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「図書館を学ぶ相互講座」および LISSASPAC 日本支部設立セレモニー；8月 12日（土）

タイムスケジュール：LISSASPAC 日本支部設立セレモニー・記念研究講演会実行委員会

会場 大阪府立中之島図書館別館 2階

✿ 9 : 30 受付開始（2 F、来賓関係者は 4 F 小会議室へ）

✿10 : 00-10 : 45 「図書館を学ぶ相互講座」

「アジア太平洋の図書館情報学と日本」志保田務

✿10 : 45-16 : 45 LISSASPAC 日本支部設立セレモニー記念行事、記念研究講演会

10 : 45-11 : 45 設立セレモニー

挨拶 大阪府立中之島図書館 呉博士（会長） 志保田博士（支部長）

※設立セレモニー終了後、記念撮影。その後昼食へ

（この時間帯、希望者は中之島図書館を自由に見学。 11 : 45 会場へ戻る）

11 : 45-13 : 15 昼食（90分間）

13 : 15-16 : 35 記念講演会

講演 呉東根（LISSASPAC 会長）13 : 15-13 : 50

「韓国の図書館情報学の教育と研究：現況と展望」

講演 大城善盛（元同志社大学教授）13 : 50-14 : 25

「オセアニア地域向け展開の可能性」

講演 長倉美恵子（元東京学芸大学教授）14 : 25-15 : 00

「国際学校図書館協会（IASL）とアジア太平洋地域」

15 : 00-15 : 20 ティー・ブレイク（講師控室は 4階）

15 : 20-16 : 35 研究発表（各 15分間計 75分）

鎌田准教授 15 : 20-15 : 35

LIM 教授 15 : 35-15 : 50

立花教授 15 : 50-16 : 05

岡田講師 16 : 05-16 : 20

KIM 准教授 16 : 20-16 : 35

16 : 40-16 : 45 閉会（謝辞）志保田博士

16 : 45 終了予定

16 : 45-17 : 00 レセプション（出席者への案内）
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巻頭言にかえて

アジア太平洋の図書館情報学と日本

志保田 務
（LISSASPAC 副会長）

要約

アジア（環）太平洋図書館情報学会（LISSASPAC）は、2015年 6月、インド SRM 大学を

会場とした第 2回 ICIDL 国際会議（2nd International Conference on Innovation Driven Librarian-

ship）の場で設立宣言されました。日本からは私と前川和子教授などが参加しました。会長に

は今ご出席頂いている Oh 博士が選ばれました。翌 2016年 14か国から代表が知恵を寄せ合い

定款を作りました。7月この日本支部設立、規定が策定されました。今日ここに日本支部の設

立セレモニー及び記念研究講演会を開きます。

大阪府立中之島図書館、日本図書館研究会、京都図書館研究会のご支援、また講演・研究発

表の先生方、会員初めスタッフと御なり下さった皆様に厚くお礼申し上げます。

アジア太平洋地域における図書館情報学の発展は、インドの S. R. ランガナタンやアジア研

究に力を注ぎ、大城、長倉、鎌田先生など多くの日本人司書を採用したアメリカの大学図書館

の隠れた貢献がありました。Oh 博士は、トリプル・マスターとしてアメリカの大学で英語

学、経営学をおさめ、インドからの招聘でランガナタンを極める訪問研究を重ねました。そし

て KDC 韓国十進分類法の最新版の編集責任者、韓国図書館情報学会長と重責を担いました。

また今年、韓国の LISSASPAC 関係の講演に、日本図書館情報学会前会長・根本彰慶応義塾大

学教授を招聘し、応募した岡田大輔講師に発表機会を与えられました。Kim 准教授は Oh 博士

のもとで企画を推進し、Lim 教授は日本に留学し東大時代の根本教授の薫陶を受けました。

Son 博士には、日韓の架け橋となって頂いています。私と Oh 先生とは大学同志が姉妹校とい

う縁で 4回ほどの招聘を互いに重ねています。すばらしい人的連携が基礎にあります。

そこで今般のセレモニーは自然体で始めましたが、実際は日程を初め hard でした。会員、

スタッフの皆様、協賛団体、印刷社の親身なご協力があって成立したのです。こうした行事を

安定開催するには蓄積が必要です。深井燿子先生を中心とした IFLA 多文化部会、アジア太平

洋図書館情報学教育学会、長倉先生、大平博士がご活躍の国際学校図書館協会 IASL、立花先

生の発表があった日本図書館研究会の中国交流、私が縁を取持った AzLA、JLA のホーナー図

書館員交流基金などがあります。だが国際的な出力は強力と言えません。

International Journal である Knowledge Organization への積極参加、英語による JISTaP、Jour-

nal of Information Science Theory and Practice の発行等、韓国側の国際的発信は力強力です。同

誌は第 1巻（2013年）に ICIDL 関係国の仮代表を編集顧問と列記し私も任命されました。

それら諸事も鑑み Oh 博士の助言で当論集用 ISSN を中村先生にとって頂きました。年 2回

の発行が逐次刊行物の最低条件です。本誌を初め日本支部の成長を期待し LISSASPAC の全太

平洋地域への進展を望みます。今般の全行事の成功を祈念します。
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記念講演

Library and Information Science Education and Research in Korea :
Current Status and Prospect

By Dr. Dong-Geun OH
（Professor, Keimyung University, Korea）

韓国の図書館情報学の教育と研究：現況と展望

吳 東根
（博士；啓明大学校教授，LISSASPAC 会長）

（Abstract）

This presentation tries to introduce current status of general libraries, education, and research library

and information science in Korea, based on the previous data from other research in related areas. It

summarizes the  general library situations, including basic library statistics ; major related

organizations and information sources ;  departments and schools of library and information science ;

qualification of librarian enforcement ordinance ;  general trends of research including major Korean

journals in LIS, journal contributions home and abroad by Korean scholars, publication patterns in

journals, theses and dissertations ; and financial supports for research from the governments including

National Research Foundation (NRF) of Korea and other project-based supporting organizations. It

concludes with SWOT analysis for Korean library community.

