が図書館の利用者になったことを喜び，図書館との関係が深い愛情と強い信頼
とに根ざすものであってほしいと願う。単なる事業とこれを利用する者との関係に留まらないことを
希望する背景には，復興にあるこの図書館を利用し，支援し，盛り立てて発展させてほしいとの祈り
にも近い願いが込められているようにうかがえる。
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3.5 復興時の蔵書
日本点字図書館としての歩みを始めた 1948年，館では早々に「昭和 23年版 日本点字図書館概要」
と題したリーフレットを作成している。この図書館を宣伝するためのものと推測され，「点字図書館
の意義」と題する本間の文章を乗せ，事業の現況，貸出規定，沿革，館の目的，組織・経営方法など
を紹介する。事業の現況では，4月現在での蔵書数として 3,027冊とあるが，既に記したように第 3

版に収録されている図書の冊数 1,916冊，巻末の「新入図書紹介」に収載されている 22冊を合わせ
た 1,938冊と齟齬を生じる。表 2は，第 3版での分類別の冊数と「図書館概要」にある蔵書一覧の分
類別冊数を見比べたものである。「図書館概要」4月現在での蔵書数と，第 3版の収載冊数には 1,089

冊の開きが認められる。この開きは，一つに，「図書館概要」の蔵書一覧には「洋書」150冊，「雑」
625冊とあるのに対し，第 3版ではそれらが収められていないことによる。とはいえ，それでも 314

冊の差が見られる。

表 2 「第 3版」と「図書館概要」蔵書数比較

分類 蔵書目録 図書館概要
盲人関係書 67 78

宗教・哲学・修養 398 469

文学 601 709

語学 174 193

歴史・伝記 63 76

音楽 22 25

社会科学 37 43

自然科学 57 66

医学 377 451

少年少女向き書類 120 142

洋書 – 150

雑 – 625

合計 1,916 3,027

(単位: 冊)

本間は 1948年に疎開先の増毛を引き上げるとき，東京へ蔵書を送るに当たり，理療科などの教科
書，世相を反映した戦記物，破損の激しい図書など複数の図書を意図的に残している。それらは，実
家の人々によって丁寧に保存されていて，その存在が本間の没後の 2007年に明らかになった。もち
ろん本間自身，そのことを記憶していたが，日本点字図書館の元館長・小野俊己は，これについて本
間が「あれはごみだから」と言って，それらの蔵書の引き上げに取り合わなかったことをメモして
いる 44)。増毛の蔵に残され，日本点字図書館としての再出発では蔵書に加えられなかった図書数は
210冊とあり 45)，「日本点字図書館概要」と第 3版にある蔵書数との差 314冊からさらにこの数を
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差し引いても，104冊の食い違いが生じる。最も開きの大きい分野は文学で 108冊，次に医学の 74

冊，宗教・哲学・修養の 71冊と続く。逆に開きの小さい分野は音楽の 3冊，社会科学の 6冊，自然
科学の 9冊で，いずれも一桁の数字となっている。実際，日本盲人図書館時代には所蔵していた『愛
国百人一首』『海軍』『海戦』『海底記』『学徒の書』『教育勅語謹解』『軍歌集』『軍人援護』『軍神を生
んだ母』『皇國二千六百年史』『国体の本義』『時局に処する道』『時局の重大性』『支那事変忠勇美談
集』『日支事変忠勇美談集』等は，「第 3版」には見当たらず，日本点字図書館の貸出図書として除籍
されたことが読み取れる。つまり，開館から戦後までの日本盲人図書館は，時局柄，失明軍人の発生
も合わさり，世の影響をある程度受けざるを得ず，蔵書構成にもそれが現れていた。「日本盲人図書
館概要」で本間は，点字図書館の意義について次のように書いている。

悽愴苛烈な決戰下一億國民中，唯一人でもその力を出し切つてゐないものがあるとすれば，
それは由々しい問題であります。此の意味に於て，私は聖戰に兩眼を捧げた失明勇士及び十萬
盲同胞の存在を，御考慮いたゞきたいと思ふのであります。/失明の苦腦については今更語る
迄もありません。殊に突如暗黑の世界に投ぜられた失明勇士のそれを思ふ時，國民ひとしく肅
然たらざるを得ないでありませう。また一般失明者も，その燃ゆる愛國の至情に於て何等劣る
ものではありません。只悲しむべきは，點字圖書の不足から來る敎養の乏しさであり，點字新
刊書に對する滿たされざる激しい慾求であります。/點字書に向ふ時のみ，失明者も晴眼者同
樣の喜びが得られることは，私自身の體驗であり，此處に點字圖書館の絕對なる意義があるの
であります。完備せる點字圖書館は，失明者の生活戰上實に唯一のオアシスであり，これなく
しては失明勇士の再起奉公の完全は期し得られないのであります。46)

この文から本間は，世の流れを強く意識し，それを追い風にして図書館運営を維持しようとしてい
たように推察される。その結果，蔵書も世相や時局を反映したものが少なからずあったことは理解で
きる。後半の一文「只悲しむべきは，點字圖書の不足から來る敎養の乏しさであり，點字新刊書に對
する滿たされざる激しい慾求であります。」は，当時の点字出版界が資材不足等の影響から停頓気味
にあり，このために一層の点訳奉仕を強く求めたことを意味する。
表 3は，第 3版収載の図書について分類別にタイトル数，冊数，比率を示したものである。蔵書が
最も多い分野は文学の 284タイトル 601冊で，今日の点字図書館と共通するものの，その占有率は
31.0% でしかなく，今日とは大きく異なる。また次に多い分野は宗教・哲学・修養の 209 タイトル
398冊 22.8%となっている。医学は，今日では文学に次ぐ分野であるが，当時は 160タイトル 377

冊，比率も 17.4%となっていて，第 3位であるのは興味深い。「文学」の蔵書数が多いのは点訳奉仕
者の活動の成果・証であり，「宗教・哲学・修養」と「医学」のそれは点字出版界の戦前の蓄積である。

3.6 点訳奉仕運動の復活
日本点字図書館としての再出発に当たり本間は，本拠となる「図書館の再建」と，点字図書増加の
ための「点訳運動」の二つをヘレン・ケラー来朝の記念事業として打ち出し取り組んでいる。このう
ち，点訳運動については第 1期目標として，1ヶ年間に 1000冊の新しい点字図書を得るため，年 4
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表 3 「第 3版」分類別タイトル数等

分類 タイトル数 冊数 比率 (%)

盲人関係書 34 67 3.7

宗教・哲学・修養 209 398 22.8

文学 284 601 31.0

語学 54 174 5.9

歴史・伝記 30 63 3.2

音楽 10 22 1.1

社会科学 20 37 2.2

自然科学 33 57 3.6

医学 160 377 17.4

少年少女向き書類 83 120 9.1

合計 917 1,916 100.0

冊を書き上げる 250人の奉仕者を求める運動を展開した。「日本点字図書館概要」にはこのことを公
表していて，次のように述べて広く点訳奉仕を呼びかける 47)。

點字は六ツの點が，ローマ字式に組合わされてできた，カンタンな音表文字で，誰にでもす
ぐ覺えられるものであります。すこしなれゝば，一時間三枚の寫本はらくにできますから，三
日に一時間奉仕して下されば，年三百六十枚，点字書四冊ができ上るのであります。云いかえ
れば，一日一枚 (約二十分)を，三百六十日書いていたゞくことによつて，二百五十人の仲間
になつていたゞけるのでございます。48)

点字を習得し，点訳することは難しくないと強調したくて記した文章ではあるが，いささか誇張し
た内容であることは否めない。一方で，どうしても一定数の点訳奉仕者を獲得し，事業を軌道に乗せ
たいとの心の内も透かして見える文章である。図書館では，点訳奉仕志望者への対応として，毎週
水・土の 2日，希望の時間の個人教授と，遠方の方への通信教育を開始する 49)。この広報に当たっ
ては本間が点訳奉仕を世に訴える長文を NHKラジオ「私たちの言葉」に投稿し，1948年 9月 6日
の朝の放送で全国に報じられた。NHKは，同年 10月 17日の「市民の時間」でも取り上げており，
また同月 22日には毎日新聞もこれを掲載している 50)。この点訳運動は功を奏し，翌年版の「日本
点字図書館概要」では，「昨年二月戰災地跡に歸つてからは，點訳奉仕運動の画期的な發展と相まつ
て」なる一文が見られ，点字図書は前年の公称数 3,027冊から 3,745冊，点訳奉仕者約 200名と記さ
れている 51)。

3.7 貸出サービスと利用者
下記は日本盲人図書館と日本点字図書館の貸出規定を示したものである。
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� �
圖書貸出規定 (日本盲人図書館)52)

一， 本館の圖書を始めて借受けやうとする方は氏名，住所，年齢，男女別，職業の五項目を明
記の上，先づ「圖書借出券」をお申込下さい。

二， 圖書貸出は一人一冊とし貸出期間は内地二週間以内，外地三週間以内と致します。
三， 借受けた圖書を痛め，若しくはなくした方には，その修繕補充の費用を負擔して頂きます。
四， 以上の規定に違反する方に對しては，圖書貸出を停止する事があります。
(註一) 本館の圖書は一切無料且無保證を以て貸出します。
(註二) 利用者中，失明軍人に對しては圖書の優先的貸出を行ふ他，本館の出版物の寄贈その他

各種の便宜をも計ります。� �� �
〈貸出規定〉(日本點字図書館)53)

一， 本館の讀者 (會員)になろうとする方は，氏名，住所，性別，生年月日，職業，出身學校名
と卒業年月 (學生は學校名と學年)，失明の年令と原因の七項目を書き，會費一ヵ年分 (二
百圓)を添えて，お申込み下さい。

二， 貸出は一人一回一冊を原則とします。
三， 貸出期間は往復の日數を除いて一週間以内，鍼按醫學などの學術書に限り，二週間以内と

いたします。
四， 圖書をいため，またはなくした方には，修理補充の費用をご負擔願います。� �
貸出規定の全体は 4項目からなることは日本盲人図書館時代と日本点字図書館で共通するが，その
内容を見ると，異なる点が多いことに気づかされる。利用登録では，前身 (日本盲人図書館)時代は
「図書借出券」を発行していたが，戦後の再出発 (日本点字図書館)ではこれを廃止している。また戦
後は会費制を導入したために「会員」なる語を用いる。登録に当たっては，前身の時代，個人情報の
提供は氏名・住所・年齢・男女別・職業の 5項目であったのに対し，戦後では，年齢を生年月日に改
め，さらに「職業・出身学校名と卒業年月 (学生は学校名と学年)」，「失明の年齢と原因」の 2項目を
追加している。貸出冊数は前身時代，戦後いずれも同じであるが，貸出期間が前身時代は 2週間であ
るのに対して，戦後は 1週間とあって異なる。とはいえ，これは往復の郵送期間を貸出期間に加える
か否かであり，表現方法の差異と見るべきで，実質は同じである。ただ，戦後は学術書に限り 2週間
としていて，配慮をする。図書を痛め，または紛失に対する修繕補充の費用負担は前身時代と戦後い
ずれも一文がある。また戦前は最後に註が書き記されていて，貸出における「無料無保証」と，失明
軍人に対する図書の優先的貸出ほか，優遇措置を示す。戦前と戦後では社会的背景や基準，世相，価
値観が一変したが，貸出規定もそれに伴って改定されたことが理解できる。
なお，戦後の貸出規定については，「蔵書目録第 3版」にも記されているが，それは，「図書館概要」
にある内容と比べ，表現等少しばかり異なる部分がある。一つは，貸出期間について，「図書館概要」
は「貸出期間は往復の日数を除いて 1週間以内，鍼按医学などの学術書に限り，2週間以内といたし
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ます。」とあるのに対して，「蔵書目録第 3版」は「貸出期間は往復の日数を除いて小説など軽い読み
物は 1週間以内，医学など学術書は 2週間以内といたします。」とある。そのうえで別の項で「軽い
読み物」とは「だいたい盲人関係書，修養，文学，歴史，伝記，音楽，少年少女向き書類を，学術書と
は，だいたい宗教，哲学，語学，社会科学，自然科学，医学を指します」と記している。また事情が
ある場合には期間の延長にも応ずることを付す 54)。「蔵書目録」は，点字版で発行していて，利用者
である盲人が直接に手にするものであるので，丁寧に記したとも解釈できる。同じ「蔵書目録」には
最後で「以上の規定に違反した方には，図書貸出を停止することがあります」があるのに対し，「図
書館概要」にはこれが欠落しているのは不可解である。
1948年の日本はまだ戦後のインフレが収まっておらず，物価の高騰と物資の調達難が続いていて，
盲人をはじめ人々には経済的ゆとりなどなかった。そうしたことは，日本点字図書館のサービスから
もうかがい知ることができ，館では貸出事業に関連して「点字雑誌共読会」「教養図書回読会」を設け
ている。これは，各点字出版所から発行されている主な雑誌を数名を一組として次々に回覧するもの
で，言うならば，一つの雑誌・図書を合同で購入し，その代金を割り勘にするものである。図書館は
その中継役を担い，雑誌をまとめて購入し，各グループへ郵送した。こうすることによって，読者に
定価の約 3分の 1の代金で読めるようにした。「点字雑誌共読会」の場合，一組は 3人で，この年の
参加者数は 170人あり，「図書館概要」には時節柄非常に喜ばれているとの記載が見られる 55)。当
時はまだ図書館が雑誌をそろえ，利用に供することはしておらず，この会によって利用者は雑誌購読
料を抑えるとともに，回覧とは言え少人数であるので回転も良く，比較的早く手にすることができた
と想像される。点字出版所からすれば営業妨害のように映るが，当時とすれば，盲人の経済事情から
して広く購読者を獲得することは期待できず，一方で価格を下げることも経営上困難である。しかも
雑誌は郵送で届けていたので，個々の購読者へ発送することは手間もかかるが，この場合，図書館へ
まとめて送り届ければよい。さらには一定部数が確保されるので，メリットは少なくなかったと推察
される。
「蔵書目録第 3版」の「会員の方々へ」の項目では，4番目に図書郵送用布カバーについて触れてい
て，その最後に「なおこの布カバーはなるべく自分のものを 1個お作りください。」とある 56)。これ
も物資難で，図書館として郵送カバーを十分に確保できないために利用者にお願いしたものであり，
ここにも当時の社会事情を見ることができる。
雑誌の回覧では「回覧雑誌あゆみ」もある。「あゆみ」は読書を中心とした利用者の感想を編集し
たもので年に 4 回，図書館が発行した。これを有志の回覧に供し，読書文化の向上に資しようとし
た。このほか，東京と近県に住む読者のため年数回，読者会を催している。これは点字読書を中心
に，文化的諸問題を研究したもののようで，大いに喜ばれたと言う 57)。また 2か月に 1度「図書館
ニュース」を発行し，新着図書それぞれに解説を付けて紹介し，利用を促した。

