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巻頭言

Journal of I-LISS Japan, 第 2巻へ
志保田 務

(I-LISS Japan Chapter 会長)

国際組織 LISSASPAC が I-LISS へ改組，同・国内機構が I-LISS Japan と改称したのに伴って，

機関誌を Journal of I-LISS Japan と改題。2018年，改めての新刊としました。改題前誌 (Journal

of LISSASPAC )とは巻号を引き継がず，第 1巻 1号から再出発し ISSNも ISSN2433-7870と変更

しました。ただし編集全般を取り仕切る委員長を大城善盛（元・同志社大学），実務を担う編集次長

の任を村上幸二（奈良学園大学登美ヶ丘図書館）が継続しました。同巻第 1号は，機関としての日本

支部の設立総会の記録，組織定款（規定）の明記，構成メンバーの掲示を行い，関係行事記念講演，

研究発表の内容を手堅くまとめました。新誌化の機会に，表紙をホワイト・ビニール加工紙とするな

ど見場を強化しました。記事的には，書き下し論文中心としました。この後，村上次長が本務煩瑣と

なったため，その役を岡田大輔（相愛大学）に交替しました。2018年度内末に同巻第 2号を刊行し

ましたが，担当委員の才覚で，印刷経費を格段に節約できました。その線に沿って，今年度，第 2巻

に歩み入り，ここにその第 1号をお届けするに至りました。

本号には，3本の論文を掲載しています。

手厚い大城善盛論文は専門職制度へ更に追究を深めています。

嶋田学論文は，大学の専任となって後おそらく直ぐの論文と推察します。教授という髙位への到達

にも燃え尽きることなく新規立論に及びました。学術論文作成上の制約・注文などの厄介もあったで

しょうが素早く対処され，それが更なる昇華を予感せしめました。

坂下直子論文は，同氏が近時，集中的に研究しておられるフィールド，わが国学校図書館専門職域

における近似対照 2科目の分析とその結果に照らしての批判検討です。これは 1職 2資格制を排し

確固たる専門職制度を追求するための論緒の提示と言えましょう。

当号が皆様の目に止まる時期，10 月 27 日午後，I-LISS Japan の 2019 年度研究大会が開かれま

す。I-LISS国際本部会長，Fredrik Ernerot スウェーデン西部学校図書館協会長をキー・スピーカー

に招請しています。Ernerot氏は，この期にクロアチアで開かれる IASL（国際学校図書館協会年次

大会）からバウンドして来日の予定です。通訳は今年度から I-LISS Japanメンバーとなった中野ひ

かる（関西学院千里国際中学部・高等部司書教諭）等が務めます。

さらに，今年度結成された比較図書館情報学研究グループ（日本図書館研究会内）と共催し，同グ

ループから中島幸子，大城善盛両氏の研究発表を得ます。これらの記事，研究発表は，次号，本巻第

2号に掲載する予定としています。ご高読くださる皆様には，当誌や I-LISSへお力をお貸しいただ

くとともに，図書館情報学界の国際的交流に，ともにお愉しみくださるようお願いを申しあげます。
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論文

1992年 ALAの図書館・情報研究の修士プログラム認定基準と
その改定の背景

大城 善盛
(元同志社大学教授)

ALA’s Standards for Accreditation of Master’s Programs in Library
and Information Studies, 1992 and the Background of Its Revision

By Zensei OSHIRO

(Former Professor at Doshisha University)

抄録

1992年に改定された ALAの図書館・情報研究の修士プログラム認定基準とその背景について考

察した。その前の基準は 1972年に作成されており，それは 20年ぶりの改定であった。その期間に

14図書館情報学部が閉鎖に追い込まれた。それ故，1992年の基準それ自体の理解も重要であるが，

その 20年間の図書館情報学教育や図書館現場の状況を把握することも重要である。

この論稿では，認定基準の内容と共に，改定の背景を重視して 2 章を改定の背景の考察に当て詳

しく検討した。その結果，次のようなことが分かった。すなわち，1960 年代に将来の予測を誤り，

1970 年代以降多くの図書館学部が設置された。しかし，その後の経済的不況により，調整（閉鎖）

を余儀なくされた。1978–1991年間における 14図書館学部が閉鎖に追い込まれたが，それが刺激と

なって，SLAや ASIS等も加え，更には ICTの要素も取り入れて，養成に責任を持つ ALAは 1992

年に認定基準を大幅に改定した。

Abstract

The paper discusses ALA’s Standards for Accreditation of Master’s Programs in Library and

Information Studies, revised in 1992 and the background of its revision. Twenty years lapsed

when 1992 edition was made since the last standards in 1972. During these twenty years 14

library schools were forced to be closed. In order to get better understanding of 1992 Standards,

it is important to understand the conditions of both libraries and library and information stud-

ies education during these periods (1970s-80s). The paper made a detailed analysis of these

conditions.

The paper has found that one of the big reasons why 14 library schools were forced to be closed

is a wrong estimation made in 1960s which estimated that more librarians would be needed in

near future. The paper has also found that ALA made the big revision of 1972 accreditation

standards by succeeding in the cooperation of other organizations, including Special Libraries

Association.
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はじめに

アメリカ合衆国（以下，アメリカ）では 1978 年のオレゴン大学 (Univ. of Oregon) の図書館学

部 (School of Librarianship)の閉鎖に始まり，1991年までに 14のアメリカ図書館協会 (American

Library Association，以下 ALA)認定の図書館情報学部 (library school)が閉鎖に追い込まれた。そ

のような状況を，山本順一は 1992年に『図書館界』に掲載した論稿「苦悩するアメリカ図書館学教

育」で，「最近，ついにはシカゴ大学 (1999年 1月)やコロンビア大学 (1990年 6月)など，アメリカ

の図書館情報学教育を牽引してきた一流のライブラリー・スクールまで募集停止の措置をとり，輝か

しい歴史の幕を閉じようとしている」，と記している 1)。

しかし，2019年現在，ALA認定の図書館情報学部は 52学部（アメリカのみ）まで回復し 2)，驚異

的な復活を遂げている。この理由として，iSchoolの出現などが考えられるが，一番影響が大きかっ

たのは，「ALAが 1972年の認定基準を 1992年に大幅に改定した」ことであると考えられる。その

ようなことから，アメリカの図書館情報学教育を理解するためには，1992年の認定基準とその基準

改定に至るまでの背景について理解することが重要である。

この論稿では，1992年に改定された ALAの図書館・情報研究修士プログラムの認定基準とその改

定の背景について考察した。特にその背景を重視して 2章をその考察に当て，1)「1978–1991年間に

おける 14図書館情報学部の閉鎖」，2）「1980年代における大学図書館員と情報技術」3）「1987年時

点における図書館情報学教育の状況」，4）「1980年代後半における図書館情報学教育の改革論」，5）

「1980年代における専門図書館員養成論と SLAの大学院教育に関する声明」，の細目を立て，詳細に

考察した。

1 ALAの 1992年改定の図書館・情報研究修士プログラムの認定基準

21世紀現在のアメリカでは，専門職ライブラリアン (professional librarianまたは librarian)の養

成はALAの認定基準をベースに行われている。1951年の「認定基準」(Standards for Accreditation)

で専門職ライブラリアンの養成は大学院で行われるべきである，と規定されたのが大学院レベルの養

成の始まりである。ALAは 2019年現在でも，「ライブラリアン (librarian)の適切な資格は ALA認

定の図書館情報学部 (school of library and information studies)からの修士号取得」，換言すれば，

専門職ライブラリアンとは ALA認定の図書館情報学部から修士号を取得した者，というふうに規定

している 3)。そして，多くの図書館でライブラリアンという専門職の職位に ALA認定の図書館情報

学部からの修士号取得を要求すると記している 4)。

ALAでは認定委員会 (Committee of Accreditation，以下 COA)を設置し，COAは認定基準を

作成し，図書館現場の専門職ライブラリアンや図書館情報学部の教員等を加えての実地調査委員会を

設置し，実際に認定作業を行っている。最新の認定基準は 2015年改定のもので，基準の名称は「図

書館・情報研究修士プログラムの認定基準」(Standards for Accreditation of Master’s Programs in

Library and Information Studies)である。

その名称は，1992年の認定基準以来変わっていない。そして，ICT (information and communi-
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cation technology: 情報通信技術）との関連で見ても，現在の基準は 1992 年の認定基準が基盤に

なっている。そのため，21世紀の図書館情報学教育を理解するためには，1992年認定基準の基本的

性格とその特徴を把握する必要がある。

大学院レベルの養成を要求する ALA 認定基準は 1951 年にはじめて作成されて以来，1972 年，

1992年，2008年，2015年と改定されている。そして，1992年の認定基準で初めて「図書館・情報

研究」(library and information studies) という名称が用いられた。「図書館・情報研究」について

は，「記録可能な情報と知識，及びその管理と利用を可能にするサービスと技術に関わるものであり，

それは情報と知識の創造，コミュニケーション，同定，選択，収集，組織化と記述，保管と検索，保

存，分析，解釈，評価，総合，提供，および管理を含む」，と記している。そして，1992年認定基準

は修士号につながる図書館・情報研究を評価する際に適用される，と記している 5)。

認定基準の中で最も重要な部分であるカリキュラムに関しては，1992年認定基準は，カリキュラ

ムは全般的な枠組みの中で様々な教育経験を通じて，図書館や情報センター等におけるサービスに必

要な理論，原理，実践および価値を準備する，と記している。また，カリキュラムはサービスの提供

に際して決定的な役割を担う図書館情報専門職（員）(library and information professionals)を養

成するとも記している。しかし，図書館情報専門職（員）とは具体的にどのような職（職員）を指し

ているのかは明記してなく，不明である。

1972年基準の改定（すなわち，1992年基準の作成）に際しては，COA内に設置されている改定

検討小委員会に専門図書館協会 (Special Libraries Association，以下 SLA)，アメリカ情報学協会

(American Society for Information Science，以下ASIS。現在はAmerican Society for Information

Science and Technology)，図書館情報学教育協会 (Association for Library and Information Science

Education，以下 ALISE)，アメリカ法律図書館協会 (American Association of Law Libraries，以

下 AALL)，医学図書館協会 (Medical Library Association，以下MLA)，アメリカ・アーキビスト

協会 (Society of American Archivists，以下 SAA) の代表にも参加してもらった，と記している。

（1972年基準の作成の際にはそれらの多くの組織が参加を拒否している。その主な理由は経費の分担

問題であった。）

認定の対象は図書館情報学部（通称 LIS schoolと呼ばれている学部）ではなく，あくまでも図書

館・情報研究のプログラムであることを強調している。そして，上記のように図書館・情報研究を広

く定義することによって，図書館学修士 (Master of Librarianship)，文学修士（図書館学）(Master of

Arts in Library Science)，情報学修士 (Master of Information Science)，情報資源管理修士 (Master

of Information Resource Management)等につながるプログラムを認定の対象とする，と記してい

る 6)。

「図書館情報専門職（員）とは具体的にどのような職（職員）を指しているのかは明記してなく，不

明である」と上記したが，上の様々な修士学位につながるプログラムが養成しようとしている専門職

員が「図書館情報専門職（員）」である，と説明することは可能である。

この 1992年基準を 1972年認定基準と比較してみると，1972年基準には次のようなことが記され

ている 7)。
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「図書館学」(librarianship)を情報学 (information science)やドキュメンテーション (doc-

umentation) の中の関連コンセプトも含めた広い意味で使用している。「図書館」(libraries)

という用語の中には，「メディアセンター」(media center)，「教育資源センター」(educational

resources center)，「情報センター」(information center)，「ドキュメンテーション・センター」

(documentation center)，「レフェラル・センター」(referral center)が含まれる。

図書館学部 (school of library scienceまたは school of librarianship)のプログラムはあら

ゆるタイプの図書館，あらゆる種類の図書館サービスに共通の原理と手段の学習を準備すべき

である。「図書館サービス」(library services)とは，いくつかの形式の記録可能な知識と情報

と関係し，同定，選択，収集，保存，組織化，提供，コミュニケーション，解釈，利用の際の

援助，と関わるものと理解すべきである。

以上のことを要約すると，1972年の認定基準で既にカリキュラムに関しては情報学関係が取り込

まれていて，「情報センター」や「レフェラル・センター」で働くライブラリアン（情報スペシャリス

トと称されることもある）の養成も対象になっていた，ということである。また，あらゆるタイプの

図書館を視野に入れながらも，養成の核となる概念は「情報」と「知識」であり，このように見てく

ると，1992年認定基準は 1972年認定基準と類似している部分もあり，1972年基準を精緻化させた

ものである，と理解することも可能である。

しかし，M. E. クラウ (M. E. Clough) 等に拠ると，1972 年基準の中の「あらゆるタイプの図書

館，あらゆる種類の図書館サービスに共通の原理と手段の学習を準備すべきである」の表現は，基本

的にあらゆる図書館に通用するライブラリアン，すなわち汎用ライブラリアンの養成を目指してい

た，ということである 30)。1992年基準では情報学修士プログラムだけを提供している図書館情報学

部も認定の対象になっており，その点では 1992年基準は大きく変更されていると言える。換言すれ

ば，1972年基準はすべての図書館に就職可能なライブラリアン養成を視野に入れていたが，1992年

基準は専門図書館向きのライブラリアン養成だけでも認定の対象にする，という姿勢に変更されてい

るということである。

わが国の図書館界が留意する必要のある点もある。わが国では図書館の類型として，公共図書館，

大学図書館，学校図書館，専門図書館，と並列的に理解することが多いが，1972年の認定基準の中

では，「一般図書館や専門図書館 (general or special libraries)における特殊サービスの学習の機会も

基本プログラムにはあってよい」，というような表現がなされており，わが国の理解の仕方とは少し

異なっている。また，上記のように，図書館 (libraries)という用語の中にはメディアセンターとも呼

ばれることが多い学校図書館，情報センターとも呼ばれる専門図書館も含まれる，と記している。そ

のような記述の仕方は，裏を返せば，図書館とは通常，公共図書館や大学図書館を指しているという

ことである。1992年の認定基準でも，「図書館 (libraries)や情報センター (information agencies)」

というような表現の仕方をしており，情報センターとは多くの場合企業図書館の別名称であるから，

1992年の認定基準でも主な目標は公共図書館や大学図書館の専門職ライブラリアンの養成であった，

と理解することができる。しかしまた，1972年の認定基準と比べて，1992年の認定基準は専門図書

館のライブラリアンの養成もより明確にしているといえる。
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2 1992年認定基準作成の背景

1992 年の認定基準を理解するためには，1980 年代の図書館情報学教育と現場の図書館状況を理

解する必要がある。この章では，1 節「1978–1991 年間における 14 図書館情報学部の閉鎖」，2 節

「1980 年代における大学図書館員と情報技術」，3 節「1987 年時点における図書館情報学教育の状

況」，4節「1980年代後半における図書館情報学教育の改革論」，5節「1980年代における専門図書

館員養成論と専門図書館協会 (SLA)の大学院教育に関する声明」，と細分化して考察を行う。このよ

うな細分化は詳細過ぎると思われるかも知れないが，21世紀のアメリカの図書館情報学を理解する

ためには，このような細分化した背景の理解が必要である。また，1980年代から 1990年代までのア

メリカの図書館情報学教育がわが国でほとんど知られていない状況を考慮すると，この部分の詳細な

考察が必要である。

2.1 1978–1991年間における 14図書館情報学部の閉鎖

1978年のオレゴン大学 (Univ. of Oregon)の図書館学部 (School of Librarianship)の閉鎖に始ま

り，1991年までに 14の ALA認定の図書館情報学部が閉鎖に追い込まれる，というアメリカの図書

館界を震撼させる現象が起きた 9)。

M.パリス (M. Paris)はその原因を追及し博士論文にまとめている 10)。1991年には，それら閉鎖

された図書館情報学部を総括すべく，Library Quarterly 誌上で “Perspectives on the Elimination

of Graduate Programs in Library and Information Studies: A Symposium”というシンポジウム

が開催された 11)。シンポジウムでは閉鎖の要因についていろいろ指摘されているが，その中に次の

ような 4つの要因が含まれている。

1つ目の要因は，次のようなものである。1960年代にその後の専門職ライブラリアンの需要の拡

大が予測され，新しい図書館情報学部が続々と設置されてピーク時には（カナダを含めて）70を超

える図書館情報学部が存在するようになった。しかし，1970年代後半以降の経済的不況により図書

館情報学部への入学希望者が減ったこと。

2つ目の要因は，経済的不況は大学財政にも響き，大学自体にも再編成や規模の縮小の必要性が生

じたこと。

3つ目の要因は，図書館情報学部は規模も比較的小さく，場所は図書館内に位置していることが多

く，さらには図書館長が学部長を兼ねることもあって，学内で見えにくく比較的孤立の状態にあった

こと。その上，大学運営の意思決定に関わる委員会への参加が少なかったこと。

4つ目の要因は，学部 (undergraduate)を擁しないこともあって，運営・維持コストがかかる割に

は，図書館情報学部は大学当局から価値のある学部として認められていなかったこと。この 4つ目の

要因に関しては，コロンビア大学 (Columbia Univ.)の副学長が閉鎖を決定した際の言葉：「コロン

ビア大学の図書館学部は図書館学や図書館専門職の教育に対して過去も現在も大きく貢献し尊敬され

ているが，コロンビア大学で図書館学部を維持し発展させるためには，極めて優先度の高いプログラ

ムを犠牲にしなければならない」，のエピグラフ (epigraph)が例証している 12)。
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1990 年にエモリ―大学 (Emory Univ.) の図書館学部も閉鎖に追い込まれたが，大学当局が述べ

た閉鎖理由も，「研究大学に図書館学部が入る余地はない」というものであった。同年シカゴ大学

(Univ. of Chicago)でも閉鎖に追い込まれたが，大学当局の閉鎖理由はエモリ―大学と同様なもので

あった 13)。

閉鎖に追い込まれた 14の図書館情報学部の内訳を見ると，州立より私立の大学に設置されている

図書館情報学部が多かった。それは運営・維持コストと大きな関係がある。アメリカでは各州の図書

館専門職員の養成は州の責務であるという考えが普及しており，州立大学の場合は運営・維持コスト

がかかっても閉鎖できにくい状況があった。

以上が，シンポジウムで行われた議論の概要であり，閉鎖の要因分析であるが，現在の視点から見

ても概ね納得のいくものである。1960年代におけるライブラリアンの需要予測がその後の経済変動

により大きく外れたこと（需要の縮小）により，アメリカの図書館情報学部がライブラリアン養成を

主目的とする限り，膨張してしまった図書館情報学部の調整（閉鎖）は自然の理であったと推察され

る。しかし，14の図書館情報学部を閉鎖する必要があったかどうか，に関しては見解が分かれると

ころであろう。また，閉鎖の大きな要因として大きく 4つ指摘されているが，それらの要因が閉鎖さ

れた 14のすべての図書館情報学部に等しく作用したと理解するのではなく，ある学部の閉鎖におい

てはある要因がより大きく作用し，またある学部の閉鎖においては 4つの要因の中のある要因は欠け

ていた可能性もある，というふうに理解すべきであろう。

上記の図書館情報学部の閉鎖に関して，溝上智恵子は「総合大学であればあるほど，認証評価を受

けることに多大な労力と資金が必要となるので，それに見合った「効果」を得ることができるのかと

いった判断をせざるを得なかった結果が，図書館学校の閉鎖ということにつながったのではないだろ

うか。」，と記している 14)。溝上の記す「それに見合った ‘効果’」とは具体的に何を意味するか不明

であるが，図書館情報学部の閉鎖の大きな要因は，1960年代の予測（ライブラリアンの需要が拡大

するであろう）の誤りと，上記のコロンビア大学の副学長の閉鎖時に述べている言葉が示唆するよう

に，図書館学という学問の大学の中での弱さであった，と推察される。

シンポジウムでは，閉鎖の要因分析のほかに，閉鎖を免れた図書館情報学部の今後の生き残り策

も議論され，いくつかの提案もなされている。その中に，他大学院のプログラム（教育）とのリン

ク，共同研究等が含まれている。他大学院のプログラムとしては，情報学 (information science)や

コミュニケーション学 (communication)が示唆されている。そして，このダイナミックな情報時代

に図書館情報学部のプログラム以上に使命の再検討を要求されているプログラムはない，とシンポジ

ウムは結んでいる 15)。

他方，1987年（その時点ですでに 10学部が閉鎖に追い込まれている状況にあった）に，モントリオー

ル大学の図書館情報学部長 (Director of the École Bibliotheconomie et Sciences de l’Information

at the Université de Montréal)の R.ガードナー (R. Gardner)は閉鎖の要因を次のように分析して

いる。

M. パリスは 1987 年に ALISE の会議で博士論文「図書館学部の閉鎖：4 つのケーススタ
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ディ」(Library School Closings: Four Case Studies)の要旨を発表し，要因の 1つとして「学

内での孤立」を挙げているが，それは閉鎖された図書館学部だけに固有な要因ではない。図書

館学部はこれまで独立した学部を求めてきた。そして，学部に属する学科長ではなく，学部長

という威信を得てきた。その結果，他の学科との交わりが少なく，さらなる孤立化を招いた。

独立した学部であるため，学内の共同の委員会に参加する機会が少ない。大学に緊縮財政の波

が押し寄せた時，学部の中の学科でないために庇う後ろ盾が居なかった。履修学生が減ってき

た時，それを正当化する盾も持っていなかった。

学部の規模は常に課題を抱えている。小規模の図書館学部では 5，6人の専任教員からなり，

全米平均でも専任教員は約 10人で，小規模の（学部の）学科並みである。その上，図書館学

部は学部課程を擁せず大学院だけを有していて，教員対学生の割合が高い。大学，特に授業料

に頼っている私立大学にとっては最もコストのかかる学部の 1つになっている。

大学における任命，昇格，同僚からの尊敬は，①教授能力，②研究助成の獲得数，③高質な

業績の刊行，④大学内でのサービス，⑤大学外での名声，に拠っている。図書館学部の多くの

教員が大学の任命や昇格の規則を当てはめる際に課題を抱えている。図書館学部の教員は，通

常，図書館現場の経験を持ち，それから博士課程に進み博士号を取得している。そのため，図

書館学部の教員が博士号を取得する時の年令と伝統的な学問分野の教員が博士号を取得する時

の年令との間には開きがある。図書館学部の教員は通常現場経験を有するために，博士号を取

得すると教授として採用されるか，もしくは長く待たずに教授に昇格する。そのため，図書館

学部の教員は通常博士論文以外は研究経験を有しないか，もしくは極めて少ない。また，図書

館学部の教員の発表論稿の多くは，他の学問分野の研究者が重視する基礎的，理論的研究では

なく，実践的，専門職的な応用分野が多い。さらに，小規模故に図書館学部では資料組織法，

レファレンス・サービスなどの専門分野に 1人の教員しか採用されておらず，他の学問分野の

ような学内での共同研究は難しい状況にある。図書館学部の孤立的存在のために，このような

図書館学部の特異性を理解している大学教員は少なく，大学の教員たちの間で図書館学部の教

員は低く評価されている。そのような状況下で，大学が財政難に苦しんでテニュアを授与する

のに躊躇している時に，独立的存在であるがゆえに図書館学部が独自にテニュアを授与したり

すると，大学からますます孤立化することになる。

他方，図書館学部の教員は，図書館専門職への義務と大学における義務（教育と研究）の間

で苦境に立たされている。年配の教授は，専門職協会の役員やその他の専門職への忠誠を重ん

じているが，それは大学の教員仲間からは必ずしも評価されるとは限らない。図書館専門職界

はそれを理解し得ていない。現場のほとんどのライブラリアンが図書館学における基礎的研究

が専門職の発展・維持，もしくは生き残り策に必須であるとは思っていない。あるライブラリ

アンは次のように述べている。「大学院の図書館情報学教育は職業的アプローチを採用し，高

度の特殊技術を教えるべきである。図書館情報学教育は大学図書館，公共図書館，学校図書館

もしくは専門図書館で使える具体的なスキルを教えるべきである」と 16)。

以上，長々と R.ガードナーによる図書館情報学部の閉鎖の要因分析を概観したが，それは閉鎖の
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要因だけでなく，当時の図書館情報学部全般が抱えている課題（状況）でもあったため，敢えて長々