（抄録）

この発表は韓国の図書館一般、関係教育および大学・学術図書館、図書館情報学関係のステ

ータス（状況・資格）の潮流を、関連エリアの他の研究から既存データを採りつつ紹介しよう

とする。これは全般的な図書館の現状を、基本的な図書館統計を主軸に要約するものである。

略示すると、資料組織化と情報資源；図書館情報学の部門と学校；図書館員の専門資格の実

施法令；LIS（図書館情報学）研究の全般的傾向、韓国内の関係主要誌、韓国研究者による国

内外の雑誌への貢献ぶり；学位論文、博士論文の発表のジャーナル形状、研究に対する国立研

究基金（NRF）やプロジェクト基盤の助成機構を含む政府からの財政的支援現状…。

結論すると本稿は、SWOT 分析法に拠る韓国図書館界の要因分析である。

［訳注：S＝Strengths, W＝Weaknesses, O＝Opportunities, T＝Threats。経営戦略策定方の一つ］
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記念講演

オセアニア地域向け展開の可能性

大城 善盛
（元同志社大学教授）

Inviting Library and Information Science Researchers and
Professionals in the Oceania Region to Join LISSASPAC

By Zensei OSHIRO
（Professor, ret. of Doshisha University）

（日本語抄録）

1）「LISSASPAC から見たオセアニア地域の図書館界の誘因」、2）「オセアニア地域から見

た LISSASPAC の誘因」、の視点で検討した。1）に関しては、a）『オーストラリア・ニュージ

ランド標準職業分類』が「ライブラリアン」、「図書館テクニシャン」、「図書館アシスタント」

は別の職種と理解しており、社会的にも図書館職の専門職化が進んでいることで、アジアの

国々にとっては大きな魅力であろう。

b）オーストラリア図書館情報協会（ALIA）がライブラリアンと図書館テクニシャンを図書

館情報専門職と理解し、その 2種の職業人を養成するプログラムを認定している。c）ニュー

ジランドでも状況は似ている。d）ALIA が 2016年に公表している公共図書館ガイドライン

は、国際的にも優れたものである。

2）に関しては、a）ALIA のガイドラインが、公共図書館の役割として「経済発展と労働力

の増進」やデジタル・ディバイドの解消を挙げているが、それはオーストラリアだけの課題で

はなく、アジア全般にとって極めて重要な課題であり、オセアニアとアジアの図書館関係者が

連携して取り組む必要がある。b）A-LIEP が頻繁に開催され、またオーストラリアのライブラ

リアン養成プログラムには平均的に全学生の約 10％が在籍しており、殆どはアジアからの留

学生である。このような状況は、LISSASPAC への参加の機運は高めていると理解できる。c）

オーストラリアの大学図書館ではアジア・スペシャリストが充足できていない。それもオセア

ニア地域の図書館人から見て LISSASPAC の魅力であろう。

（Abstract）

A) Some Reasons for Which LISSASPAC Are Interested to Invite Library and Information Science

Researchers and Professionals to Join

Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations categorically classifies

‘librarians’ under ‘professionals’, ‘library technician’ under ‘technicians and trades workers’, and

‘library assistant’ under ‘clerical and administrative workers.’ This means that professionalization of
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library staff in the Oceania region is greatly improved, which is attractive for library and information

science researchers and professionals in Asian countries.

Australian Library and Information Association (ALIA) recognizes that both librarians and library

technician are library and information professionals, and accredits their educational programs, which

are also attractive and interesting.

ALIA’s Guidelines, Standards and Outcome Measures for Australian Public Libraries published in

2016 is also attractive, which I suppose is one of the best public library guidelines in the world.

B) Incentives to Library and Information Science Researchers and Professionals in the Oceania

Region

ALIA’s Guidelines which was mentioned above, lists “economic and workforce development” and

“digital inclusion, especially for those at risk of being marginalized from society. . .” as two of six

objectives of the public library. They are particularly important for the public libraries in developing

Asian countries. In addition to APEC and TPP, which are economic cooperative agreements among

Asian countries and the Oceania region, there should be much more cooperative activities among

these countries in the field of library services.

Many academic libraries of Australian universities have some troubles to employ properly-trained

Asian library specialists, mainly because there is not enough number of those professionals. By

joining LISSASPAC, they may find some solutions for this problem.

1．はじめに

1）LISSASPAC から見たオセアニア地域の図書館界の魅力（誘因）、2）オセアニア地域か

ら見た LISSASPAC の魅力（誘因）、というアプローチの仕方で、「オセアニア地域向け展開の

可能性」を検討してみたい。「オセアニア地域」と言っても、1）オーストラリアを含まない太

平洋の島々を指す狭い意味と、2）オーストラリア、ニュージランドを含むポリネシア、ニュ

ーギニアを含むメラネシア、そしてミクロネシアを含む広い意味、の 2種があるようである

が、ここでは、オーストラリアを含む広い意味で用いる。

2．LISSASPAC から見たオセアニア地域の図書館界の魅力（誘因）

LISSASPAC のフルネームは Library and Information Science Society for Asia and the Pacific で

ある。日本名はアジア太平洋図書館情報学会で、今日はその日本支部結成の記念式典である。

この LISSASPAC いう学会は 2015年に設立されているが、その設立目的を見ると、次のよう

になっている1）。

1）図書館情報学の専門職、その教育・訓練の進展に貢献すること。すべての地域における

図書館情報学関連の研究者間の共同・協働の機会を、特に個人的な協力関係を通じて提供する

こと。
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2）会員の国における図書館情報学の（最善の）実践を促進させること。