4 まとめ
日本点字図書館の戦後の再出発は，2度目となるヘレン・ケラーの 1948年の来朝をきっかけに東
京へ復帰したときから始まる。ヘレン・ケラーの来朝を意識したことは本間自身が著書の中で「ヘ
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レン・ケラー女史の来日を機に再出発」との見出しを建てて述べていることからも容易に理解でき
る 58)。しかし，本間はなぜヘレン・ケラーのそれを意識したのであろうか。「図書館概要」で本間は
「點字圖書館の生命は，新しい點字圖書であります。」と書いているように 59)，図書館の再出発では，
蔵書の充実，新着図書の増加は不可欠であり，それが再出発の成功の是非を左右する要素の一つであ
ると考えた。そのためには点訳に携わる奉仕者の数を増員することが求められる。もう一つ，空襲で
拠点となる建物を焼失したためにその再建が急がれたが，財政的には厳しく，実現には戦時中に竣工
した初の建物同様，篤志家の援助，すなわち寄付に頼らねばならなかった。この二つの課題解決には
世間の目・関心を盲人の実態や福祉，特に読書環境の問題に向けさせることが必要であり，ヘレン・
ケラーの訪日による「第 2回ヘレン・ケラー・キャンペーン」はその絶好の機会になり得ると考えた
と推察される。実際，館の広報に用いられた「図書館概要」60)ではヘレン・ケラーの名前を複数回
用いて図書館の意義や事業展開の計画を述べていることからも，それを読み取ることができる。結
果，点訳奉仕運動では本間の読みが的中し，奉仕者の増員と蔵書の増加をみたことは先述のとおりで
ある。ヘレン・ケラーのこのときの日本訪問は，身体障害者福祉法の制定にも貢献したとされ，さら
には国民全体にもたらしたものも小さくないと言われるが，再出発した日本点字図書館も，ヘレン・
ケラーから有形無形の大きな恩恵を得たと言える。
1944年に発行した「図書館概要」では，その年の 3月時点での利用者数 (原文は利用申込者総数)

を 1,953名とし，昭和 18年度は 1か年で 559人の新規登録があったと記している 61)。これが 1948

年の再出発時，利用者数は約 400人とあり 62)，戦時下から戦後の 3年で約 5分の 1に大きく減少す
る。しかしながら，1949年の「事業概要」では利用者数 (会員)729人，貸出数は 10,803冊となって
いて，着実な復活を見せ，年度が変わるとさらに貸出増加の波は大きくなっていく 63)。他方，ヘレ
ン・ケラー来朝の記念事業としたもう一つの館建設は容易に実現には至らず，1954年 11月，厚生省
(当時)の点字図書製作貸出委託事業開始に伴い，必要な建物として建てられた木造一部 2階建ての落
成を待たねばならなかった。点訳運動が息を吹き返して盛んになり，蔵書は著しい伸びを見せ，それ
に伴って利用者と貸出数も増加の一途を辿るが，経済の混乱は終息せず，個人経営による図書館はそ
の後数年，館の歴史上最も厳しい財政状況に追い込まれ，胸突き八丁の運営に突入することになる。

注
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論文

カナダ国オンタリオ州における学校図書館改革論 –
『共同学習』の主たる分析を通して

大城 善盛
(元同志社大学教授)

A Vision of School Libraries in the Province of Ontario, Canada -
The Analysis of OSLA’s Together for Learning

By Zensei OSHIRO

(Former Professor at Doshisha University)

抄録
日本の学校図書館の状況改善の参考に資すべく、先進的な取り組みが行われているカナダ・オンタ
リオ州の学校図書館改革論の分析を試みた。その際に、同州の学校図書館の現状や報告書にも言及
した。
方法として、オンタリオ図書館協会の『オンタリオ州における学校図書館と児童生徒の成績』や

『オンタリオ州の典型的 (模範的)な学校図書館』、オンタリオ学校図書館協会の『共同学習』を分析
した。分析の結果、『共同学習』は学校図書館の「ラーニング・コモンズ」化であり、優れた学校図書
館改革論であることが分かった。そして、改革論の中では、ティーチャー・ライブラリアンの役割が
極めて重要視されており、それは逆境の中での改革論であったことが分かった。

Abstract

The paper made the analysis of Together for Learning, issued by Ontario School Library

Association (OSLA) in 2010. Together with its analysis, it surveyed the condition of school

libraries in the Province of Ontario in the 21st century. It examined School Libraries & Student

Achievement in Ontario and Exemplary School Libraries in Ontario, issued by Ontario Library

Association in 2006 and in 2009 respectively.

The paper has found that Together for Learning is the vision of a school library which OSLA

has tried to transform by renaming a school library to a learning common. It has also found

that the role of a teacher librarian is greatly emphasized.

1 はじめに
この論稿で、日本の学校図書館の状況改善の参考に資すべく、先進的な取り組みが行われているカ
ナダ・オンタリオ州の学校図書館改革論の分析を試みる。
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2003年、カナダの学校図書館界及び教育界にショックを与える出来事が起こった。学校図書館学
の権威者の一人であるヘイコック (K. Haycock) が同年『カナダの学校図書館の危機』 (The Crisis

in Canada’s School Libraries) を刊行し、カナダの学校図書館が危機的状況にあることを明らかに
したのである 1)。
その刊行物は次のように記している。

カナダの学校図書館は非常に悪い状況にある。ティーチャー・ライブラリアン (teacher-

librarian) は職を失ったり、別の職に廻されたりしている。コレクション構築は予算カットの
ためにうまく行っていない。教室にワークステーションさえあれば、インターネットの時代に
おいて図書館は要らない、と信じている校長もいる。カナダの多くの学校図書館が一日中閉
まっていたり、一時的に閉まったりしている。
学校図書館に関する多くの研究が、ティーチャー・ライブラリアンを有する学校図書館は児
童生徒に良い (プラスの) 影響を与えることを明らかにしている。しかし、カナダには学校図
書館と児童生徒の学習成果との関係を調査した研究はない。この知識の差がカナダで増えつづ
ける学校図書館トラブルの要因になっていると思われる。
オンタリオ州 (Province of Ontario) では、5年前まではフルタイムのティーチャー・ライ
ブラリアンを擁している小学校は 42% あったが、現在では 10% に減っている。アルバータ
州 (Province of Alberta) では、ハーフタイムも含めたティーチャー・ライブラリアンの数は
1978年の 550人から 106人に減っている。カナダでは、持っている地域と持っていない地域
の差 (経済的地域格差) による社会的格差はますます広がっている。

ヘイコックの上記の報告にショックを受けたカナダ統計局 (Statistics Canada) はコイシュ (D.

Coish) に調査を依頼した。コイシュは 2005年に『カナダの学校図書館とティーチャー・ライブラリ
アン』 (Canadian School Libraries and Teacher Librarians) の書名で調査結果を公表した 2)。
その報告書は次のように記している 3)。

カナダの多くの学校図書館で、利用可能な資料は劣化している。フルタイムのティーチャー・
ライブラリアンの職はパートタイム職に配置換えされるか、もしくは全く無くなっている。オ
ンタリオ州の小学校のフルタイムのティーチャー・ライブラリアンの数は、1998/1999年度以
来 60%減少している。アクセスの面 (開館時間) でも減少が見られる。

2014年には、カナダ王立協会 (Royal Society of Canada) も、「カナダの学校図書館はこの 20年
間低下し続けている。(中略) 14,450あると予測される学校図書館は、職員、リソース、利用におい
て問題を抱えている」4)、と記している。
以上のような状況に対して、カナダの (学校図書館界も含めた) 図書館界は黙っておらず、いろいろ
な行動を起こしている。2010年にオンタリオ学校図書館協会 (Ontario School Library Association,

以下 OSLA) が『共同学習』 (Together for Learning) を作成・公表し 5)、2014年にはブリティッ
シュ・コロンビア・ティーチャー・ライブラリアン協会 (British Columbia Teacher Librarians’

Association) が『学校図書館から図書館ラーニング・コモンズへ』 (From School Library to Library
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Learning Commons) を作成・公表し 6)、同じ 2014 年にカナダ図書館協会 (Canadian Library

Association、以下 CLA) が学校図書館基準とも呼べる『先端学習』 (Leading Learning) を刊行し
ている 7)。
また、カナダの学校図書館に関心を抱く研究者や実践者 (ティーチャー・ライブラリアン) 等が

2010年に「トレジャー・マウンティン・カナダ」 (Treasure Mountain Canada) の名称のもとにシ
ンポジウムを開催し、カナダの学校図書館の抱える問題点や将来像を議論している。そのシンポジウ
ムはその後ほぼ隔年ごとに開催されている 8)。
カナダの学校図書館改革論を理解するためには、上記の 3種の文献、すなわち『共同学習』、『学校
図書館から図書館ラーニング・コモンズへ』、及び『先端学習』を理解する必要がある。この論稿で
は『共同学習』を取り上げ、オンタリオ州における学校図書館改革論の理解を試みる。なお、カナダ
では教育行政は国 (連邦政府) ではなく、州 (province) の管轄下にある。また、オンタリオ州の人口
はカナダの総人口の約 3分の 1を占めると言われ、カナダの学校図書館界ではオンタリオ州の学校図
書館界はリーダー的存在であり、オンタリオ州の事例研究はそれなりの意義を有している。
論の進め方としては、次章で 2004年以降のオンタリオ州の学校図書館の状況を概観し、3章でオ
ンタリオ図書館協会 (Ontario Library Association、以下 OLA) の 2006 年作成の『オンタリオ州
における学校図書館と児童生徒の成績』 (School Libraries and Student Achievement in Ontario)

9)、4章で同 OLAの 2009年作成の『オンタリオ州の典型的 (模範的)な学校図書館』 (Exemplary

School Libraries in Ontario) 10)について言及し、5章と 6章で『共同学習』の概観・分析・考察を
試みる。
21世紀に入ってからの (オンタリオ州も含めての) カナダの学校図書館に関する先行研究 (関連文
献) は少なく、『先端学習』を紹介している文献の岡田大輔の訳 11)と、関口礼子による『学校図書
館』誌の一連の報告 12)、及び全国学校図書館協議会の『カナダ・アメリカに見る学校図書館を中核
とする教育の展開』13)の報告があるのみである。

2 2004年以降のオンタリオ州の学校図書館の状況
オンタリオ州には公立と私立の 2種の学校があり、学校図書館の状況を概観する際にはこの 2種の
学校図書館を概観する必要がある。しかし、まとまった情報としては公立学校の図書館に関する情報
しか得られない。そのため、以下では主に公立学校の図書館の状況を概観する。
カナダの公教育の振興を目的として設立されている私的財団「教育のための人々」 (People for

Education) の「2013年度の年次報告」によると、2004年から 2012年までのオンタリオ州でティー
チャー・ライブラリアン (パートタイムも含む) が勤務している公立学校の状況 (%) は表 1の通りで
ある 14)。(なお、「中等学校」は secondary schoolの訳で、日本の高等学校が含まれる。)

また、同年次報告によると、2013年の状況は次のようであった 15)。

ティーチャー・ライブラリアンが勤務している小学校の 3年生と 6年生は、勤務していない
学校の 3 年生と 6 年生より読書好きの傾向にある。しかし、ティーチャー・ライブラリアン
が勤務している小学校の率は、1990年代末の削減以来未だ元に戻っていない。56%の公立小
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表 1 ティーチャー・ライブラリアンが勤務している公立学校の状況

小学校 中等学校
2004年 56% 80%

2006年 55% 73%

2008年 60% 76%

2010年 57% 68%

2012年 55% 68%

学校にのみティーチャー・ライブラリアンは勤務してなく、この数字 (%) はここ数年変わっ
ていない。また、その 3分の 2以上はパートタイムのティーチャー・ライブラリアンである。
33%の公立小学校にはライブラリー・テクニシャン (library technician: 短期大学で主に図書
館のルーティン的、技術的な領域を履修した人) だけが勤務している。11%の公立小学校には
図書館職員は全くいない。生徒の独立学習や調査学習が重要視される中等学校の場合、ティー
チャー・ライブラリアンは 68%の公立中等学校にしか勤務していない。しかし、ほとんどが
フルタイムである。また、オンタリオ州の東部では 11% の公立小学校にしかティーチャー・
ライブラリアンは勤務していない。しかし、トロント州都圏ではその率 (居る率) は 83%にの
ぼる。