と引用した。筆者は山本貴子と共著で『21世紀の図書館職員の養成：アメリカとオーストラリアを

事例に』17)で，2015年までに「規模の経済」故に多くの図書館情報学部が組織の再編を行い，他学

部との合併もしくはその傘下に入っていると記したが，この R.ガードナーの記述から，再編は「規

模の経済」だけがその要因でない（なかった）ことが分かる。

2.2 1980年代における大学図書館員と情報技術

この節では 1980年代に大学図書館員 (academic librarian）にどの程度の ICT関連の技術が求め

られていたかを，2つの調査報告とシンポジウムに基づいて考察する。

Y. ジョー (Y. Zhou) は，American Libraries 誌に 1974 年，1979 年，1984 年，1989 年，及び

1994年に掲載された大学図書館員の求人広告に基づいて，その年々に大学図書館員に求められてい

るコンピュータ関連の知識や経験について調査している 18)。

Y.ジョーが規定する「コンピュータ関連の知識や経験」とは次のようなものである 19)。

1) OCLCや RLIN等の書誌ユーティリティに関する知識や経験

2) オートメーション化に関する一般的な知識も含めて，オートメーション化された図書館シ

ステムに関する知識や経験

3) DIALOGや BRS等のオンライン・データベース検索に関する知識や経験

4) マイクロコンピュータのアプリケーションに関する知識や経験

5) メインフレーム・コンピュータのアプリケーションに関する知識や経験

6) CD-ROMに関する知識や経験

7) コンピュータ言語もしくはプログラミングに関する知識や経験

8) コンピュータ・ハードウェアに関する知識や経験

9) コンピュータ科学の学位の所持

Y. ジョーが分析した求人広告数は，複数の号に掲載された重複を除くと 1974 年 97 件，1979 年

360件，1984年 603件，1989年 959件，1994年 476件であった。つまり，網羅的に分析されてお

り，ここで件数を分析することには意義がある。しかし，その件数にはシステム・ライブラリアン

(system librarian) は入っていない。「システム・ライブラリアンには当然コンピュータ関連の知識

や経験が要求されるから」，というのがその理由であった。因みに，システム・ライブラリアンの広

告件数は 1974年 1件，1979年 13件，1984年 23件，1989年 30件，1994年 43件であった。

Y.ジョーによる調査の結果，1974年では「コンピュータ関連の知識や経験」を必須とする，もし

くは望ましいとする広告件数は全体の約 10%であった。1979年になると件数は約 51%に上昇して

いた。また，1984年には約 62%，1989年には約 74に上昇していた。因みに，1994年にはさらに上

昇し約 82%になっていた。このように，大学図書館現場では 1980年代に ICT関連の技術は既に重

要な知識・スキルになっていた。

Y.ジョーは大学図書館員の職務の種類や図書館の規模の相違に基づく調査も行っており，カタロ
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ガーやレファレンス・ライブラリアンといった職務の相違や，研究図書館，カレッジ図書館 (college

library)といった図書館の種類や規模による「コンピュータ関連の知識や経験」の要求度に大きな差

はなかった，と記している。

また，D. W.リーザー (D. W. Reser)等は，雑誌 American Libraries，Library Journal，College

& Research Libraries News 等に 1988 年に載った 480 大学図書館の 1,133 の求人広告を調査して

いる 20)。そして，「コンピュータ・スキル」の要求度も調査項目に含めている。D. W.リーザー等

の規定する「コンピュータ・スキル」とは，書誌ユーティリティ，オンライン・データベース検索，

CD-ROM，マイクロコンピュータを含む広い意味でのコンピュータ・アプリケーションに関する知

識や能力のことである。

D. W.リーザー等は，調査の結果，テクニカル・サービス・ライブラリアンでは約 52%，パブリッ

ク・サービス・ライブラリアンでは約 33%がコンピュータ・スキルを要求されていることが分かっ

たと記し，「望ましい」も含めると，テクニカル・サービス・ライブラリアンでは約 79%，パブリッ

ク・サービス・ライブラリアンでは約 64%になることが分かった，と記している。この 2つの調査

から，多くの大学図書館員に ICTのスキルが要求されていたことが分かる。

他方，A. ウッヅワース (A. Woodsworth) 等は，1991 年に Journal of Academic Librarianship

誌上で開催されたシンポジウムで，大学図書館員を養成する図書館情報学部は今後，以下のような能

力を備えた大学図書館員（特に研究大学の図書館員）を育成する必要があると論じている 21)。

1) 情報に関する問題を解決するための技術の適切な選択と応用に関する知識，データベース

設計の知識，および情報の組織化の原理についての知識。

2) 様々な組織の中での利用者の情報探索行動や情報創造活動を含めた情報移転の理解。

3) 様々な利用者の情報ニーズを同定・分析し，それらにどう応えられるかのスキル。

4) 情報を評価するスキルと，情報管理と主題における専門性（知識）に基づいて妥当な決定

を下せるスキル。

5) 小規模のグループ・ダイナミックスの理解。

6) 組織の文化と大学環境の理解。

7) 著作権，プライバシー，情報アクセスの自由，検閲，専門職の責任性等を含んだ情報政策

の知識と課題分析の能力。

8) テレコミュニケーション，企業的側面，国境を越えた情報の流通，等に関する規制や構造

の理解。

9) 情報アクセスにおける国内的，国際的経済の影響の理解。

10) 大学におけるキャンパス・ポリティックス（学内政治）の理解。

11) 情報の創造，生産，流通の理解，および印刷形の情報の生産から他の形の生産と提供へシ

フトしている，すなわちパラダイム・シフトが起こっていることの理解。

12) インストラクショナル・デザインや成人教育プログラムの作成能力。

13) コミュニケーション理論の理解とその理論を情報の再パッケージ化へ応用する能力。

上記が，A.ウッヅワース等が論じる将来（1980年代以降）の特に研究大学における大学図書館員
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に求められる知識と能力である。A.ウッヅワース等は，上記のような能力を育成するためには，養

成プログラムのカリキュラム変更，履修期間の延長（2カ年化），他の学部との共同教授，および技術

の刷新が必要であると論じている。

以上，1980年代の大学図書館員に求められていたコンピュータの知識やスキルに関する 2つの調

査報告，さらには 1991年に A.ウッヅワース等が論じる将来必要とされるであろう大学図書館員の

能力について見てきた。上記の 2つの調査報告は実際の職務分析ではなく，求人広告に基づく調査で

あるという限界はあるが，1980 年代において既に大学図書館員にはコンピュータの知識やスキル，

すなわち情報技術が相当程度に要求されていたことが分かる。ウッヅワース等の論稿からは，1990

年代以降の大学図書館員が情報技術も含めて，情報を中核とした高度の能力が要求されていることが

分かる。

J. M.ハード (J. M. Hurd)は，1988年に次のように論じている。テクノロジーは情報専門職に偉

大な変化をもたらした。図書館情報学の教育プログラムは，このような変化に対してリーダーシップ

を発揮したのではなく，反応的であった 22)。すなわち，情報技術に関しては，図書館情報学の教育

プログラムよりも図書館現場の方が先んじていたということである。そのような背景のもとに，1992

年の認定基準は作成された。

2.3 1987年時点における図書館情報学教育の状況

ALA 認定校の 1 つであるドレクセル大学で 1968–87 年まで 20 年近く情報研究学部長 (Director

of School of Information Studies of Drexel Univ.)を務めた G.ガリソン (G. Garrison) は，1987

年の図書館情報学教育の状況を次のように分析している 23)。

1987 年現在，ALA 認定の図書館情報学部はアメリカ国籍が 53 学部，カナダ国籍が

7 学部ある。アメリカの 53 学部のうち，2 学部は条件付き認定で，2 学部は以後学生の

募集を止めている。従来の情報専門職の養成が図書館・ドキュメンテーション・情報学

(library/documentation/information science) の領域で行われ，情報専門職の業務は図書館

や企業におけるドキュメントとその中に含まれている情報を中心に行われていたのに対し，

現代では情報行動は脱機関化 (deinstitutionalization：脱図書館化？) の状況下で行われ，人

間の行動のあらゆる側面に及んでいる。そのような状況下で，情報専門職の養成に経営学部，

コミュニケーション学部，工学部，コンピュータ科学部が入り込んで来ている。すなわち，

それらの学部に情報資源管理 (information resources management)，情報管理 (information

management)，情報システム (information systems)のプログラムが誕生している。

ALA 認定のいくつかの図書館情報学部も伝統的な養成法に甘んじることなく，プログラ

ム変更を行っている。例えば，シラキュース大学 (Syracuse Univ.) は 1974 年という早い時

期に情報研究学部 (School of Information Studies) に名称変更をしているが，1981 年には

図書館学修士 (master of library science) プログラムに加えて情報資源管理修士 (master of

information resources management) プログラムを設置している。この 2 つの学位は異なる
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が，同大学の情報研究学部は統一的に捉えていて，学生は基本的に 2つのプログラムのどの科

目も履修できる。1987年には情報研究科学士 (Bachelor of Science in Information Studies)

課程も設置している。

ピッツバーグ大学の図書館情報学部 (School of Library and Information Sciences)は 1969

年に図書館学科 (Dept. of Library Science)と情報学科 (Dept. of Information Science)の 2

学科編成にし，1974年には図書館学修士 (Master of Library Science)に加えて科学修士（情

報学）(Master of Science in Information Science)を授与するようになった。1987年には科

学修士（テレコミュニケーション）(Master of Science in Telecommunication)プログラムを

設置し，3つの修士プログラムを擁するようになっている。

ラトガーズ大学では，1982年に大学院図書館・情報研究学部 (Graduate School of Library

and Information Studies) とコミュニケーション学部 (School of Communication Studies)

が合体して，コミュニケーション・情報・図書館研究学部 (School of Communication, In-

formation and Library Studies) になっている。従来からの図書館学修士プログラムに新し

く科学修士（コミュニケーション・情報研究）(Master of Science in Communication and

Information Studies)プログラムが加わる予定になっている。

しかし，他のほとんどの図書館情報学部は唯一の専門職学位（図書館学修士や図書館情報学

修士）プログラムに拘っている。そのプログラムの中で複数の専攻を設置しているので，コア

科目の設定に課題を抱えている。1970年代初期にカリフォルニア大学ロサンゼル校 (UCLA)

とドレクセル大学は図書館学と情報学の 2 種の修士号を授与していたが，最近，その両大学

は 2種の修士プログラムを 1つに統一して ALAの認定を受けるようになっている。しかし，

ドレクセル大学では再度，それを再検討することになっている。生き残り策の 1 つと推測さ

れるが，ピッツバーグ大学，シラキュース大学，ドレクセル大学の図書館情報学部では情報学

(information studies, information science)や情報システム (information systems)の理学士

(bachelor of science)プログラムを設置している。

以上が，G. ガリソンが理解する 1987 年の図書館情報学教育の状況である。上記の中の「情報

専門職の養成に経営学部，コミュニケーション学部，工学部，コンピュータ科学部が入り込んで来

ている。すなわち，それらの学部に情報資源管理 (information resources management)，情報管理

(information management)，情報システム (information systems)のプログラムが誕生している」と

いう記述（見解）は，図書館情報学教授の見解である。客観的に見れば，R.ガードナー (R. Gardner)

等の次のような論述がより正確のように思われる 24)。

アメリカの図書館情報学部は，読書の効用を重視する広く人文学的な教養を入学者が修めて

いることを強調し，主に公共図書館や大学図書館のライブラリアンを養成して来ている。専門

図書館のライブラリアン養成は重視されていない。専門図書館はヨーロッパではドキュメン

テーション・センターと称されて図書館とは別の概念であるが，アメリカでは「専門図書館」

(special libraries)と称され，そこの専門職員は図書館情報学部で養成される（養成されるべ

き），という考え方が普及している。しかし，政府や企業に設置されている図書館では，経営
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学部やコンピュータ学科で情報管理システムを履修した卒業生を雇用する傾向にある。図書館

情報学部の卒業生は視野に入っていないことが多い。

ガードナー等の上記の見解を受け入れると，図書館情報学部が経営学部やコンピュータ学科に侵入

されているのではなく，財政的に余裕があり，近未来を洞察する能力を有する図書館情報学部，例え

ばシラキュース大学，ピッツバーグ大学，ラトガーズ大学が専門図書館のライブラリアン（情報スペ

シャリストと呼ばれることが多い）養成にも本格的に乗り出した，と理解すべきであろう。従来の

図書館情報学部で専門図書館のライブラリアン養成がいかに軽視されて来ているかは，後述の 5 節

「1980年代における専門図書館員養成論と専門図書館協会 (SLA)の大学院教育声明」を読むとよく

理解できる。

2.4 1980年代後半における図書館情報学教育の改革論

1978年のオレゴン大学の図書館学部の閉鎖から 1985年までに 4つの図書館学部が閉鎖され，そ

の後も閉鎖が続くだろうという噂が流れる 1980 年代後半に，図書館情報学教育界のリーダーたち

による図書館情報学教育改革論が出た。上記の 2 節「1980 年代における大学図書館員 (academic

librarian)と情報技術」と 3節「1987年の図書館情報学教育の状況」でも図書館情報学教育界のリー

ダーたちの論考を紹介したが，よりよく理解するために，この節でも 2 人の図書館情報学教育界の

リーダーの教育改革論を考察する。

1986 年に，インディアナ大学図書館情報学部 (School of Library and Information Science of

Indiana Univ.) の学部長 H. S. ホワイト (H. S. White) は Journal of Education for Library and

Information Science 誌に論稿 “Future of Library and Information Science Education”を掲載し，

以下のような図書館情報学教育の改革論を展開している 25)。

図書館情報学教育は従来，専門職界，大学界，一般公衆の 3部門からの圧力を受けてきた。

将来もその圧力は変わらないであろう。専門職界からの圧力というのは，「図書館情報学教育

の卒業生は備えるべき知識と能力を備えていない」，という圧力である。その知識と能力の中

には，マネージメント，PR，コミュニケーション，政治プロセス等の知識や能力が含まれて

いる。他の不満としては，「最低レベルの専門職員としても機能しない」，というものがある。

すなわち，基本的能力 (basic competencies) が欠けているという不満である。認定基準と認

定プロセスに，従来軽視されて来た専門職仲間を加えるのが 1つの解決策であろう。多くの場

合，重点の置きどころや優先度に関して，現場の専門職界と図書館情報学教育界は相違してい

る。もし両者が共通の目的や戦略を立てることが出来るならば，将来の図書館情報学教育は輝

かしいものになるであろう。

大学界からの圧力の 1つは財政的なものである。それは会計学の分野である「収入と支出」

で表明される。収入は主に学生の収める授業料である。学生が減ると，空席になった教授のポ

ジションが補充されなかったり，設備費が削られたりする。図書館情報学部は規模が小さい上

に，盾になる同窓会も強くないので，その犠牲になる可能性が高い。学部課程を擁してなく大
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学院課程だけの図書館情報学部というのは異常で，経費も高くつく。そのため，財政的な解決

策として，最近いくつかの図書館情報学部が学部課程を設置している。

もう 1つの大学界からの圧力は，学問と研究への期待である。特に研究大学に設置されてい

る図書館情報学部において，その圧力は強い。図書館情報学教育者が行う教育と図書館現場か

ら要求される直に役立つ実践訓練との間に分裂が生じている。しかし，どんな教育を行うかを

決めるのは図書館情報学教育者である。図書館職に対する尊敬の念の低さ故に，大学における

図書館情報学教育は苦しんでいる。図書館情報学教育者が意義のある研究ができるかどうかと

いうこととは無関係に，他の大学教員たちは図書館学に研究の要素を期待していない。また，

図書館現場は研究に対して関心を抱いていないだけでなく，時には敵愾心を持っている。もし

図書館現場，特に大学図書館員が研究に対して関心があるならば，大学図書館は図書館情報学

教育者と大学図書館員の共同研究の実験場として最適の場であるはずである。

一般公衆からの圧力というのは，図書館情報学部の卒業生に対する低い信望と低い給料とい

う形で表れている。それはまた，図書館情報学教育を受けていない人を安く雇い，昇格させる

という人事のやり方にも表れている。図書館員や図書館界が継続教育の必要性を認めないと，

そのようなやり方にある程度の正当性を与えることにもなる。「職場研修で十分」という正当

性である。

H. S.ホワイトは以上のように論じ，図書館情報学部と図書館専門職の将来を考察した場合，次の

ような改革が必要であると論じている 26)。

1) 現在の認定基準よりも価値のある強い認定基準を作成し，基準が何を意味するかを明確に

すること。

2) 修士号を基本的な専門職教育とすること。

a) 履修期間を現在の 1年より長い期間にして，それなりの報酬（就職した際の給料）も

確立すること。雇用者（図書館）は低給料問題を認めていて，その解決には時間がか

かると言う。しかし，力（関係）と説得性によりその問題は解決できると信ずる。

b) 学部レベルの図書館学の科目や課程を設置すること。それは修士課程を支援する性格

のもので，決して補足するもの（代替）ではないこと。

3) 修士号を専門職として就職するための資格とし，仕事を遂行する際の基礎的能力 (basic

competency)とは見なさないこと。このことは極めて重大で，図書館に教育，訓練，継続

教育，継続訓練についての理解を要求する（職場や図書館の責任性）。これはまた，専門

職員の継続教育へのコミットも要求する。さらには，教育機関，図書館，専門職組織，個

人のそれぞれの責任分担を明らかにすることを意味する。

a) 図書館界では大学院レベルの教育のみが専門職への道ではない。しかし，専門職主義

(professionalism)は，仕事に就いていた期間とか，有している特別の技術とかに拠る

ものではなく，概念的（理論的）知識に拠るものであるから，適切な教育的資格は学

問であることを図書館や専門職組織は認識すべきである。

b) 修士号は専門職として就職するための資格であるが，一人前の公共図書館員，大学図
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書館員，学校図書館員，専門図書館員，政府刊行物ライブラリアン，稀覯書ライブラ

リアン等になるためには継続教育や継続訓練が必要であることを認識すべきである。

H. S.ホワイトはさらに続けて次のようにも論じている。専門職教育という視点から，我々の領域

（図書館界）に属する職務とスキルがある。その職務やスキルというのは，「情報分析」(information

analysis)，情報介在 (information intermediation)，問題解決 (problem solving)のことである。そ

れらは新しい分野であり，未だ他のどの専門職の領域にも入っていない。もしこの分野に対するヴィ

ジョンの作成と，勝ち取る努力をしないと，我々に残されるのは事務的な仕事だけになるだろう 27)。

もう一人の図書館情報学教育界のリーダーは，UCLA（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）の大

学院図書館情報学部 (Graduate School of Library and Information Science of Univ. of California,

Los Angeles)の学部長 R. M.ヘイズ (R. M. Hayes)である。R. M.ヘイズは 1988年，Journal of

American Society of Information Science 誌に論稿 “Education of the Information Professional :

A Library School Prospect”を掲載し，以下のような図書館情報学教育改革論を展開している 28)。

情報専門職員 (information professional)とはどのような職業の人を指すか，についての一

致した見解はない。しかし，ライブラリアンと近い関係にある情報専門職員としてはアーキビ

スト，書誌作成者，索引者や抄録者，記録管理者，科学情報スペシャリスト，出版者，データ

ベース・サービス・スペシャリストが存在する。しかしまた，そのような情報専門職員さえ，

図書館情報学部を自分たちの適切な養成機関としては認めていない。それ以外の情報専門職

（の基盤）としては，情報システムの設計，AIとエキスパート・システム，コンピュータ・ハー

ドウェアやソフトウェア，工学および社会科学としてのコミュニケーション学，政府やビジネ

スの世界におけるマネージメント情報システム，情報政策，認知科学，等がある。他の多くの

学問領域がそれらの分野に関心を示し，図書館情報学部と重複している。しかし，図書館情報

学部の最大の役割はライブライアンの養成である。しかしまた，図書館情報学部の卒業生が図

書館以外の職場で，上記のような情報専門職として就職しているのも最近の状況である。その

ような状況下で，ALAの 1972年の認定基準に沿って将来の図書館情報学教育を考察すると，

次のようになる。

(1)[1972年認定基準の中の] 目標と目的領域

情報専門職を極めて重要なものにしているのは社会的変化である。アメリカは工業社会から

情報社会に変化している。（1972年認定基準）の中の「目標」では，社会における情報のます

ますの重要性を認識することが必須となっている。学生は情報政策，情報資源の配分に関する

社会的，機関（組織）的決定，公的セクターと私的セクターとの交わり，知的財産権等の複雑

な課題に取り組む必要がある。

IT の影響は，既に「目標」の中に取り組まれているように思われる。現在，オンライン・

カタロギング，オンライン・レファレンス，マイクロコンピュータの利用等が「目標」の中に

入っていない図書館情報学の教育プログラムは存在しない。しかし，図書館や情報センター

では，2次データベースやテキスト・データベース以外に，数値データベースやデジタル・イ
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メージのデータベースを扱わなければならなくなっている。それらデータベースへの対処も

「目標」の中に含めるべきである。「目標」の中の職場は通常，「図書館」として捉えられてき

た。しかし，現在，他の職場も重要になって来ている。多くの卒業生が図書館以外の職場に就

職するようになっている。企業としてのデータベース・サービス，小規模の情報企業，出版社

や書籍業等を例として挙げることができるが，最も目覚ましいのは政府や産業界における情報

資源管理 (information resources management)である。この情報資源管理は図書館情報学部

の卒業生にとって極めて重要になって来ている。

(2)[1972年認定基準の中の] カリキュラム領域

図書館情報学のカリキュラムは入職レベル (entry level)ではなく，真の専門職的，経営管理

者的，研究者的な最高レベルの能力の育成を目指すべきである。それは教員，学生，資源に劇

的な変化（最高級の変化）を要求することになるが。現在の図書館情報学のコア・カリキュラ

ムは，1)目録作成（情報の組織化），2)レファレンス（情報の探索），3)選択，4)管理，5)情

報専門職オリエンテーションであるが，それらは熟慮されていて，あらゆる情報職に適用可能

である。専攻に関しては，すべての図書館情報学部があらゆる専攻が可能であると述べている

が，個々の図書館情報学部の教員や資源を考慮するとそれは至難の業である。すべての図書館

情報学部が入職レベルでのあらゆる専攻を準備する必要性は理解できるが，真の専攻が可能な

図書館情報学部の設置を考える時期に来ている。

理論と実践に関しては，図書館情報学の教育者は理論と実践は共に必要であると考えてい

る。理論は学生に広い視野を持たせるのに必要であり，それは実際の特定状況への対応を可能

にする構造である。そのような理論的アプローチの中で，実践教育は理論を教える際の手段に

なる。「理論」，「概念化」，「問題の同定と定義」が強調されるべきである。それが入職レベル

での職務能力の低下につながっても差し支えない。

学際的科目に関しては，1972年の認定基準は学際的知識の必要性を認識するよう求めてい

る。現代の図書館情報学部のカリキュラムは拡大しており，また情報専門職の必須要件を見る

と学際的科目は必須である。履修期間については，少数の図書館情報学部を除けば，ほとんど

が 1カ年（2学期と夏の集中講義）である。そのため，多くの図書館情報学部が学生に上級専

門資格証 (sixth year specialization certificate) プログラムに進むよう勧めている。しかし，

カリキュラムを拡大して図書館情報学部は 2カ年課程を設置すべきである。

(3)[1972年認定基準の中の] 学生の領域

ほとんどの図書館情報学部は入学要件として，学部での質の高い人文学的教養を要求してい

る。将来的には，1)外国語，2)統計学，3)コンピュータ・プログラミング，4)会計学，5)コ

ミュニケーション学と作文スキル，等を入学要件とすべきである。

以上が UCLAの学部長 R. M.ヘイズの 1972年認定基準の改革案で，1992年の認定基準はほとん

ど彼の改革案通りになっている。因みに，R. M.ヘイズは 1972年認定基準作成の際の委員長で，そ
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の時は SLA等の協力は得られなかった。

2.5 1980年代における専門図書館員養成論と専門図書館協会 (SLA)の大学院教育

に関する声明

1983年に，当時コロンビア大学の図書館学部 (School of Library Service of Columbia Univ.)の

教授であったコエニグ (Koenig, M. E. D.)は論稿 “Education for Special Librarianship”を Special

Libraries 誌上に発表し，現場の専門図書館員 (Special Librarian)の見解を調査した結果や専門図書

館員養成の視点から見た図書館情報学教育の抱えている問題点を指摘している。また，都会に設置さ

れている図書館学部の卒業生の多くが専門図書館に就職するようになっていることも指摘している。

コエニグはさらに，ALISEの『1982年図書館学教育統計報告』(1982 Library Education Statistical

Report)を分析し，1981年にすでに 10の図書館学部がコンピュータ関係の科目，14学部がマネー

ジメントの科目を新設しているとも述べている 29)。

1984年に，コエニグの上記の論稿を受ける形で，当時ピッツバーグ大学の図書館情報学部 (School

of Library and Information Sciences of Univ. of Pittsburgh)の学部長であったガルヴィン (Galvin,