3）図書館情報学に関する会議、セミナー、ワークショップを開催すること。

4）学会の目的に沿い、学会員のためにジャーナル、ニューズレター、研究書を刊行するこ

と。さらには、学会の目的に沿う他の事も行うこと。

以上の設立目的を読むと、学会名の一部となっている「for Asia and the Pacific」との関連が

見えてこない。しかし、2016年の理事会の議事録を見ると、「学会はアジアと太平洋地域の

国々を代表とする…。」2）、と記録されているので、学会はあらゆる国を含めながらも、やはり

アジアと太平洋地域が主であるように思われる。

現在、カナダ支部、中国支部、インド支部、インドネシア支部、イラン支部、日本支部、韓

国支部、マレーシア支部、ネパール支部、フィリピン支部、シンガポール支部、タイ支部、ア

メリカ合衆国支部、の 14支部が出来ているが3）、学会が名称に「アジア太平洋」（for Asia and

the Pacific）という用語を用いるのであれば、オセアニア、すなわちオーストラリアやニュー

ジランドの図書館情報学関係者にも会員になってもらう必要があるように思われる。

以上のことは、LISSASPAC から見たオセアニア地域の図書館界の魅力（誘因）というよ

り、オセアニア地域の図書館情報学関係者が LISSASPAC の会員になる必要性を述べたもので

ある。オセアニア地域の図書館界は、LISSASPAC から見て、特に日本の図書館界から見て、

極めて魅力に富んでいる。それを次に検討する。

オーストラリアやニュージランドには『オーストラリア・ニュージランド標準職業分類』

（Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations）4）というのがあり、その職業

分類（表）を見ると、a）「管理者」（managers）、b）「専門職」（professionals）、c）「テクニシャ

ン・商人」（technicians and trades workers）、d）地域・個人的サービス業者（community and

personal service workers）、e）「秘書的・事務的職員」（clerical and administrative workers）、f）

「セールスマン」（sales workers）、g）「機械操作員・運転手」（machinery operators and drivers）、

h）「肉体労働者」（labourers）、という八つの大きな枠組みがあり、ライブラリアン（librarian）

は「専門職」カテゴリー、図書館テクニシャン（library technician）は「テクニシャン・商人」

カテゴリー、図書館アシスタント（library assistant）は「秘書的・事務的職員」カテゴリーに

入っている。換言すると、オーストラリアとニュージランドの図書館にはライブラリアン、図

書館テクニシャン、図書館アシスタントという 3種の職業があり、それが図書館界だけでな

く、社会的にも承認されている、ということである。

オーストラリアには、オーストラリア図書館情報協会（Australian Library and Information

Association : ALIA）という職能団体があり、ALIA はライブラリアンと図書館テクニシャンを

図書館情報専門職と理解し、その 2種の職業人を養成するプログラムを認定している。認定に

関しては、アメリカの自発的な認定と異なり、イギリス方式で認定権限を国から認められてい

る。なお、ライブラリアンと図書館テクニシャンを同じ図書館情報専門職（員）と言っても、

会員になる際には区別されており、ライブラリアンはアソシエーツ会員、図書館テクニシャン
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は図書館テクニシャン会員というふうにカテゴリー化されている5）。プログラム認定の場合

も、当然ながら認定基準に差がある6）。

2016年現在、ライブラリアン養成プログラムとして認定されている大学は 10大学、図書館

テクニシャンは職業専門学校（VET : vocational education and training. 特に公立の機関は

TAFE : Technical and Further Education と呼ばれる）で養成されるが、17職業専門学校だけが

認定されている7）。150前後の司書課程がある日本の状況とはだいぶ異なる。また、職業専門

学校でも学士号や大学院修了証を授与する学校もある。詳細なことは、大谷大学の山本教授と

共著で 2016年に刊行している『21世紀の図書館職員の養成』8）を読んで頂きたいが、日本にと

っては極めて魅力に富むオーストラリアの図書館界である。

ニュージランドの状況は少し異なる。ニュージランドには、ニュージランド図書館情報協会

Aotearoa（Library and Information Association of New Zealand Aotearoa : LIANZA）があり、オ

ーストラリアのように会員に区別は設けていない。しかし、「専門職登録会員」（professional

registration）というサブカテゴリーがある9）。それは、オーストラリアのライブラリアンとの

互換性を可能にするためと推測される。また、図書館の発展は専門職員であるライブラリアン

を中心に推進されるのだ、という意気込みの表れのようにも思われる。オーストラリアでもニ

ュージランドでもライブラリアンとは、図書館情報学の学士号保持者か大学院課程の履修者の

ことである。このように、養成に関してはアメリカの状況とは異なる。ライブラリアン養成の

視点からも、オーストラリアとニュージランドの図書館界の状況は、日本だけでなく

LISSASPAC にとっても魅力的であるように思われる。

LISSASPAC や日本にとって魅力的であると思われる点がもう 1点ある。それは、公共図書

館のガイドラインである。IFLA が 2010年に IFLA Public Library Service Guidelines を刊行し、

日本では 2015年に JLA から『IFLA 公共図書館サービスガイドライン』という書名で翻訳が

出ている。オーストラリアでは、ALIA が 2011年に公共図書館ガイドラインを作成している。

2012年には改訂版を出している。その 2012年版をさらに改訂して、2016年に Guidelines,

Standards and Outcome Measures for Australian Public Libraries というタイトルで公表してい

る10）。個人的な感想であるが、現在、世界で最も優れた公共図書館ガイドラインの一つであ

り、極めて斬新なものである。

3．オセアニア地域から見た LISSASPAC の魅力（誘因）

アジア太平洋経済協力（APEC）が 1989年にオーストラリアの首相の提唱で、オーストラ

リア、ニュージランド、日本、韓国、フィリピン、タイ、インドネシア、マレーシア、シンガ

ポール、ブルネイ、アメリカ合衆国、カナダ、の計 12カ国で発足している。現在では、中国、

台湾、ベトナム、パプアニューギニア、メキシコ、チリ、ペルー、ロシアが加盟している11）。

また、環太平洋パートナーシップ（（TPP）協定というのがある。最近、アメリカ合衆国が

脱退したが、TPP 協定は日本、マレーシア、シンガポール、ベトナム、ブルネイ、オースト

ラリア、ニュージランド、カナダ、チリ、メキシコ、ペルー、の合計 11か国の経済連携協定
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である12）。このように、オセアニア地域とアジアとは経済的に深い関係にある。

2016年に LISSASPAC との連携でインドにおいて開催された図書館情報学会議の記録に、

次のような 1文がある。「図書館は社会と互いに結びついており、相互依存の関係にある。図

書館の無い社会は意義がなく、社会の無い図書館というものは存在しない。図書館は、社会の

進展（social progress）の車輪として極めて重要な役割を果たす。」13）

図書館が果たす（貢献する）「社会の進展（social progress）」とは何だろうか。上記した

ALIA の 2016年の Guidelines, Standards and Outcome Measures for Australian Public Libraries の