なお、「教育のための人々」の「2016年度の年次報告」によると、2016年度の状況は以下のようで
あった 16)。

� 54%の公立小学校にティーチャー・ライブラリアンが勤務している。前年の 60%、1998

年の 80%と比べると低下している。フルタイムのティーチャー・ライブラリアンは 10%

の公立小学校にしか勤務していない。
� ティーチャー・ライブラリアンが勤務している中等学校は前年の 72% から少し増えて
74%になっている。しかし、フルタイムのティーチャー・ライブラリアンが勤務している
学校数は少し減っている。

� ライブラリー・テクニシャンは学校図書館で重要な支援的役割を果たしている。しかし、
ティーチャー・ライブラリアンの役割とは異なる。ティーチャー・ライブラリアンとは、
図書館の専門家としての資格を有する、オンタリオ州からの教員免許状を取得した人のこ
とである。現在、低い賃金で雇われているライブラリー・テクニシャンがティーチャー・
ライブラリアンに取って代わって来ていると推測される。49% の公立小学校にライブラ
リー・テクニシャンが勤務している。前年は 43%であった。49%の公立中等学校にライ
ブラリー・テクニシャンが勤務している。前年は 44%であった。

� 地域や場所による相違も存在する。小さな町や田舎では 44%の公立小学校にしかティー
チャー・ライブラリアンは勤務していないのに対し、都会では 60%の公立小学校にティー
チャー・ライブラリアンが勤務している。小さな町や田舎では 53%の公立小学校にライ
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ブラリー・テクニシャンが勤務している。それに対して、都会では 46%の公立小学校に
しかライブラリー・テクニシャンは勤務していない。

私立の学校でも図書館は苦しい状況にある。例えば、トロント・カトリック DSB (教育委員会) は
予算削減を理由に、2015年に管轄下のすべての小学校のライブラリー・テクニシャン職を削除して
いる。また、ウインザー/エセックス・カトリック教育委員会 (Windsor-Essex Catholic DSB) は、
2011年以来ずっと図書館の職員も含めて、図書館サービスや資料費を削っている 17)。
「教育のための人々」の 2019年の年次報告『学校をつくるのは?』 (What Makes a School? ) 18)

から、2019年の状況も知ることができる。
その年次報告は次のように記している。

ティーチャー・ライブラリアンは、学校でテクノロジーを利用した学習を可能にするのに必
須の役割を有している。今年 (2019年)、学校図書館を伝統的な図書館とテクノロジーを統合
した「ラーニング・コモンズ」へ変容させた学校が増えている。「ラーニング・コモンズ」に
よって、図書館は協働スペースとなり、そこで教員と児童生徒が共同で知識を構築している
19)。
過去 20年間 (2000-2019年)、公立小学校におけるティーチャー・ライブラリアンの数は減
り続けている。他方、ライブラリー・テクニシャンの数は増え続けている。2019年はパート
タイムも含めると、54% の公立小学校にティーチャー・ライブラリアンが配置されている。
1998年の 80%と比べると大きな減り方である。他方、43%の公立小学校にライブラリー・テ
クニシャンが配置されている。1999年の 16%と比べると大きな増え方である 20)。
地理的な相違もある。トロント市周辺の公立小学校はティーチャー・ライブラリアンが配
置され、東部や北部の公立小学校にはライブラリー・テクニシャンが配置される傾向にある。
2019年現在、27%の北部の公立小学校にはライブラリー・テクニシャンさえ配置されていな
い 21)。
社会経済的な相違もある。2019 年現在、高所得の地域に設置されている公立小学校には

63%ティーチャー・ライブラリアンが配置されているが、低所得層の地域に設置されている公
立小学校には 48%しか配置されていない。その要因の 1つは、オンタリオ州にはすべての学
校に十分に機能する図書館を保障するような政策がないためである 22)。

以上が 2019年の年次報告の概要であるが、2017年の年次報告には次のようなことが記されている
23)。

州の作成するカリキュラム基準は学校図書館の重要性を認めながらも、ティーチャー・ライ
ブラリアン関しては「可能ならば」 (where available) という放棄条項がある。州からの図書
館予算は児童生徒数に応じて教育委員会に配分される。地方の教育委員会は、小学校で 763人
の児童生徒、中等学校では 909人の児童生徒に一人のティーチャー・ライブラリアンのための
予算を受け取る。しかし、その教育委員会はその予算を図書館職員のために使う義務はない。
また、児童生徒基礎助成金 (Pupil Foundation Grant) というものもあり、それは図書館サー
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ビスのための助成金も含んでいる。しかし、教育委員会はその助成金をクラスへのコンピュー
タ設置、教員、教科書等にも使用することができる。

そして、2019年現在、オンタリオ州ではティーチャー・ライブラリアンとライブラリー・テクニ
シャンを雇用するという方針 (政策) を有する教育委員会は 10%、ティーチャー・ライブラリアンの
みの雇用方針は 37%、ライブラリー・テクニシャンのみの雇用方針は 32%、何の方針もない教育委
員会は 13%、存在する 24)。
なお、OLAは 2018年に、州政府が図書館とティーチャー・ライブラリアン用に割り当てる助成金
に対して教育委員会はその意図に沿って使用することを義務付けるよう、すなわち方針を変更するよ
う、州政府の予算編成部に要望している 25)。

3 OLAの『オンタリオ州における学校図書館と児童生徒の成績』
前章でオンタリオ州の学校図書館の状況を概観したが、オンタリオ州の図書館界や学校図書館界
は、そのような状況を何の対抗もせずに受け入れていた訳ではなかった。オンタリオ州では 2006

年に OLAが『オンタリオ州における学校図書館と児童生徒の成績』 (School Libraries & Student

Achievement in Ontario) を公表して、学校図書館の重要性を訴えている 26)。
同書は次のように記している 27)。

学校図書館に関する多くの研究が、ティーチャー・ライブラリアンを有する学校図書館は児
童生徒の成績にプラスの影響を与えることを明らかにしている。児童生徒の読書に対する態
度がリテラシーだけでなく、科学や算数 (数学を含む) の成績と正の相関関係があることを示
している。しかし、カナダには学校図書館と児童生徒の学習成果との関係を調査した研究はな
い。また、オンタリオ州も含めてカナダでは全体的に公教育の予算が削られて来ている。その
ような状況下で、オンタリオ州の教育省 (Ministry of Education, Ontario) は最近、児童生
徒のリテラシーやニューメラシーを向上させる施策を打ち出そうとしている。しかし、リテラ
シー・プログラムを優先させて学校図書館の職員やリソースを減少させる傾向は、児童生徒に
益する教育資源の可能性を脅かしている。

そのため、OLAはクイーンズ大学 (Queen’s University) と「教育のための人々」に対して合同調
査を依頼した。その調査結果の報告がこの書である。調査の際には限度があったため、3年生と 6年
生だけを対象に行われた。調査の結果、次のようなことが分かった 28)。

1) ティーチャー・ライブラリアンを有する学校の 3年生と 6年生は、有しない学校の 3年生
と 6年生より読書を楽しむ傾向にある。

2) 学校図書館学を履修した図書館職員のいる学校で、読書のテストで「レベル 3」を達成し
ている 6年生が多い。(「レベル 3」とは州の決めている達成基準)

3) 学校図書館学を履修した図書館職員のいない学校では、3年生と 6年生の読書のテストは
低い傾向にある。
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以上のように調査結果を報告し、次のような推薦をしている 29)。

1) 学校図書館予算が学校図書館に使われるよう、直ちに教育職員用の給与基準を見直す
こと。

2) 学校の規模や地域に関係なく、オンタリオ州のすべての児童生徒が、コレクションが十分
で専門職の職員のいる学校図書館へアクセス出来るような政策を州の教育省は策定する
こと。

4 OLAの『オンタリオ州の典型的 (模範的) な学校図書館』
OLAは、学校図書館の重要性を訴えるために、2009年には『オンタリオ州の典型的 (模範的) な
学校図書館』を刊行している。前回の調査では、学校図書館と児童生徒のリテラシー習得とは強い正
の相関関係があることが分かったが、児童生徒のリテラシー習得に影響を及ぼす学校図書館の具体的
なプログラムや実践等については明らかでなかった。それを明らかにしたのがこの調査報告であると
いう 30)。
この調査報告書は、前章の調査報告書と同様、OLAの依頼によりクイーンズ大学の研究チームと

「教育のための人々」が合同で行った調査報告である。調査は、OSLAによって推薦され、かつ以前
から模範的な学校図書館プログラムを提供していると認められている 8つの小学校の図書館を対象に
行われた。調査の結果、次のようなことが分かったとしている。

オンタリオ州には模範的な学校図書館プログラムが存在することが分かった。しかし、「模
範的な学校図書館プログラム」とは単一の概念ではなく、複数レベルの概念である。
すなわち、あまりコレクションも良くなく、図書館職員も不十分な学校図書館における「模
範的な学校図書館プログラム」から、コレクションも充実しており、図書館職員も十分な学校
図書館における「模範的な学校図書館プログラム」まで 3レベルがあった 31)。

「模範的な学校図書館プログラム」の重要要件は、熱心さと誠実さを備えたティーチャー・ラ
イブラリアンの模範的な教育スキルであった。それを有したティーチャー・ライブラリアンは
児童生徒のために指導と学習の機会を最大限にする優秀な教員になっている。それらのティー
チャー・ライブラリアンに求められている資質は、現在置かれている学校の環境の中でパート
ナーシップを組む教員のスタイルに合わせるべく、アプローチを変えることのできる高い柔軟
性である。最も成功している学校図書館プログラムの特徴は、指導、学習及び図書館利用にお
いてティーチャー・ライブラリアンと教員が協働していることである 32)。

「模範的な学校図書館」は、学校のハブで目立つ場所に設置されており、活動と学習の中心
地である。最重要なことは図書館を一種の教室であり、学習を歓迎する場所と見なすことであ
る。そのような図書館 (学校) では、ティーチャー・ライブラリアンは校内のリーダーであり、
図書館とティーチャー・ライブラリアンは学校の教育を支援する極めて重要な役割を担ってい
る、と認識されている。そして、児童生徒は高い満足感を覚え、図書館をよく利用し、熱心な
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読者である 33)。

この報告書は、「模範的な学校図書館」は以下のような校長の支援があってはじめて成功すると記
している。

1) ティーチャー・ライブラリアンを重要な教員の一人と見なしてくれる。
2) 図書館に適切な資料を配分してくれる。
3) ティーチャー・ライブラリアンを過剰な準備補助 (“preparation time coverage”: 多忙な
教員の授業の穴埋め) から守ってくれる 34)。

5 OSLAの『共同学習』の概観
3 章で OLA の 2006 年作成の『オンタリオ州における学校図書館と児童生徒の成績』、4 章で同

OLAの 2009年作成の『オンタリオ州の典型的 (模範的) な学校図書館』を概観した。それら 2つの
報告書を受ける形で、OSLA が 2010 年に『共同学習』 (Together for Learning) を作成している。
この章ではその『共同学習』を概観する。

5.1 ラーニング・コモンズ (Learning Commons) への変容
OSLAの『共同学習』 (Together for Learning) は、学校図書館をラーニング・コモンズへ変容さ
せるためのヴィジョンである。その変容を必要とする要因として、『共同学習』は次のように記して
いる。

現代の学校は大きな変化に直面している。ICT の急激な進歩によって、国際レベルでの政
治的、社会的、経済的、科学的な状況が変化しているように、教育も変化している。それらの
変化が、人々が働き、遊び、そして学ぶ方法を変化させている。学校は、この変容によっても
たらされている不慣れではあるが、しかし極めて魅力的であるこの機会をうまく利用すべく挑
戦を受けている。学校は、児童生徒に生き残りのためだけでなく、成功するためにも必要なス
キルを身に付けさせて、卒業させる必要がある 35)。

そして、「ラーニング・コモンズ」の概念について次のように記している。

ラーニング・コモンズとは、伝統的な図書館の壁を越えてシームレスな物理的、バーチャル
的スペースを統合させたものである。ラーニング・コモンズではすべてのフォーマットが同化
された形で学習が行われる。ラーニング・コモンズではアイディアやコンセプトを自由に表明
させる。そして、児童生徒を相互に、さらには世界的なコミュニティと連結させることによっ
て学習者に探究心、想像力、発見心及び創造力を奨励する 36)。

また、ラーニング・コモンズは、児童生徒を日々進化しつつあるが身近にある現実やバー
チャルな世界に結び付けるために、教室や学校図書館だけでなく教育委員会などまでも組み込
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む (incorporate) 。インターネットが地球規模のインタラクティブなWebを構築したように、
ラーニング・コモンズは学校内外において情報、人々及び学習プログラムのネットワークを構
築する。伝統的に人々が集まる場所として設計されている学校図書館はラーニング・コモンズ
を設置する際に大きな力となる 37)。