T. J.)等が，Special Libraries 誌上に論稿 “Educating Special Librarians,”を発表してコエニグの

論調を支持している。そして，専門図書館という職場が拡大しつつある現在，図書館情報学教育は専

門図書館員養成をもっと重視し，専門図書館員との交流をもっと深め，カリキュラムの変更を行うき

である，と論じている 30)。

ガルヴィン等はさらに，図書館情報学教育に関して次のように論じている。

図書館学部の学生にはより長期の，より専門化した履修が必要である，と図書館界で議論され，コ

エニグも同様なことを論じているが，それは専門図書館員養成の課題だけでなく，大学図書館員養成

に関しても同様なことが言える。現在の図書館学部は，一般図書館員 (generic librarian)の養成を目

標としている。それは，1972年の認定基準が，「プログラムはあらゆるタイプの図書館，あらゆる種

類の図書館サービスに共通の原理とプロセスの学習を準備すべきである」，と記しているためである。

しかし，専門化に必要な期間に関する限り，経済不況により過去数年間学生も教員も減少傾向にあ

り，現在より長期の履修，現在よりより専門化は難しい状況にある。1981–1982年の ALISEの調査

によると，北米の ALA認定の 69図書館学部のフルタイム換算での 1学部平均学生数は 69人，専任

換算での 1学部平均教員数は約 10人で，1学部平均の予算は約 5百万ドルである。いくつかの学部

は既に選択科目数を減らす傾向にある。図書館現場における情報技術の導入により図書館学部もその

影響を受け，情報技術を導入している。しかし，その維持には相当な費用がかかり，図書館学部は全

般的に上記のような少ない予算でやりくりせねばならず，苦しい状況にある。情報技術関連のコスト

は，図書館学部が「図書館職」(librarianship)より広い「情報専門職 (information career)」の養成

を目指してカリキュラム変更をしない限り正当化できるものではない 31)。

1986年には，Special Libraries 誌上に 3人の論稿が載り，専門図書館員に要求される知識やスキ

ル，およびその養成に関して，いろいろ議論されている 32)。

上記のような状況の中で，SLA は 1988 年に組織としての態度表明を行っている。それが「大学
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院教育声明」(Position Statement on Graduate Education)である。そして，「専門図書館員は他の

図書館では必要とされていないような専門職的能力やスキルを有していなければならない。SLAは

ALA認定の図書館情報学プログラムが育成する能力，スキル，態度はいかなる情報環境においても

重要であることは認めるが，専門図書館でのキャリアを目指す学生を対象としたカリキュラムになっ

ているかどうか，という点では疑念を持っている」，と記している 33)。

以下に，その「大学院教育声明」の内容を概観する。

専門図書館員のための教育は，1) 主題分野と 2) 図書館/情報分野の 2分野からなると記し，主題

分野に関しては，「主題分野の知識はほとんどの専門図書館員にとって極めて重要であるが，深い主

題分野の教育は図書館情報学教育の範囲ではなく，他の学位プログラムで育成されるべきである」，

と記している。また，図書館/情報分野に関しては，次の 5領域が重要であると記し，それら 5項目

について詳しく以下のように説明している。

1) 情報サービス

2) 技術

3) 人的資源管理

4) 情報資源

5) 情報サービス・製品の評価

「1)情報サービス」

専門図書館の最終的な目標は，対費用効果かつ最も効率的な方法で親機関の要求に応じた，

カスタマー化された情報サービスの準備である。専門図書館においては，収集，目録作成，コ

レクション構築等の図書館機能はあまり強調されず，クライアントのニーズに即時に応える積

極的なサービスが強調される。

伝統的な図書館員（他の館種の図書館員）が行わない典型的な専門図書館サービスには次の

ようなものがある。

a) 特定の需要に応えるための情報のパッケージ化

b) 選択的情報提供

c) 情報の分析と解釈

d) クライアントのニーズに応えるための個々のシステムの選択，設定，評価

e) クライアントのニーズに応えるための新しいサービスの開発と提供

f) 情報製品の設計と開発

g) 徹底的なデータベース検索

以下の領域における知識と能力は特に強調される必要がある。

h) プロジェクト研究のスキルと方法

i) システム分析と設計

j) 管理と経営

k) 課題の定義と解決
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l) 意思決定

「2)技術」

情報環境へのコンピュータと電子通信の影響により，専門図書館員の職務は急激に変化して

いる。クライアントが情報要求への即時の応答を要望するようになって，専門図書館員は上級

の技術を最大限に利用するようになっている。他の図書館員と違って，専門図書館員は情報を

取り込み，保存，提供するために，オンライン/テレコミュニケーション・システム，磁気ディ

スク/テープ，ビデオ・ディスク/光ディスクのようなコンピュータおよび電子技術に大いに依

存している。

採用可能な様々なシステム，各システムの可能性と限界，異なるシステムの互換性，等に関

する知識は必須である。現代の専門図書館員は親機関の情報問題に対して技術的解決を計画・

実施しなければならず，システム分析・設計やコンピュータ科学に関する深い知識は極めて重

要である。

「3)人的資源管理」

他の図書館員と違って，専門図書館員はキャリアの早い時期にマネージメント職に就く。そ

の職に就いた際，専門図書館員は一般的な経営学および親機関の情報活動と情報資源のマネー

ジメントに秀でていなければならない。親機関のビジネス使命，目標，方針，手順，全体的な

構造，キーパーソンを含めた親機関に対する総合的な理解が専門図書館員に要求されるように

なり，一般的な経営学の理論や原理は専門図書館員にとって重要な知識領域になっている。専

門図書館員はまた，親機関の様々な部署のマネージャーや様々な階層の人々とコミュニケート

し，共に働くことができなければならない。

図書館情報学部は，情報マネージャーとしての専門図書館員を育成するためには，コミュニ

ケーション，人的資源問題，計画，予算と財政，マーケティング，対費用効果のあるパフォー

マンス，生産性，利益性，およびリーダーシップを強調しなければならない。

「4)情報資源」

専門図書館員は，クライアントが必要とする情報資源の同定，選択，入手に関心を抱いてい

る。専門図書館員は親機関に対して常に注意を払い，有用性を確かなものにするために現在の

コレクションを知り，その強みや弱みを測る方法を知り，コレクションを構築していく必要が

ある。専門図書館員はまた，コレクションの共有や他図書館との協力の機会を知っていなけれ

ばならない。

必要な情報が同定・入手されたならば，その情報は可能な限りアクセス可能とする必要があ

る。各図書館のコレクションの性質の相違や自動化の度合いによって，個々の専門図書館は分

類や情報の組織化において異なるかも知れないが，情報は益々電子形で保管され，アクセスさ

れるようになっている。そのため，データベースの設計・構築やシソーラス構築は重要なスキ

ルになっている。専門図書館では未だに伝統的な情報源を収集し，組織化・分類しているの
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で，専門図書館員にとって現在の目録法，分類法，索引・抄録法の知識は重要である。

「5)情報サービス・製品の評価」

専門図書館は利用者中心 (user-driven)の図書館である。クライアントのリクエストに対し

て即時に応えるのが当たり前である。また，情報サービスのすべての側面の正確な評価が致命

的に重要である。様々な測定・評価法，特に費用対効果に関する測定・評価法は専門図書館員

にとって必須の知識である。親機関から情報資源を使った際の原価回収，さらには利益を生み

出すことを要求されている現在，評価は企業図書館員や他の情報専門家が図書館の存在意義を

正当化するための必須のツールになっている。

以上が「大学院教育声明」の概要である。大学の法学部図書館の図書館員，博物館や美術館の図書

館員など，様々な専門図書館員が存在するが，「大学院教育声明」の中の専門図書館員は企業図書館

員が主体になっている。SLAの機関誌：Special Libraries 誌上に掲載される専門図書館員論がほと

んど企業図書館員論であることから，専門図書館界では特に企業図書館員の重要性が増していたと推

察される。

なお，1990年には，上記の「大学院教育声明」を契機に，またそれをベースに，ヒル (Hill, L.)が

専門図書館員養成論を展開している。ヒルは，「大学院教育声明」に大方賛成しながらも，上記のウッ

ヅワース等の言説を引き合いに出して，大学図書館員の育成も専門図書館員の育成もあまり変わりな

く，その 2つは収斂に向かっていると論じている 34)。

3 まとめ

以上，ALAの 1992年の図書館・図書館研究修士プログラムの認定基準と，その改定の背景として

改定までの図書館学教育や図書館現場の状況を考察した。

1992年基準をその前の基準である 1972年基準と比較すると，その大きな特徴は，1992年の認定

基準で初めて「図書館・情報研究」(library and information studies)という名称が用いられ，「図書

館・情報研究」とは「記録可能な情報と知識，及びその管理と利用を可能にするサービスと技術に関

わるものであり，それは情報と知識の創造，コミュニケーション，同定，選択，収集，組織化と記述，

保管と検索，保存，分析，解釈，評価，総合，提供，および管理を含む」，と広く定義したことであっ

た。認定基準がその後，2008年，2015年と改定されても，その定義は変更されることなく，その後

も続いていることにその定義の意義深さを感じる。因みに，日本では従来，筆者も含めて多くの研

究者が「library and information studies」を「図書館情報学」と訳しているが，2015年の認定基準

作成に関連する文献の中で「library and information studies」は「library study」と「information

study」の合成語であることが判明した。そのため，この論稿では「図書館・情報研究」と訳した。

もう 1つの変更は，1972年基準が公共図書館や大学図書館に就職するライブラリアン養成を主目

標にしていたのに対し，1992年基準は専門図書館員養成（情報学修士や情報資源管理修士のプログ

ラム）も認定対象にしたことであった。また，1972年基準があらゆる図書館に就職可能なゼネラル・

ライブラリアン養成を主目標にしていたのに対し，1992年基準は情報資源管理修士プログラムのみ
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も認定の対象にした，すなわち，専門図書館員の養成だけを目標にしているプログラムも対象にした

ことであった。

上記のような変更に関しては，SLA等からの圧力もあり，また，1970年代から 1980年代にかけ

ての ITCの進展も影響していた。さらには，1978年から 1991年までに 14の ALA認定の図書館情

報学部が閉鎖に追い込まれたという事実（現象）も大きく影響した。

SLA等からの圧力に関しては，1972年の認定基準作成の際には，SLA，ASIS，SAA等，関連協

会の協力を得ることが出来ずに改定しているが，1992年の認定基準作成の際には，それら協会の代

表も改定委員になっており，そのために専門図書館員の養成も本格的に検討されるようになり，情報

学修士や情報資源管理修士につながるプログラムも認定の対象になった，と推察される 35)。

そのような時代的背景を，2 章で，1 節「1978–1991 年間における 14 図書館学部の閉鎖」，2 節

「1980年代における大学図書館員と情報技術」，3節「1987年時点における図書館学教育の状況」，4

節「1980年代後半における図書館学教育の改革論」，5節「1980年代における専門図書館員養成論と

専門図書館協会 (SLA)の大学院教育に関する声明」，と細分化して考察した。

山本が 1992年に論稿「苦悩するアメリカ図書館学教育」で，「最近，（中略）アメリカの図書館情

報学教育を牽引してきた一流のライブラリー・スクールまで募集停止の措置をとり，輝かしい歴史の

幕を閉じようとしている」と記しているが，アメリカの図書館学教育は山本が論じたような「やわ」

なものではなく，その後，伝統とバイタリティによって見事復活している。

しかし，より妥当な解釈は次のようなものであろう。すなわち，1960 年代に将来の予測を誤り，

1970 年代以降多くの図書館学部が設置された。しかし，その後の経済的不況により，調整（閉鎖）

を余儀なくされた。1978–1991年間における 14図書館学部が閉鎖に追い込まれたが，それが刺激と

なって，SLAや ASIS等も加え，更には ICTの要素も取り入れて，養成に責任を持つ ALAは 1992

年に認定基準を大幅に改定した。そして，徐々にではあるが，21世紀になると数の上では 1960年代

とあまり変わらない程度に復活した。

1970年代から 1980年代にかけてのアメリカの図書館の状況や図書館学教育は，今後わが国が図書

館員の専門職化や図書館情報学教育を考えて行く際にも参考になると思われる。
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論文

20世紀後半における英国，及び米国の図書館と日本の図書館政策への
その影響～ポスト福祉国家の我が国図書館を展望する～

嶋田 学
(奈良大学 文学部教授)

British and US libraries in the second half of the 20th century and
their influence to Japanese library Policies —Prospecting of

libraries in Japan beyond post-welfare state—

By Mabanu SHIMADA

(Professor, Faculty of Letters, Nara University)

抄録

本稿は，20世紀後半における英国，及び米国の図書館政策を概観し，日本の図書館政策への影響

を検討することにより，現在の図書館状況の背景を析出し，その要因の検討を通して次代におけるわ

が国の図書館政策を展望するものである。

前半では，英国でのサッチャー政権による新公共経営により公共サービスの環境に大きな変化が現

れたことと，その後のブレア政権による反動的な政策によって図書館がどのような影響を受けたかを

描く。また，米国での新自由主義的な政策によって，伝統的な図書館サービスがどのような影響を受

けたかについて概観する。

後半では，日本における 70年代以降の図書館転換期を概観しつつ，英米の政治経済状況の影響に

よる政治思想と諸制度の変化による影響を検討する。

結論では，フラット化した国際政治，経済状況の中で，国民一人ひとりが，どのように地域社会で

自立的，主体的に生きていくために，図書館はどのような役割を果たすべきについて展望する。

Abstract

This paper begins with an overview of the library policies of the U.K. and the U.S. in the

latter half of the 20th century, examining their impact on library policies in Japan. In the first

half, we describe how the public service environment underwent a major change due to the new

public management under the Thatcher administration, and how the library was affected by

the subsequent reactive policy of the Blair administration. It also gives an overview of how

traditional library services were affected by neoliberal policies in the U.S.

In the second half, we will examine the impact of changes in political ideology and institutions

due to the influence of the political and economic situation in Britain and the U.S., while

reviewing the transition period in Japanese libraries which began in the 1970s.

In conclusion, we look at the role that libraries should play in order for each citizen to live

independently and proactively within the community, considering the environment of flattened
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international politics and the economic situation.
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はじめに

20世紀中盤すぎまでの英国および米国の公共図書館政策は，日本の公共図書館へ多大な影響を与

えた。ところが，20世紀最後の四半世紀以降，経済状況が悪化する中，いわゆる「小さな政府」路

線のもとにおいて，両国における公共サービスは縮減され，今日に至っている。この両国からの影響

を，特に今日の時点で再評価し，今後の動向を探ろうとするものである。

本稿はまず，こうした図書館サービスの変化を，英国に関して考察する。次に，このことを米国に

ついて考察する。この世紀末における両国の図書館政策，新公共経営 1)(以下，NPM)は，20年遅れ

て登場したわが国に波及した。そこで，日本の公共図書館はどのような変化を求められたのかを概観

する。

その結果，公共経済の領域を支える財政が縮小せざるを得ない状況が続く一方，高度に発展した資

本主義経済は，いわゆる中間層を切り裂き，持つ者と持たざる者の格差を広げる状況を生んだ社会情

勢の中，公共図書館は，教育文化施設としてだけでなく，個人の自立はもとより，コミュニティの醸

成や社会的包摂といった地域振興や福祉施策の面においても，社会的格差解消のためにその機能が期

待され役割を広めつつあることを確認する。

ただし，このように図書館に求められる役割が質量ともに拡大する一方，公共サービスに割ける財

源が縮小しているというトレードオフに，公共図書館は責められている。

結論として，上記の検討に立って日本の図書館の今後を占おうとするものである。

1 図書館王国のサッチャー激変，ブレアによる転生

戦後から 1970 年代にかけ，「ゆりかごから墓場まで」という言葉に象徴される英国の福祉国家政

策は国民からの大きな支持を受け，保守，労働の両党の政権交代を繰り返しつつも維持され続けた。

このような政治経済状況の中，英国の公共図書館は発展を続けることになる。とりわけ，「コミュニ

ティ図書館」という考え方が 70年代中盤に注目を集め，実践が始まりつつあった。それは選んだ資

料を整理してただ来館者を待つだけではなく，様々な事情で，読書や情報サービスから疎外され恵ま
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れない人々やコミュニティに向けて，サービスポイントを効果的に配置し，図書館員がそのコミュニ

ティに出向いて多様な情報サービスを提供するという活動である。彼ら図書館員は単にコミュニティ

での貸出サービスを展開しただけでなく，失業者に対する就職相談やマイノリティに対する様々な情

報サービスを行った。その実践は報告書『コミュニティ情報：公共図書館にできること』として 1980

年に英国図書館協会から発刊され広く普及した 2)。しかし，そうしたコミュニティ図書館の隆盛に

影を落とす政治経済状況が生まれることになる。これが 1970年代の労働党政権下での図書館政策で

ある。

1979年，労働党に変わってサッチャー (Margaret Hilda Thatcher)による保守党政権が誕生した。

いわゆる「英国病」と言われた経済問題を克服すべく，サッチャーは「小さな政府」を標榜し，国家

と地方の公共支出の抑制を政策の主要課題とし，地方税の税率制限や国営企業の民営化，行政サービ

ス部門への市場競争原理の導入を進めた。いわゆる NPMによって，公共サービスのリストラクチャ

が国家的規模で展開された。

このような動きは公共図書館の相次ぐ閉鎖や，開館時間の短縮，スタッフの削減など，深刻な影響

を与えた。例えば 1974年には，週 60時間以上開館している図書館は，イングランドとウェールズ合

わせて 229館あったが，1992年にはわずか 18館にまで減少した。また，1985年には 648万冊あっ

た貸出冊数が，1991年には 568万冊へと低下した。また，イングランド北東部の都市ニューカッス

ルにおいては，80年代前半からの 10年間に市の中央図書館と 21の地区分館の開館時間が 35%短縮

されたほか，スタッフも 20%減員されている 3)。

さらに英国図書館界に衝撃を与えたのが，地方行政分野への強制的な競争入札制度 (compulsory

competitive tendering=CCT) を広汎に導入するという施策の発表である。しかし，こうした制度

の導入が，図書館サービスの向上に好結果をもたらすことはないとして，英国図書館協会 (Library

Association=LA)は，2月 27日を「私たちの図書館を守る日」と定め，1992年，ロンドンにおいて

全国集会を開いた。そこには図書館関係者にとどまらず，図書館を取り巻く状況に懸念を持つ教育，

学術，出版関係者が集まり，保守，労働，自由民主の各党を代表して出席した政治家に図書館問題へ

の取り組みを質した。

こうした「小さな政府」路線が続く中で，図書館に限らず教育や医療の荒廃が深刻化した。病院の

待機リストが増加し，手術を受けるまでに数ヶ月待たされることも常態化していたし，民営化された

鉄道では，運賃が値上げされたにもかかわらず，事故や遅れが多発した。また，公立学校の設備や環

境は劣悪なまま放置され，若年層の長期失業者も増加し，それは犯罪の増加という形で社会に暗い影

を落としていた。山口二郎は，「1990年代には，『小さな政府』の弊害が明らかになっていた」と述

べ，「人頭税」導入が国民の猛反発を招いてすぐに撤回されたことなども上げ，保守党政権の綻びを

指摘している 4)。

そうした状況下の 1992年，総選挙において優勢といわれながら 4連敗を喫した労働党は，党首に

選んだジョン・スミスが 2 年後急死したことを受けて，1994 年若干 41 歳であったトニー・ブレア

(Anthony Charles Lynton Blair)を党首として選出した。

ブレアは，「脱社会主義化」と「グローバル化への対応」という二つの政策理念への転換を図ろうと

した。「脱社会主義化」とは，国有化や「大きな政府」路線といったこれまでの政策と決別し，市場
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経済を大前提としながら，社会正義や公平性を追求しようとするものである。労働党の特色としての

富の分配への関心を維持しつつ，分配を可能とする富の創造を重視し，市場における個人や企業の可

能性を伸張すべく資本主義経済に対する好意的な姿勢を労働党の経済政策として展開しようとした。

「グローバル化への対応」とは，政府支出によって雇用を創出し福祉を増進するという従来のケイ

ンズ主義的福祉国家から路線を変更することを意味する。グローバル経済下においては，高い租税を

嫌って企業が国外へ移転することが起きるため，一国単位の政治経済システムで高度な福祉国家を維

持することは難しくなったといわれている 5)。しかし，スウェーデンやフィンランドのように，高い

税率と福祉国家を維持しながら，良好な経済成長を続けている国もある。これらの国では，IT（情報

技術）の普及により高質な労働力を創出し，情報産業や自動車産業などで比較的優位な状況にある。

そこでは，単に人々の生活を分配によって支える福祉ではなく，人々の能力を高め，経済的な活力を

高めるために，教育や若年層に対する職業訓練など雇用に関する福祉施策が展開されている。

山口二郎は，「人々の依存心を助長するのではなく，人々が自立し，社会に参画することを後押し

することこそが，政府の役割である」とする労働党の新たな理念を紹介し，こうしたモデルを「環境

整備型国家」，「人間の力を強化する国家」と解説している 6)。

英国労働党は，そのような新しい福祉施策をモデルとして，福祉国家の現代化を目指した。こうし

た政策転換が功を奏し，1997年 5月の総選挙で労働党が圧勝，43歳の若き首相が誕生した。

1997 年 10 月，政府の図書館情報委員会 (Library and Information Commission) は，公共図書

館ネットワーク構想についての報告書『新しい図書館：国民のネットワーク』(New Library: The

People’s Network) を発表する。この構想は，英国の公共図書館すべてをインターネットに接続さ

せ，図書館ネットワークを構築し，それを全英情報インフラストラクチャーにリンクさせるというも

のである。図書館情報委員会のM.エバンズ委員長は，「紙の形態による資料はこれからもわれわれ

の生活や文化で中心的役割を果たし続ける。しかし，教育，レファレンス，中央・地方政府などに関

する情報を中心に，電子媒体によるアクセスやデリバリーの増加に伴い，公共図書館の機能は転換を

迫られている。公共図書館は進展する情報社会で中心的な役割を担っていくのである」と述べている

7)。また，この報告書には，将来公共図書館が担うべき役割として以下のことがあげられている。

1. あらゆる人々にネットワーク社会の恩恵を提供する場

2. 地域情報センターとして，文化・娯楽・生活関連情報などの提供によるコミュニィへの貢献

3. 学習情報の提供および学習者への支援を通じた教育への貢献

4. 紙媒体から電子媒体まで，教育，ビジネス，調査研究といったあらゆる情報ニーズに応じられ

る「最初の拠り所」(first resort)

5. 国民が民主主義の形成過程に参加できるよう，国内外の情報・サービスにアクセスでき，中

央・地方政府，議員との意見交換のできる場

この報告に対する政府の見解が 1998年 4月に発表された。政府は，情報化時代のさまざまな目的

を達成するために，公共図書館 ITネットワークが中心的役割を担うべきであるという認識から，図

書館情報委員会の報告書を支持し，構想の実現化へ向けて支援していく姿勢を示した。また，政府

は，英国の公共サービスの中で，公共図書館が最も重要かつ尊重されているサービスであり，人々の
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生活，経済，教育といった面に重要な役割を果たしているとした上で，伝統的なサービスである貸出