大きな特徴の一つは、評価（法）をしっかりと位置づけていることである。従来、評価の方法

としては、入館者数、貸出冊数、レファレンス件数、などが採用されていたが、上記の ALIA

の 2016年ガイドラインはそのようなものは output であるとして退け（軽視し）、outcome とい

う用語を採用して、新しい評価法（評価項目）を提唱している。Outcome の訳は難しいが、具

体的な outcome とは、次のようなものである14）。

1）初期児童の発達も含めて、リテラシーや生涯学習に役立っている。

2）よく知らされており（informed）、連携の取れた市民性を創出している。

3）地域社会のデジタル化、特にデジタル技術へのアクセス制限やデジタル・リテラシーが

低いために社会から疎外されがちな人々へのデジタル支援ができている。

4）個人的な発達や幸福感の醸成に貢献している。

5）創造的、文化的包括性のあるコミュニティを創出している。

6）経済発展と労働力の増進に貢献している。

従来、公共図書館の役割としては、読書の推進とか、文化的な意義が強調されがちであった

が、上記のように、オーストラリアの公共図書館ガイドラインはさらに進めて、その機能（目

的）の一つとして地域住民の経済的発展まで含めるようになっている。公共図書館は（他の館

種も含めて）、上記のインドにおいて開催された図書館情報学会議で述べられているように、

「社会の進展（social progress）の車輪として極めて重要な役割を果たす」、と言われたりする

が、社会の進展は経済的な進展と関連が深い。特に、経済的に恵まれていない地域における

「社会の進展」は経済的な進展が前提となる。

また、ALIA のガイドラインの outcome 指標の中には、「デジタル技術へのアクセス制限や

デジタル・リテラシーが低いために社会から疎外されがちな人々へのデジタル支援」が含まれ

ているが、そのような人々は往々にして経済的に恵まれていない環境にある場合が多い。今後

の公共図書館は、特にアジアの公共図書館は、経済的に恵まれていない人々に焦点を当てたサ

ービスを重視する必要があるように思われる。

今後、公共図書館は、地域経済の発展と図書館の関係も含めて、「図書館と経済」という要

素も考えて行く必要があるように思われる。その視点を国レベルに向けると、最初に紹介した

APEC や TPP とも結びつくようにも思われる。すなわち、オセアニアは APEC や TPP でアジ

アと深く結びついており、オセアニアは図書館の世界でもアジアと深く結ぶつくべきである、
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という結論に至る。

図書館界における直接的な関連では、アジア太平洋図書館情報教育国際会議（Asia-Pacific

Conference on Library & Information Education and Practice : A-LIEP）というのがあり、2006年

にシンガポールでの初回開催後、2回目は台湾（2007年）、3回目は日本（2009年）、4回目は

マレーシア（2011年）、5回目はタイ（2013年）、6回目はフィリピン（2015年）、7回目は中

国（2016年）で開催され、8回目は 2017年にタイで開催されることになっている15）。その会

議にはオセアニアからも図書館情報学の研究者が参加しており、既に LISSASPAC への参加の

機運は高まっていると言える。

また、シンガポール、オーストラリア、ニュージランドの 3国間では、各国の図書館協会が

共同主催者となって、2018年に合同の図書館大会が開催されることになっている16）。そのよ

うな動向もオセアニアの図書館情報学関係者の LISSASPAC への参加を容易にし、

LISSASPAC のメリットを訴える良い機会であると思われる。

2010-14年の 5年間のオーストラリアにおける専門職ライブラリアンの養成プログラムに登

録している学生の状況を見ると、2010年は 1167人（外国人学生：153人（13％））、2011年は

1138人（外国人学生：126人（11％））、2012年は 1125人（外国人学生：138人（12％））、

2013年は 1017人（外国人学生：105人（10％））、2014年は 992人（外国人学生：102人（10

％））、となっている17）。この期間（5年間）の外国人学生数は常に 10％以上を占めており、

その殆どはアジアからの留学生である。なお、2015年以降の状況はデータが入手できないだ

けで、最近でも状況はあまり変わっていないと推測される。このように、専門職ライブラリア

ン養成の視点からもアジアとオーストラリアの関係は深い。しかしまた、オーストラリアでは

専門職ライブラリアンの養成を行っている 10大学のうち、3大学が今後学生の募集を止める

という情報もあり、オーストラリアにおける図書館情報学教育の将来は厳しいものがある。

LISSASPAC に参加することにより、そのような悩みの解決策が見出せる機会になる可能性も

ある。

オーストラリアの図書館界は、もう一つの悩みも抱えている。それは、オーストラリアの学

校図書館界である。オーストラリアでは日本でいう司書教諭のことをティーチャー・ライブラ

リアン（teacher librarian）と称している。ALIA とオーストラリア学校図書館協会（Australian

School Library Association）は「すべての学校図書館にティーチャー・ライブラリアンを」、と

唱導活動を続けているが、ほんもののティーチャー・ライブラリアン（ALIA が認定したティ

チャー・ライブラリアン養成コースの卒業生）が勤務する学校図書館は極めて少ない18）。日本

と同じような問題を抱えているという意味で、オーストラリア学校図書館界は、日本や他のア

ジア諸国の状況に関心があると思われる。

日本とオーストラリア間で図書館と直接関係のある分野を概観すると、オーストラリアの国

立図書館と大学図書館に日本研究を支援するための日本語コレクションがある。日本研究とそ

れを支援する日本語コレクションを有している有名な大学としては、オーストラリア国立大学

（Australian National University）、モナシュ大学（Monash University）、メルボルン大学
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（University of Melbourne）、シドニー大学（University of Sydney）、ニユーサウスウエルズ大学