また、ラーニング・コモンズは、児童生徒や教育者を学校の壁を越えてバーチャルなスペー
スへ導く、という従来にはない学習経験の拡大を可能にする。それは活気に満ちた全校的アプ
ローチで、教員、ティーチャー・ライブラリアン及び児童生徒に「協働」という素晴らしい機
会を与えてくれる 38)。

児童生徒が将来就くであろう職で成功するためには、転移可能なスキルを学ぶ必要がある。
転移可能なスキルを学ぶためには、児童生徒は情報の批判的な消費者、効果的な問題解決者、
刷新的な伝達者になる必要がある。その上、それらの転移可能なスキルがこの世の中で彼ら/

彼女らに「違い」 (difference) を作る能力を与えるということを、児童生徒に理解させる必
要もある。ラーニング・コモンズは、リテラシー、ニューメラシー、知識、思考力、コミュニ
ケーション力及び応用力は学び方を学ぶための基礎であるという「カリキュラム横断型の視
野」を基盤にしている。ラーニング・コモンズは個人的、学問的、社会的、文化的成長のため
に、探究 (inquiry)、想像、発見及び創造性を中核にしている 39)。

5.2 ラーニング・コモンズの機能 (情報入手から知識創造へ)

ラーニング・コモンズの機能は、入手可能な最良のリソース、テクノロジー、戦略、学習環
境を利用したダイナミックな学習経験を設計し、準備し、支援することである。児童生徒は学
習によって、事実的な情報を単に入手するだけでなく、個人的な意味を構成し、個々の知識及
び総合的な知識の構築へと進む。児童生徒はラーニング・コモンズで読み、調査し、発見し、
実演し、創造する際には、自分たちの学習をテストし、確認し、豊かにするために、他の人た
ちと協働する。ラーニング・コモンズでは、児童生徒が情報の入手から知識構築へと進むのを
ガイドすること、そして必要な指導介入をすることがすべてのパートナーの関心事となる 40)。

児童生徒の情報入手 (読書) から知識構築への旅は、図 1のようになる。

5.2.1 「読書推進」の旅
上記の図 1では「読書」の旅から「学び方の学び」の旅まで進み、「深い理解と知識創造」となる。
以下で「読書」の旅から「学び方の学び」までの旅について概観する。
最初に「読書」の旅について記すと、児童生徒は自分の好きなことをするよう奨励され、豊富なコ
レクションから自由に読書財を選べるようにすると読書意欲を沸かす 41)。そうすると、読書力は増
し、理解は深まる。ラーニング・コモンズでは、次のようなことに気を付けることによって、児童生
徒に読書習慣を身に付けさせることができる (以下は抜粋) 。
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図 1 情報 (入手)から知識構築への段階

� 個々の児童生徒にその生徒に合った読書財を提供する。
� 個々人の読書を奨励し、達成した際には祝福する。
� ブック・トーク、読書掲示、本のブログ等を促進する。
� オンライン、もしくは対面型のブック・クラブを組織し指導する。
� 児童生徒にブック・トークを奨励する。
� 児童生徒と共に働く著者、イラストレーター等を招待する。
� リテラシー・プログラムのために公共図書館と協力する。
� すべての児童生徒のニーズに合致するよう、オーディオ図書やアシスティブ・テクノロ
ジー等を準備する。

(この旅に書かれていることはラーニング・コモンズが提唱される以前の学校図書館でもすでに取
り組まれていたことがほとんどである。)

5.2.2 「マルチリテラシーの育成」の旅
マルチリテラシーとは、伝統的なリテラシー、情報リテラシー、メディアリテラシー、ビ
ジュアルリテラシー、文化リテラシー、デジタル・リテラシー、批判的リテラシー (critical

49



literacy) のことである。こういう新しいリテラシーをラーニング・コモンズでティーチャー・
ライブラリアンが体系的に教える必要がある。新しい伝達ツールや出現してくるテクノロ
ジー、及び社会的・文化的変化によって、我々はリテラシーの意味を再定義する必要に迫られ
ている。現代では、児童生徒は直近の学習目標を成就するために、また自身の創造的可能性を
認識し開発するために、マルチリテラシーを使用する必要がある 42)。

デジタルな世界では、児童生徒は協働的著述家であり、コンテンツの創造者である。デジタ
ルな世界は、学習者にマルチリテラシーを身に付ける際に前例のない機会を与えてくれてい
る。マルチリテラシーを身に付けることによって、児童生徒はグローバル・コミュニティにつ
いて深く理解する。今日の児童生徒に「書くこと」の意義を理解させるということは、彼ら/

彼女らをこの双方向的なオンラインの環境に関与 (従事) させるということである 43)。

5.2.3 「批判的、創造的思考の育成」の旅
批判的、創造的思考は従来から学習の必須要素であったし、現在でもそうである。変わった
のは、大量の情報が入手可能となり、その情報の表出法が変わったことである。そのような状
況下での児童生徒は、批判的、創造的な思考が出来るようになって初めて、インテリジェンス
(intelligence) をもってチャンスに立ち向かうことが出来るようになる。学習は、情報を取り
入れるだけでなく疑問も抱く、という柔軟な探究心を必要とする。児童生徒には探究プロセス
を通じて自分たちの能力を実践して試す多様な機会が必要である。ラーニング・コモンズは、
児童生徒に自身の学習を経験する多くの機会を与える。結果として、児童生徒は生涯を通じて
省察的学習者になる 44)。ラーニング・コモンズは、以下のような学習者を育成する 45)。
1) 様々な目的のために読んだり書いたりする学習者
2) テクストを評価する学習者

(豊富な読書財が溢れる環境の中で、児童生徒は情報の批判的な利用者になる必要が
ある。)

3) 様々なフォーマットのテクストを探索し、作成する学習者
4) メディア・テクストを解釈できる学習者
5) ビジュアル資料 (images and graphics) を解釈できる学習者
6) 深く思考する学習者
7) 相互作用的に知識を構築する学習者

5.2.4 「発見と導かれた探究」の旅
学校全体が探究プロセス (inquiry process) に焦点を当てるようになるためには、ラーニング・コ
モンズの参加者が「探究モデル (inquiry model)」を利用するよう協働する必要がある 46)。そのモ
デルは、1) 探索する (Exploring)、2) 調査する (Investigating)、3) 整理する (Processing)、4) 創
造する (Creating)、の 4つの段階から成る。それぞれの段階の内容は次のようなものである 47)。
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1) 探索する
「探索する」とは、児童生徒が探索をスタートさせ、個人的に興味のある適当なトピック
を選び、そのトピックに関して深い疑問を持つことである。

2) 調査する
(トピックを)「調査する」とは、探究の計画を立て、ソースを見つけ、適切な情報を選択
し、明瞭で関心のある焦点を定式化することである。

3) プロセスする
「プロセスする」とは、適切だと思って選択した情報を分析し、自分たちのアイディアと
選択した情報の中にあるアイディアを比較して評価し、到達した結果を組織化し、統合す
ることである。

4) 創造する
(知識を)「創造する」とは、生産物とその生産物の作成に至ったプロセスを評価し、学ん
だ学習を新しい文脈や探究に移転させることによって、探究の結果を示す生産物を作成す
ることである。

探究モデルには次のような特徴や効用がある 48)。

1) 個人の視野と知識基盤を広げる。
2) アイディアの衝突を奨励する。
3) 興味とやる気を引き起こす現実の課題を取り上げる。
4) 本質的な知識やスキルを何度も扱うようにする。
5) 情報を整理する戦略を教える。
6) 偶然起こったことと、そうなるように仕組んだこと (導かれたこと) を両方活かすように
する。

7) ゴールまでスモールステップで進むよう、課題を調整する。
8) いつも無理に結論を出さなくてもいいようにする。
9) 様々な戦略、資料、テクノロジー及び成果物により学習を広げる。
10) 順を追って全体へと説明していくことと、個別への指導とのバランスを取る。
11) マルチリテラシーを育成する。
12) 新しい方法と今までやってきた方法のどちらがいいか判断できるなど、メタ認知を育成

する。
13) 協働的学習を奨励する。

「探究プロセス」は批判的思考スキル、問題解決、理解、疑問を発しながら個人的な意味を
構築する複雑なプロセスである。「探究プロセス」は明瞭なものを疑い、情報の妥当性、見方
や偏見を吟味し、意味を構築することである。そして、「探究モデル」 (inquiry model) を効
果的に用いれば、素人の学習者が自分たちの情報力に自信を持ち、相互依存型になり、なおか
つ独立の学習者になる。その「探究モデル」を実施に移すためには、ティーチャー・ライブラ
リアンと教員が探究スキルと主題知識を統合する「探究型学習法の文化」を育成する必要があ
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る 49)。

5.2.5 「学び方を学ぶ」に関わる旅
ラーニング・コモンズの機能は、21 世紀の児童生徒のニーズに応える新しい学習文化を構築し、
先導していくことである。「学び方の学び」は児童生徒が成功するための必須要件である。ラーニン
グ・コモンズの有する豊富な情報とメディア通 (=ティーチャー・ライブラリアン) が待機している
環境が「学び方を学ぶ」を可能にする。ラーニング・コモンズにおけるネットワーク化された学習経
験と今何が学ばれているか、どのように学ばれているか、というメタ認知も、「学び方を学ぶ」とつ
ながっている。
児童生徒の学習を進歩させるためには、ユニットやプロジェクトの学習中、常にフィードバックと
形成的評価が必要である。児童生徒が自分たちの結論 (findings) を省察したり、他の児童生徒たちと
討議したりする時間も必要である。指導スタッフはパートナーシップを組んで、以下のような対面型
やバーチャル型の学習機会や学習環境を設計する必要がある 50)。

1) 児童生徒同士や教員との途切れない協議ができる。
2) 児童生徒は学習中、省察的日誌をつける。
3) 児童生徒は学習中、自己評価ツール (self-assessment organizer) が使える。
4) 児童生徒は学習パートナーシップの中で、協働してルーブリックを作る。
5) 児童生徒は進歩と次のステップのために目標を設定する。
6) 児童生徒は新しい情報と理解を自分の経験と関係づける。
7) ポートフォリオを作成する。

6 OSLAの『共同学習』の分析・考察
この章では、2004年以降のオンタリオ州の学校図書館の状況や OLAの 2つの刊行物にも言及し
ながら、『共同学習』を分析・考察する。
まず OSLAの『共同学習』を簡潔に表現すれば、それは「学校図書館のラーニング・コモンズ化」
という極めて革新的な学校図書館論である。「学校図書館のラーニング・コモンズ化」という考え方
は、ロエツシャー (Loertscher, David V.) 等が既に 2008年に表明しているが 51)、専門職団体とし
ては OSLAが最初であると推察される。OSLAは、OLAの上記 (3章と 4章) の 2つの刊行物を参
考にしながら、ラーニング・コモンズ概念を案出している。
OSLAによると、「ラーニング・コモンズ」とは、「物理的及びバーチャル的スペースを統合させた
もの」52)であり、そして、「児童生徒を相互に連結させることによって、児童生徒に探究心、想像力
や創造力を奨励するものである」53)。「ラーニング・コモンズは児童生徒を現実及びバーチャルな世
界に結び付けるために、学級、学校図書館及び教育委員会を組み込む (incorporate) 」54) という。
「組み込む」 (incorporate) の意味が今一つ明瞭でないが、少なくとも従来の学校図書館とは相当異
なる概念である。「今一つ明瞭でない」というのは、「教育委員会を組み込む (incorporate) 」という
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ことが具体的にどういうことを意味するのか、イメージが湧かないということである。
また、「ラーニング・コモンズは、児童生徒や教育者を学校の壁を越えてバーチャルなスペースへ
導くという学習経験を拡大させる。それは活気に満ちた全校的アプローチで、教員、ティーチャー・
ライブラリアン及び児童生徒に「協働」という素晴らしい機会を与えてくれる。」55)という記述があ
り、その記述から、OSLAの提唱する「ラーニング・コモンズ」は教授学 (教育方法) の大きな変容
を促している。
『共同学習』はまた、児童生徒の情報入手 (読書) から知識構築までの段階は、1) 読書 (という行
為) ⇒ 2) マルチリテラシー (の修得) ⇒ 3) 批判的、創造的思考 (の修得) ⇒ 4) 発見及び導かれた探
究 (guided inquiry) ⇒ 5) 学び方の学び (の修得)、の 5つの段階から成るという。児童生徒の学習
は必ずしもそのようにスムーズに進展する訳ではないが、大まかな概念としては納得の行くものであ
る。学校図書館関係者にとって重要なことは、これらは、教授スタッフ (ティーチャー・ライブラリ
アン、教員、その他のメンバー) の協働によって可能となる、としている点である。
『共同学習』は、学習法 (教授法) として「探究型学習法」を推奨している。そして、次のように記
している。

「探究型学習法」は批判的思考スキル、問題解決、理解、疑問を発しながら個人的な意味を
構築する複雑なプロセスである。「探究型学習法」は明瞭なものを疑い、情報の妥当性、見方
や偏見を吟味し、意味を構築することである。そして、「探究モデル」 (inquiry model) を採
用することによって、素人の学習者が自分たちの情報力に自信を持ち、相互依存型になり、な
おかつ独立の学習者になる。その「探究モデル」を実施に移すためには、ティーチャー・ライ
ブラリアンと教員が探究スキルと主題知識を統合する「探究型学習法の文化」を育成する必要
がある。