やレファレンスだけでなく，IT技術を駆使した生活情報や就労情報の提供など，地域情報センター

としてコミュニティでより中心的な役割を果たすことを求めている。公共図書館 ITネットワークの

実現へ向けた政府の提案は以下のようなものである 8)。

1. 図書館情報委員会に公共図書館 ITネットワーク作業部会を創設し，その計画，施行，維持管

理の任務にあたる

2. コンテンツの作成については，教育のニーズと商業機会を考慮して，資料の電子化を行う（資

金は国営宝くじ基金から 5,000万ポンド出資）

3. ITに対応できるようにするため，27,000人の図書館職員，教師，学校図書館員を養成する（資

金は国営宝くじ基金から 2,000万ポンド出資）

4. ハードウェア，ソフトウェア，遠距離通信網などのネットワークのインフラ整備を民間と連携

して行う（今後 2年間は，文化・メディア・スポーツ省及びウルフソン財団による公共図書館

チャレンジ基金から 600万ポンド出資）

5. 現在，公共図書館で障害となっている接続費用について，政府が電気通信庁 (OFTEL)と通信

事業者間で料金の割引交渉を行う

6. 政策と資金調達分野で中央政府，地方当局，民間部門が連携をはかり，その調整は図書館情報

委員会の作業部会が行う

さらに英国の文化・メディア・スポーツ省 (Department for Culture, Media and Sports)は，2000

年 5月 15日「公共図書館基準に関する諮問文書」（以下基準案）を表した。政府は基準案の前文で，

公共図書館が文化政策において果たすべき役割として次の 5点をあげた。

1. 学校教育から社会教育まで，あらゆる学習環境を補助する

2. 世界中の情報への公共的な窓口となる

3. 情報弱者と強者のギャップを埋める

4. 公共サービスの改善を促進する

5. 商業・経済の発展を支える情報を提供する。

基準案はこれらの役割を果たすための要件を提示するものであり，1964年の「公共図書館及び博

物館法」が公共図書館に求めている「包括的かつ十分なサービス」を具体化したものでもある 11)。

図書館を所管する各行政庁 (library authority)は，遅くとも 2004年までにこれらの基準を達成しな

くてはならない。文化・メディア・スポーツ省は，各行政庁から提出された図書館年次計画 10)に基

づいて基準の達成度を調べ，各図書館の活動を監督する役割を担っている。

こうした中，2000年 9月には，ブレア首相は，政府の情報化政策である「UKオンライン」(UK

online)を進める上で，「国民のネットワーク」をはじめとする図書館プロジェクトが重要な役割を果

たすと述べた。このように国民の自立を支援することで，労働環境を改善しながら貧困の解消に努め

つつ経済発展を目指す一方，ブレア政権は社会的排除対策室を設置し，英国における社会的包含の理

念を政策に取り入れている。この政策を受ける形で，図書館情報委員会は，2000年 3月に「図書館：
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その包含の本質」(Libraries: The Essence of Inclusion) という文書を発表した。それは，失業者，

低所得者，障碍者などの社会的弱者を社会的排除から守るために図書館の機能を活かそうという政策

指針であった。

2003 年には，文化・メディア・スポーツ省が『将来に向けての基本的考え方—今後 10 年の図書

館・学習・情報』(Framework for the Future -Libraries, Learning and Information in the Next

Decade)という図書館政策文書を発表した 11)。この文書は，「図書館の位置づけ」，「図書館の新し

い使命」，「本，読書，学習」，「ディジタル・シティズンシップ」，「コミュニティと市民的価値」，「改

革の実行」という各章からなり，図書館の重要性とあるべき姿，これからの施策が具体的にわかりや

すくまとめられている。例えば「図書館の位置づけ」では，図書館が地域の人々のだれも差別せず暖

かく迎える空間を提供し，意欲的な市民活動（シティズンシップ）を支援するとし，知識とスキルと

情報はわれわれの生活にとって，経済的にも社会的にも，また市民生活においてももっと重要にな

り，そうした資源，情報をだれもが利用できるようにするのが図書館であるとしている。

また，「図書館の新しい使命」として「読書と非定型学習の促進」，「ディジタル・スキルや電子政

府などのサービスへのアクセス」，「社会的排除 (Social exclusion)を克服し地域のアイデンティティ

を構築し，社会参加を進展させる」の 3 項目を図書館の使命の根幹としている。さらに「コミュニ

ティと市民的価値」では，図書館がコミュニティのみんなの「頼みの綱」であるとし，大多数の住民

にとって，安全で友好的で，分け隔てなく地域のすべての人に開かれた空間であり，その役割を維持

し続けるには，コミュニティのニーズにきちんと対応していく必要があると指摘している。つまり図

書館が，情報提供やスキルアップなど，コミュニティのニーズに合った生涯教育プログラムを多面的

に展開することで，豊かな市民生活を支えなくてはならないという方針が示されている。

ブレア政権下では，図書館政策をはじめとする教育や文化，情報化施策によって国民の自立を支え

る新たな福祉政策を展開するとともに，それに伴って上質な労働力を創出し経済発展を支えようとす

る「第三の道 12)」を進むことになり，図書館の役割が新たな展開を見せることになった。しかし，

一方で 1980年以降の貸出冊数は減少を続けていた。1993/94年度には英国全体で 5億 5242万冊の

貸出があったが，2003/04年度には，3億 4092万冊に減少し，国民 1人当たりの貸出冊数も，9.05

冊から 5.72冊に減少した。貸出減少の原因として，図書費や開館時間の減少，個人の書籍購入費の

増加，成人読書時間の減少，自宅でのコンピュータ利用の普及などが調査の結果浮かび上がった 13)。

国家戦略としての情報化政策において，新たな活路を見出し，着実にその計画を実行しつつある英

国の公共図書館であるが，一方で「小さな政府」路線で失った伝統的な図書館サービスへの信頼を取

り戻すような資源の集中的な投下を期待する声もあった 14)。英国の図書館政策の課題は，国家プロ

ジェクトとしての IT戦略により図書館の役割を高めるとともに，コミュニティの拠り所である空間

としての図書館サービスを，さらに豊かにしていくものとして展望されていた。

いずれにしても，英国において世界的な資本主義の構造転換の中で，いかにして民主主義理念に基

づく個人の自由を獲得するかが，図書館政策と実践の大きなテーマであったことがうかがえる。次章

では，米国における同時期の図書館政策と実践を概観し，英国との相違点を確認する。
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2 大衆図書館国からレーガノミックスを経て，電子社会における図

書館再構築へ

1963年 1月，ケネディ大統領 (John F. Kennedy)は，教育に関する特別教書の中で，公共図書館

の課題について次のように述べた。

「公立図書館は継続教育のために重要な機関である。それにもかかわらず，1,800 万人の国

民が依然として公立図書館サービスを受けていないし，1億 1千万人以上が不十分なサービス

しか受けていない」

ケネディ大統領は，1956年「図書館サービス法」による財政支援を農村だけでなく都市部にも適用

すること，建設にも補助金を出すことを主張した。これを受けて，1964年に「図書館建設及びサー

ビス法」(Library Services and Construction Act=LSCA)が制定された。この法律による補助金の

運用は政府の指導性と利用者との協働を踏まえた制度設計となっている。州が連邦補助金を受けるに

は，州の図書館振興機関が，州内の図書館発展に関する基本計画，長期計画，単年度計画を作成し，

教育省連邦教育局に提出する必要がある。計画策定に際しては，連邦教育局の図書館計画担当職員と

協議するとともに，図書館の代表および利用者の代表（構成員の 3分の 1）も協議に加わることが義

務付けられている。

この法律は，「図書館サービス」「公立図書館の建設」「図書館の相互協力」「高齢者サービス」の 4

つの章で構成されており，「図書館サービス」は次のような項目からなっている。

1. 不利益をこうむっている人（識字学級，成人教育学級，遠隔の地や外出困難な人など）への

サービス。

2. 刑務所，感化院，精神病院，療養所，老人ホーム，など施設収容者へのサービス。

3. 身体障害者へのサービス。

4. 英語をよく使えない人へのサービス。

5. 州の図書館振興機関の強化。

6. 大都市公立図書館の充実。

1974年，連邦議会は「図書館と情報サービスに関するホワイトハウス会議」を 1978年に開催する

という決議を採択した。ホワイトハウス会議とは，「特定の問題に関心をもつグループの考えと政治

的な訴えを聞くために，大統領が時おり使う 15)」会議方法である。ケネディ大統領の図書館政策は

その後も何とか継承されたが，三代後のフォード大統領 (Gerald R. Ford Jr.)はその会議の予算を認

めなかった。だが，1979年，次のカーター大統領 (James E. Carter)の下では行われた。会議の目

的は，1980年代の図書館の進むべき道を明らかにすること，とりわけ連邦の役割を示すことであっ

た。州ごとに予備会議が開催され，そこで代表に選ばれた 911人が本会議に参加した 16)。規定によ

り，参加者の 3分の 2は図書館および情報サービスに従事していない，普通の市民であった。

開会式で図書館の役割についてふれたカーター大統領は，図書館員の穏健で筋道の通ったガイダン
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スが得られるかどうかが，成功と失敗の分かれ道になるとし，情報への接近を保障することに関する

政府の責任を指摘し，意思決定過程から一般市民を閉め出すことの危険性を強調した上で次のように

述べた 17)。

「この社会で，多くの人が情報への接近の点で孤立している。聴覚障碍者や視覚障碍者，寝

たきりの人，苦境にある人，遠隔地の住民は，明確な例である。」

川崎良孝は，不十分なサービス状況を打破するために農村部に限定されていた図書館整備策が，

1964年の「図書館建設及びサービス法」によって，すでに整備が進んでいた大都市に重点が移され

たことに違和感を示すとともに，サービスの空白地帯が減少しているにもかかわらず，実際に図書館

を利用できない人がそれほど減っていないことを指摘している 18)。表 1は，1970年代の大都市と

その周辺郡の人口変化と図書館の貸出冊数の変化を示したものである。

表 1 大都市とその周辺の郡との貸出冊数の比較

人口の変化 a 貸出冊数の変化 b

クリーヴランド −19% −37%

クヤホガ郡 −2 +21

ボルティモア −11 −40c

ボルティモア郡 +3 +71

オークランド −8 +18

アラメダ郡 +8 +36

セントルイス −17 −33

セントルイス郡 +3 +16

サンディエゴ +15 −20

サンディエゴ郡 +34 +66

シアトル −8 +10

キング郡 +7 +25

ワシントン D・C −10 −42

フェアファックス郡 +8 +34
a1970～1977 b1970～1978 c1969～1978

出典 Lawrence J. White, The public library in the 1980’s, p.26. 19)

周辺郡においては，人口の増加に比して貸出冊数の増加比率が高く，都市では，人口の増加率より

も貸出冊数の減少率が高いことが読み取れる。川崎によるとこの減少は，交通機関の発達により，大

都市部の中産階級が郊外の住宅地へと移転し，逆に地方から黒人やプエルトリコ人，メキシコ人など

が都市へ集中してきたことに遠因があるとしている。

当時の図書館は英語を「読める人」をサービスの対象としていた。しかし，都市へ流入した多くの

貧しい人々は，英語の識字率の低い人々ばかりであった。例えばオハイオ州の商工業都市クリーヴラ

ンドでは，1970年にはアフリカ系アメリカ人が 59%，スペイン系 20%，白人 20%，ネイティブ・ア

メリカン 1%という人口構成であり，住民の 75%が経済的に苦しく，英語をまったく，あるいは不

十分にしか読み書きできなかった。

また，白人居住地区と非白人居住地区における図書館分館設置率や平均蔵書冊数に，大きな隔たり

があることも指摘されている。表 2は，1960年の国勢調査をもとにしたデータであるが，最も格差

が大きい都市では，分館の設置率が 6倍，平均蔵書冊数では 2.3倍，白人居住地が非白人居住地のそ
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れを上回っている。

表 2 白人，非白人地域における図書館設置率と平均蔵書冊数

分館設置率 平均蔵書冊数
白人 黒人 倍率 白人 黒人 倍率

南部
バーミンガム 26 7 3.7 22,152 10,234 2.2

ワシントン D・C 21 7 3.0 35,382 19,593 1.8

メンフィス 9 5 1.8 20,458 11,370 1.8

アトランタ 17 11 1.6 16,943 10,924 1.6

ニューオリンズ 6 8 0.8 21,316 16,099 1.3

ジャクソンビル 20 29 0.7 34,127 14,793 2.3

その他
フィラデルフィア 12 2 6.0 31,507 36,270 0.9

デトロイト 8 3 2.7 26,311 16,811 1.6

ニューヨーク 8 9 0.9 31,608 20,646 1.5

サンフランシスコ 20 33 0.6 19,084 21,163 0.9

出典 International Resarch Associates. Access to public libraries, 1963, p.58. 20)

1964 年の公民権法が成立する前の 1962 年に米国図書館協会 (American Library Associa-

tion=ALA) は図書館の利用上の差別に関する調査を進めることを決定し 1963 年に調査報告書

『公立図書館へのアクセス』を公表した。

このような状況の中，図書館サービスにアウトリーチという概念が出てくることになる。その実践

はクリーヴランド公共図書館によって始められた。アウトリーチとは，図書館空白地帯への図書館設

置や移動図書館サービスの提供を示すのではなく，サービスエリアの中にありながら，サービスが及

んでいない特定の集団に向けて行われるサービスを意味する。具体的には，視覚障碍者などの障碍

者，入院患者，非識字者，少数民族，スラム地域の住民，受刑者などである。

アウトリーチサービスは，人口構成の変化による図書館利用の低下，差別解消意識の高揚，「偉大

な社会」の建設や「貧困との闘い」という連邦政府の政策を背景として，1960年代の中盤から本格

的に取り組まれた。現代的な表現を用いるならば，公共政策のセーフティーネットとしての機能を図

書館が担うこととなった。しかし，1960年代後半には図書館財政が危機を迎え，アウトリーチサー

ビスは苦境に立たされることになる。

表 3 は，43 の大都市の市全体の歳出総額と図書館費の推移を比較したものである。1961 年から

1971年の市全体の歳出上昇率が 147.0%であるのに対し，図書館費は 99.6%の上昇率に止まってい

る。これは，各市の図書館につき 100万ドル以上の減収となったことを示している。しかし，80年

代には厳しい財政状況の中，不況にあえぐホームレスへのサービスを実施している。具体的には，生

活情報や福祉情報の提供などを警察や福祉機関などと連携しながら実施した。

英国同様，1980年代以降，レーガン及びブッシュ大統領時代には新自由主義的な政策方針のもと，

「小さな政府」を掲げた国家政策の中で，「図書館建設及びサービス法」への予算がゼロ査定される

ことが繰り返された。その時限立法である「図書館建設及びサービス法」が最終年を迎える 1996年

9 月，米国図書館協会など図書館団体の強い働きかけによって，従来の「図書館建設及びサービス

法」の大部分と高等教育法の一部を包括する「図書館サービス及び技術法」(Library Services and
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表 3 大都市の歳出と図書館費の変化

市の歳出総額 図書館費総額
計 各市の平均 上昇比率 計 各市の平均 上昇比率

1961 6,388,121 148,560 96,524 2,244

1962 6,791,688 157,946 6.3% 101,747 2,366 5.4%

1963 7,196,375 167,357 12.7 106,024 2,465 9.8

1963/64* 7,523,160 174,957 17.8 114,041 2,652 18.1

1964/65 8,055,469 187,336 26.1 123,956 2,882 28.4

1965/66

1966/67 9,762,403 227,032 52.8 133,691 3,109 38.5

1967/68 11,242,557 261,454 76.0 149,059 3,466 54.4

1968/69

1969/70 14,868,284 309,755 108.5 195,228 4,067 81.2

1970/71 17,592,105 366,502 147.0 215,061 4,480 99.6

注 単位は千ドル．*は会計年度の変化による．
出典 Cathleen Palmini, A study of urban library needs, p.39. 21)

Technology Act : LSTA)が成立した 22)。成立の背景には，クリントン政権の「情報スーパーハイ

ウェイ」構想など，図書館環境の急激な変化に「図書館建設及びサービス法」では，十分に対応でき

ないという事情があった。

「図書館サービス及び技術法」は，「技術を利用した情報アクセス」と「特殊サービスを利用した情

報収集・組織化・提供能力の強化」を支出項目としてあげている。前者は，ネットワーク技術への電

子的アクセスを強化し，情報資源の共有化を促す目的を持つものであり，後者は貧困地区に居住する

児童や僻地などの従来の図書館サービスではその恩恵を十分に受けることのできなかった利用者層を

ターゲットにしたアウトリーチサービスを展開するとともに，生涯教育のための図書館サービスの充

実を目指している 23)。

この「図書館サービス及び技術法」が施行された 1996年，ニューヨーク公共図書館に「科学産業

ビジネス図書館（Science, Industry and Business Library，SIBL 以下シブル）がオープンしてい

る。シブルには，130万点の資料と 11万種類におよぶ逐次刊行物が集められている。所蔵資料の分

野は，マーケティング，広告，バイオ・テクノロジー，コンピュータなど幅広く，企業年鑑や貿易統

計，政府刊行物，投資情報なども提供されている。とりわけ特許と商標に関しては全米一で 1790年

以来の内外 1800 万件以上の資料が収集されている。また，200 種類以上の新聞・雑誌が閲覧でき，

ビジネス関連の視聴覚資料も視聴できる。シブルの最も注目すべきサービスは，「電子情報センター」

で，72台のインターネット接続端末で，150種類以上の高価なデータベースが無料で利用できる。ま

た，起業や経営に関するセミナーを開催し，ビジネスに欠かせない情報提供を行っている。『未来を

つくる図書館』でニューヨーク公共図書館を詳しく紹介しているジャーナリストの菅谷明子は，「公

共図書館が利潤の追求を目標にする『ビジネス』に加担するのはどうか，という見方もあった。しか

し，雇用の流動化や情報化に拍車がかかるなか，高度な情報にアクセスするのが難しい個人や中小の

企業などに対する支援は図書館元来の使命と一致する」と指摘し，ビジネスサービスが個人の経済的

自立を促し，地域経済の活性化にも役立つと考えられるようになったことが，米国でのビジネス支援

サービスの展開につながったと解説している 24)。
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ニューヨーク公共図書館には，シブルのような専門図書館以外に，地域密着型のサービスを展開す

る 85もの地域分館がある。分館には，様々な分野の資料が収集されているのであるが，菅谷は，日

本の図書館との大きな違いとして，図書館が市民の暮らしを幅広くサポートし，地域の情報拠点とし

ての役割を担っていることを指摘している 25)。例えば，各分館には，「地域情報サービス・コレク

ション」と題した棚があり，高齢者，教育・就職・職業訓練，政府，社会・健康，住宅・消費者，障

碍者，親・子ども・ティーン，エイズといったテーマや対象ごとに，ガイドブックが用意されている

ほか，政府，NPO，学校，市民団体による冊子やパンフレットなどの情報がファイルにまとめられ

ている。このような資料を市民が有効に利用できるよう，レファレンスカウンターには司書が常駐

し，市民への丁寧なアドバイスがなされている。また，こうした資料提供に止まらず，読み聞かせや

詩の朗読，法律や税金相談，料理教室，語学教室，ドラック・アルコール講座，妊娠カウンセリング

といった多様な講座が実施されている。2001年には，ニューヨーク公共図書館の分館全体で 2万 7

千回開催され，のべ 50万人の市民が参加している。

米国においては，市民とって公共図書館は地域生活になくてはならないものとなっている。米国

と日本の図書館数と貸出数の比較をしてみると，2000年の段階で，全米には約 1万 6千の公共図書

館があるが日本では 2,639 館，貸出冊数は米国の 17 億 1396 万点に対して，日本は 5 億 2357 万点

となっている。また，日米の人口あたりの図書館数を比較すると，日本では人口 4万 9千人に 1館

だが，米国では 1万 6千人に 1館となっている。両者とも，ほぼ 3倍の差があることが読み取れる

26)。ある米国コンサルタントは，市民の 83%が「図書館と図書館司書は民主主義の基本となる役割

を果たしている」と高い信頼を寄せていることを指摘している 27)。

米国の図書館も，英国と共通する政治経済状況の中，図書館財政の危機を迎えつつも，資本主義経

済の進展により生じた貧困などの社会問題に対し，民主主義的な自由の獲得を，図書館という機能に

よって行おうとした政策と実践が伺えた。

次節では，戦後日本の図書館政策を概観し，その現状と課題を整理したい。

3 日本の図書館政策 I ～民主化時期，高度成長期とその余慶～

戦後，連合国軍（以下 GHQ）に占領された日本は，新憲法制定をはじめとする様々な改革が進め

られていた。図書館分野については，GHQの教育・文化部門を担当する民間情報教育局（以下 CIE）

のもと，図書館法の制定に向けた取り組みが始められた。

表 4 は，戦後すぐの図書館数と蔵書の統計である。戦災で館数において 21.5%，蔵書においては

25%の減少となった。1920年には，1,064館であった公立図書館数が 2,544館と倍以上増加してい

るが，その実態は，都道府県立の 15館，市立の 63館を含め 1,265館は，蔵書が 3,000冊にも満たな

い貧弱な図書館であった 28)。

こうした実態を調査した第一次米国教育使節団は，戦後の経済や財政状況の厳しさを考慮し，無償

利用の推奨や文部省に図書館事業管理者をおき図書館活動を促進すること，児童図書の充実などいく

つかの改善点は示したものの，大胆な勧告は差し控えた。

CIEの図書館担当官として来日したフィリップ．O．キーニーも，極度の枯渇状態にあった日本の
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表 4 公共図書館の現状（1946年 5月 1日）

館数 蔵書冊数 一館平均
蔵書冊数

都道府県立 73 3,251,425 44,540

公 市 立 200 2,334,829 11,674

町 立 564 975,444 1,729

村 立 1,669 728,975 437

立 組 合 立 38 80,525 2,119

計 2,544 7,371,198 2,898

私立図書館 584 — —

出典 佐藤政孝『図書館発達史』 みずうみ書房, p.300.

図書館の再建復興には，現存する図書資源を有効活用するより道はないという考えを示していた 29)。

1946年，文部省担当官，日本図書館協会および図書館関係者，それに CIEのキーニーらが図書館

法制定に向けて研究活動をはじめた。この研究は，『図書館法規に規定されるべき事項』としてまと

められ，文部省主催の全国都道府県中央図書館長会議に提案されたが，多くの異論が出されたため，

同年 8月に，全国各ブロックの代表と主要図書館長を集めた，「図書館法規に関する研究協議会」が

設置された。そこでまとめられた『図書館制度改革に関する委員会報告』の骨子は次のようなもので

あった。

1. 図書館の設置を市町村に至るまで義務とする

2. 公共図書館に対する国庫補助金の交付を行う

3. 国および地方に図書館連絡事務局および管理機関を設置する

4. 司書養成制度を確立する

以上の骨子は図書館界の要望が大きく反映したものであったが，翌年 1947年に文部省がまとめた

『公共図書館制度刷新要綱案』では，費用がかかるということや，他の行政施策とのバランスなどを

理由に，市町村に及ぶ義務設置の規定，国庫補助金の拠出に関する規定などが全面的に削除された。

この提案を受けた全国都道府県中央図書館長会議は猛反発し，再度上記 1.2.の 2点をあくまで法案

条項に組み入れることを確認し文部省に迫った。

その後 1948年 11月，文部省担当官，日本図書館協会および図書館関係者，それに CIE図書館担

当官が協議を重ね，『公共図書館法案』を文部省に提出した。1949年 2月に文部省から改めて示され

た『公共図書館法案』は，図書館界の要望した事項がほぼ全面的に盛り込まれた法案で，館界はこれ

を歓迎した。

しかし，インフレの進行と疲弊した国庫財政のもと，GHQから実施を迫られていた「経済安定九

原則」が法案の前にたちはだかり，財政負担の軽減が至上命題化する中，図書館法そのものの成立す

ら危ぶまれる情勢となった。このような状況のもと，文部省当局，図書館界双方とも，理想に走ら

ず，現実的な図書館法の制定をはかることが重要との判断をし，市町村に及ぶ設置義務，公共図書館

に対する国庫補助金の交付，国および地方に図書館連絡事務局および管理機関の設置，司書養成制度

の確立など断念した。こうして 1950年 4月 30日に「図書館法」は公布された。

さて，英米の図書館法の性質から鑑みて，図書館の設置を政府が義務化するという条項は地方自治
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の精神からみて推奨されるべきものではないと考えるのが妥当である。英米においても，中央政府