（University of New South Wales）、などがある。しかし、日本語を扱えるジャパン・スペシャ

リストと呼ばれる図書館員に関しては、最近の大学の緊縮財政に加えて、適切なライブラリア

ン不足などで、どこの大学図書館も悩みを抱えている19）。

日本の国立国会図書館は、国際交流基金からの資金援助を得て、そのような日本語コレクシ

ョンを担当する職員を国際的に（世界各国から）招待して研修を行っている。少し古いデータ

であるが、1999-2004年間にオセアニアから 9人の図書館員がその研修に参加している20）。さ

らに古いデータでは、『オーストラリアの図書館』によると、1960年から 1988年間にオース

トラリア国立図書館に勤務する 10人の図書館員が国立国会図書館に研修に来ている21）。

私は、2014年に 1週間かけて、オーストラリアの国立図書館、大学図書館、公共図書館、

ALIA を調査して来たが、オーストラリアの国立図書館には Shinozaki Mayumi さんという方

がおられて、日本語コレクションの担当をしていた。図書館情報大学の卒業生だそうで、彼女

が採用されるまでは、2カ年契約の形で国立国会図書館から図書館員が派遣されていたようで

ある。上記の『オーストラリアの図書館』は、その国立国会図書館からの派遣職員によって翻

訳されたもので、その中に「日本語版への序文」という次のような 1文が載っている。「この

国は文化的にも経済的にも、大方はヨーロッパの遠く離れた外延にあると見られてきた。しか

しながら、1980年代に至り、この日本語版の終章に見るように、その焦点に変化が生じ、オ

ーストラリア人は、この大きな島大陸がヨーロッパの分家であるというよりは、躍動を続ける

アジア・太平洋地域の一部を成していることを認識するようになっている。（中略）1980年代

の機械化・情報化時代の到来とともに、オーストラリアの図書館・情報サービスは、オンライ

ン・サービス、ネットワーク化、国内資源の協力的利用を通して、‘距離の暴虐’を打ち破る

ことに成功した。今やこのサービスをアジア諸国に拡げる時が来たと考える。その手始めとし

て、われわれは日本の図書館員とその本書を共有したいと念ずる。」22）この文章は 30年前のも

のであるが、オーストラリアの図書館界が今でもこの気持ちを維持することを期待したい。

世界的にも上位にランクされているオーストラリア国立大学にはメンジー図書館（Menzies

Library）というのがある。メンジー図書館は、アジア・太平洋地域の歴史、人類学、政治や国

際関係、文学・語学、宗教や哲学等の研究を支援する研究図書館であり、アジア・太平洋関連

のコレクションとしては世界的にも有名である。図書館には、東南アジア・南アジア・中近東

（Southeast Asia, South Asia & Middle East）担当のスペシャリスト、太平洋地域（the Pacific）

担当のスペシャリスト、中国・日本・韓国（China, Japan & Korea）担当のスペシャリストが

勤務しているが、2017年現在、中国・日本・韓国担当のスペシャリストは F. Schimmelpfennig

という人である23）。一人で三つの国の担当スペシャリストになれるか、疑問に思うが、そのよ

うな状況も大学の緊縮財政に加えて、適切なライブラリアン不足のせいであると推測される。

オーストラリアにはオーストラリア・アジア研究学会（Asian Studies Association of

Australia）があり、その委員会の一つとしてオーストラリア・アジア図書館資源（Asian

Library Resources of Australia）がある。その委員会を通じてオーストラリアのアジア図書館ス
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ペシャリストは情報交換を行い、連携して課題の解決に努めている24）。LISSASPAC はそのよ

うなアジア図書館スペシャリストにとっても魅力的であると推測される。

さらには、ALIA の（下部）組織は委員会（committee）ではなく、“interest group”という

名称で構成されているが、その“interest group”の中に、「アジア・太平洋特別関心グループ」

（Asian Pacific Special Interest Group）というのがあり、最近は太平洋諸島の資料保存に特に関

心が行っているようであるが、オーストラリアの図書館界と接触しようとする場合、そこが窓

口の 1つになると思われる。

以上、「オセアニア地域向け展開の可能性」というテーマで、1）LISSASPAC から見たオセ

アニア地域の図書館界の魅力（誘因）と 2）オセアニア地域から見た LISSASPAC の魅力（誘

因）、を検討した。LISSASPAC は学としての図書館情報学に関心を抱く研究者を主体とした

学会のように思われるが、図書館情報学の場合、実践に裏打ちされないと意義がない学問のよ

うに思われる。そのような視点から、私の微力のせいもあるが、実践場面が主となった。

注（サイトの確認最終日はすべて 2017年 7月 2日）
１）Library and Information Science Society for Asia and the Pacific, Objective.

http : //lissaspac.org/about.html
２）Library and Information Science Society for Asia and the Pacific, Minutes of the second Executive council

meeting of“LISSASPAC”held on /01/10/2016 at 6 pm at the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University
Library, Chennai.
http : //lissaspac.org/Minutes%20of%20second%20Meeting.pdf

３）Library and Information Science Society for Asia and the Pacific, National Chapter.
http : //lissaspac.org/about.html#

４）Australian Bureau of Statistics, Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations.
http : //www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/1220.0 Search02013,%20Version%201.2

５）Australian Library and Information Association, Membership.
https : //membership.alia.org.au/membership

６）Australian Library and Information Association, ALIA Accredited Library and Information Science Courses.
https : //www.alia.org.au/course-accreditation

７）Australian Library and Information Association, ALIA LIS Education, Skills and Employment Trend Report
2016.
https : //www.alia.org.au/employment-and-careers/alia-lis-education-skills-and-employment-trend-report

８）大城善盛・山本貴子共著『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』日
本評論社，2016.

９）LIANZA, Personal Membership. https : //lianza.org.nz/membership/personal ; LIANZA, Professional
Registration.
https : //lianza.org.nz/professional-registration-home

１０）Australian Library and Information Association, Guidelines, Standards and Outcome Measures for
Australian Public Libraries. 2016.
https : //read.alia.org.au/sites/default / files/documents/guidelines_standards_and_outcome_measures_for_
australian_public_libraries.pdf

１１）ウィキペディア．「アジア太平洋経済協力」
https : //ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%
B4%8B%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%8D%94%E5%8A%9B

― １２ ―



１２）ウィキペディア．「環太平洋パートナーシップ」
https : //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E3%83%91%E3%
83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%97%E5%8D%94%
E5%AE%9A

１３）Central Library of The Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, National Conference on“Legal and
Ethical Aspects of Librarianship : Issues and Challenges”. Organized in Association with LISSASPAC.
http : //lissaspac.org/event-india_law.html

１４）上掲 注 10）
１５）Department of Library Science, Chulalongkorn University, The 8th A-LIEP Conference.

http : //www.arts.chula.ac.th/dlives/aliep2017/about.html，その他
１６）Australian Library and Information Association, Asia-Pacific Library and Information Conference 2018.

https : //www.alia.org.au/events/13403/asia-pacific-library-and-information-conference-2018
１７）上掲 注 7）
１８）上掲 注 8）。及び Australian Library and Information Association, ALIA Future of The Library and

Information Science Profession : School Libraries.
https : //www.alia.org.au/sites/default/files/2017%20school%20libraries%20report.pdf

１９）適切な図書館スペシャリスト不足の例が、次の文献で紹介されている。Hatta, Ayako,“Experience of
Shared Positions at The University of Melbourne and Monash University Libraries,”ALRA Newsletter.
No.69（January 2017）, p.13-14
http : //www.alra.org.au/newsletter1701/1701_full_issue.pdf

２０）樋口恵子「「日本研究情報専門家研修」事業について」『大学図書館研究』No.74, 2005.3, p.28-34.
２１）ピーター・ビスカップ；ドーリーン・M・グッドマン著 中野捷三訳『オーストラリアの図書館』

日本図書館協会，1988.
２２）上掲 注 22）
２３）Australian National University. Menzies Library.

http : //anulib.anu.edu.au/using-library/branches/menzies-library ; Schimmelpfennig, F.,“News from the
ANU Library,”ALRA Newsletter. No.69（January 2017）．
http : //www.alra.org.au/newsletter1701/1701_schimmelpfennig_1.html

２４）オーストラリア・アジア図書館資源委員会、すなわちアジア図書館スペシャリストたちは、隔年で
開催されるオーストラリア・アジア研究学会の会議に委員会として参加し、そこで情報交換を行っ
たり、課題解決に当ったりしている。また、ジャーナル：ALRA Newsletter も頻繁に刊行している。
参照：ALRA Committee, ALRA Newsletter.
http : //www.alra.org.au/newsletter.html