『共同学習』の本文では「探究モデル」は軽く紹介されているが、その重要性ゆえに「付録」で詳細
な説明が行われている。「探究モデル」は、簡潔に記せば、1) 探索する、2) 調査する、3) プロセスす
る、4) 創造する、の 4つの段階から成る。学校図書館関係者にとって留意に値する部分は、教員と
パートナーシップを組むティーチャー・ライブラリアンもこの「探究モデル」を熟知していることが
期待されている、という記述である。北米ではティーチャー・ライブラリアンの資格として教員免許
が必要であることを考慮すると、ティーチャー・ライブラリアンも一種の教員であり、そのような期
待は当然かも知れない。
また、「ティーチャー・ライブラリアンと教員が探究スキルと主題知識を統合する「探究型学習法
の文化」を育成する必要がある。」の表現は、教育の方法として一部の教科だけでなく、全教科に「探
究型学習法」を取り入れるということを意味し、それは教授学 (授業方法) の大きな変革を意味する。
なお、この新しい「探究型学習法」は 2015年に改訂された IFLAの『IFLA学校図書館ガイドラ
イン』でも採用され、より鮮明な形で学校図書館活動の一環として位置づけられている 56)。
オンタリオ州の学校図書館界で、すなわち『共同学習』の中に、ティーチャー・ライブラリアンが

「探究型学習」の目的や「探究モデル」を熟知することが当然のように記されていることに関しては、
オンタリオ州におけるティーチャー・ライブラリアンの資格制度と関係があると推察される。オンタ
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リオ州では、教員免許に関する権限はオンタリオ教員カレッジ (Ontario College of Teachers) と称
される教員の専門職団体に与えられている 50)。その組織は 37 人の理事 (23 人は会員による選出、
14人はオンタリオ州政府の任命) によって運営されている 58)。教員は会員に成る義務がある。その
オンタリオ教員カレッジは教員免許の種類や要件を決める権限を有している 59)。
ティーチャー・ライブラリアンに関しては、教員の追加資格として位置付けられている。それ故、
ティーチャー・ライブラリアンの資格を得るためには、履修資格として教員免許が要求される 60)。
日本の司書教諭のような教員資格と司書教諭資格のための同時履修は認められない。
オンタリオ州のティーチャー・ライブラリアンは、ティーチャー・ライブラリアン I (Teacher

Librarian, Part I)、ティーチャー・ライブラリアン II (Teacher Librarian, Part II)、ティーチャー・
ライブラリアン・スペシャリスト (Teacher Librarian, Specialist)、と 3 レベルが設けられている。
ティーチャー・ライブラリアン Iは初級、IIは中級、スペシャリストは上級という位置付けである。
ティーチャー・ライブラリアン IIの資格を得るためには Iの資格、スペシャリストの資格を得るた
めには IIの資格を保有していなければならない 61)62)。
ティーチャー・ライブラリアン I の資格を得るための要件 (ガイドライン) として、1) 教育専門
職としての倫理と実践の基準、2) 教授学的探究 (pedagogical inquiry) の概念、3) オンタリオ州の
カリキュラム、政策、法規、フレームワーク、戦略及びリソース、4) ティーチャー・ライブラリア
ン Iの理論的基礎、5) プログラム設計、計画及び実施、6) 学習環境と教授戦略、7) 学習についての
省察、文書作成及び解釈、8) 学習における共同責任、9)「図書館ラーニング・コモンズ」 (Library

Learning Commons) の開発と経営管理、10) 研究、研修及び教授学、の 10領域の中に 121項目が
リストされている 63)。その中から、特徴的と思われる 16項目を下に記す。

� 指導と学習に関する仮説、信念、理解について批判的に検討する。(2)

� 共同探究者としての教員の専門職アイデンティティと実践を批判的に検討する。(2)

� OSLA などの学校図書館協会によって提唱されているティーチャー・ライブラリアンと
学校図書館の変革的な役割を理解する。(2)

� 指導と学習を強化するために、ICTを活用する際の刷新的な実践法を検討する。(2)

�「学校図書館ラーニング・コモンズ」の設計と、物理的、バーチャル的スペースにおける
コレクション構築を検討する。(2)

�「学校図書館ラーニング・コモンズ」のファシリテータ (推進役) の役割を理解する。(2)

� この資格の理論的基盤としての批判的教育学や構成主義理論の妥当性を検討する。(4)

� 教育実践について省察し、理論と実践との関係について専門職員間で討議する。また、「学
校図書館ラーニング・コモンズ」に出て来る理論と実践の関係についても討議する。(4)

�「学校図書館ラーニング・コモンズ」に出て来る「指導」と「学習」との関連で、オンタリ
オ州教育省のカリキュラム、リソース及び政策について批判的に検討する。(4)

� 社会の変化とその変化が児童生徒の学習に及ぼす影響を考慮に入れて、学校図書館を変革
する方法を批判的に検討する。(5)

�「学校図書館ラーニング・コモンズ」と関わる戦略的なプログラム設計、計画及び実施に
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ついて批判的に検討し十分に理解する。(5)

� プロジェクト・ベースや問題解決型の学習を通じて、「情報リテラシー」や「探究」を指
導するための様々な戦略を理解する。(6)

� a) 児童生徒へフィードバックし、また指導法を調整するために、b) 児童生徒を独立した
学習者にするために、c) 児童生徒の学習の質を公平に判断するために、評価の方法を批判
的に検討する。(7)

� 図書館の経営管理 (例: 資料の選択・廃棄、目録と分類、予算、発注等) の種々の側面を理
解する。(9)

� 知的所有権、学術的誠実性及びデジタル市民 (性) に関する方針についての広報法を開発
する。(9)

� 図書館施設、資料及びプログラムの最大利用を図るためには校長や地域の人々とのコミュ
ニケーションが重要であることを理解する。(9)

(注: 上記の 16項目の最後に付けてある番号は、上記の 10領域のどの領域に属するもの
かを示している。)

以上、121項目の中から 16項目をリストしたが、オンタリオ州のティーチャー・ライブラリアン
は、日本の司書教諭と比較すると、極めて深い知識、能力及び態度を要求されていることが分かる。
また、学校図書館学が (専門職としての) 学校図書館専門員の拠って立つ理論だと理解するならば、
それら 15項目に目を通すだけでも、オンタリオ州の教育界や学校図書館界が理解する学校図書館学
の奥の深さを知ることができる 64)。
なお、上記の「学校図書館協会によって提唱されているティーチャー・ライブラリアンと学校図書
館の変革的な役割を理解する。」は『共同学習』を指しており、『共同学習』を十分に理解せよ、と記
している訳である。また、上記の 15項目の中に固有名詞「学校図書館ラーニング・コモンズ」が出
てくるが、それは『共同学習』で提唱されている「ラーニング・コモンズ」のことである。このよう
に、『共同学習』は後に (2015年に)、ティーチャー・ライブラリアンが資格を取得するための文献に
なっている。
なお、『共同学習』 (基本理念) は、2015年現在で約 600の学校を擁するトロント地区学校 (教育)

委員会 (Toronto District School Board) で採用されている 65)。
以上のように、オンタリオ州の教育界や学校図書館界では学校図書館やティーチャー・ライブラリ
アンの重要性が認識されている。そのように重要性が認識されているにも拘わらず、何故、第 2章で
見たように、オンタリオ州の公立学校ではティーチャー・ライブラリアンの数は 2004年以降減少の
状況が続いているのだろうか。
その要因の 1つとして、次のようのことが推察される。
「教育のための人々」が上記しているように、地域の教育委員会は小学校で 763人の児童生徒、中
等学校では 909人の児童生徒に一人のティーチャー・ライブラリアンのための予算をオンタリオ州教
育省から受け取る。しかし、教育委員会はその予算をティーチャー・ライブラリアンや図書館職員の
ために使う義務はない 66)。それは、教育の主体者はクラスの教員であり、ティーチャー・ライブラ
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リアンは必須要素でなく、支援者の位置づけであることを意味している。そのように、オンタリオ州
教育省と地域の教育委員会のティーチャー・ライブラリアンに対する理解 (理解不足?) のために、オ
ンタリオ州の公立学校の図書館はティーチャー・ライブラリアン不足に悩んでいると推察される。
オンタリオ州教育省は、小学校と中等学校に分け、教科 (主題) 単位でカリキュラム基準 (日本の
学習指導要領に相当) を作成している。児童生徒は、それら教科をマスターすると同時に、教科に内
包される「転移可能なスキル」 (transferable skills) もマスターすべきだとしている。「転移可能なス
キル」とは一般にコンピテンシー (competencies) と呼ばれたりしているもので、それらは 1) 批判
的思考力と問題解決能力、2) 刷新的、創造的、起業的能力、3) 自発的学習力、4) 協働力、5) コミュ
ニケーション力、6) 地球市民性と持続性、7) デジタル・リテラシー、の 7つのスキルからなる 67)。
オンタリオ州教育省は、そのカリキュラムを実践に移す際の教育計画に関しても記している。その
教育計画項目の 1つに「学校図書館の役割」があり、図書館プログラムは情報リテラシーとリサーチ・
スキルを育成する際に重要な役割を負っている、と記している。また、勤務しているならば、ティー
チャー・ライブラリアンはクラス担任教師や教科担任教師と協働して指導計画を立て教授する、とも
記している。さらに、ティーチャー・ライブラリアンは児童生徒が以下のような能力を有するよう教
師と協働する、とも記している 68)。

1) 情報にアクセスし、選択し、集め、処理し、客観的に評価し、創造し、伝達する能力
2) 課題を探索・調査し、問題を解決し、意思決定をし、知識を構築し、個人的な意味を創造
し、人生を豊かにする能力

3) 様々なフォーマットやテクノロジーを利用して、自分たちの調査結果を他の聴衆に伝達す
る能力

4) デジタル・リテラシー
5) 調査プロジェクトのための探究質問を作る能力
6) マルチメディアを利用したプレゼンテーション能力

以上、オンタリオ州教育省が世界的な教育の流れに同調して、コア・コンピテンシー (「転移可能
なスキル」) を教育目標の 1つに掲げ、学校図書館の重要性についても述べていることを記した。し
かし、学校図書館に関する大きな問題点は、ティーチャー・ライブラリアンに関する記述である。す
なわち、「勤務しているならば」と記し、ティーチャー・ライブラリアンは必置でなく、地方の教育
委員会の裁量に任していることである。
オンタリオ州も含めてカナダの経済状況は 21世紀に入ってからは良くない。そのせいで、教育予
算は削減されて来ている。教育はクラス担任や教科の教員を中心に教室で行われるものであるという
教育観がある限り、ティーチャー・ライブラリアンは教員と認められていても、その他の教員 (北米
では educational specialist という呼称がよく使われる) のカテゴリーに入り、予算削減の必要性が
生じたとき、削減の優先的対象になるのはティーチャー・ライブラリアン等である。それは宿命のよ
うなもので、オンタリオ州の学校図書館界が例示していると言える。
しかし、オンタリオ州の図書館界と学校図書館界は 2006年には『オンタリオ州における学校図書
館と児童生徒の成績』、2009年には『オンタリオ州の典型的 (模範的) な学校図書館』、2010年には
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『共同学習』を刊行し、精力的に活動している。何故そんなに精力的なのだろうか。その要因は、オ
ンタリオ州のライブラリアンやティーチャー・ライブラリアンが教育における学校図書館の意義を理
解し、その上、自分たちは専門職 (員) だという自負と信念を有しているからである、と推察される。

7 おわりに
2章でのオンタリオ州の学校図書館の概況を手始めに、3章で OLAの『オンタリオ州における学
校図書館と児童生徒の成績』、4章で同 OLAの『オンタリオ州の典型的 (模範的)な学校図書館』に
言及し、5章で OSLAの『共同学習』を概観し、6章で『共同学習』を分析・考察した。
OSLAの『共同学習』は、学校図書館の「ラーニング・コモンズ」化であり、優れた学校図書館改
革論であった。その改革論の中で、ティーチャー・ライブラリアンの役割が極めて重要視されている
ことが特徴的であった。しかし、その改革論は逆境の中での改革論であった。その逆境は予算配分の
実権を握っているオンタリオ州教育省の学校図書館に対する理解の仕方 (理解不足?) に起因してい
ると推察された。
そのようなことから、学校図書館の進展・向上は国や州の学校図書館政策と密接な関係があること
が分かる。ティーチャー・ライブラリアンや日本の司書教諭が専門職として履修するのが学校図書館
学であるとするならば、その履修科目の中に「学習論」 (「学習方法論」) や「学校図書館政策」 (教
育政策や図書館政策も含めて) 等が入るべきであると推察される。
また、日本の学校図書館界とオンタリオ州の学校図書館界は、状況 (文脈) は異なるけれども同じ
逆境にある。国の学校図書館政策や施策に対して納得が行かなければ、学校図書界は国 (文部科学省)

を理論的に説得可能な理論武装をする必要があることも『共同学習』は示唆している。日本の学校図
書館界が文部科学省の策定した学校図書館政策や施策を如何に効率よく実践するか、により多くのエ
ネルギーを注いでいたら、未来は明るくないように思われる。
文部科学省に設置された「学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議」は、「児童生徒は、
学校図書館の資料や情報を利活用して、探究的な学習を繰り返し経験することにより、情報を適切に
収集・選択・活用する技能を身につけることを通して、推論する力や見通す力などを身に付け、これ
まで経験したことのない状況にも対応できるようになる。つまり、学校図書館の利活用は’学び方を
学ぶ’ことでもある」69)、と記しており、日本 (文部科学省) でも『共同学習』の基盤である「探究
型学習法」というアプローチはある程度受け入れられている。
しかし、新聞報道 70)や佐藤が『専門家として教師を育てる』で記すように 71)、日本の公立学校
の教員の職場 (勤務) 状況は過酷で、『共同学習』が推奨する「探究型学習」を実践するには厳しい状
況にあることも認識しておく必要があるだろう。
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公共図書館長のコンピテンシー (知識、能力、スキル)とは何か:
オンタリオ州 (カナダ)を事例として

前川和子
(元・大手前大学教授・桃山学院大学特別研究員)

Competencies of a Public Library Director
– A Case in the Province of Ontario, Canada

By Kazuko MAEKAWA, Ph.D.