（連邦政府）が自治体の図書館政策に責任を持つという法律条項はあるが，それはあくまで自治体間

の格差を是正したり，ナショナルミニマムとしての図書館サービスに対して国としての責務を表した

りするものであった。実際，図書館界の中にも，設置の義務化を疑問視する見方も存在した。

日本の図書館法は，実質には乏しいが，豊かな理念を盛り込んだものであるという見方がある。図

書館法の内容を逐次検討する事は本論文の主目的ではないので，図書館政策として重要と思われる条

項について検討をする。

まず，第 1条には，上位法である社会教育法の精神に基づき，図書館設置，運営に必要な条項を定

め，国民の教育と文化の発展に寄与すると定められている。社会教育法は教育基本法の精神に基づい

て立法されており，それは言うまでもなく憲法の精神に基づく。森耕一は，図書館法の理念が，憲法

第 25条の生存権，第 26条の学習権，第 21条の表現の自由などを保障する上で，極めて重要な役割

を果たすと述べている 30)。

次に第 3条であるが，「図書館は，図書館奉仕のため，土地の事情及び一般公衆の希望に沿い，更

に学校教育を援助し得るように留意し，おおむね左の各号に掲げる事項の実施に努めなければならな

い」とされている。例示されている事項は以下のとおりである。

1. 郷土資料，地方行政資料，美術品，レコード，フイルムの収集にも十分留意して，図書，記録，

視覚聴覚教育の資料その他必要な資料（以下「図書館資料」という。）を収集し，一般公衆の

利用に供すること。

2. 図書館資料の分類排列を適切にし，及びその目録を整備すること。

3. 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち，その利用のための相談に応ずるように

すること。

4. 他の図書館，国立国会図書館，地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書

館又は図書室と緊密に連絡し，協力し，図書館資料の相互貸借を行うこと。

5. 分館，閲覧所，配本所等を設置し，及び自動車文庫，貸出文庫の巡回を行うこと。

6. 読書会，研究会，鑑賞会，映写会，資料展示会等を主催し，及びその奨励を行うこと。

7. 時事に関する情報及び参考資料を紹介し，及び提供すること。

8. 学校，博物館，公民館，研究所等と緊密に連絡し，協力すること。

佐藤政孝は，第 3条を「図書館奉仕の観念を明確にした」として，図書館のあり方を明示し，一般

公衆の利用に資する活動面を強調したことを法のめざしたものとして解説している 31)。次に第 4条

では，図書館における専門職員を司書，および司書補として規定している。これまでの図書館事業の

不振の原因は職員制度の不備にあったとの指摘もあり，この条項の意義は大きいとされている 32)。

更に重要な条項として，第 17条「公立図書館は，入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる

対価をも徴収してはならない」という無料の原則がある。

しかし，図書館法制定後も入館料を徴収したり，たとえ無料であっても入館受付を行ったり，登録

に際して保証人を求めたり供託金を請求するなど，図書館の停滞の原因となる運営が続いていた 33)。

図書館が真に住民にとって身近なものになるには，1963年に日本図書館協会から発刊された『中
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小都市における公共図書館の運営』（通称「中小レポート」）の普及と，その具現化をはかる東京都日

野市立図書館の登場を待たねばならなかった。これについては，次節で詳しく検討するが，文部省に

よる図書館政策をもう少し検討してみる。

図書館法は，図書館行政が目指す理念を簡潔に示したものであったが，具体的な基準やサービス目

標は，基準案が作成されていたにもかかわらず省令として示されることはなかった。基準案は，1972

年に「公立図書館の設置および運営に関する望ましい基準；基準案 1」が，1973年に「同基準案 2」

が社会教育審議会施設分科会図書館専門委員会報告として出されている。この基準案には，図書館

サービス網の適正範囲やサービス目標，人口に対する分館の規模など，具体的な数値をあげて図書館

サービスの基準を示しているが，それは長らく放置されたままであった 34)。

さて，戦後の社会教育政策の中で，公共図書館はどのような位置にあったのか，指標のひとつとし

て補助金の交付額を見てみる。表 5は，公民館等社会教育施設費に対する国庫補助金の推移を集計し

たものであるが，1975年，公民館の 44億円に対し，図書館は 7億 2千万円に止まっている。図書館

は最も多い年でも，19億 8千万円（1981年）であり，その年の公民館 124億 9千万円から見ると，

相当の差が見て取れる。

公民館も設置主体は市町村であり，義務設置ではなかったことから，自治体が図書館よりも公民館

を多く望んだからこそ補助金申請が相対的に多かったと考えるのが妥当であり，文部省の社会教育政

策が公民館に傾斜していたとは一概に言えない。しかし，公民館は図書館法のように独立法で規定さ

れていない反面，社会教育法の 1 章を割いて規定されていることに注目する必要がある。上野景三

は，公民館が社会教育法制のなかで社会教育を振興する手段として位置づけられ，社会教育施設のな

かでも中核的な施設として位置づけられていたとし，「住民の身近な施設として設置され，社会教育

における住民自治の象徴」としての性格を持たされてきたと述べている 35)。

以上のように，1950 年に図書館法が公布されたものの，図書館の発展はすぐには覚束なかった。

また，文部省は社会教育の振興について，公民館を基盤とした施策の展開に力を注いでおり，1970年

代に入っても図書館のサービス基準を議論しながらもこれを省令として告示しないなど，積極的な展

開があったとは言い難い。

1963年に日本図書館協会から発刊された「中小レポート」は，図書館界に公共図書館とはこうあ

るべきだという明快なメッセージを発信した。戦後，日本図書館協会の建て直しを図った事務局長の

有山崧が，清水正三を中小公共図書館運営基準委員会の委員長に置き，全国の若手図書館員を集め，

公共図書館の現状とこれからの図書館運営についてまとめたレポートである。その中心に掲げられた

テーゼは「中小公共図書館こそ公共図書館である」というものであった。当時県立図書館を中心とす

る大図書館が優位にある中，利用者は生活圏にある地域の図書館を望んでいるのであって，大図書館

は，中小図書館の後ろ盾としてあるべきだという方向転換を促した。また，この理念を実現する方法

として，図書館奉仕の中でもとりわけ館外奉仕の重要性を強調し，分館，貸出文庫，移動図書館車

などを用いて全市的なサービスを実施する必要性を説いた。奉仕人口 5 万人を図書館サービスの単

位とし，毎年図書の新鮮さを保ちつつ最低限の蔵書約 3万冊を維持するには，年間最低でも 262万

8千円の図書費が必要であるとしている 36)。「中小レポート」は，中小都市における図書館の現状を

解説した後，図書館奉仕計画の立て方や図書館資料の整理方法，管理方法等について記述されている
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表 5 公民館等社会教育施設費に対する国庫補助金

(単位 千円)

年度 総額 内訳

1975 8,168,000 公民館: 275館 ×@16,000 (53.9%)

図書館: 20館 ×@36,000

博物館: 8館 ×@36,000

他

1978 11,088,600 公民館: 306館 ×@24,000 (66.2%)

図書館: 20館 ×@45,000

博物館: 10館 ×@45,000

他

1981 16,965,000 公民館: 403館 ×@31,000 (73.6%)

図書館: 36館 ×@55,000

博物館: 13館 ×@55,000

他

1984 13,117,500 公民館: 247館 ×@31,000 (53.3%)

図書館: 32館 ×@56,000

博物館: 10館 ×@56,000

他

1987 7,895,000 公民館: 148館 ×@31,500 (59.1%)

図書館: 21館 ×@56,000

博物館: 6館 ×@56,000

他

1990 7,927,000 公民館: 144館 ×@31,500 (57.2%)

図書館: 21館 ×@56,000

博物館: 5館 ×@56,000

他

1993 7,927,000 公民館 (61.4%)

一般: 143館 ×@31,500

大型: 6館 ×@85,000

図書館: 23館 ×@56,000

博物館: 4館 ×@56,000

他

1996 6,276,000 公民館 (68.3%)

一般: 143館 ×@31,500

過疎: 15館 ×@21,500

大型: 19館 ×@85,000

図書館: 23館 ×@56,000

博物館: 4館 ×@56,000

他

出典 内田純一「資料編 統計」『現代公民館の創造—公民館 50年の歩みと展望』 p.466.

他，公共図書館の役割を住民の「知る権利」を保障することとし，その機能は資料提供および住民の

資料要求を増大させることであるとし，理念と実践をあわせたハンドブックとして活用できるもので

あった。

そして 1965年，1台の移動図書館車からスタートする日野市立図書館が開館した。人口 6万 8千

人の日野市において，初年度 6万 5千冊を貸出し，13.37%の利用登録率を得たことで，日野市立図

書館は，「中小レポート」で定義された，公共図書館の本質的な機能は資料提供であるという主張を

実証したことで大きな注目を集めた。ちなみに 1965年の人口 7万人以下の市立図書館の平均貸出冊
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数は，1万 8千冊で，登録率は 2%であった。

日野市立図書館は，貸出とレファレンスサービスという 2つの機能を「いつでも，どこでも，誰に

でも，何でも」の 4つの面において展開しようと試み，1.なんでも貸出すことを徹底すること，2.レ

ファレンスサービスをすすめ，市の情報センターとして機能すること，3.児童へのサービスをさらに

すすめること，を基本計画に据えた。

日野市立図書館の実践は，東京多摩地区を中心に少しずつ広がっていった。ここに，自由に本棚か

ら本を取り出せ，無料で貸出を受けられ，図書館から遠い地域には移動図書館車が巡回に出向いてく

るという全域サービスを含めた図書館モデルが登場した。

そのような中，1970年 5月，『市民の図書館』（日本図書館協会）が刊行され，市立図書館運営の

教科書として広く普及し，その実践は全国に広がった。『市民の図書館』は，「市町村立図書館は公共

図書館の中核である」と宣言し，住民に直接サービスできるのが市町村立図書館であり，その発展こ

そが重要であることを強調した。また，「市立図書館は全市民に奉仕する」とも述べ，市民の税金で

運営される公共図書館が，掛け声だけでなく，真の意味ですべての住民へのサービスを展開するため

に子どもからお年寄りまで，またどの地域に住んでいても図書館サービスが享受できるよう努める重

要性を説いた。そして，「市立図書館はひとつの建物ではない」とし，本館，分館，移動図書館など

からなるひとつの組織としてサービスを実施する必要性を説いた 37)。『市民の図書館』発刊後，これ

を全国に普及する活動も始まった 38)。その後，70年代から 80年代前半に向けて，日本の公立図書

館設置が飛躍的に進められることとなる。

さて，自治体における図書館政策についても概観したい。1969年，東京都では，美濃部都政下に

おいて，『図書館政策の課題と対策』が発表され，都内の区市立図書館のサービス目標や設置基準な

どが示された。それによると，当面の施策として 1km圏に 1館，貸出の目標は住民の 20%の登録，

年間住民 1人あたり 4冊，住民 1人あたりの蔵書冊数は 1冊とされた。そして，都が果たすべき行

政課題として，1.設置促進についての行政指導，2.設置促進についての財政援助，3.人事制度の確

立，4.都立図書館の奉仕機能の充実などがあげられた 39)。

また，区立図書館は巨大図書館よりも地区図書館が優先されるべきこと，市町村立図書館について

は，未設置の 10市と人口 4万人以上の町にまず図書館が設置されるべきであるとし，施設費補助と

して図書館，移動図書館車の建設，購入費の 2分の 1，資料費については開設後 3年間資料費の 2分

の 1の補助が示された。1970年の『東京の社会教育 40)』には「スタートする東京の図書館づくり」

という特集が組まれ，区の地区図書館 125館，市町村の中心館 14館，地区館 51館の合計 190館，建

設費約 109億円のうち，都が 55億円を負担，図書購入費は 3か年にわたり 2分の 1にあたる 20億

円の補助が報じられた。この後，様々な紆余曲折を経て実施されたこの政策は 1976年，都の財政事

情の悪化を理由に中止されることとなった。表 6は，東京都の図書館振興の達成率であるが，2000

年の数値は，多摩地域の図書館が，都の振興策が廃止された後も，都の基準を目標に自治体独自の図

書館政策を進めてきた結果である。

奥泉和久は，市町村立図書館の充実を図るには，国の補助金に頼るだけでは限界があり，都道府県

の図書館振興策が必要であるとし，その際に，サービス（貸出冊数）目標を設定し，補助金交付要件

として，有資格館長，専門職員の配置，図書費補助の 3つをおくことが質の高い図書館振興につなが
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表 6 東京都の図書館振興の達成率

1977年度 2000年度
当面の計画 達成値 達成率 将来目標 達成値 達成率
将来目標 (%) (%)

図書館数 61 76 124.5 139 169 122

(館) 143 53.1

床面積 68,445 40,591 59.3 94,870 132,250 139

(m) 124,480 32.6

登録者 487 609 125 1,170 1,743 149

(千人) 924 65.9

貸出冊数 9,786 10,532 107.6 27,308 26,701 98

(千冊) 21,060 50

蔵書数 3,825 2,944 77 7,802 15,116 194

(千冊) 6,798 43.3

職員数 813 403 49.6 1,300 1,623 125

(人) 1,034 39

平均 90.5 137.8

47.3

出典 『戦後の出発から現代まで』 日本図書館協会, p.152

るとしている 41)。

この東京都の振興策の考え方を取り入れて効果的な図書館振興を進めたのが滋賀県である。1973

年滋賀県は『滋賀県総合発展計画』を策定し，この中で文化政策の充実を謳っていた。そこで滋賀県

は 1974年日本図書館研究会 42)に県立図書館の基本構想について調査を委託した。1975年に報告さ

れた『滋賀県立図書館の基本構想に関する調査報告書』には，新館建設が県民文化向上の緊急な課題

であるとしながらも，県下の市町村立図書館の設置率が全国で最も低いことを指摘し，県として市町

村立図書館の振興を図る方策を実施すべきこと，県立図書館の役割は，県民に直接サービスする市町

村立図書館を支援する図書館サービス網を築くことであり，市町村への財政援助を県として促進すべ

きことなどが提起されていた。1979年には滋賀県教育委員会から『図書館振興に関する提言』がまと

められ，1981年度から図書館建設費，移動図書館車購入費の補助，図書館購入費の補助が始まった。

1988年には市立図書館の設置率が 100%に達したが，町村立図書館は 14%と全国平均の 17%を

下回っていた。そこで滋賀県教育委員会は『市町村立図書館の建設へ向けて』という小冊子を発行し

市町村への働きかけを強めた。そして，単に設置率を引き上げるだけでなくその内実を高めるため，

図書館の延床面積が 600㎡以上あることなどを補助の条件とした。その後，滋賀県の市町村立図書館

は発展を続け，2002年には全国平均が 4.7冊程度であった住民 1人あたりの貸出冊数において，こ

れまで不動の位置にいた東京都を凌ぎ，7.6冊と第 1位となった。

さて，まとめとして，図書館数，及び図書館経費について比較を試みたい。（表 7，表 8，表 9を参

照）図書館数において日本は米国のおよそ 3分 1，英国の 3分 2程度である。

また，英国全体の公共図書館年間総経費は 930,911,442ポンド（日本円で 1,629億 950万円）であ

り，1館当り 225,184ポンド（日本円で 3,941万円）である 43)。（日本円換算については 2001年の

為替相場の年平均値，1ポンド＝ 175.00円として計算）

また，米国の公共図書館総運営予算は，全国（50 州およびコロンビア特別区）で 82 億 2,261 万

42



表 7 日本の公共図書館数の推移

区分 計 都道府県立 市 (区)立 町立 村立 組合立 法人立

平成 2年度 1,950 70 1,275 521 48 3 33

平成 5年度 2,172 66 1,392 619 59 2 34

平成 8年度 2,396 66 1,473 745 74 5 33

平成 11年度 2,592 65 1,548 856 89 3 31

平成 14年度 2,742 64 1,616 927 99 8 28

平成 17年度 2,979 62 2,129 697 65 2 24

出典 文部科学省 「平成 17年度社会教育調査 2調査結果の概要」

表 8 英国の図書館数（2001年度）

区分 公共図書館 モバイル サービス
ライブラリー (台) ポイント (カ所)

イングランド地方 3,146 473 15,411

ウェールズ地方 314 66 546

スコットランド地方 561 93 763

北部アイルランド地方 149 32 383

UK 全体 4,170 664 17,103

出典 「UKの公共図書館」p.103.

表 9 米国の図書館数（2001年度）

設置機関 図書館数 割合

Municipal government 地方自治体 4,993 54.7%

County/parish 郡/行政区 976 10.7%

City/county 市/郡 90 1.0%

Multi-jurisdictional 総合司法区域 492 5.4%

Nonprofit association of agency libraries 非営利団体 1,359 14.9%

School district 学校区 775 8.5%

Other その他 135 1.5%

合計 9,129 100.0%

出典 「アメリカの公共図書館」p.153.

9,000 ドル（日本円で 9,992 億 9,489 万円）となっており，1 館当りの予算額は約 90 万ドル（日本

円で 1 億 938 万円）である 44)。（日本円換算については 2001 年の為替相場の年平均値，1 ドル＝

121.53円として算出）

日本の状況であるが，臨時的経費を入れても 120億 1,452万円で，1館あたり 4千 481万円となっ

ている。この数値が図書館という機関，機能への理解と評価の現われである。

4 日本の図書館政策 II～貸出王国型余慶国への NPM型政策の上陸～

2001年 4月 26日に「聖域なき改革に挑む」と宣言して小泉内閣が発足した。「民間に出来る事は

民間に」をスローガンに，様々な公共サービスの民営化が試みられた。

バブル経済崩壊後の不況による税収減と，景気対策としての公共事業により，国と地方の財政赤字

は，2001年度末には 666.4兆円に達していた。このような中，「構造改革なくして景気回復なし」と

いう小泉首相のキャッチフレーズは，国民に痛みを伴う改革への協力を求め，国民は高い支持率でそ
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れに応えた。国債 30兆円以下という公約を筆頭に，小泉政権はいわゆる「小さな政府」に向けて舵

をきることになる。財政赤字を減少させるためには，非合理的な行財政構造を改革しなければなら

ず，民間手法を積極的に取り入れ，サービスの向上とコストの削減を同時に行う改革が必要であると

の政治指針は，「財政改革集中プラン」策定の要請など，地方への行革推進として始まった。

また，「地方に出来ることは地方で」という言説で地方分権の推進も進められた。合併特例法によ

る市町村合併の推進もさることながら，「三位一体改革」と称された行財政改革が地方に及ぼした影

響は大きい。2002年の「骨太の方針 2002」で概要が示され，2004年度この制度改革によって，国庫

支出金が 1兆 300億円，地方交付税が 2兆 9000億円，それぞれ削減され，6600億円の税源移譲が行

われた。税源移譲額よりも補助金削減額のほうが大きかったため，地方自治体からは税源移譲が不十

分だとの不満が噴出した。地方交付税と財源対策債とを合わせて約 2兆 9000億円（削減率 12%）の

削減は，財政担当者から「16地財ショック」と称され，2004年度（平成 16年度）の予算が組めず，

基金の取り崩しなど大きな混乱を地方自治体に及ぼした 45)。上記のような社会状況により，「公共

サービスの市場化」が進展することとなった。

「公共サービスの市場化」とは，行政事務事業のアウトソーシングや，公の施設の管理運営を包括

的に民間に委ねる「指定管理者制度」の導入などによって，行財政の効率化とサービス向上を図ろう

とする政策を指す。

以上のように，自治体を取り巻く状況は大変厳しいものとなっていた。さて，この公共サービスの

市場化は，図書館にどのような影響を及ぼすことになったであろうか。

その特色は，NPMの影響を受けた経営手法によって，民間企業の経営理念，手法が移入されたこ

とである。「よいサービスをより安く」住民に提供するために自治体が採用したのが図書館の各種業

務のアウトソーシングである。これまで，施設管理としての警備や清掃，図書館整理業務としての資

料データ作成や資料装備などの業務は委託されていが，この時期から図書の貸出，返却，調査相談な

どのカウンター業務の委託が相次いで行われ始めた。

図書館におけるカウンター業務は，単純な本の貸出・返却業務のみを指すのではない。利用者との

対話や統計分析から利用傾向を把握し，数多の出版情報から適切な選書を行うとともに，リクエスト

やレファレンスと呼ばれる調査相談業務を行い，地域の読書ニーズに応えていくという，専門性と継

続性が求められる業務である。

自治体が委託する民間企業で働く職員は，多くが最低賃金に近い金額であり，雇用時間も社会保険

料を負担しない範囲に止める企業があったり，委託先の更新が 1年ごとにあるため不安定な雇用条件

にならざるを得ないなど，雇用に関する問題が多い 46)。

こうした環境で働く職員は，安定的，継続的な条件で業務に携わることが出来ないため，上記のよ

うなカウンター業務の専門性を維持したり，コミュニケーションを蓄積し，信頼関係を築くことに

よって可能となる地域住民へのサービスを十分に行うことが出来ない。つまり，このような職員体制

では，これまで英国や米国の事例で見てきたような，本来図書館がコミュニティに対して働きかける

べき教育的，文化的な役割を担うことが期待出来なくなってしまう。

そもそも，民間経営手法の導入によってコスト削減を図り，行政サービスの向上を図ることが目的

であった行財政改革であるが，人件費の削減策が，不安定雇用の温床になっているのではないかとい
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う批判や，「行政サービス」における「公共性」の確保自体が危ぶまれるのではないか，という批判

がなされるようになった。

図書館界は，こうした業務委託に異議を申し立てている。その主な理由は，利用者の要求が見えな

くなり，要求を踏まえた政策づくりが困難になること，安定的継続的な業務によって蓄積，継承され

る専門的なカウンター業務が，委託会社の雇用する契約社員 (職員)では困難であることなどである

47)。

これまでの議論では，今日の政治経済的な背景が，図書館職員の専門性の維持を困難にしている主

たる原因の様であるが，もっと根本的な事情は日本の図書館政策に専門職員制度がないことである。

図書館法は公布以来，専門職員としての司書を「置くことができる」としているものの，無条件の必

置は明言していない。補助金を受ける図書館に義務付けられていた館長の司書資格要件（図書館法第

13条 3項）は，司書の必置を維持していた唯一の根拠法令であったが，2000年の地方分権一括法で

削除された。

現代の日本の図書館における司書の業務が，専門的な職務に当たるかどうかの議論は置くとして，

英米では図書館司書は専門職としての地位が制度的にも文化的にも保障されており，その英米から学

んだ日本の図書館も，司書を専門職員として位置付けるべきだという議論が延々と繰り広げられてき

た。滋賀県のように県の図書館政策が市町村での司書職採用に影響を及ぼした例などを除き，日本で

は，各基礎自治体の裁量で司書を専門職として扱うかどうかが判断されてきたのである。しかし，実

際には公立図書館に専門職員としての司書が，公務員として配属されることは，一般的とは言えない

状況になりつつある。

ちなみに，2016年までに指定管理者制度により運営されている図書館は 530館で，公立図書館全

体の 16.5%となっている。経費を抑えつつ開館日・時間の拡大を図ることで住民サービスの向上を

図り，自治体の直接雇用職員を減らすことで行革への効果を上げようと，多くの自治体で制度導入が

検討され続けている。

5 結論：ポスト NPM恐慌後の図書館政策の展開

2003年，菅谷が『未来をつくる図書館』を刊行し，第 2章で紹介したニューヨーク公共図書館を

紹介したことで，わが国でもビジネス支援図書館という言説と活動がおこり，課題解決型サービスと

いう施策も登場した。これは，財政状況が厳しくなる中，自治体内における図書館の政策的優位性を

高め，市民にも図書館の多様な機能とその発展可能性を示したいという図書館関係者による努力の現

れである。

一方で，指定管理者制度の制度導入を進めた総務省の姿勢は微妙なものだ。2010年 12月 28日に，

総務省自治行政局長名で出された「指定管理者制度の運用について」という通知では，制度導入は，

あくまで公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を，議会の議決

を経て指定するものであって単なる価格競争による入札とは異なるという指摘や，雇用・労働条件へ

の適切な配慮がなされるよう留意を求めるなど，自治体における制度導入によって顕在化していた諸

問題について是正を求めている 48)。
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また，2017年の第 193回国会総務委員会おいて，図書館，博物館，公民館，児童館等の業務は，「教

育，調査研究，子育て支援といった政策的な役割を有していること」，「地方団体からは，司書や学芸

員などの専門性の高い職員を長期的に育成，確保する観点から，指定管理者制度を導入していない」

という意見が多いこと，また，「実態としても指定管理者制度の導入が進んでいないこと」などを踏ま

えて，地方交付税交付金の算定におけるトップランナー方式の導入を見送ることを決めている 49)。

2011年 3月 11日の東日本大震災以降，防災意識や地域で支え合うコミュニティづくりへの関心の

高まり，あるいは地域活性化やにぎわい創出という施策において，図書館や博物館などの社会教育施

設の役割が見直されてきた。単に本の貸出だけでなく，地域課題の解決に役立つ図書館という施策の

方向性が図書館関係者はじめ，行政関係者や図書館に関心のある人びとからも聞かれるようになって

いた。

主権者である私たちの適切な判断を支えるのは，権力から独立した存立基盤をもつ情報・教育提供

機関であるべきだ。わが国の公立図書館は，教育行政を司る教育委員会のなかの教育機関として存在

している。しかし，この原則を大きく揺るがす法改正が 2019年 6月になされた。

2018年から文部科学省は，中央教育審議会の生涯学習分科会に「公立社会教育施設の所管の在り

方等に関するワーキンググループ」を設置し，公民館や図書館，博物館などの社会教育施設を地方公

共団体の長が所管できる特例を認めるべきかについて検討していた。

公表している「公立社会教育施設の所管の在り方等に関するワーキンググループにおける論点整理

（案）」50)によれば，当該地方の実情を踏まえ，効果的と判断される場合には，政治的中立性の確保

に関する制度的担保がおこなわれることを条件に，可とすべきとしている。

なぜ，この議論がなされているかと言えば，「近年，地域活性化・まちづくりの拠点，地域の防災

拠点などの新たな役割が期待され，地域課題解決に向けた活動の拠点としての役割を果たすことが一

層必要となっている」51)からであり，公立博物館については「特に，観光振興が地域経済の活性化

に大きな影響を与えている」52)ので，「まちづくり行政，観光行政等の他の行政分野との一体的な取

組をより一層推進するため」53)に地方公共団体の長が所管することを可能とする特例について議論

する必要があったためだ。

一方，この論点整理（案）では，繰り返し「社会教育に関する事務については今後とも教育委員会

が所管することを基本とすべき」と述べていて，教育行政の独立性・中立性をめぐる議論への配慮が

うかがえる。

社会教育施設を地方公共団体の長が所管できる特例については，その後，「地域の自主性及び自立

性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」として 2018年 12月 25日

に閣議決定され，2019 年 6 月 7 日に成立，公布された。これにより，「社会教育法」，「図書館法」，

「博物館法」及び「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」等の一部が改正された。

例えば，「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第二十三条（職務権限の特例）の改正に

より，「当該地方公共団体の長が，次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し，

及び執行することとすることができる」とされ，「一 図書館，博物館，公民館その他の社会教育に関

する教育機関のうち当該条例で定めるもの（以下「特定社会教育機関」という。）の設置，管理及び廃

止に関すること（第二十一条第七号から第九号まで及び第十二号に掲げる事務のうち，特定社会教育
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機関のみに係るものを含む。）と規定され，社会教育施設が首長部局により所管できる法律が整った。