― １３ ―



記念講演

国際学校図書館協会（IASL）とアジア太平洋地域

長倉美恵子
（元東京学芸大学教授）

The Contribution of International Association of School Librarianship（IASL）
to Enhance the Library and Information Science for Asia and the Pacific

By Mieko NAGAKURA
（Professor, ret. of Tokyo Gakugei University）

要約

本稿は四項目に分け、国際学校図書館協会による図書館情報学への貢献を述べた。第一項で

は IASL の設立経緯、使命、事業及び年次研究大会について紹介すると共に、アジアで開催さ

れた研究大会テーマは学校図書館におけるデジタル化についてが多かったことを指摘した。第

二項では東南アジア諸国の学校図書館事情に触れ、図書館の教育的効果が十分に認識されてお

らず、同時に図書室の狭さ、蔵書の貧弱さ、予算不足が課題で、さらなる図書館員育成の必要

性が認められた。第三項では 1971年以降 2006まで日本会員が東アジア地域理事、また研究誌

School Library Worldwide の編集委員として、IASL の経営に貢献してきたことを述べた。アジ

ア太平洋地域で開催の年次研究大会には渡航費や参加費面から、多数の日本会員が大会に参加

し、研究発表を行ってきた。第 4項に於いては IASL と LISSASPAC との比較を行った。両者

の決定的差違は前者が「協会」で後者が「学会」であることだ。会費を納入すれば誰でも

IASL 会員になれるが、LISSASPAC では図書館情報学での博士号を持つ者しか正会員になれ

ない。IASL と LISSASPAC のいずれでも会費徴収額は会員の居住地の経済状況、つまり GNP

に基づき決定されてる。注目すべきは IASL が個人正会員と同等の特典と選挙権がある退職者

会費優遇制度を設けていることだ。IASL と LISSASPAC との比較及び IASL と日本との関わ

りから、地域限定の図書館情報学関連団体には経済的見地から明らかなメリットがあることが

わかった。

Summary

This presentation consists of four sections. In the first section, the origin, the mission, the activities

and the annual conference of IASL are introduced. The themes of the past conferences held in Asia

are mostly referred to the digital devices in school librarianship. In the second, the situations of

school library in South East Asian countries, e.g. Thailand, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Vietnam

and Laos are reported. The situations in South East Asia vary from country to country, but it is found

that the roles and the effectiveness of library in educational process are not well recognized socially
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and even at schools. Also, the shortages of library space, materials and budget are keen in many

schools. The lack of professionally trained library staff requires the betterment of library school

programs, focusing on the use of digital devices. In the third, the involvement to the IASL

administration and the participation in its annual conferences by Japanese members are described in

detail. Japanese members had contributed to the IASL administration as the regional director of East

Asia from 1971 to 2006 and as an editorial member of the organ, School Library Worldwide. When

the conferences were held in Asia and the Pacific, many Japanese members attended the conference

workshops and meetings, and made the presentations at study sessions. This fact may due to the

nearness to the conference venue from Japan. In the last section, the comparison between IASL and

LISSASPAC was made from the viewpoints of their objects, the mission, the activities and the

membership requirements with fees and dues. Both IASL and LISSASPAC are professional

organizations in the field of library and information science. The vital difference is that the former is

“association” and the latter is “society”. While IASL allows any one the full membership if the

payment of dues is made up to the appropriate date, LISSASPAC gives the full individual

membership only to the one who has Doctoral Degree in Library and Information Science and its

equivalent. At both organizations, the amounts of their fees and dues are decided in consideration

with the economic conditions of geographic zones or the GNP where the members reside. It is unique

that IASL provides a special membership for the retirees at the reduced amounts of dues with the

same privileges and voting rights as the individual/personal members. Through various experiences of

Japanese IASL members in the past and the comparison between the stances of IASL and

LISSASPAC, it became clear that a professional organization with the geographic area limitation has

a definite merit from the economical point for participating in every activity of the organization,

including the attendance to the conferences and workshops which make possible the face to face

communication for its members.

1．アジア太平洋地域における IASL

国際学校図書館協会（International Association of School Librarianship : IASL）は「初等・中

等学校の図書館サービスに関心のある人々の国際的話し合いの場」として、世界教職員団体総

連合（WCOTP）を母体に 1971年に結成された。年次大会開催、機関誌刊行、会員間の交流を

主要事業としている1）。日本は結成当初より参加しており、設立メンバーにも名を連ねてい

る。また、1971年から 2006年まではアジア地域理事として、その運営にも貢献してきた。機

関誌の編集委員にも刊行当初から指名されてきた。

毎夏、世界各地で開催される IASL 年次大会は、これまでアジア太平洋地域で 21回開かれ

ている。米国で 7回、カナダとオーストラリアで各 3回、マレーシアで 2回、香港、台湾、シ

ンガポール、インドネシア、ニュージーランド、日本が各々 1回ずつである2）。アジアでは、
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まだインド、タイ、ミャンマー、ヴェトナム、フィリピン、韓国などで開催されたことはな