(Researcher at St. Andrew’s University)

抄録
日本の公共図書館運営にとって図書館長の重要性は語られながら、実際上どのような存在であるべ
きかの議論は固まっているとは言えないように思われる。
カナダオンタリオ州の「オンタリオ南方地域図書館サービス (委員会) (以下、SOLS)は図書館長
のコンピテンシー (知識、能力、スキル) の具体的な内容を作成している。それらは 12 領域にまた
がっている。その中から日本の図書館界においても重要と思われる、もしくは意義をもつと解される
部分を本稿で紹介する。

Abstract

The importance of a library director for the management of public libraries has often been

discussed in Japan. But it seems to be not known how important it is.

Southern Ontario Library Service (SOLS) of the Province of Ontario, Canada has made a list

of the competencies of a library director in public libraries. I introduced a selected list of those

competencies in this paper.

1 はじめに
『司書職制度の再構築』1)の中で著者の大城善盛は、公共図書館における司書必置の重要性を指摘
している。さらに司書資格をもつ図書館長の重要性を、強く訴えているのが同書の特徴といえる。日
本においてこの問題は以前より議論されてはいるが 2)、近年は素人館長を是認するような『図書館
長論の試み』3)が刊行される例などが見られ、館長職を軽んじているようにも思われると指摘する。
大城の図書は、司書資格館長の重要性を改めて総合的に論じたものといえる。「館長は司書の資格を
有すること」を図書館条例の中に記させることをその中で提案した 4)。
2020年の 6月に、大城は大阪府立中之島図書館主催の「図書館を学ぶ相互講座」5)で彼の著書に
ついての発表を行い、専門職としての司書や館長の重要性を紹介した。また、館長の重要性の例とし
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て、オンタリオ州にあるバリー (Barrie)市の図書館条例では図書館長の資格を紹介した。その条件
とは、(1)最低 8年間の専門職ライブラリアンとしての職務経験、(2)職位が継続的に上昇している
こと、(3) 最低 2 か年の公共図書館における上級管理職の経験を有すること 6)、としているのであ
る。この資格条件をみると、日本で知られる図書館長像とはまったく異質と感じられるのである。日
本では図書館条例の中に館長職に関する記述がない条例があることや、指定管理者制を導入する目的
で、以前にあった館長職の記述を削除している条例があることも紹介した。
大城は北米を中心とした図書館についての研究を深めてきているが、この発表時にもこの地域の
有用な情報を含めての発表を行っている。カナダのオンタリオ州の公共図書館は、州の観光・文化・
スポーツ省 (Ministry of Tourism, Culture and Sport、以下 TCS省)が所管している。TCS省は、
公共図書館行政を担う (地方)機関として、オンタリオ南方地域図書館サービス (委員会) (Southern

Ontario Library Service、以下 SOLS) とオンタリオ北方地域図書館サービス (委員会) (Ontario

Library Service–North) を設置している。SOLS は、コンピテンシー (Competencies for Public

library Staff)、公共図書館員としてもつべき能力を web 上に公開している 7) のであるが、2014～
2015年に修正を施し、2020年現在でも有効である。

2 公共図書館員に必要なコンピテンシー
SOLSは、公共図書館員に必要なコンピテンシー (competencies: 知識、能力、スキルで構成され
るとしている) を、(1) 人間関係 (personal / interpersonal)、(2) マネージメント/リーダーシップ
(management / leadership)、(3)利用者サービス (public service)、(4)コレクション管理 (collection

management)、(5) IT (information technology)の 5領域に分けて作成している。その中の「(2)マ
ネージメント/リーダーシップ」が図書館長や管理職に要求されるコンピテンシーである。それらの
コンピテンシーはオンタリオ州の図書館界や公共図書館界の提唱するコンピテンシーではなく、政府
(公共図書館と深い連携を保っているが)の公式見解であり、極めて重要な文書である。以下にその抜
粋を紹介して北米では図書館長にどのような能力を求めているのかをみてみたいと考える。

2.1 館長および管理職に要求されるコンピテンシーの領域
館長および管理職に要求されるコンピテンシーは、次のように、16 領域に分けて記述されてい
る。それらは、(1) 予算と財政 (budget & finances)、(2) 資金調達 (funding development)、(3)

法律、政策、手続き (laws, policies & procedures)、(4) オンタリオ州の公共図書館界 (Ontario’s

public library sector)、(5)図書館委員会活動 (board engagement & development)、(6)自治体と
の関係 (municipal relations)、(7) 組織におけるリーダーシップ (organizational leadership)、(8)

人事管理 (personnel management)、(9) 利用者サービス (customer service champion)、(10) 計
画 (planning)、(11)プロジェクト管理 (project management)、(12)サービス等の監視 (service or

department oversight)、(13)研修 (staff training & development)、(14)施設 (facilities)、(15)地
域社会との関係 (community relations)、(16) マーケティング (marketing) である。 (本稿で紹介
するのは、館長職に該当するコンピテンシー部分からの抜粋である。また北米には、図書館委員会
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(library board) と称される、日本の教育委員会と同様な権利を有する公立図書館のための委員会が
あることを付け加えておく。)

2.2 館長および管理職に要求されるコンピテンシーの内容
16の領域には、その領域についての説明があり、その後にその領域に必要とされるコンピテンシー

(以下、C)を列挙している。各領域には図書館長としての複数のコンピテンシーが存在し、そのコン
ピテンシーをもつことを期待されているといえる。各コンピテンシーは具体的に記されている (以
下、その具体的項目には • 印を付した)。本稿では各領域についての説明は除き、直ちにコンピテン
シーと各々の知識、スキルを表示した。

(1) 予算と財政
予算、財政関係のコンピテンシーには下記のものがある。大小項目を列記する。

C1): 基本的な予算と財政に関するコンセプトや用語を理解し、運用する
� 会計の基本的なことが分かり、活用する
� 市町村、州および連邦政府の財政法、規則、方針および手続きを理解し、適用できる
� 図書館予算を立てる際にまた予算の消化状況を確認するときに、市町村の職員と連携する
� 図書館委員会と連携して、図書館の予算作成や予算に関する経費の定期的な確認など、委
員会メンバーが図書館財政について理解できるようにする

C2): 適切な事業的、財政的判断の下に、戦略的な財政管理方法を確立する
� 図書館に間接的に影響を与える経済の動向や、その他の財政問題に注意を向ける
� 図書館の戦略的計画に予算を合わせる
� 短期、中期、長期の財政計画を立てる
� 契約している図書館資料やサービスに対して監視する
� 自治体の職員も加えて、図書館整備の必要性を査定し、整備計画を練る

C3): 複数の資金源を求める
� 助成金を見つけて、図書館の戦略的方向性をサポートするような説得力のある提案/提案
書を作成する

� 図書館委員会と連携し、補助金、スポンサーシップ、資金調達、収益創出についての委員
会の立場と方法を明確にする

� 他の公共図書館のやり方を評価し、自館の使命、ビジョン、戦略的方向性にあったものを
採用する

� 委員会が認めた資金調達活動を助ける人員などを確保する

C4): 図書館の各部署やプロジェクトの予算を管理する
� 予算の使われ方を監視し、必要に応じて予算の枠内で調整をする
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� 現在の予算の状況、サービスの変化等を基礎に翌年の経費を予測する

(2) 資金調達
資金調達関係のコンピテンシーには下記のものがある。大小項目を列記する。

C1): 様々な資金調達の方法と、そのプロセスに関する能力を発揮する
� 申請する助成金を決定し、図書館の戦略を説明する、助成金申請書/提案書を作成する
� 適切な企業パートナーシップを追求する
� 図書館の使命と戦略的計画に沿った特別イベントを計画する

C2): 図書館プロジェクトのための資金を調達するプログラムを管理する
� 適切な資金調達戦略を立てながら、資金調達目標達成のための計画表を設計する
� 図書館活動やニーズに対して、地域社会の意識を高めるためにメディアを利用する
� 寄付やスポンサーシップに関するすべての問い合わせを処理する図書館の代表者として行
動する

C3): 図書館友の会、資金源となる組織等との友好な関係を構築する
� 図書館友の会/財団/資金調達委員会のメンバーと協力して、図書館と図書館友の会または
財団の間の役割、責任関係を明確にする文書を作成する

� 図書館友の会/財団または資金調達委員会によって行われた寄付の価値を認識する
� 図書館友の会/財団/委員会のメンバーと協力して、図書館のビジョンと戦略的な方向性を
作成し実行する

(3) 法律、政策、方針、手続き
法律、政策、方針、手続き関係のコンピテンシーには下記のものがある。大小項目を列記する。

C1): 該当する様々な法律を理解し、適用し、説明する
� 図書館および一般的な公共団体に直接関連する、州や連邦政府の法律を理解し、て適用
する

� 図書館などの職場に直接関連する州や連邦政府の法律を理解し、適用する
� 図書館サービスや運営に影響を及ぼす政策や立法上の取組みに常に気を配る

C2): 効率よく、効果的な図書館運用を行うための方針と手続きを確立する
� 図書館運用の方針や手続きの作成に際しては、利用者の二―ズや図書館の使命を完全に理
解し作成する

� 方針を作成したり改訂する際には、図書館委員会や自治体等と協働する
� 図書館サービス、方針および手続きに影響を与える法的妥当性を説明する
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C3): 安全性とセキュリティを確保するための方針と手続きをつくる
� 緊急時に対応できる方針と手続きを作成し、定期的に評価する; 職員が適切に対応できる
よう準備する

� 職場の事故防止策を理解し、監視する

C4): 公共サービスの監督において、図書館の目標と手続きを実施する
� 必要に応じて個人的な判断と柔軟な対応を使い、図書館の目標と手続きを理解し実施する
� 根本的な図書館目標の根拠を説明し、法律に関連付けることができる
� 緊急時の対応と手続きを定期的に見直し、職員が適切にできるよう準備する

C5): 公共図書館サービスの監督に関連する法律の主要部分について理解する
� オンタリオ州公共図書館サービスの監督に関連する主要な法律への意識を高める

C6): 図書館の方針の策定と発展に貢献する
� 図書館方針と利用者サービスの関係を理解する
� 可能であれば、利用者が満足するのを妨げる原因を取り除くよう努める

(4) オンタリオ州の公共図書館界
オンタリオ州の公共図書館界関係のコンピテンシーには下記のものがある。大小項目を列記する。

C1): オンタリオ州における公共図書館サービスの枠組みを理解する
� 2001年の公立図書館法、会社法、および地方自治法の法的要件に準拠する
� 公共図書館システムと図書館相互利用 (ILL) や共同購入やライセンス等についての知識
をもつ

C2): オンタリオ州の公共図書館界の重要人物を知り、関係を構築する
� 各省の職員との関係をつくっているので、様々な問題が起こった時に誰に連絡すべきかを
知っている

� 他の公共図書館に関係する団体の個人と知り合いになる、例えば、オンタリオ図書館協会
(OLA)、オンタリオ公共図書館協会 (OPLA)、オンタリオ公共図書館連盟 (FOPL)など

� 州の計画に参加することにより、自分の所の図書館の視覚化を促進する
� オンタリオ州内外の刷新的な公共図書館や影響力のある図書館人に注目する

(5) 図書館委員会活動
図書館委員会活動関係のコンピテンシーには下記のものがある。大小項目を列記する。

C1): 図書館委員会と建設的で互いに励みになる関係を構築する
� 図書館委員会と館長の役割と責任を理解する
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� 図書館委員会、館長、自治体の間の定期的なコミュニケーションを維持する
� 図書館委員会がその責務を果たせるよう、情報を提供する
� 図書館の使命を果たすため、図書館委員会のやる気を育む

C2): 図書館委員会の仕事の構成とサポート
� 年次目標を設定する時に、図書館委員会の中で率先して取り組み、それに沿った毎月の議
題を委員長と協力して作成する

� 戦略的な計画と任務やビジョンの明確化について図書館委員会を指導する
� 明確な図書館財務情報を定期的に提供して、図書館委員会の委員長とともに主導して予算
を立て、説明責任を明確にする

� 委員会の意思決定を助けるためタイムリーで適切な情報を提供する
� 自治体や他の地域社会組織と良い関係を築くよう委員会に動機づけする

C3): オリエンテーション、教育、後継者育成計画を通して委員会の有効性を促進する
� 図書館に問題が発生したときに、その問題の議論に委員会を参加させる
� 委員会メンバーが公共図書館やガバナンスに関連する会議、ワークショップ等に参加する
ことを奨励する

(6) 自治体との関係
自治体との関係についてのコンピテンシーには下記のものがある。大小項目を列記する。

C1): 自治体の職員と良好な職場 (仕事)関係を結ぶ
� 自治体の仕事への取り組み方や優先度を理解する
� 図書館財政の関係で、館長と自治体首脳部の役割や責任の所在を理解する
� 図書館を、自治体の優先度や地域社会の福祉に貢献する価値のある地域社会サービスであ
ると位置づける