この法改正について議論していた中央教育審議会 (以下，中教審)生涯学習分科会の「公立社会教

育施設の所管の在り方等に関するワーキンググループ」が提起していた「政治的中立性の確保」につ

いては，「社会教育法」第 8条の二に，社会教育施設を地方公共団体の長が，管理，執行する際には，

「当該教育委員会の意見を聴かなければならない」とされ，また，第 8条の三では，当該施設の管理お

よび執行に際して，「その職務に関して必要と認めるときは，当該特定地方公共団体の長に対し，意

見を述べることができる」という規定が設けられ，必要な場合には，首長に対して，意見の聴取や具

申の機会が担保されるにとどまった 54)。

さて，このようにいよいよ図書館は，教育文化施設という枠を法的にも超えることを示唆する状況

が生まれた。より，自治体や地域社会の中で賑わい，多くの人々が集うことで人と人との交流が生ま

れ，コミュニティの活性化につながるという活動イメージが醸し出されている。

図書館の運営も，図書館司書が自己完結的に行うのではなく，市民協働や行政連携，あるいは官民

連携などの試みもはじまり，多様な機能を多彩なプレイヤーが協働，融合的に進めるという方向性も

示されている 55)。

岩手県紫波町のオガールプロジェクトは，官民連携により公共の土地に民間のノウハウを活かした

公共施設を整備し，商業施設と公共施設が共存してサービスを展開しつつ，テナント貸付収益の一部

を公共サービスの財源へと還流させるロールモデルを示した。紫波町図書館は，農業支援など活発な

活動によってオガールプロジェクトの象徴的な公共部門として注目を浴び，「稼ぐ公共施設」の一翼

を担っている 56)。

財政民主主義の中での政策優位性の確保や財源の割り振りの仕方という根本的な課題を避けて通る

ことはできない。政治の大きな流れとして，反緊縮という政策も注目されつつある。一方で，公共の

領域を官が独占的に政策決定し，運営企画を進めることの限界も見え始めている。図書館の本質論を

巻き起こしつつ，商業施設との融合による空間づくりやデザイン力で多くの来館者を迎えた「ツタヤ

図書館」の挑戦は，その後の公共図書館整備に大きな影響を与えた。

ただ，「ツタヤ図書館」のように，東京にある文化を指定管理者から「図書館パッケージ」として

購入するというやり方では，地域独自の文化振興や持続可能な人的交流の未来は見えないのではない

だろうか。

自治体がイニシアティブをとり，住民や地元企業に加えて都市のアイデアや多様なタレントをコー

ディネートし，公共空間でありながらも地元で経済還流が生じる「稼げる公共」を目指すことが注目

されている。官民連携が，今後の地域経済への波及効果も含めてチャレンジのし甲斐がある取り組み

であるとするならば，図書館は何ができるであろうか。

劇作家の平田オリザは，中央の資本力による地方経済の画一化によって，地域の文化までが市場化

され，地域社会が疲弊することに警鐘を鳴らしている。その地域らしさや独自の文化を育てることに

よって，住民が地域への誇りと愛着を持てるようにしなければ，東京一極集中の流れを止めることは

できないだろうと述べている 57)。平田はこのような地域それぞれの営みを「文化の自己決定能力」

と呼び，これを育てることを手放すべきではないと訴えている。

そのように考えるとき，図書館部門は直営を維持し，住民とともに育つ司書をしっかりと育成し，
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地域の教育文化の拠点としての図書館が機能することが望まれる。

また，地域にある「モノ」，「コト」にこだわり，これを活かすイノベーションを，優れたタレント

を掘り起こし，光を放つ存在へと高めることが重要ではないだろうか。「観光」は，その土地の「光」

を「観る」という意味合いからも，そこにしかないもの，そこにあるから輝くものに光を当てること

が求められる。こうしたことは，歴史や文化から学べることが多い。まさに，図書館の機能と役割が

期待されるところではないだろうか。

この混迷する時代には，地域から光を放ち，一人ひとりが生きる意味を見出せるまちづくりを，図

書館を活かして営まれるために，図書館政策の更なる検討と真摯な実践が要請されている。そのため

に研究者として何をなすべきかが，ますます問われている。
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論文

学校図書館におけるプロフェッションの交錯的併存
－養成科目「読書と豊かな人間性」の検討を踏まえて－

坂下 直子
(京都女子大学兼任講師)

Issues of the Curriculum in School Librarianship in Japan

By Naoko SAKASHITA

(Adjunct Instructor at Kyoto Women’s University)

抄録

日本の学校図書館法には，司書教諭と学校司書の 2職種が明記されている。近年法制化された学校

司書の養成について，文部科学省のモデルカリキュラムをもとに，大学等での学校司書養成が開始

された。本稿では，養成科目のうち，司書教諭と共通する科目の 1つである「読書と豊かな人間性」

に着目し，学校図書館法に並記された 2職種の役割を分析することから，学校図書館における “プロ

フェッション”の当為について検討した。

分析の対象として，2019年 1月に全国学校図書館協議会が作成した 2つの講義指針及び学校司書

養成開始大学における当該科目のシラバスを比較検討した。その結果，司書教諭と学校司書の養成上

において，不明瞭な点が明らかになった。また，文部科学省や全国学校図書館協議会が提唱する 2職

種の “読書”に関する職務分担についても，齟齬が生じていた。具体的には，“読書”において両職種

が担うとされている “指導”と “支援”の役割分担について，理念と内実の曖昧さ等である。結果と

して，学校図書館における 2職種制の限界及び再考の必要性及び，真の “プロフェッション”の確立

の所為が不可欠なことを，現実に露呈したものと，本稿は結論する。

Abstract

The Japanese school library law stipulates two types of job title : “sisho-kyouyu” and “gakko-

sisho”. Regarding the training of “gakko-sisho” recently legalized, training at universities was

started based on the model curriculum of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science

and Technology (MEXT). In this article, the paper focuses on “reading and rich humanity”

which is a subject common to“sisho-kyouyu” among training subjects, the ideal situation of

“profession” in school library was examined by analyzing the roles of two occupations listed in

the School Library Law.

As a target of analysis, the paper compared the two lecture guidelines prepared by the Japan

School Library Association (J-SLA) in January 2019 and the syllabuses of this subject at the

universities where future librarians started training. As a result, unclear points were found in

the training of “sisho-kyouyu” and“gakko-sisho”. There were also gaps about the division of

duties related to the “reading” of the two occupations advocated by the MEXT and the J-SLA.
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Specifically, it is the ambiguity of the philosophy and the truth about the division of roles of

“teaching” and “support” that both occupations assume in “reading”. The results of this study

suggested the limitation of the two-job system in school libraries, the need for reconsideration,

and the importance of establishing a true“profession”.

はじめに

日本の図書館界で “プロフェッション”という言葉が注目されたのは，1967年に石塚栄二が「プロ

フェッションとしての協会を」1)を著してのち，「プロフェッションと司書職制度」2)を，日本図書

館協会の機関誌である『図書館雑誌』に掲載して以降であると考えられる。おりしも，「図書館の自

由に関する宣言」の改訂及び「図書館員の倫理綱領」の作成に際して，図書館員の専門性を吟味する

ことに関係者の関心が集まっていたころであった。これについては，福井佑介が詳細かつ緻密な論

考を著している 3)。福井によれば，「図書館の自由に関する宣言」は，1954年の採択時には “図書館

人”の責務の視点で作成されたが，1979年の同宣言の改定時には変化があり，採択時の視点は「図書

館員の倫理綱領」に受け継がれたと結論づけており，当時の関係者の認識の変遷が理解でき，それに

連なる現在の図書館員の専門性を考究する上で興味深い。

また，岩猿敏生も「大学図書館の職員制度」4)の中で「専門職 (profession)」と記載し，海外にお

ける “比較図書館学”5)という領域を日本でもと提言後，「アメリカの大学図書館における academic

statusの問題」6)で，日米の “プロフェッション”を比較したのち，「プロフェッションとしての大

学図書館員の問題」7)を発表した。“プロフェッション”の定義及び用語解釈については，「職業は，

英語ではオキュペーション occupationあるいは プロフェッション profession，トレード trade，ボ

ケーション vocation，コーリング calling，ドイツ語ではベルーフ Beruf，フランス語ではメティエ

métierがこれにあたる。オキュペーションは，時間と精力とがこれに占有される仕事という意味で

ある」8)[下線部は筆者による]とあるが，本稿では職業という定義に加えて，専門職ないし専門家と

いう意味で用いる。

これらは元来，主に医学界や法曹界，宗教界などで使用された言葉であるが，日本の図書館界にお

いて公共・大学図書館の司書の専門職制を論じる際にも用いられてきた。藥師院はるみは「断ち切れ

ぬ議論」9)と表現し，図書館界における専門職概念の継続的な追求について，限界を指摘した 10)。

大城善盛は，「我が国の図書館界では専門職の概念も明確化されていない状況にある」11)とした。し

かしながら本稿では，藥師院が述べているように「これまで反復されてきた諸議論は，専門職や専門

性という言葉の呪縛によって，この隔たりをまたぎ越すことができず，むしろ議論すればするほど，

司書に関する問題に対して，既存の専門職概念を持ち込んでしまう」12)ことを自覚しながらも，言

葉の呪縛を解いて，特に学校図書館における “プロフェッション”について小論を試みる。

日本における先行研究には，古くから今日まで学校図書館の専門職制について触れたものはある

13)が，大学等関連機関の講義指針やシラバスを調査材料として用いて，“プロフェッション”の当為

を探ることを目的として分析検討したものは，管見の限り見当たらない 14)。本稿では，司書教諭に
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加えて，2014年に法制化された学校司書を養成するために，2016年に文部科学省が提示したモデル

カリキュラムに沿って構築された，全国学校図書館協議会（以下，全国 SLA）の講義指針や職務分担

表，学校司書養成を開始した大学等のシラバスの内容を比較検討する。そこから養成機関がめざす専

門職像の実態と課題を浮き彫りにし，現在の学校図書館における “プロフェッション”像を逆照射す

る。これは，プロフェッションの内実が養成課程においてある程度触れられているという前提に基づ

いている。

その際，特に司書教諭（教員）並びに学校司書（職員）の養成上で共通する科目「読書と豊かな人

間性」に光を当てる。その理由の源泉として，現在の学校図書館において，「読書とは何か」，「読書の

指導と支援の関係性」について，筆者がかねてより抱く問題意識がある 15)。多様化・グローバル化

する情報化社会の到来以降，学校図書館メディアもこれに追随して多様化している。それに伴い “読

書”の概念が拡張していることから，学校図書館における “読書指導”の概念を確認する必要性を意

識する。また，現在併存する学校図書館担当者である司書教諭と学校司書に関して，“学習指導”に

並列されている “読書指導”こそが，教員と職員両者の併存をより不安定にするものであるとの仮説

を立てている。以上の理由から，2職種養成の共通科目である「読書と豊かな人間性」に焦点をあて

て検討することが有用であると判断した。

1 学校図書館の 2職種と養成制度

学校図書館法には，現在 2つの職種が明記されている。第 5条の第 1項に「学校には，学校図書館

の専門的職務を掌らせるため，司書教諭を置かなければならない」16)とされている司書教諭（教員）

と，第 6条に「学校には，前条第一項の司書教諭のほか，学校図書館の運営の改善及び向上を図り，

児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため，専ら学校図書館の職務に

従事する職員（次項において「学校司書」という。）を置くよう努めなければならない」17)とされて

いる学校司書（職員）である。

1.1 司書教諭

日本においては現在，国家資格である司書教諭の資格を得るには，教員免許状の取得を前提とし

て，司書教諭資格取得が可能な高等教育機関等で合計 5科目（「学校経営と学校図書館」「学校図書館

メディアの構成」「学習指導と学校図書館」「読書と豊かな人間性」「情報メディアの活用」）全てを履

修し認定を受けることとなっている。また，1954年から定められた省令「学校図書館司書教諭講習規

程」に従って文部科学大臣の委託を受けた大学が実施する講習を受け，資格を取得する方法もある。

現行科目を把握する目的で，前身科目に注目して，新旧科目 (表 1)と，西尾らによる対照表をもと

にして筆者が作成した対照表 (表 2) を下記に記す。なお，司書教諭の養成は，前述の「学校図書館

司書教諭講習規程」が 1998年 3月に改正され，1999年 4月から新講習科目に基づいて実施されて

いる。

上記対照表によると，新講習科目「読書と豊かな人間性」は，旧講習科目では，「学校図書館の利

用指導」と並んで「児童生徒の読書活動」に該当し，表記として “利用指導”と呼応するべく “読書

54



表 1 新・旧の司書教諭講習科目

旧講習科目 新講習科目

学校図書館通論 1単位
学校図書館の管理と運用 1単位
図書の選択 1単位
図書の整理 2単位
図書以外の資料の利用 1単位
児童生徒の読書活動 1単位
学校図書館の利用指導 1単位

学校経営と学校図書館 2単位
学校図書館メディアの構成 2単位
学習指導と学校図書館 2単位
読書と豊かな人間性 2単位
情報メディアの活用 2単位

表 2 新・旧の司書教諭講習科目対照表 18)

旧講習科目 新講習科目

学校図書館通論 1単位 学校経営と学校図書館 2単位
学校図書館の管理と運用 1単位
学校図書館の利用指導 1単位

図書の整理 2単位 学校図書館メディアの構成 2単位
図書以外の資料の利用 1単位
図書の選択 1単位

学校図書館の利用指導 1単位 学習指導と学校図書館 2単位

児童生徒の読書活動 1単位 読書と豊かな人間性 2単位
学校図書館の利用指導 1単位

図書以外の資料の利用 1単位 情報メディアの活用 2単位

指導”とはなっていなかった点が重要である。また，旧講習科目「学校図書館の利用指導」は，新講

習科目「学校経営と学校図書館」「学習指導と学校図書館」「読書と豊かな人間性」に継承されている

ことがわかる。この 3科目は現在の「学校司書のモデルカリキュラム」の科目のうち，司書教諭科目

と読み替え可能（「学校経営と学校図書館」を「学校図書館概論」に）ないし，共通する科目（「学習

指導と学校図書館」「読書と豊かな人間性」）であることに注意しておく必要がある。つまり，司書教

諭も学校司書も同じ科目を履修しているということで，“利用指導”をだれが行うのか，現在も実践

上では曖昧な状況となっているからである 19)。また，“利用指導”は読書指導に包含されたものであ

るとの言説が従来からあり，そうなるとなおさら問題は複雑になる 20)。このことから，旧科目に存

した学校図書館の利用指導や，読書の “指導”“活動”概念及び担当者の問題が，現行科目に継承され

ている可能性があると考える。

1.2 学校司書

先述のとおり，学校図書館のプロフェッションである可能性を備えた職種は 2種類あるが，そのう

ち学校司書が定められたのは 2014年 6月と比較的新しい。審議会の答申などを経て文部科学省は，

各都道府県教育委員会，各指定都市教育委員会，各都道府県知事，附属学校を置く各国立大学法人学

長，小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第 12条第 1項の認定を受

けた各地方公共団体の長に宛てて，「学校図書館法の一部を改正する法律の公布について」を通知し

た 21)。そこには，「この法律改正は，学校教育における言語活動や探求的な活動，読書活動等の充実

のための学校図書館の重要性が一層高まっていることに鑑み，学校図書館の運営の改善・向上を図
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り，児童又は生徒及び教員による学校図書館の利活用の一層の促進に資するため，学校司書を置くよ

う努めるものとすること等とするものです」22)[下線部は筆者による]と書き表されている。また趣

旨については，以下のとおり記されている。

学校教育において，児童生徒の確かな学力の育成には，言語活動や探求的な学習の充実が必

要であり，同時に，読書活動等を通じて児童生徒の豊かな人間性を形成していくことが求めら

れている。これらの活動の充実のためには，学校図書館が利活用できるよう，整備を進めるこ

とが重要である。改正法は，この重要性に鑑み，学校図書館の運営の改善及び向上を図り，児

童生徒及び教員による利用の一層の促進に資するため，司書教諭等と連携しながら，その機能

向上の役割を担う専ら学校図書館の事務に従事する職員を学校司書として位置付け，これを学

校に置くように努めること等について定めるものである。[下線部は筆者による]

これを受けて 2016年 11月に「学校司書のモデルカリキュラム」が文部科学省によって発表され

た。このモデルカリキュラムに基づいて各大学で学校司書の養成が始まっており，年々養成大学は増

加している。司書教諭と異なり，学校司書は国家資格ではないため，養成大学が履修認定をもって証

明を行っている。2019年 4月以降の履修科目は以下のとおりである 23)。

1 学校図書館の運営・管理・サービスに関する科目

学校図書館概論 （司書教諭資格の科目「学校経営と学校図書館」で読み替え可能）2単位

図書館情報技術論 （司書資格の科目）2単位

図書館情報資源概論 （司書資格の科目）2単位

情報資源組織論 （司書資格の科目）2単位

情報資源組織演習 （司書資格の科目）2単位

学校図書館サービス論 2単位

学校図書館情報サービス論 2単位 （司書資格の科目「情報サービス論」「情報サービス演習」

2科目とも履修で読み替え可能）

2 児童生徒に対する教育支援に関する科目

学校教育概論 2単位 （教科及び教職に関する科目のうち，以下の内容を含む科目をすべて履

修した場合には読み替え可能）

教育の基礎的理解に関する科目のうち，

• 「教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想」の事項を含む科目
• 「幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程」の事項を含む科目
• 「特別の支援を必要とする幼児，児童及び生徒に対する理解」の事項を含む科目
• 「教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）」の事項を
含む科目

学習指導と学校図書館 （司書教諭資格の科目）2単位

読書と豊かな人間性 （司書教諭資格の科目）2単位
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2 両職種に共通する科目「読書と豊かな人間性」の検討

日本における学校図書館に関する最大規模組織である全国 SLAの中の「学校司書の養成および研

修のあり方検討委員会」は，2019年 1月 1日付けで「『学校司書のモデルカリキュラム』講義指針」

24)を発表した。この作成に携わった同委員会のメンバーである野口武悟は，司書教諭の養成科目と

読み替えが可能な科目の講義指針については，同協議会内の「学校図書館司書教諭講習講義指針作成

委員会」が作成した「学校図書館司書教諭講習講義指針」25)でも取り扱っていると案内しているが，

「学校司書の視点から検討した『学校司書のモデルカリキュラム』講義指針とは，その内容などに若

干の違いがある。この点にも留意して，両者を参考にしながら，科目担当者は実際の講義要綱の作成

に活用していただきたい」26)[下線部は筆者による]と説明している。つまり，全国 SLAの各委員会

によって同時期に，司書教諭向けのものと学校司書向けのものとして，同名科目の講義指針が 2種類

作成された。

これについては，司書教諭と学校司書は異なる職種であるから，履修する科目名は同一でも，2つ

の講義指針には “若干の違い”というより，“専門性の相違から来る相応の違い”が，おのずから反映

されていてしかるべきと考えられる。また，そうでなければ学校図書館において 2職種制を採用して

いる根拠自体が揺らぐこととなろう。野口が表現した “若干の違い”こそ，現在の日本の学校図書館

において，全国 SLAが考える 2つの職種それぞれの専門性の違いに他ならない。さらに言えば，2

職種を共通科目で養成している大学等とは異なり，両職種それぞれに向けて単独で講義指針を構築し

た全国 SLAの同委員会をもってして，“若干の違い”と表現したのであれば，学校図書館におけるプ

ロフェッションは単一に近しい可能性が生じる。

では両職種に共通する科目のうち，「読書と豊かな人間性」について，2つの講義指針を比較する。

2.1 全国 SLA両講義指針の概要とねらいの比較

まず，文部科学省が，司書教諭講習科目としての「読書と豊かな人間性」に関して示した科目のね

らいと内容を以下に示す。これは，司書教諭に必要な科目が現在の 5科目になった 1998年から変え

られておらず，学校司書が法制化される以前よりあるものである。

【ねらい】 　

児童生徒の発達段階に応じた読書教育の理念と方法の理解を図る

【内容】 　

1. 読書の意義と目的

2. 読書と心の教育（読書の習慣形成を含む）

3. 発達段階に応じた読書の指導と計画

4. 児童・生徒向け図書の種類と活用（漫画等の利用方法を含む）

5. 読書の指導方法（読み聞かせ，ストーリーテリング，ブックトーク等）

6. 家庭，地域，公共図書館等との連携 [下線部は筆者による]
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以上を念頭に置いて，全国 SLAが示した科目の概要とねらいを比較検討する。司書教諭について

は，全国 SLA の 2009 年の「学校図書館司書教諭講義要項講習講義要項」27) も比較対象に用いる

(表 3)。この比較検討は，司書教諭と学校司書を養成するために，2つの委員会が照合して整合性が

取られていることを前提としていない。司書教諭と学校司書の養成について，それぞれの委員会が個

別に作成した講義指針において，各専門性がどのように表出されているかに着目して比較しようとし

ているため，整合性が図られていないほうが望ましいとも言える。

表 3 全国学校図書館協議会 「読書と豊かな人間性」概要とねらい

学校図書館司書教諭講習講義
要項 2009

学校図書館司書教諭講習講義指針
2019

「学校司書のモデルカリキュ
ラム」講義指針 2019

生涯学習社会と呼ばれる今
日の社会において，子どもの
生涯にわたる読書習慣を形成
し，豊かな人間性を育むため
には，初期の段階からの読書
教育が重要である。 当科目
では，児童生徒の発達段階に
応じた読書教育のあり方につ
いて論じる。また，子どもの
読書実態に基づいた読書指導
や，子どもと図書を結びつけ，
読書習慣を形成するための方
法や技能について，理解を図
る。さらに，全校の教職員，
保護者，地域社会に，子ども
の読書活動への参加を促し，
その活動を支援する司書教諭
の役割と責務について，より
具体的な理解を図る。

今日の学校教育では，何かを調べ
るために本の一部分を読み取るこ
とも，新聞や雑誌等の印刷資料を
読み取ることも，電子情報や図表
等の多様なメディアを読み取るこ
とも読書と捉える傾向にある。一
方で，長編を読み通す力も重要視
されている。つまり，学校図書館
の「学校の教育課程の展開に寄与
する」「児童及び生徒の健全な教
養を育成する」という目的や「読
書センター」「学習センター」「情
報センター」としての機能を読書
指導においても横断的に考えて
いくことが求められている。本科
目では，学校図書館の目的と機能
を生かし，読書の意義と目的，児
童生徒の読書習慣の形成，発達段
階に応じた読書指導など，学校教
育における全教職員による読書指
導の理解を図り，自ら実践する司
書教諭としての資質を養う。さら
に，学校司書，公共図書館，保護
者，地域社会等と連携し，その活
動を推進する司書教諭の役割と責
務について，より具体的な理解を
図る。

児童生徒の豊かな人間性を
はぐくみ，生涯にわたる読書
習慣を身につけるためには，
学校図書館を中心に全校で
意図的・計画的な読書指導を
行うことが必要である。本科
目では学校図書館が「読書セ
ンター」としての役割を果た
し，学校司書が司書教諭，担
任教諭と協働して読書指導を
行う際の理念と方法について
理解を図る。また子どもの本