く、また会員数も少ない。但し韓国は IASL 年次大会と同様な趣旨の国際研究集会である児童

青少年図書館サービス国際シンポジウム（International Symposium on Library Services for

Children and Young Adults）を開催している3）。

さて、昨 2016年 8月 22日から 26日まで、東京お茶の水の明治大学キャンパスにおいて国

際学校図書館協会（IASL）の第 45回年次大会が開催され、アジア太平洋地域のみならず、遠

くアフリカ、中東、欧州の 30カ国から約 300名、国内からのスタッフや 1日参加者を加える

と約 400名が参集した4）。この大会は 1986年 8月 24～29日、東京で開催された第 52回国際

図書館連盟（IFLA）年次大会以来の我が国における図書館情報に関連した大規模な国際集会

であった。丁度 30年前の IFLA 大会のテーマは「21世紀への図書館」（New Horizons of

Librarianship towards the 21st Century）だったが5）、今回の ISAL 大会のテーマは「デジタル時

代の学校図書館」（A School Library Built for the Digital Age）である。我々がかつて真剣に予

測しようと努めた 21世紀の図書館の在り方とはデジタル・デヴァイスを基幹とするものであ

ったわけである。

21世紀になってからアジアで開催された IASL 年次大会テーマは、欧米で開催の年次大会

テーマと比べるとデジタル・サービスに関連したものが多い。例えば 2005年の香港大会のテ

ーマは「文明変革期おける情報サービスのリーダーシップ」（Information Leadership in a

Culture of Change）で、デジタル時代において学校図書館がいかに指導的役割を果たすべきか

が討議された。2007年の台北大会は、ずばりテーマを「電脳空間・デジタル世界・E ラーニ

ング：図書館と学校の最先端化」（Cyberspace, D-Would, E-learning : Giving Libraries and

Schools the Cutting Edge）とした。2013年のインドネシア・バリ島大会は「学校図書館による

学生生活スキルの質向上」（Enhancing Students’ Life Skills through the School Library）をテーマ

に、学校図書館のデジタル・デヴァイスを利活用して学習活動を活発化させる方策が考察され

た6）。

このような傾向は、長い伝統を持つ児童図書館サービスが学校の中に次第に浸透していって

学校図書館が生まれたという欧米にくらべ、アジアでは高度情報化時代になって学校教育がデ

ジタル・デヴァイスに富む各学校内施設である図書館を近年になって急速に設置するようにな

ったという、現代図書館の歴史的地な域差によると思われる。そして、このような状況は高温

多湿なアジア地域では極めて望ましいものであろう。つまり製紙技術や印刷術が高度な発達を

遂げ、堅牢な図書が生産可能になってきているが、低価格で刊行部数も少ない児童書は、出版

者にとって利益が少ない。さらに極めて小さい個々の学校にとって、高温多湿な環境で図書を

保存に良好な状況に置くには経済的負担が過重になってしまう。空調を整備した図書室がなく

とも、PC、I パッド、スマホなどで手軽に学習情報が豊富に提供できるデジタル・デヴァイス

に富んだ環境の方が、むしろ望ましい。
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2．アジア太平洋地域における学校図書館の現状

学校教育と緊密な関連のある学校図書館の在り方は、同じアジア太平洋地域でも国ごとに大

きく異なっている。米国やカナダは周知の通り、地域のなかでは最も進歩した状況にある。勿

論、同じ国内でも地域や地方、自治体によって大きな差違があることを認めた上でのことであ

る。しかし、社会の経済力が低下傾向にあり、かつトランプ政権下での米国の学校図書館は多

少の陰りを帯びてきており、今やカナダの方が良好な状況にある。

東南アジアではタイが図書館界におけるリーダーシップを持っている。タイでは図書館が学

校における教育の質向上を図るための基本的条件として、予算、施設、設備、職員養成の面か

ら優遇されてきており、より多くの学校に図書館が設置され、魅力的でアカデミックな雰囲気

の施設に改善され、様々なテクノロジーの導入や多様な活動が行われている。また、王室の影

響力が強いタイでは、前国王の娘シリンドーン王女が図書館サービス振興に熱心で、国境警備

警察局管轄下の小学校に図書館を設置したり、援助を与えたりしている。南部の学校図書館は

地域の高齢者への貸出サービスまでしている。但し、司書教諭は一般教師同様に授業や校務を

担当しており、地方の小学校では司書教諭が無配置だったり、教師が図書コーナーや図書室を

担当したりしているという。

タイの公共図書館は教育省学校外教育部（BMA）、バンコク市当局（BMA）、民間企業や民

間団体など、多様な組織によって経営されている。バンコク市立図書館は 7台の自動車文庫、

図書館 5館、16地域分館を通じて市民や児童生徒にサービスしている。特にショッピングセ

ンター内にあるタイ知識公園生活図書館（Living Library at Thai Knowledge Park）は世界的に

も有名である。タイでは一般的に公共図書館と学校図書館との協力は緊密で、職員相互間の研

修やリソースシェアリングが活発に行われている7）。

マレーシアでは情報化時代における熟練された人材育成を重点に、知的、身体的、かつ情緒

面や精神面で健全な多才な人間形成を目的とし、スマートスクール制（Malaysian Smart

School : MSS）が導入され、これを支援するために学校リソースセンター（SRC）が整備され

ている。MSS とはマルチメディア技術の採用、インターネット利用により、学習をよりダイ

ナミックに、インターアクティヴ（相互作用的）にする方策である。ほとんどの学校に設置さ

れている SRC の資料は、教育省から支給されたもの、学校で購入したもの、その他の団体か

ら寄贈されたもので構成されている。そして、情報リテラシーはカリキュラム学習の成果に組

み込まれ、評価対象の一つとされている8）。

インドネシアでは学校図書館は設置されているものの、多くの学校で図書館や図書館員が質

の高い指導・学習過程において重要な役割を果たすと考えられていない。教師が直接に児童・

生徒に読書法、特定トピックのクリッピング作成、インターネット、新聞、ラジオ、テレビ、

辞書類、地方政府、図書館、図書、電子ジャーナル、実習、見学など多様な情報源の利用、収

集情報に基づいての発表方法などを指導しており、学校図書館や図書館員は中心的役割を果た

すことができないでいるという9）。

カンボジアでは学校図書館の管理は主に教師が担当している。熟達した図書館員の不在、
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PC やインターネットとの接続の欠如、また電源の不在等の状況が一般的だが、最近は学校図