� 図書館がいかにすると自治体の業務を支援することが可能かを理解し、また可能な際には
支援する

� 図書館の計画および進展する目標やニーズについて、常に自治体とコミュニケーションを
図る

C2): 自治体の議会に顔を出し、関係を構築する
� 特に図書館財政に関して、図書館委員会と議会の役割や責任を理解する
� 議会の議員を図書館のイベントに招待する

C3): 地方自治体の首長や幹部が図書館をよく理解するように努める
� 地域社会の成果の観点からみた図書館利用について話す
� 公共図書館は人生を変える力があることを伝える
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� 地域社会の計画に何時でも参加できる、地域社会の指導者を牽引しおよびパートナーとし
て図書館を位置づける

� 図書館の将来的ニーズを理解してもらうために、自治体の戦略的マスター・プラン計画の
作成に参加する

(7) 組織におけるリーダーシップ
組織におけるリーダーシップ関係のコンピテンシーには下記のものがある。大小項目を列記する。

C1): 図書館職員、図書館委員会のメンバーおよび図書館関係者に図書館のビジョンと戦略的方向性
を示す
� 図書館が存在する社会的、政治的および経済的文脈を理解する
� 図書館の使命、ビジョン、価値を明瞭に表現する
� 自治体の戦略的方向性と地域社会のニーズに図書館を合わせ、支援する
� 図書館の使命とビジョンと合致した図書館の目標や目的を決定し、伝達する
� 図書館の使命、ビジョン、価値についての文書を評価して、妥当性があるものになるよう
努力する。また、戦略的計画も妥当性があるものにする

� 図書館の使命とビジョンを進展させる革新的な変化を推進する
� 仕事の質の高さと適正な時間や信頼性についての説明責任を明確にする

C2): 図書館職員に対してリーダーシップを発揮する
� リーダーシップとチームワークについての新しいアプローチに気付き、その知識を職員の
動機付けや図書館の目標や目的を達成するのに応用する

� 図書館のあらゆるレベルの職員と信頼関係を結ぶ
� 問題 (課題)について知らせる、知らされるというオープンなコミュニケーションの仕組
みを作る。そして、その問題 (課題)に対して適切に、適宜に対応する

� 個々の職員の長所を理解し、優秀さ (いい仕事をすること)を目指して努力するよう激励
する

� 部下に適切な権限移譲を行う

C3): 図書館サービスと人材に関する効果的な意思決定に貢献する
� 図書館サービスを向上させるような意思決定に、すべての人が最善の思考で貢献できるよ
うな環境を整える

� 意思決定の前、およびその最中に、情報を集めたり、また多様な視野をもつためにも対話
を活用する

� 図書館の強み、弱み、可能性および挑戦を理解する
� 証拠を集めた上でサービスの修正や廃止、または新しいサービスを推薦する
� 危機や不慮の出来事に際して、必要となる意思決定の用意をし、またその決定を行う
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C4): 情報の共有と意思決定を最適化するために会議を調整する
� 議題を整理し、それに応じて時間を管理する
� 豊富な議論がなされるよう、意見や経験の違いを大切にする
� 合意による意思決定を促進する

C5): 効果的な参加型グループ・プロセスを設計し、実施する
� グループが特定の成果を達成できるような評価項目を設計する
� 参加とすべての声が反映されるように環境を整える
� 公平な参加とプロセスの誠実性を保つために、グループを見守り、必要な際には介入する
� グループ行動を管理する際、思いやりと権威を行使する
� 全員一致の意思決定と成果におけるグループの一体感を奨励する

C6): 「改善管理戦略」を用いて、効果的に改善が行われ、利害関係者が全員納得してくれることを
保証する
� 新しいアイディアやトレンドに気を付け、刷新法を探し、スポンサーになる
� 改善のメリットを認識し、組織を変更する際の管理の原理、プロセス、責任性を理解する
� 改善を計画、実施、評価する際に、関連する組織やグループ (parties)を関与させる

(8) 人事管理
人事管理関係のコンピテンシーには下記のものがある。大小項目を列記する。

C1): 人事管理に関して、法的基準や要件を理解し、適用する
� 人事方針に関連する雇用法や規則を理解し、遵守する
� 人事方針や手続きを理解し、法令を遵守する
� 効果的な労働関係を維持し、被雇用者やその代表との生産的な職場関係を維持する
� 契約交渉と運営を理解する
� 様々な問題解決法を理解し、問題の解決に応用する

C2): 健全な職場環境を維持する人事方針を作成し、雇用法や規則を遵守する
� 雇用者と被雇用者との関係や責任性、職務条件など、様々な点 (課題)を含む総合的な人
事方針 (HRポリシー: Human Resource Policy)を作成する

� オンタリオ州の職場に関連する雇用法やその他の法律の改定など、最新の情報を得る
� 必要に応じて人事方針を修正する

C3): 公平な給与体系を作成し、維持する
� 同等の価値のある仕事に対して同等の賃金を達成することを目的とする賃金の衡平法に準
拠する

� 職務評価要素を使用してすべての職階を評価することにより、内部の平等を達成する
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� 定期的な業務評価を行うことで、給与の公平性を保つ
� 図書館が有能な個人を競争の形で採用し、雇い続けられるように、定期的に給与と福利厚
生を労働市場の状況から見直して図書館委員会に提案する

C4): 効果的な人事採用によって、生産的なマンパワーを作り上げる
� 対人関係スキル、協働的アプローチ、批判的思考力および問題解決能力を有する就職希望
者を探す

C5): 図書館が将来の要求に応えられるような人材を確保するために、人材計画に関わる
� 特定のスキルや能力も含めて、職員のレベルを分析しながら、定期的に人材 (人事構成)

を再確認する
� 職員のスキルや能力に関わる社会的、経済的、技術的傾向を調べる
� 採用、グルーミング、トレーニングや開発戦略を通して、人員配置の見通しや図書館を取
り巻く問題に必要なスキルや能力に本気で取り組む計画を作成する

� 人材計画をサポートする財源を確保する
� 重要な位置にいる個人が、配置換えになった場合の対処の仕方を確立する

C6): チームワークと模範的なサービスが当然という文化を可能とする組織構造を作る
� 職員が最善の業務を遂行する構造はどのようなものか、職員と相談する
� 図書館の使命とビジョンを達成するために、コミュニケーションを最適にし、共に働く構
造を設計する

� 組織構造を定期的に見直し、図書館の戦略的優先事項を達成するのに妨害になるものを除
く、もしくは修正する

C7): 職員が効果的で質の高い図書館サービスが行えるよう、職員を支援する
� 組織の成功の鍵として、個人的、協働的学習を支援する
� 熱意と実効性のある仕組みをモデル化し、目標を達成するために職員をしっかりと励ます
� 地域社会の主要な変更点については、図書館、自治体などに影響があるかも知れないの
で、職員ときちんと定期的に連絡を取る

� 公式、非公式な方法で、職員の成果を確認する

C8): コーチング会話にスタッフ一人一人と取り組む
� 職員が自分の成功に責任を持つように奨励する

C9): 成果管理のための効果的な戦略を立てる
� 適切なレベルの仕事量と質を決めて、図書館の戦略と優先度にあわせた期待される個人ご
との成果を設定する

� 期待される成果に関して職員と相談する
� 期待される成果を支援するツール、資源、裁量を準備する
� 期待される成果を評価する方法を確立し、すべての職員に説明責任をもたせる
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� 職員が常に高度の成果が出せるようにする

C10): ボランティアを生産的に関わらせる
� ボランティアが図書館の運営を支援および強化する機会をつくる
� ボランティアの必要性を、職員とは異なることを明確に説明する
� ボランティアの採用や断る場合の、一貫した実施過程を開発し適用する
� ボランティアを歓迎し、オリエンテーションや効果的な研修、コーチングなどを提供する

(9) 利用者サービス
利用者サービス関係のコンピテンシーには下記のものがある。大小項目を列記する。

C1): 図書館利用者環境を調整して利用者サービスを向上させる
� 図書館内を使いやすくして、前向きで親しみやすい環境にする
� 利用者が図書館を使いにくいと感じる身体的および/または精神的な障壁に対処する
� インターネットを使い来館しない利用者にも、満足が得られるようなサービスを提供する

C2): 基準の作成や評価および高質のサービスを行う実践に貢献する
� 利用者との定期的な、またはインフォーマルな相互交流、観察、利用者調査、苦情の記録、
等の方法で、利用者のニーズや希望を予測したりして、常に知るようにする

� 利用者の意見を分析し、現在のサービスの効果を評価する。そして、より良いサービスに
つなげる

� 職員に利用者サービスのスキルを教えるための効果的な研修戦略を採用する

C3): 利用者の満足度を上げるために、利用者サービス・スキルを明確にして適用する
� 図書館利用者や地域社会との交流において、図書館の価値やサービスを促進させるため
に、図書館の親善大使の役割を果たす

� 利用者に影響を与える図書館のすべてを知っていることを示す (使命、ビジョン、方針や
手続き、コレクションやサービス、システム全体の戦略)

C4): 利用者との困難な状況に対処するための効果的な技術を適用する
� 困難な状況でも穏やかで専門的な態度を保ち、効果的なコミュニケーション手法を適用
する

� 可能であれば、その場で利用者の懸念に迅速に対応する
� インターネットからの懸念や苦情を真剣に受け止め、他の苦情と同様に徹底的に対処する

(10) 計画
計画に関係するコンピテンシーには下記のものがある。大小項目を列記する。
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C1): 図書館が継続中の計画を設計し、実施する
� 戦略的計画のプロセスを理解する
� 地域社会のニーズを調査し、分析する
� 地域社会や図書館に影響を及ぼす可能性の環境を継続的に調査する
� 議会のビジョンや優先度との整合性をチェックする
� 図書館のニーズ、特に将来の施設のニーズについて、自治体の職員に伝える
� 図書館計画を立てたり修正したりする際に、地域社会や利害関係者にも参加してもらう
� 地域社会のニーズ分析に基づいた図書館使命、目標、目的、活動を促進し、実施する
� 日々の決定や運用が長期の目標や目的と合致していることを確認する

C2): 図書館の戦略的計画に沿った運用計画を立て、実施する
� 図書館サービスの一部、または複数部の運用計画を立てる
� 計画を立てる際に、職員や利害関係者と相談する
� 運用計画の達成度を測定する方法を開発する

C3): 戦略的計画の成功度を測定する評価を常に続ける
� 戦略的計画の成功度を測定する評価法を開発し、適用する
� 戦略的優先度の達成具合に関して、自治体首脳部、図書館委員会、職員、地域社会とコ
ミュニケートする

� 図書館サービスの評価の際に、地域社会の利害関係者にも参加してもらう
� 運用計画の実施度を監視する

C4): 自治体や地域の組織の計画活動に貢献する
� 地域社会の特徴、課題、可能性についての情報や考え方を共有して、地域社会の理解を深
めることに参加する

� 他の機関や組織がもつ戦略的方向性や地域社会開発の取り組みを理解する

(11) プロジェクト管理
プロジェクト管理関係のコンピテンシーには下記のものがある。大小項目を列記する。

C1): 図書館の活動やサービスを計画・実施する際に、健全なプロジェクト管理の原理と手続きを応
用する
� 基本的なプロジェクト管理の原理と手続きを理解する
� 利用者のニーズに基づいた成果と期待度を決める
� 図書館の目標と目的を実現するプロジェクトに対する支援を確保する
� プロジェクト管理と効率性を高めるために ITを利用する
� 図書館資源を効率よく利用し、予算の枠内で効果的に管理する
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C2): 明確な方向性と効果的なコミュニケーションを取りながら、プロジェクト・チームをリード
する
� プロジェクト・メンバーには多様なスキルと能力をもつものを戦略的に選ぶ
� プロジェクトを図書館のビジョンや方向性に一致させる
� 計画を促進させるためにプロジェクト・チームと作業計画を作成する
� プロジェクトを達成するために、権限を効果的に委譲する
� 潜在的な問題を予測する
� 図書館プロジェクトの全工程に、柔軟性、創造性、忍耐力を発揮する

C3): プロジェクトを監視し、評価する
� データの収集、文書化、報告する流れを確立する
� 進行中のプロジェクトを監視する
� 法令遵守、記録の保管、報告についての法的要件やプロジェクト要件を満たす
� プロジェクト戦略を分析・評価し、プロジェクトの数値結果と成果を利害関係者に報告
する

(12) サービス (部等)の監督
サービス (部等)の監督に関するコンピテンシーには下記のものがある。大小項目を列記する。

C1): サービス (部等)の実際的な仕事手順を理解する
� サービス (部等)の運用の主な目的が、如何に図書館のビジョンや方向と合致しているか
を理解する

� サービスを提供する際のプロセスやシステムについて、一般的な知識を有していることを
示す

� サービス (部等)の努力を図書館の全般的な目標および地域社会のニーズに適合させる

C2): サービス (部等)の有効性、効率性を維持する
� 新しいアイディアが奨励され、職員が進んで提言するような職場環境を作る
� 進んで問題を解決しようとする環境作りに貢献し、創造的な解決策に向けて努力する
� 職員が成功するための十分な資源と支援を準備する

C3): サービス (部等)の活動を図書館の意思決定プロセスと結びつける
� 職員にとって妥当性があり、意味のある方法で、図書館の使命、ビジョン、価値、戦略的
方向を明確にする