の専門職として，児童生徒　
ママ

を　
適時に，適書を，適切な方法
で紹介できるよう発達段階に
応じた多様な読書材を知り，
児童生徒と本をつなぐ具体的
な方法について技能の習得を
図る。

2019年の「学校図書館司書教諭講習講義指針」では，2009年の「学校図書館司書教諭講義要項」

より “読書”の解釈が拡張していることがわかる。伝統的な学校図書館メディアである紙媒体を読む

ことに加えて，電子媒体から情報を入手する際に “部分的に読む”ことをも “読書”と解釈している。

これは，文部科学省が 2004年に文化審議会答申『これからの時代に求められる国語力について』を

受けて示した「ここでいう読書とは，文学作品を読むことに限らず，自然科学・社会科学関係の本や

新聞・雑誌を読んだり，何かを調べるために関係する本を読んだりすることなども含めたものであ

る」28)を受けて，以降の学習指導要領改訂 29)に反映させたことに呼応したものと考えられる。つ

まり，2009年の時点では，学校図書館関係者の間での “読書”の解釈は，2004年答申の概念を未だ
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受け入れていなかったとも推測される。

また，2019年の「学校図書館司書教諭講習講義指針」では，学校図書館法でうたわれている学校

図書館の目的である「学校の教育課程の展開に寄与する」ことや，「児童及び生徒の健全な教養を育

成する」ことを達成するために，読書・学習・情報センターとしての機能を，読書指導によって思考

するとしている。したがって，司書教諭養成科目「読書と豊かな人間性」では，読書指導の中に学習

指導や情報活用能力の育成をも内包すると解釈されていると考えられる。

一方，「『学校司書のモデルカリキュラム』講義指針」には，学校図書館が読書センターとしての役

割を果たすために，職員である学校司書が司書教諭，担任教諭と協働して読書指導を行うとされてい

る。同講義指針の概要とねらいには，読書センターとのみ記されており，学習・情報センターの記載

は無い。ここでは，学習・情報センターとしての使命を果たす際の学校司書の指導的要素は読み取り

にくい。ということは，司書教諭が，「読書センター」「学習センター」「情報センター」としての学校

図書館の機能を，読書指導という観点で横断的に行っていくことで，専門性を発揮するのに対して，

学校司書は，主に学習情報活動以外の場面で読書指導を行っていくことで，専門性を発揮するとみな

しているように筆者は受け止める。しかし，そこには，職員であり指導権限が与えられていない，つ

まり単独では授業を担当することはない学校司書が指導することの矛盾が生じる。

2.2 全国 SLA両講義指針の内容の比較

次に，講義指針の内容を比較する。司書教諭については，2009年の講習講義要項も比較対象に用

いる (表 4)。

表 4: 全国学校図書館協議会 「読書と豊かな人間性」講義指針

学校図書館司書教諭講習
講義要項 2009

学校図書館司書教諭講習講義指針
2019

「学校司書のモデルカリキュラム」講義指針 2019

I. 読書指導と読書教育
読書の意義
読書指導の系譜
読書指導と学校図書館
　
II. 子どもの読書環境
子どもの読書実態
学校図書館・公共図書館
の現状
子ども読書活動の推進
　
III. 多様な読書資料
児童・YA 資料の出版動
向
読書資料の種類と特性
読書資料の選択

第 1回 読書の意義と目的
1. 読みの力 2. 読書の意義
3. 子どもにとっての読書の意義
　
第 2回 読書教育の系譜
1. 日本の読書教育 1945 年までの
概要
2. 学校図書館創設期
3. 戦後の教育の変遷 4. 子どもの
本の変遷
5. 読書教育を進めてきた人々
第 3回 読書指導と学校図書館
1. 読書指導と学校図書館 2. 教育
施策における読書
3. 学校教育における読書
　
第 4回 子どもの読書環境
1. 子どもの読書実態 2. 学校図書
館・公共図書館の現状
3. 子どもの読書活動の推進

第 1回 読書の意義と目的
1) 読書の定義 2) 児童生徒の心を育て，豊かな人間
性を養うために読書が果たす意義 3) 読書指導論の
系譜
4) 生涯にわたる読書習慣を身につけるために学校
図書館が果たすべき役割の考察
　
第 2回 児童生徒の読書環境
1) 児童生徒を取り巻く社会，環境，新しい潮流例）
「生涯学習社会」「知識基盤社会」「高度情報化社会」
「グローバル化社会」「持続可能な発展目標 (SDGs)」
「キーコンピテンシー」2)児童生徒の読書の現状（学
校読書調査等），学校図書館の現状 3) 子どもの本の
出版と流通
　
第 3回 「子どもの読書活動」の推進
1) 「子どもの読書活動の推進に関する法律」「子ど
もの読書活動の推進に関する基本的な計画」および
都道府県市町村の計画を踏まえた読書活動の推進
2) 読書指導計画に即した読書活動の実践と，児童
生徒の実態を踏まえた読書活動の実施
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IV. 発達段階に応じた読
書指導
読書力の発達
小学校期の読書とその指
導
中学・高校期の読書とそ
の指導
　
V. 子どもと本を結ぶた
めの方法
読書環境の整備
読書材の提供
本の紹介
本の世界の共有
読書体験の表現と交流
読書機会の創出
　
VI. 読書指導の実際
集団的指導と個別的指導
教科等における読書指導
総合的な学習の時間にお
ける読書指導
特別活動における読書指
導
個別的な読書指導
特別な支援を要する児童
生徒への読書指導
地域との連携による読書
指導
　
VII. 読書活動の推進と
司書教諭
学校経営と読書教育
読書活動推進計画と司書
教諭の役割
教科担任及び学級担任等
との連携
家庭との連携
ボランティアとの連携
　
VIII. 地域社会との連携
学校図書館・公共図書館
との連携
生涯学習施設等との連携
家庭文庫・地域文庫との
連携

第 5回 発達段階に応じた読書指導
1. 就学前 2. 小学校低学年 3. 小学
校中学年
4. 小学校高学年 5. 中学生 6. 高
校生
　
第 6回 子どもの本の種類と提供
1. 図書資料の種類と特性 2. 図書資
料の選択
3. 図書資料の提供
　
第 7回 読書環境の整備
1. 図書資料の整備 2. 展示・掲示・
コーナー
3. 学年・学級文庫
　
第 8 回 子どもと本を結ぶための方
法 (1)

1. 読み聞かせ 2. ブックトーク
第 9 回 子どもと本を結ぶための方
法 (2)

1. ストーリーテリング 2. アニマ
シオン
3. 読書会（ビブリオバトルを含む）
　
第 10回 各教科等での読書指導・探
究的な学習と読書指導
1. 各教科等での読書指導
2. 探究的な学習と読書指導
　
第 11回 読書活動の実際 (1)

1. 小学校での読書活動例
2. 中学校での読書活動例
　
第 12回 読書活動の実際 (2)

1. 高等学校での読書活動例
2. 特別支援学校での読書活動例
　
第 13 回 読書指導の推進と司書教
諭・学校司書
1. 全校で取り組む読書指導
2. 司書教諭の職務と読書指導
3. 学校司書の職務と読書指導への
支援
　
第 14回 個に応じた読書指導
1. 特別な支援を要する児童生徒の
読書指導
2. 日本語を母語としない児童生徒
の読書指導
3. 個に応じた読書指導

第 4回 児童生徒の発達段階に応じた読書指導
1) 読書能力の発達と読書興味の発達 2) 小学校期の
読書（ひとり読み） 3) 中・高校期の読書（自立的
な読書） 4) 児童生徒の読書の領域を広げる指導 5)

読書記録の指導
　
第 5回 子どもの本の理解 (1)

1) 子どもが初めて出会う本（ファーストブック，
ボード絵本）2) 初めてのひとり読みの本（ストー
リー絵本，幼年童話） 3) 童話・児童読み物の本
　
第 6回 子どもの本の理解 (2)

1) ノンフィクション，知識の本，科学読み物 2) 子
どものためのレファレンスブック
　
第 7回 子どもの本の理解 (3)

1) YA（ヤングアダルト）2) マンガ 3) 電子書籍の
現状とコンテンツ 4) 雑誌・新聞
　
第 8 回 子どもの本の評価 1) 子どもの本を評価す
る指標，規準 2) 子どもの本のリスト，書誌 3) ブッ
クリストや書評の作成技術
　
第 9回 児童生徒と本をつなぐ方法 (1)

1) 児童生徒を読書にいざなうさまざまな方法（講
義と実演）例）「読み聞かせ」「ストーリーテリング」
「パネルシアター」「エプロンシアター」「ペープサー
ト」「読書へのアニマシオン」「ブックトーク」「（朝
の）一斉読書」「ビブリオバトル」「読書会」「リテラ
チャーサークル」
　
第 10回 児童生徒と本をつなぐ方法 (2)

1) 児童生徒を読書にいざなうさまざまな方法（実
習）
　
第 11回 児童生徒と本をつなぐ方法 (3)

1) 児童生徒を読書にいざなうさまざまな方法（発
表と相互評価）
　
第 12回 個に応じた読書支援
1) 読書に困難がある児童生徒や外国にルーツのあ
る児童生徒の読書支援トゥール，メディア，方法例）
「LL ブック」「マルティメディアデイジー」「リー
ディングトラッカー」「対面朗読」「手話朗読」「大活
字本」「拡大読書器」「点字図書」「布絵本」
　
第 13回 家庭，地域，公共図書館，学校図書館支援
センター，類縁機関との連携
1) 家庭における読書推進活動（親子読書，家庭読
書，地域読書など）の支援の方法 2) 地域の文庫や
読書推進サークル，諸機関の活用と連携 3) PTAや
地域のボランティアを受け入れる際の留意点 4) 諸
機関との連携による読書指導の実践例
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第 15回 地域社会との連携
1. 学校図書館・公共図書館との連携
2. 生涯学習施設等との連携 3. 家
庭文庫・地域文庫との連携
4. 学校図書館支援センター

第 14 回 読書指導における司書教諭と学校司書の
連携
1) 読書指導における司書教諭，学校司書それぞれ
の専門性の理解と協働 2) 読書指導における司書教
諭と学校司書の協働の実践事例
　
第 15回 展望と課題
1) 読書指導の展望と課題

2001年に成立した「子どもの読書活動の推進に関する法律」に則り，家庭・地域等と連携しながら

重層的に読書推進をはかる意味で，以前より両職種ともに講義指針に “読書活動の推進”は示されて

いる。しかしながら，司書教諭に比べて学校司書の講義指針のほうが，子どもの本（読書材）の種別

と特徴及び，読書への動機付けに多くの回を割いている。先に述べたように，読書の対象となる学校

図書館メディアは書物のみではないだけに，学校司書が従来の狭い意味での読書の場面のみを担う専

門性に疑問が生じる。さらに，“読書教育”，“読書指導”，“読書活動”，“読書支援”，“読書推進”な

ど，使用される用語の定義及び概念が判然としない。

また 2019年の「学校図書館司書教諭講習講義指針」と「『学校司書のモデルカリキュラム』講義指

針」を比較すると，双方に “読書指導”の文言が見える。特に，司書教諭の講義指針には，

第 13回 読書指導の推進と司書教諭・学校司書

1. 全校で取り組む読書指導

2. 司書教諭の職務と読書指導

3. 学校司書の職務と読書指導への支援

と，あることから，学校司書の “読書指導への支援”の “支援”とは何を指すのか疑問が生じ，学校司

書の講義指針を確認すると，

第 12回 個に応じた読書支援

1) 読書に困難がある児童生徒や外国にルーツのある児童生徒の読書支援トゥール，メディ

ア，方法 例）「LLブック」「マルティメディアデイジー」「リーディングトラッカー」「対

面朗読」「手話朗読」「大活字本」「拡大読書器」「点字図書」「布絵本」

に，“支援”とある。しかしながら，同じく学校司書の講義指針に，

第 4回 児童生徒の発達段階に応じた読書指導

1) 読書能力の発達と読書興味の発達 2) 小学校期の読書（ひとり読み） 3) 中・高校期の読

書（自立的な読書）4) 児童生徒の読書の領域を広げる指導 5) 読書記録の指導

として，“指導”とあることから，職員である学校司書の読書 “指導”と “支援”の曖昧さが，講義指

針上において浮かび上がる。

川瀬らは，

なお，「司書教諭指針」[筆者注：「学校図書館司書教諭講習講義指針」]に「10. 各教科等での
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読書指導・探究的な学習」があり，個人の自発的な読書が強調されがちな科目「読書と豊かな

人間性」において，教科への目配りは高く評価しておきたい。「学校司書指針」[筆者注：「『学

校司書のモデルカリキュラム』講義指針」]においても取り入れる必要があろう。

と，提言している 30)。これについては，「学校図書館司書教諭講習講義指針」の概要とねらいでは，

「今日の学校教育では，何かを調べるために本の一部分を読み取ることも，新聞や雑誌等の印刷資料

を読み取ることも，電子情報や図表等の多様なメディアを読み取ることも読書と捉える傾向にある」

31)と，解説していることから，教科指導において「読書センター」「学習センター」「情報センター」

としての場面での司書教諭像を想定していると思われ，教科への目配りがあることは妥当であろう。

一方，「『学校司書のモデルカリキュラム』講義指針」の概要とねらいでは，「読書センター」とし

ての場面のみでの学校司書像が想定されているように思われるため，「『学校司書のモデルカリキュラ

ム』講義指針」に教科への目配りを取り入れてしまえば，両職種の専門性の違いが存在しなくなる。

つまり，司書教諭と学校司書の併置に矛盾が生じると考えられる。

しかしながら，ここで最も重要なことは，「読書センター」としての場面とは何を指すのかという

ことである。2019年の 2つの講義指針を検討すると，“読書”は，学校司書の講義指針では人格形成

のための行為や自由に書物等を読む行為であり，司書教諭の講義指針では学習教育上の活動を含めた

読む行為であることがうかがえる。両講義指針に表れているように，“読書”は指導され，支援され，

推進される。このように，学校という教育及び学習の場において “読書”は複雑性を備えていること

がわかる。繰り返すが，司書教諭の講義指針では，「読書センター」に学習・情報センターが内包さ

れている。

学校司書の講義指針には以下が示されているが，どのような内容を想定されているのか不明で

ある。

第 14回 読書指導における司書教諭と学校司書の連携

1) 読書指導における司書教諭，学校司書それぞれの専門性の理解と協働 2) 読書指導におけ

る司書教諭と学校司書の協働の実践事例

学校司書は，教科指導の場面では資料提供などの支援に携わり，読書指導の場面では何らかの支援

を行い，読書活動の場面では指導的役割を担うということは，極めて混乱し考えにくい。そもそも，

資料提供そのものも，純然たる支援と断定できるかは不明である。現在併存する司書教諭と学校司書

に関して，“学習指導”に並列されて考えられ記載されている “読書指導”こそが，司書教諭と学校司

書の併存を難しくするということが，共通する養成科目である「読書と豊かな人間性」からうかが

える。
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3 学校司書養成開始大学の「読書と豊かな人間性」シラバス記載の

検討

全国 SLAが，2職種それぞれの養成に資するために作成した 2つの講義指針とは別に，実際に学

校司書養成を開始している大学のシラバスを調査した結果を以下に示す (表 5)。日本図書館研究会

図書館学教育研究グループにおいて，共同研究の一員として参加した際に 32)，筆者が担当した箇所

（「学校図書館概論」または「学校経営と学校図書館」，「読書と豊かな人間性」）の一部（「読書と豊か

な人間性」）を改変して作成した表である。担当者が調査を試みて，学校司書の養成開始を確認した

大学を表中におさめている。各大学のシラバス上で，学校司書養成のための工夫の有無を探った。ま

た，司書教諭との共通科目であることから，関連記述や “読書指導”の文言にも着目した。

表 5: 学校司書養成大学及び機関の「読書と豊かな人間性」のシラバス分析表 33)

大学名 学校司書養成のために何らかの工夫が
されているか

注目点

亜細亜大学 特になし 「学校司書」「司書教諭」なし。読書活動・読書指導・読
書推進などの単語が混在。

関西大学 特になし 「学校司書」「司書教諭」なし。「指導者として」とある。

宮城学院女子大学 特になし A「司書教諭の業務を理解」「読書指導」「読書活動」と
ある。B「学校司書」「司書教諭」なし。

九州龍谷短期大学* 講義内容の欄に「学校司書として働く
ために」の文言あり。

「読書の指導方法」とある。「司書教諭」との区別に触れ
る箇所は見当たらない。テキスト使用（悠光堂）

実践女子大学 特になし 「学校司書」「司書教諭」なし。「読書活動」「読書指導（読
書推進）」とある。テキスト使用（世界思想社）

青山学院大学 講義概要の欄に「学校図書館専門職
（司書教諭，学校司書）の役割を考え
る」とある。

「読書教育論」という科目名で開講。「読書教育」とある。
ブックトーク演習に複数回割いているためか読書材の種
類と解説がない。

専修大学 特になし 「司書教諭として」のみ。

相愛大学 特になし 「司書教諭として」のみ。テキスト使用 (SLA)

相模女子大学 特になし 「司書教諭の任務」「読書指導」とある。

大阪大谷大学 特になし 「司書教諭資格取得のための必修科目」「司書教諭として
· · ·」のみ。

鳥取短期大学* 授業概要の欄には「学校司書・図書館
司書を目指す学生はもとより · · ·」の
記述が，備考欄には「この科目は，文
部科学省『学校司書モデルカリキュラ
ムについて（通知）』に基づく科目『読
書と豊かな人間性』に該当します。」と
ある。

東京学芸大学 特になし 「司書教諭としての能力」「読書指導」とある。テキスト
使用 (SLA)

桃山学院大学 特になし 「児童生徒の発達と読書」という科目名で開講。「公共図
書館職員，司書教諭，学校司書としての現場経験をもつ
ゲスト講師を招いて」とある。＊「児童サービス論」の
代替を兼ねている。

藤女子大学 特になし 「司書教諭の役割」のみ。
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同志社大学 特になし A「司書教諭としての基礎的な力を育成することを目的
とする。」とある。テキスト使用 ((SLA)B「司書教諭」
や「学校司書」といった職名はない。「読書支援」とあ
る。C「司書教諭」のみ。

白百合女子大学 特になし 「司書教諭の仕事を理解する」のみ。

八洲学園大学 特になし 「司書教諭資格科目」「学校図書館専門職養成基礎プログ
ラム科目」とある。テキスト使用（青弓社）

福岡女子短期大学 特になし 「司書教諭の役割について理解」「読書教育と読書指導」
「読書活動の推進」とある。テキスト使用 (SLA)

明治大学 特になし A「司書教諭の現状」のみ。B「司書教諭の役割」のみ。

上田女子短期大学 特になし 「司書教諭の必修ですが，司書課程を履修している人も，
児童サービスの基本となりますので，積極的に履修して
ください。」とある。

佛教大学 授業の目的・ねらいの欄に「学校図書
館担当者（司書教諭・学校司書）の役
割」とあり，到達目標の欄には「学校
図書館を担う司書教諭や学校司書の立
場に立って」とある。

留意事項の欄には「この科目は司書教諭課程の 1つであ
る」のみ。

大阪樟蔭女子大学 特になし 「読書教育」とある。「司書」のみ。

*の大学は，学校司書のみ養成校。それ以外の大学は司書教諭・学校司書養成校

上記の各大学のシラバスからは，“読書推進”，“読書指導”，“読書活動”，“読書教育”などの用語

の混在及び不統一の問題が浮き彫りになり，“指導”及び “支援”という用語と司書教諭と学校司書の

職務上の役割，すなわち専門性についての踏み込んだ明確な内実をつかむことはできない。同一科目

を 2職種に対して講じる場合に，シラバスで両職種の違いが鮮明にならないということは，この範囲

のみではあるものの，2職種養成には限界があるということではないかと考える。

シラバスにただ両職種の役割と記されていても，どのような内容なのか，養成する側が明確に理解

できていない，ないし教員によって解説する内容に違いがあるのではないかという疑念と心配はぬぐ

えない。両職種の役割の解説が様々では，専門職を養成する点において統一性が担保できない。それ

は，ナショナルカリキュラムの法的拘束力のもとに歴然と厳密にスコープとシーケンスを持つ “学習

指導”に対して，現在の “読書指導”の定義と内実が判然とせず，一定でないために，2職種の役割分

担にも支障をきたすような複雑さを備えているからであると推測できる。

4 司書教諭と学校司書の役割分担

そこで，両職種の役割分担について，歴史を遡りたい。戦後占領期にアメリカの影響下で学校図書

館及び学校図書館担当者について注目され，“school librarian”と “teacher librarian”という名称と

内実を日本で参考にする際に，当時の国内の関連法制度や財政的事情などから，一種の “ねじれ現象”

が起きていたことは知られている 34)。アメリカの学校図書館の主たる担い手であり教員の “school

librarian”を，日本の専門職に名実ともに翻訳することが叶わず，教員の名称が優先した日本の学校

慣習において，“teacher librarian”を “教員司書”ではなく “司書教諭”と訳して主たる担い手と位

置づけ，極めて日本的な独自の実態を創り出した。

1948年に文部省が刊行した『学校図書館の手引』には，「学校図書館はいかに小さい規模のもので
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あっても，形の上からは司書・事務員の二つの職制が必要である。司書は教師の中から選ばれ，学校

図書館の経営に全責任をになう」35)とあり，司書教諭とは記されていないが，1949年の「学校図書

館基準」には，司書教諭の名称を用いている。1952年の学校図書館調査時の資料である「小・中・高

等学校の図書館の司書および司書補の職務内容」では，現在は公共図書館の職名として用いられる，

司書・司書補という言葉が用いられていた。このように職名は，司書教諭・司書・司書補・事務員な

ど一定ではなく，職務内容もそれに付随して変動した。

司書教諭は 1953年制定の学校図書館法に唯一の専門職として明記されたものの，配置猶予などの

事情により実態が伴わず，それを補う実質的担い手としての職員としての学校司書は，法制化される

以前にその実態がすでに存在し機能していた。前述の『学校図書館の手引』から 11年後の 1959年

に改訂された『学校図書館運営の手びき』の中で，文部省によって制定された「学校図書館基準」に

は，司書教諭とは別に，学校図書館職員の一員として事務職員が記載されている 36)。続いて，1963

年に発行された『学校図書館の管理と運用』には，学校図書館事務職員の職務内容を，技術的職務，

奉仕的職務とし，前者については整理業務全般，後者については館内閲覧の事務，館外貸出しの事

務，学校図書館資料の利用案内と解説している 37)。

1997年の学校図書館法改正時の 2職種の職務分担についての議論で，国会審議の際に政府委員（初

等中等教育局長）は，参議院文教委員会において，司書教諭の職務については，子どもたちの学習，

読書を推進し，教育課程の展開を支えるものとして学校図書館の活用あるいは読書活動について校内

の協力体制の中心となるものとし，学校司書の職務については，学校図書館の円滑な管理運営という

ことを事務的なサイドから支えるという形で大変重要な役割を果たしているとして，下記の職務分担

表 (表 6)のように答弁をしている 38)。

表 6 1997年の図書館法改正時の議論途上における 2職種の職務分担

司書教諭 学校司書

指導的職務 読書指導，資料の相談，オリエンテー
ション，生徒図書委員の指導，読書会
等の行事の企画立案

技術的職務 図書館資料購入のための選択，資料構
成，分類の決定，所蔵資料の内容につ
いての研究と紹介

資料収集方針を受けて資料の発注，整
理，図書の排架，保管，購入に伴う経
理事務

管理的職務 学校全体の教育活動の一環としての運
営の企画立案，予算案の作成，現状の
把握と評価，公共図書館との連携

閲覧事務，貸出事務，利用案内

そして，1997年の法改正にあたって通知した「学校図書館法の一部を改正する法律等の施行につ

いて（通知）」39)には，「学校図書館担当の事務職員は，図書館サービスの提供及び学校図書館の庶

務・会計等の職務に従事しているものであり，その役割は，司書教諭の役割とは別個のものであるこ

とに留意すること」との留意事項があった。文部科学省によって設置された協力者会議による 2014

年の文部科学省調査研究協力者会議による報告書『これからの学校図書館担当職員に求められる役

割・職務及びその資質能力の向上方策等について（報告）』40)では学校図書館担当職員の職務とし

て，間接的支援に関する職務，直接的支援に関する職務，教育指導への支援に関する職務が示されて
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おり，このような職務に従事する学校図書館担当職員に求められる専門性として，「①学校図書館の

『運営・管理』に関する職務に携わるための知識・技能と，②児童生徒に対する『教育』に関する職務

に携わるための知識・技能」が掲げられている。これを踏まえ整理し，内容を示した。また，この報

告を踏まえ，2016年の学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議による報告書『これから

の学校図書館の整備充実について（報告）』41)では，“サービス”の視点が加わり，“読書指導”が

“読書活動への支援”に変化した 42)。(表 7)