� 上部 (自治体)にサービス (部等)の活動をより良くするための資源の必要性を伝達する
� 職員に地域社会のニーズをベースにした使命、ビジョン、戦略的方向の改定案に関わって
もらうようにする
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(13) 研修
研修に関するコンピテンシーには下記のものがある。大小項目を列記する。

C1): 図書館全体に普及している研修環境を維持するための戦略、率先性、資源を確立する
� 職員の継続的な研修の重要性を促進し、適切な機会を設ける
� 職員の継続的な研修が優れた図書館サービスと関係があることを理解する
� 職場での公式、非公式の研修文化を開発し、継続的な自己研修を奨励する
� メンタリング、コーチング、シャドーイング、体験型で職員の成長や機会を確保する

C2): 職員の成長を計画し、支援する
� 研修の必要性を見定めるために、職員のスキルやコンピテンシーを測定する
� 図書館委員会と協力して、職員が研修の機会をもてるよう必要な資金を確保する
� 職員と協力して、コンピテンシー (知識、スキル、能力)を獲得するために個別の成長計
画を作成する

� 問題解決能力、批判的思考力や創造的思考力、コミュニケーション力、刷新力などの 21

世紀スキルを育成する研修機会を設ける

C3): 適切な職員研修戦略を開発し、実施する
� 成人の学習理論を理解し、応用する
� 対象となる職員のニーズにマッチした研修プログラムを設計する
� e-ラーニングやブレンド型学習 8)など、利用可能なさまざまな指導方法を理解する
� インストラクショナル・デザイン (instructional design)の概念を理解して適用する

C4): 研修を評価する効果的な方法を開発する
� 研修戦略に対する成功目標を決める
� 研修成果の職場への転移を評価するプロセスを開発する

(14) 施設
施設に関するコンピテンシーには下記のものがある。大小項目を列記する。

C1): 地域社会のすべての住民が、図書館サービスを受けたくなるような親しみやすい施設にする
� 図書館施設が利用者の満足度と気分に繋がることを理解する
� 建物、家具、設備などは、空間計画の中で考えることだと理解する
� 職員と協力してサービスへの障壁を取り除き、図書館の様々な用途に役立つスペースをつ
くる。建物とサービスを案内する通路と分かりやすい館内サインを提供する

� 利用者の施設使用を観察して、使われやすいように改善する

C2): 地域社会との協働を促進するような図書館スペースを計画する
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� 公共空間の原則を組み込んで、図書館の中や外で行われる地域の集まり、コラボレーショ
ンやコンテンツ作成を育てる

� 様々な図書館活動や図書館サービスに対応する柔軟で多目的に使えるスペースをデザイン
する

� 地域社会のコンテンツ作成やコラボレーションを図書館のテクノロジーと資料で援助する
� 地域の人々の交流が促されるような展示や活動を計画する
� 空間計画と設計に地域の人々も参加してもらう

C3): 図書館利用者と職員にとって健康的で安全な環境をつくり維持する
� 建物の全体を知り、予防的な検査と維持管理の計画をつくり対処する
� 建築基準法、消防規則、およびその他の法的要件に準拠する
� 危険な状況が起こった時には、しっかりそれを認識して善後策をとる

C4): 豊かな機能をもつ空間を構築する
� 図書館設計における新しい傾向を理解する
� 図書館資料、情報機器や利用者スペースのバランスがとれて、現在と将来の地域社会の
ニーズを満たす、新しいまたは更新された施設を計画する

� 図書館の必要性の裏付けをつくり、図書館委員会、自治体、建築委員会、メディア、地域
のリーダー、一般市民に効果的に伝える

(15) 地域社会との関係
地域社会との関係に関するコンピテンシーには下記のものがある。大小項目を列記する。

C1): 地域社会におけるインパクトや価値の面での図書館を文章化する
� 上部の意思決定者へ図書館の価値を伝達する際に、適切なビジネスおよび経営管理アプ
ローチを応用する

� データ収集、調査、分析の方法を理解する
� 地域社会に対する図書館サービスの効果を測定するための、結果に基づく評価を行う

C2): 様々な手段を使って、図書館に対する地域社会の支援を構築する
� 図書館の地域社会への貢献を明らかにする結果を示して、図書館の価値を伝える
� 様々なコミュニケーション手段を用いて、対象になっている利用者へ明瞭で一貫性のある
メッセージを送る

� 地域社会のイベントに図書館が関わることによって図書館が知られるようにする
� 図書館について地域社会に知ってもらうために、パブリック・スピーチの機会を探る
� メディアの代表者、地域社会のリーダーおよび意思決定者との関係を築く

C3): 地域社会と対話をする
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� 対話が地域社会を知る最善の方法であり、また地域社会に図書館について知ってもらう最
善の方法であることを理解し、行う

� 個人、グループ、地域の組織と話し合いをもって、図書館を形づくり、図書館が地域の進
化するニーズに確実に対応できるようにする

� 1 対 1 の重要な情報提供者へのインタビュー、近隣/地域社会の行事、図書館サービス、
ソーシャルメディアなど、さまざまな手段で話し合いをもつ

C4): ソーシャルメディアを効果的に使う
� 地域社会における図書館の存在を高めるために、様々なソーシャルメディアを使う
� 親しみやすいインターネット上の図書館キャラクターを創る
� インターネット上で相互に会話が可能なソーシャルメディアを開発すると同時に、さらに
新しい対応の方法も可能にする

� 利用者/地域社会の対話プラットフォームと新しいプラットフォームの可能性を試みる
� インターネットで注目を集める方法を理解し、それを実際にどう使いこなすかを試みる
� 図書館と地域社会についての対話で、一般の人々に魅力をわかってもらう
� 様々な方法で人々からの提案、フィードバックを依頼する
� 図書館とサービスへの興味を生み出す

C5): 地域社会の住み心地の良さと福祉を理解し、支援する
� 強く健全な地域社会を守るためにあらゆる機会を利用する
� 強く健全な地域社会を構築するための図書館の役割を図書館職員や図書館委員会が理解す
るのを支援する

� 機会の均等を提唱し、図書館がその媒体 (車輪)となるようにする
� 地域社会の課題や挑戦を理解し、将来に向かって邁進する地域社会を支援する
� 地域の芸術や文化を誇りとし、地域のイベントに参加し、地域の経済を支援することで、
地域社会の活力に貢献する

C6): 地域の組織と戦略的関係を結ぶ
� パートナーになってくれそうな相手を見分けて、パートナーシップを組むことによる互い
の利益を提案する

� 図書館の目標とより広い地域社会の目標を達成するために、協力関係を構築する

(16) マーケティング
マーケティング関係のコンピテンシーには下記のものがある。大小項目を列記する。

C1): 図書館、その図書館活動について知ってもらうために、様々なマーケティングやプロモーショ
ンの戦術を使う
� あらゆる機会において図書館の親善大使の役を果たす

76



� 図書館活動のために、ポスターやプリントを作成する
� 利用者層に応じた印刷物やインターネット上の図書館だよりを開発する
� 展示の設計と作成
� オープンハウスやツアーを企画する

C2): マーケティング理論や実践法を理解し、応用する
� マーケティングの基本理論を理解し、図書館サービスにいかに応用するかを理解している
� 図書館の現利用者、潜在的利用者や他の利害関係者とコミュニケ―トするために、複数の
形態や方法を利用する

� 地域社会のニーズと図書館サービスを合致させるための機会を得るため、時々地域社会の
ニーズを確認する

� サービスを行う利用者層を見定め、分析し、優先度を付け、対象となる利用者に効果的な
図書館サービスを届ける最善の方法を決める

C3): 継続中のマーケティングの計画を評価する
� 利用者層の分析に基づいて、マーケティングの目標と目的と合致する一貫性のあるプロ
モーション戦略を開発する

� 図書館職員に対して、適切なマーケティング研修 (メディアとの接し方、サービスの宣伝
方法など)に取り組む

3 まとめ
以上のように、16の領域にわたり図書館長が持つべき能力について記しているのが分かる。まず
コンピテンシーの多さに驚く、そしてコンピテンシーの内容が詳しく具体性があることにさらに目を
見開かされる。その中でも群を抜いてコンピテンシーの多いのが、(8)人事管理、であり、これはそ
の次に多い (3)法律・政策、(7)組織におけるリーダーシップ、(15)地域社会との関係、の倍ほどのコ
ンピテンシーが並べられ、これらを必要とすると考えられている。具体的であるということは、カナ
ダの社会で図書館長の職務がどのようなものかが長年にわたり積み重ねられてきた証しといえよう。
ひるがえって、日本における公立図書館では司書資格をもつ図書館長もいるが、多くは地方自治体
の他部署から異動してきた管理職クラスの人材がその地位につく。それらの図書館長が図書館の便利
さ有用性は理解していたとしても、どのようなライブラリアンシップのもとに図書館の立ち位置があ
るかとか、図書館サービスを支えているのはどのような業務によってそれが可能であるのかが具体的
には分からないのは当然であると思われる。このような図書館長であっても図書館業務が動いている
かにみえるのは、その図書館長を支えている各図書館で長く働くベテランといわれる図書館員の存在
があるためである。その図書館員の基礎的な知識は図書館法の単位であり、図書館の業務に就いてか
らの実務と内外の研修によるものがその司書の働きの支えとなっているのが通常である。
現在あるいは、新カリキュラム前の図書館法で認められた司書資格で、充分とはいえないなか、図
書館長を支える任務をも兼ねる必要が出てくるのである。司書の認定単位の中に図書館長として働け
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る、つまり上記で見てきたコンピテンシーを教育できるかというとそれはなかなか困難のようであ
る。日本では大学図書館においても、同じ問題を抱えているのが現状である。同じように図書館サー
ビスについての具体的な見解・見識をもたない図書館長を、図書館内のベテランといわれる図書館員
が支えることになる。その場合にもほとんどが図書館法による司書資格の単位認定による知識でしか
ない。ゆえに、公立図書館も大学図書館もその図書館員の個々の能力によって支えられてはいるが、
マネージメントとリーダーシップについては充分であるとはいえないのが現状である。「1 はじめに」
で紹介した 2020年 6月の大城の発表に対して、会場からは、利用者サービスや司書の重要性に関す
る質問やコメントが出た。その中に、最近日本において契約制で月給 17万円という館長職の公募の
話題が提供され、そのような公共図書館長とはどのような職と考えられているか、どのような資格が
必要か、図書館長の知識、能力、職務とは具体的にどのようなものか、などの質問が出た。その様々
な質問から、未だ日本では図書館長像が、固まったものではないことが伺える。
オンタリオ州の SOLS を知る機会を得て、日本の図書館長は根本的に司書養成教育とは異なる教
育が必要な存在であることを深く認識するに至ったのである。
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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。

81



(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
2020年 9月 30日 改定

◆機関誌 　
機関誌の名称を Journal of I-LISS JAPANとする。

◆刊行頻度 　
刊行頻度は年 2回とし、原則として 9月と 3月に刊行する。

◆投稿 　
投稿原稿の種類は、a)論文 (Research Article)、b)研究ノート (Research Note)、c)提言 (Proposal)、d)
資料 (Reference)、e)エッセイ (Essay)、f)報告 (Report)、 g)コラム (Column)、h)その他 (Others)、
とする。
原稿の長さは、論文 3万字以内、研究ノート 2万字以内、提言及びその他は 1万字以内、を目安とする。
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。

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

◆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。

◆抄録の転載 　
著者抄録は科学技術振興機構のデータベース：J-Dream111と J-Globalに転載される。

◆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。
◆頒布 　

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。
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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
今号には，3本の論文と 1本の資料が収められています。
志保田論文は『資料組織化研究』を継続前誌から全て通して見ることで、整理技術・資料組織論
の発展を分析したものです。私としては、この Journal of I-LISS Japan と『資料組織化研究』は
テーマも目的も読者層もいささか異なるのですが、『資料組織化研究』が果たしてきた役割の一部で
も Journal of I-LISS Japan で引き継いでいければと考えています。
立花論文は，日本点字図書館が戦後再出発した時期に注目したものですが，困難な時代に図書館の
必要性と価値を広めていくというのは，現代の図書館の課題と同じであることにあらためて気付かさ
れます。
大城論文はカナダのオンタリオ州における学校図書館の方針を分析したもので，カナダの学校図書
館が必ずしも成功していない部分があることも含めて，同様の問題を抱える日本での適用可能性を検
討する材料となります。
前川による資料は，カナダの公共図書館の館長に求められるコンピテンシー (態度や能力)の抄訳
です。図書館を管理するだけではなく，地域や図書館委員会などを始めとして，いろいろな関係者と
のコミュニケーションが求められるのが特徴です。

「機関誌の運用細則」(p.83)が再び少しですが改定されています。抄録が科学技術振興機構のデー
タベースに掲載されること，投稿原稿の種類として「資料 (reference)」を明示したことがあげられ
ます。
また，今号から裏表紙に英文の目次が入っています。以前よりも各論文には英題や英語のアブスト
ラクトは入っていましたし、外国の多くの読者はインターネットで直接論文にアクセスすると考えら
れますが、国際誌としての体裁が徐々にですが整ってきたと考えています。

5月に開催予定だった I-LISSと韓国図書館情報学会の共催の大会は 10月にオンラインで開催され
ることになりました。I-LISS Japanからは志保田・藤間・岡田の 3会員の発表が予定されています。

(編集次長 岡田大輔)
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