表 7 学校図書館担当職員（学校司書）の職務対照表 [下線部は筆者による]

報告書 2014 報告書 2016

運 学校における学校図書館の意義に関すること 学校における学校図書館の意義に関すること
営
・

情報機器やネットワーク，情報検索に関するこ
と

情報機器やネットワーク，情報検索に関するこ
と

管 情報や資料の種類や性質に関すること 情報や資料の種類や性質に関すること
理
に

図書館資料の選択・組織化及びコレクション形
成・管理に関すること

図書館資料の選択・収集，組織化，保存・管理
に関すること

関
す

－ 児童生徒及び教職員に対する学校図書館
サービスに関すること

る
職

－ 学校図書館における情報サービスの提供に関す
ること

務 学校図書館の施設・設備の管理に関すること 学校図書館の施設・設備の管理に関すること
著作権や個人情報等の関係法令に関すること 著作権や個人情報等の関係法令に関すること

教
育

学校教育の意義や目標・学校経営方針に関する
こと

学校教育の意義と目標，教育行政に関すること

に
関

学習指導要領に基づく各教科等における教育内
容等に関すること

教育課程の意義及び編成の方法に関すること

す 児童生徒の発達に関すること 児童生徒の心身の発達に関すること
る
職

学校図書館を利活用した授業における学習活動
への支援に関すること

学校図書館を利活用した授業における学習活動
への支援に関すること

務 発達の段階に応じた読書指導の方法に関するこ
と ・校務や学校における諸活動に関すること

発達の段階に応じた読書活動への支援に関する
こと

全国 SLAは，2019年 1月 1日付けで「学校図書館に関する職務分担表」を発表した 43)。それぞ

れの職務について，主たる担い手に二重丸，副たる担い手に一重丸がついている。そのうち 2職種の

みを抜粋して，以下に一覧表を示す (表 8)。なお，丸印の右には，各職種養成上で各職務を解説する

と考えられる主な養成科目を，筆者が独自に検討して付記した。

表 8: 全国学校図書館協議会 学校図書館に関する職務分担表一部抜粋

職務 司書教諭 学校司書

学校図書館の経営 (総括的な職務)

経営的活動
学校図書館の教育課程 (学校経営計画)への位置付け ○ (経) ○ (概)

学校図書館経営の基本方針・計画の作成 ◎ (経) ○ (概)

研究指定校の申請・受諾 ○ (経) ○ (概)

研究指定校の研究の推進 ○ (経) ○ (概)

司書教諭の職務の周知 ○ (経)

司書教諭有資格者の育成 ○ (経)

学校図書館に関する研修の計画立案と実施 ◎ (経) ○ (概)

プライバシー保護に関する規程 ○ (経) ○ (概)
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図書館メディア（各種資料）の収集方針の決定 ○ (構) ○ (資)

図書館メディア（各種資料）の選定基準 ◎ (構) ○ (資)

図書館メディア（各種資料）の廃棄基準 ◎ (構) ○ (資)

経営委員会
学校図書館経営委員会の企画・運営 ◎ (経) ○ (概)

予算とその執行 ◎ (経) ○ (概)

各学年・教科部会との連絡・調整 ◎ (経)

校内の各組織との連絡，協力 ◎ (経)

学校図書館の運営
運営の基本的業務

学校図書館規則（利用規程，貸出規程等） ◎ (経) ○ (サ)

開館時間の決定と周知 ◎ (経) ○ (サ)

学校図書館メディア収集計画の決定，資料選定会議の開催 ◎ (構) ○ (資)

利用指導の年間計画の立案 ◎ (経) ○ (サ)

学校図書館の利用方法の指導 ◎ (経) ○ (サ)

学び方の指導計画の作成 ◎ (習) ○ (習)

情報メディア活用計画の立案 ◎ (情) ○ (情サ)

学校図書館オリエンテーションの計画・実施 ◎ (情) ○ (サ)

調査の実施と統計分析，利用 ◎ (経) ○ (概)

調査の記入 ◎ (経) ○ (概)

諸記録，帳簿，書類の保管 ◎ (構) ○ (サ)

施設・設備の整理，維持管理 ◎ (構) ○ (サ)

施設設備備品の管理 ◎ (構) ○ (サ)

備品・消耗品の購入・管理 ◎ (構) ○ (サ)

備品台帳の管理 ◎ (構) ○ (サ)

図書館管理システムの管理 ◎ (構) ○ (サ)

マルチメディアネットワークの管理 ◎ (構) ○ (サ)

視聴覚ブースの管理・運用 ◎ (構) ○ (サ)

学校図書館運営の日誌 ◎ (経) ○ (概)

学校図書館を活用した授業の記録 ◎ (習) ○ (習)

職員会議などへの議案作成と提出 ◎ (経) ○ (概)

図書館行事の企画立案と開催 ◎ (読) ○ (読)(サ)

読書推進活動 ◎ (読) ○ (読)(サ)

評価
学校図書館運営の評価と改善 ◎ (経) ○ (概)

各種報告書の作成と提出 ◎ (経) ○ (概)

調査統計の実施と分析・利用 ◎ (経) ○ (概)

指導 (児童生徒・教職員の活用支援)

学習支援
必読図書の選定 ◎ (読) ○ (読)

ブックリスト，資料リスト等の作成・配付 ◎ (読) ○ (読)(サ)

一斉読書（朝読書等）の提案，推進，指導 ◎ (読) ○ (読)(サ)

読書会などへの指導・助言 ◎ (読) ○ (読)(サ)

読書感想文の書き方の指導 ◎ (読) ○ (読)

読書感想画の描き方の指導 ◎ (読) ○ (読)

読書記録の書き方の指導 ◎ (読) ○ (読)

学級文庫の管理・交換 ◎ (構) ○ (読)(サ)

読書感想文，コンクール等への応募・取りまとめ ◎ (読) ○ (読)

図書館活動・行事の立案 ◎ (読) ○ (読)

賞状作成・表彰 ◎ (読) ○ (読)(サ)

教科単元別参考資料リストの作成 ◎ (習) ○ (サ)

学校図書館活用ガイドブックの作成 ◎ (情) ○ (サ)

学び方の指導（児童生徒へ） ◎ (習) ○ (習)(サ)
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不読傾向児童・生徒・教員への個別指導 ◎ (読) ○ (読)

利用案内作成 ◎ (情) ○ (サ)

電子メディア等の利用支援 ◎ (情) ○ (サ)

学校図書館利用指導（ワークシートの作成） ◎ (情) ○ (サ)

教師の教材準備への援助と協力 ○ (情)

(習)

◎ (サ)

図書委員会
図書委員会の指導計画，指導内容 ◎ (習) ○ (習)

児童生徒の図書委員会活動への指導・助言 ◎ (習) ○ (習)(サ)

図書委員会の指導・支援 ◎ (習) ○ (習)(サ)

図書委員会の位置付け，活動組織 ◎ (習) ○ (習)

図書委員会の活動と評価 ◎ (習) ○ (習)

教職員の研修
外部の研究会・研修会への参加 ◎ (経) ○ (概)

校内研修の立案・実施 ◎ (経) ○ (概)

教育課程編成に基づく展開への協力 ◎ (習)

学び方の指導（教師へ） ◎ (習) ○ (習)

読書指導計画の周知 ◎ (読)

学校図書館を利活用した学習活動の在り方の周知 ◎ (習) ○ (習)

施設設備の活用の仕方の周知 ◎ (情) ○ (情サ)

学校図書館理解のための職員作業の計画立案 ◎ (経) ○ (概)

学校図書館に関わる様々な情報発信 ◎ (情) ○ (情サ)

教職員に対しての教育情報の発信 ◎ (習) ○ (情サ)

協力体制
渉外

官庁情報の管理と調査への対応 ◎ (経) ○ (概)

文書受理・処理 ◎ (経)

公共図書館との連絡・協力，情報交換 ◎ (読) ○ (読)(サ)

児童生徒の公共図書館利用の支援 ○ (読) ◎ (読)(サ)

公共図書館の団体貸出の利用 ○ (読) ◎ (読)(サ)

他校図書館，公共図書館との連携，情報資源共有化 ○ (読) ◎ (読)(サ)

地域公共施設（資料館，美術館，博物館等）との連携 ◎ (読) ○ (読)(サ)

PTA，家庭，地域との連携 ◎ (読) ○ (読)(サ)

地域開放 ◎ (経) ○ (概)

学校図書館行事の公開 ◎ (情) ○ (情サ)

家庭文庫・読書推進団体との連携 ◎ (読) ○ (読)

研究団体との連絡，協力 ◎ (経) ○ (概)

県・地区 SLAとの連携 ◎ (経) ○ (概)

ボランティア
学校図書館ボランティアの受入 ○ (経) ○ (概)

ボランティアの組織化 ◎ (経) ○ (概)

ボランティアとの連絡・調整 ◎ (経) ○ (概)

ボランティア活動の把握と助言 ◎ (経) ○ (概)

学校図書館の整備
資料の収集・整備・管理

メディアの受入れ ○ (構) ◎ (資)

図書資料の選書 ◎ (構) ○ (資)

図書資料の発注 ◎ (構) ◎ (資)

図書資料の受け入れ・装備・配架 ○ (構) ◎ (資)

図書資料の分類 ○ (構) ◎ (組)

件名の付与 ○ (構) ◎ (組)

データの入力・削除 ○ (構) ◎ (組)

ファイル資料の収集・作成・管理 ○ (構) ◎ (資)
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その他紙媒体の収集・作成・管理 ○ (構) ◎ (資)

紙媒体以外の資料の収集・選定・管理 ○ (構) ◎ (資)

メディア目録の作成と編集，目録作業 ○ (構) ◎ (組)

図書資料の装備 ○ (構) ◎ (資)

図書以外の資料の装備 ○ (構) ◎ (資)

図書資料の配架 ○ (構) ◎ (資)

図書以外の資料の配架 ○ (構) ◎ (資)

資料の点検／蔵書点検 ○ (構) ◎ (資)

図書資料並びに図書以外の資料の整理 ○ (構) ◎ (資)

図書資料の修理 ○ (構) ◎ (資)

図書以外の資料の修理 ○ (構) ◎ (資)

図書資料の払出し ◎ (構) ○ (資)

メディアの除籍・廃棄（データの削除） ○ (構) ◎ (資)

視聴覚機器の操作と管理 ○ (構) ◎ (技)

雑誌記事索引の作成 ○ (構) ◎ (技)

奉仕（利用者サービス）
直接サービス

レファレンスサービス ○ (情)(習) ◎ (情サ)

読書相談 ○ (読) ◎ (読)(サ)

図書館資料の紹介と案内 ○ (情) ◎ (サ)

児童生徒の学習に関わる資料の準備 ○ (習) ◎ (習)(サ)

学習資料の取り寄せ ○ (習) ◎ (習)(サ)

資料の利活用 ○ (情) ◎ (技)

学校図書館情報の発信 ◎ (情) ◎ (サ)(技)

図書館の広報活動 ◎ (情) ◎ (サ)(技)

図書館だよりの発行 ◎ (情) ◎ (サ)

図書館資料の購入希望調査 ○ (構) ◎ (資)

教員向けの学習情報の提供 ◎ (習) ◎ (サ)

新刊図書の紹介・掲示展示 ○ (構) ◎ (サ)

間接サービス
書架の整理 ○ (構) ◎ (サ)

表示・案内図 ○ (構) ◎ (サ)

展示・掲示 ○ (構) ◎ (サ)

利用者登録 ○ (構) ◎ (サ)

館内閲覧の事務（貸出・返却） ○ (構) ◎ (サ)

館外貸出 ○ (構) ◎ (サ)

返却 ○ (構) ◎ (サ)

返却の督促 ○ (構) ◎ (サ)

予約・リクエスト ○ (構) ◎ (サ)

環境
図書館環境の美化 ○ (構) ◎ (サ)

季節の飾り ○ (構) ◎ (サ)

(経)学校経営と学校図書館 (構)学校図書館メディアの構成 (習)学習指導と学校図書館 (情)情報メディアの活用
(読) 読書と豊かな人間性 (概) 学校図書館概論 (資) 図書館情報資源概論 (サ) 学校図書館サービス論 (情サ) 学校
図書館情報サービス論 (技)図書館情報技術論 (組)情報資源組織論・情報資源組織演習

上記のうち，学校司書ではなく司書教諭だけが担うこととされた職務は，以下の 5点のみである。

そのうち，「読書と豊かな人間性」で講じる可能性のあるものは，「読書指導計画の周知」のみである。

1. 学校図書館の経営（総括的職務）経営委員会

各学年・教科部会との連絡・調整
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2. 学校図書館の経営（総括的職務）経営委員会

校内の各組織との連絡，協力

3. 指導（児童生徒・教職員の活用支援）教職員の研修

教育課程編成に基づく展開への協力

4. 指導（児童生徒・教職員の活用支援）教職員の研修

読書指導計画の周知

5. 協力体制 渉外

文書受理・処理

一方，学校司書だけが担うこととされた職務は皆無であり，独自の職務内容を持たない以上，専門

職とは考えにくい。学校司書は学校における司書とみなされ，図書館業務のうち整備・奉仕を担い，

司書教諭は教員であるから管理・運営・指導を担当するという意味で二重丸が付与されているのであ

ろうが，お互いが一重丸で補完されている職務が大半であることから，司書教諭もまた専門職とは言

い難い。これらは，司書教諭配置が 12学級以上の学校に必置義務を有するのに対して，学校司書配

置が努力義務であることと関連し，学校司書が存在しない学校では司書教諭が全ての職務を担うこと

が期待されている現状からきているのであろう。また逆に，法制化された学校司書が配置された場

合，従来通りの充て職・授業軽減なしの名ばかりの司書教諭の職務の大半を学校司書が担うというこ

とも想定しているように思われる。2つの丸印は，主副の担い手の区別というより，上記の事情と解

釈せざるを得ない。

一見すると，1997年の図書館法改正時に示された 2職種の職務分担に比べて，学校司書が法律に

明記されてからのほうが，2職種の役割分担が曖昧になっているように思われる。1997年時の，①指

導的職務：読書指導，資料の相談，オリエンテーション，生徒図書委員の指導，読書会等の行事の企

画立案などは，司書教諭のみが担う役割とされていたものが，学校司書との境界線が不確かになって

いる。

そして，“読書指導”において，読書指導計画の周知のみが司書教諭の職務であり，その他の読書

関係職務を比較しても，両職種の明確な線引きが可能であるようには考えられない。ここでも，2職

種制の課題が浮き彫りになった。さらに混迷を深める部分は，上記の職務分担表内で「指導（児童生

徒・教職員の活用支援）」のうちの「学習支援」の中に，「必読図書の選定」，「ブックリスト，資料リ

スト等の作成・配付」，「一斉読書（朝読書等）の提案，推進，指導」，「読書会などへの指導・助言」，

「読書感想文の書き方の指導」，「読書感想画の描き方の指導」，「読書記録の書き方の指導」，「読書感想

文，コンクール等への応募・取りまとめ」，「不読傾向児童・生徒・教員への個別指導」など，一見す

ると “読書指導”に類する項目が入っており，“指導”（児童生徒・教職員の活用支援），“学習支援”，

各 “指導”の入れ子型構造が生じていることである。

前出の『これからの学校図書館の整備充実について（報告）』では，2職種の職務について下記のよ

うに説明されている 44)。

司書教諭は，学校図書館の専門的職務をつかさどり，学校図書館の運営に関する総括，学校

経営方針・計画等に基づいた学校図書館を活用した教育活動の企画・実施，年間読書指導計
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画・年間情報活用指導計画の立案，学校図書館に関する業務の連絡調整等に従事する。また，

司書教諭は，学校図書館を活用した授業を実践するとともに，学校図書館を活用した授業にお

ける教育指導法や情報活用能力の育成等について積極的に他の教員に助言する。

学校司書は，学校図書館を運営していくために必要な専門的・技術的職務に従事するととも

に学校図書館を活用した授業やその他の教育活動を司書教諭や教員と共に進める。具体的に

は，①児童生徒や教員に対する「間接的支援」に関する職務，②児童生徒や教員に対する「直

接的支援」に関する職務，③教育目標を達成するための「教育指導への支援」に関する職務と

いう 3つの観点に分けられる。

学校図書館がその機能を十分に発揮するためには，司書教諭と学校司書が，それぞれに求め

られる役割・職務に基づき，連携・協力を特に密にしつつ，協働して学校図書館の運営にあた

ることが重要である。具体的な職務分担については，各学校におけるそれぞれの配置状況等の

実情や学校全体の校務のバランス等を考慮した柔軟な対応も必要となる。

しかしながら，これまで見てきたような複雑かつ広義の現代の “読書”に関して，学校図書館にお

ける 2 職種の交錯的な併存には限界があり，学校図書館の機能は充分に発揮できない。真の “プロ

フェッション”の不在が，児童生徒及び教員ら関係者の学習教育活動を阻害することにつながる危険

性をはらんでいると言える。

塩見昇は 2015年に，「司書教諭と学校司書の職務の差別化を図り，より好ましい関係を構築するほ

かない」45)と主張している。塩見は，司書教諭については，

現行法の「学校図書館の専門的職務」から司書教諭の職務を切り離し，学校図書館を学校教

育全般の中で利活用する運営・経営的な役割に軸足をシフトし，よく整備された学校図書館が

機能することで学校教育がいかにその教育力を高め得るかを具体化する条件・環境整備の役割

を主たる職務とするのが理にかなう。· · · · · ·それは教員としての専門性に立脚した職務にこそ
なじむ 46)。

とし，学校司書については，「学校司書は，当然，学校図書館のサービス活動，図書館機能に基づく教

育指導の実務全体にわたる専門的職務の唯一の担い手となる」47)。として，2職種制について，双

方を独立した専門職とする観点から区別化を提案した。しかしながら，佐藤敬子らは以下のように述

べていた 48)。

司書 [筆者注：学校司書]が個々の読書・学びをサポートし，生徒の興味・関心・要求に沿う

図書館を築き上げていくのに対し，司書教諭は学校全体の教育の中から図書館が関わる部分

を探し出し，そして結び付けていくのがその役割にあたる。それぞれが違う役割は持っている

といっても，図書館活動全体から見ると，それぞれの領域の大部分は重なり合っている。つま

り，それぞれの領域で多少方向性に差があるとはいえ，基本的な部分はどちらがやってもいい

というのが，本校の司書と司書教諭の協働であり，司書と司書教諭の専門性に差がない，とい

うのが私の実感である。
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また，村上幸二も学校司書法制化後の実践として，司書教諭と協働して指導と評価を行った学校司

書を描き出している 49)。

興味深いことに塩見は，「改正法における 2職種並置のもつ矛盾等にわたる丁寧な検討が欠かせな

い」50)とも述べている。また文部科学省も，「モデルカリキュラムの改善については，今後，関係学

会や関係団体等において更なる改善に向けた議論が深められることを期待するとともに，大学等にお

ける開講状況や学生等の履修状況等も踏まえ，一定期間経過後に改めて改善に向けた検討を行うこと

が重要である」51)と提案している。学校司書養成が始まり，講義指針や各養成担当者のシラバス，

役割分担表などが構築されてきた過程で生じる現在の矛盾が，2職種の交錯的な併存を浮き彫りにし

ている。今後も丁寧な検討を重ねていく必要があると思われる。

おわりに

以上，学校図書館におけるプロフェッションの交錯的併存に関して考察を行った。結果として，学

校図書館における 2職種制の限界が明らかになった。ここから，学校図書館における専門職について

の再考の必要性及び，真の “プロフェッション”像の確立の所為が不可欠なことを，現実に露呈した

ものと，本稿は結論する。学校図書館に必要とされる “プロフェッション” は，教員免許状を持ち，

学習指導も包含した広義の “読書指導”という指導を行えることが求められる。学校という教育及び

学習の場で，児童生徒や教員に対して，学校図書館の機能を活用して指導や支援を行う教育職として

の知見が必要である。同時に，学校の中の図書館を運営する司書としての知見が必要である。そし

て，両知見を分断されたものではなく連続したものとして調整する能力を持つことが最も重要であ

り，それは公共図書館における司書とは性格を異にした，学校図書館における真の “プロフェッショ

ン”だけの独自性及び専門性と考えられる。そのためには，相応の履修科目数をもって教育学と図書

館情報学双方のディシプリンを修めることも含めて，教員と司書の双方の知見を融合させることが要

求される。

なお，「はじめに」で触れたが，日本の学校図書館における専門職について考える際に，「図書館員

の倫理綱領」の検討は不可欠である。同倫理綱領は専門職としての地位確立を “めざす”立場から構

築された。その当時は，石塚らの “統制力”を有する専門職集団成立論は，“めざす”派からは “時期

尚早”とされたが，こと学校図書館においては “時期到来”であろう。

また，現在提示されている文部科学省の『学校図書館ガイドライン』52)も含めた学校図書館基準

の再検討も不可欠である。その際，背景となる国情や文化，教育制度などを慎重に考慮しながら，他

国の養成事情や学校図書館基準との比較 53)も視野に入れねばならないと考える。なぜなら，世界標

準としての国際図書館連盟 (IFLA) の『学校図書館ガイドライン』では，「学校図書館の最も重要な

資源は，有資格のプロフェッショナルなスクールライブラリアンである。スクールライブラリアン

は他の教員と協力して，児童生徒にとって可能な限り最高の知識構築や意味のある学習体験を創り

出す」(筆者訳)と定め，スクールライブラリアンについては，「図書館の活動，プログラム，および

サービスを主導または開始する責任を持つ，司書職の教育を受けた教員である。日常業務の管理に加

えて，コレクションの開発を通じてカリキュラムをサポートし，学年レベルに適したメディアおよび
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情報リテラシースキルを教え，児童生徒が読書レベルに適した読書教材を選択するのを支援し，学級

の教員が図書館サービスと教材を統合するのを教育プログラムにおいて支援する」(筆者訳)と解説し

ている 54)からである。また日本を含む OECD加盟国を中心とする国々は，今後も Education2030

など，ある一定の範囲内で教育に関して共通する方向性を共有していることから，これらの教育動向

と関連させた各国との比較検討は有意義であると考えられる。以上については，今後の課題とする。
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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

79



副会長 1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

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。

(報酬)
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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 　

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

◆投稿 　

投稿に関しては下記のとおりとする。

投稿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。

「原稿は「『Journal of I-LISS Japan』執筆要綱」に従う。

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。

◆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。

(現在までの寄付者は，石塚栄二，岩猿敏生，大城善盛，河井弘志，志保田務，中村恵信，前川和子，柳

勝文，山田美雪である)

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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『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

Journal of I-LISS Japan も 2年目に入りました。今号は 3本の論文を収めることができました。

執筆者の方々に感謝いたします。

いずれの論文も，ただ海外の事情を分析するだけではなく，また日本の事情を日本の視点で捉える

だけではない，日本にもまた海外の人にとっても今後のことが考えられる，国際図書館情報学会の名

にふさわしい論文が収められていると考えます。

I-LISS本体の大会が，2019年 7月 12日から 13日にかけて台北の国立台湾師範大学で行われまし

た。I-LISS Japan Chapterからは，志保田務会長以下 8名が参加しました。8名が無事に参加でき

たのは，連絡・調整役の山田様のおかげです。

様々な国からの発表を聞くだけではなく，比較的長いコーヒーブレイクの時間や昼食を食べながら

いろいろな参加者と直接話すことができるのは国際学会のいいところです。自分の中にいろいろな視

点やアイディアが溜まっていきます。今回残念なのは日本からの発表がなかったことで，これは私個

人の責任として次回以降に果たされる必要があると考えています。来年度の大会はインドのチェンナ

イが予定されています。何年後かの日本での開催の話も聞こえてきています。

今回の，図書館の訪問も含めた詳細な報告は，次号の掲載を予定しています。

前号から組版のシステムを変更し，印刷所も変更しました。その結果，締切から発行までの時間を

短くできただけではなく，今までより 5万円近くコストを下げることができました。この分は，海外

研究者の招聘・若手研究者の育成などの形でみなさまに還元できればと考えています。

前回お伝えした，Journal of I-LISS Japan，また継続前誌である Journal of LISSASPAC JAPAN

を J-STAGEで見られるようにしたいというのは，まだ実現できておりません。もう少し時間を頂け

ればと思います。

ただ，I-LISS Japan Chapter の web ページ http://shihota.world.coocan.jp/top_page/

lissaspac-jp.htmlでは，全ての巻号が全ページ見られるようになっています。

(編集次長 岡田大輔)
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