書館を設置する新しい動きが始まっている。2003年以降、教育・青少年・スポーツ省は NGO

（非政府団体）や IO（国際団体）の協力を得て学校図書館についてのワークショップや会合を

開催し、学校図書館は生徒にとってばかりではなく、地域の人々にとっても知識や情報の取

得、学習意欲の喚起、想像力や思考力の向上、言語力のアップ、くつろぎの確保などに効果が

あるとの啓蒙を行ってきた。この結果、全般的な学校図書館への社会的認識が深まったとい

う。民間の国際団体シャンティ・ボランティア協会（Shanti Volunteer Association）も教育・青

少年・スポーツ省の学校図書館を設置する運動に協力をしてる10）。

ヴェトナムでは学校図書館予算は増加しているものの、施設費や資料購入費を賄うには不十

分だといわれている。しかしながら教育の発展に伴って学校図書館のサービスや活動は進展、

拡大した。館内閲覧に加えて館外貸出も行われるようになり、生徒によるブックトーク・コン

テストの実施や、隔年ごとの教育・訓練省による「優秀学校図書館員」顕彰が行われている。

一方、依然として狭い読書室や書庫、貧弱な設備、低レベルの蔵書管理、熟達した図書館人材

の不足、予算不足、図書館への関心の低さなどの課題は解決していないという11）。

ラオス人民共和国政府は、その国家政策において「全ての中等及び初等学校は児童生徒や教

師が自己学習のために利用する建物または部屋を整備し、こうした施設は最新の資料を入手し

ておかねばならない」と述べている。しかしながら、学校図書館設置数は少なく（2005年の

設置率 2.4％）、補助読書材は極めて少数で、教科書すら全児童に支給出来ていない状況であ

る12）。

以上、東南アジアを中心に、各国の学校図書館の状況を述べてきたが、日本については

IASL と関連付けながら、その状況に触れてみる。

3．IASL と日本との関わり

第 1回の IASL 年次大会はロンドンで 1972年 7月 29日から 31日までの 3日間開催され、

日本から渡辺茂男（当時慶応義塾大学図書館学科教授）と赤星隆子（筑波大学図書館学系名誉

教授）が参加した。この会の参加者には設立資金への拠金が促され、設立メンバー会員

（Chartered member）と認定された。

第 2回は 1973年 7月 29日～31日、ケニヤのナイロビ市で開催され、赤星隆子が参加した。

設立メンバー会員である彼女はアジア地域理事に指名された。地域理事の任期は 3年で 1回の

再選が許される。そして、地域理事には年次大会時に併行して開催される理事会へのできる限

りの出席が求められた。

第 3回は 1974年 7月 27日～30日、シンガポールのアポロホテルで開催された。赤星理事

の尽力と開催地が比較的日本に近かったため、主に首都圏の大学で司書・司書教諭の課程を担

当する教員や司書教諭達 11名が参加している。赤星理事の他、今まど子、古賀節子、小山郁

子、高橋和子、筒井福子、渡辺茂男等である。

第 4回は 1975年 7月 27日～29日、ベルリンで開催され、9名が参加した。この会には全国
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学校図書館協議会の芦谷清が参加したため、全国的に仙台の宮城県立第三女子高、京都の同志

社中学、広島や浜松の高校司書教諭達が参加している。

第 5回は 1976年 8月 1日～3日に米国のアナポリス市で開催され、日本からは 6名が参加

した。全国学校図書館協議会参事で都立高校専任司書教諭の甲斐清を初め、同じく都立高校専

任司書教諭山崎慶子、武蔵野市立境南小学校教諭学校図書館主任山田節子など、現役の司書教

諭達である。丁度、全米図書館大会（ALA）がシアトルで開催されたため、IASL の日本人参

加者は ALA に参加した米国の参加者と共にバスに乗り、IASL 会長 Jean Lowrie 博士をリーダ

ーに西海岸から東海岸まで大陸横断旅行をした。全員が車中で合唱をしたり、ストーリーテリ

ング、隠し芸などをしたりしながら、日米の児童文化交流を満喫したという。

第 6回は 1977年 7月 28～8月 2日にナイジェリアのイバダン大学で開催された。長倉美恵

子の研究発表が採用されたが、アフリカまでの渡航費は安い航空便を利用しても 50万円余が

掛かり、当時としては個人には過重負担であった。発表者参加費として IASL から 150ドル

（約 5万円）の助成が提示されたものの、長倉は参加をあきらめた。

以後、1978年の第 7回メルボルン大会、1978年の第 8回デンマーク・ミデルファスト大会

に日本人会員は複数参加したものの研究発表者はいなかった。

当時国立教育研究所員だった長倉は、国際交流基金に IASL 年次大会への渡航費を毎年申請

していたが、ようやく 1980年 7月 14日～17日にヴェネズエラのガイアナ市で開催の第 9回

大会への渡航費が全額支給された。日本の国立研究機関や国立大学において海外渡航費の支給

は一般に順番制であり、例え国際会議での研究発表が採用されたり、国際団体の役員を勤めた

りしていても、毎年継続的に支給されることは稀である。だが、こうした場合、私立大学では

全額ではなくとも、渡航費の一部が支給されることが多い。国際研究団体では役員であっても

継続的に役員会に出席しなければ、直接に発言権を行使して団体内での権限や影響力を維持す

ることは困難である。これが日本の抱える一つの課題である。

赤星隆子理事は退任後、IASL 研究誌 School Libraries Worldwide の編集委員に任命され、彼

女の推薦により長倉美恵子がアジア地域理事に選任された。1981年から 1987年まで長倉が 2

期 6年間理事を勤めた後、1984年に室伏武亜細亜大学教授がアジア地域理事を引き継いだ。

この 1984年には第 13回年次大会がハワイのホノルルで開催され、日本からは 7名の会員とそ

の家族等が参加し、兵庫県立尼崎高校専任司書教諭大森光子と長倉が研究発表を行った。

1986年の IFLA 東京大会開催以降、学校図書館界でも海外への関心が高まり、1996年には

日本の IASL 会員数は 35名となり、国別会員数では米国、カナダ、オーストラリアに次いで

世界第 4位となった13）。

さて、室伏教授は理事を 2期 6年間勤め、1987年から再び長倉が地域理事になった。この

頃、IASL はアジアからの参加国が増えたので、理事選出基盤となるアジア地域をインドや東

南アジア諸国を含む「アジア」（Asia）と日本や台湾を含めた「東アジア」（East Asia）とに二

分した。

室伏理事は在任中、IASL に個人的に 2,000米ドルを寄付され、室伏武研究奨励賞（Takeshi
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Murofushi Research Award）が創設された。これは毎年、応募してくるユニークな学校図書館

研究 1件を理事会が選んで 500米ドルの研究費を授与するというもので、IASL における最初

の授賞基金（Award Fund）である。当初の室伏理事からの寄付金が無くなった現在でも、こ

の基金は世界中の IASL 会員からの寄付によって持続されている14）。

1999年、2期 6年の任期を終了した長倉の推薦によって須永和之（國學院大學教授）が東ア

ジア理事に選任され、2005年まで 2期 6年勤めた15）。

既にふれていることだが、IASL では第 2回シンガポール大会や第 13回ホノルル大会のよ

うに年次大会の開催地が比較的日本から近いと、日本からの参加者は格段に多くなる。この意

味で全世界ではなく地域限定の国際研究団体の存在価値は極めて高いといえるのではないだろ

うか。

4．LISSASPAC と IASL

ここで LISSASPAC（アジア太平洋図書館情報学会、Library and Information Science Society

for Asia and the Pacific）と IASL との比較を試みてみたい。

まず LISSASPAC は Society（学会）で、IASL は Association（協会）であることだ。このス

タンスの差違は、特に設立目的や加入資格において明確である。LISSASPAC は設立目的に

「図書館情報学や専門職教育及び養成の改善、個人的関係と協力に重点を置く図書館情報関連

領域の研究者間の協力と協働の醸成」16）を掲げているが、IASL は「学校図書館の教育効果促進

に関心のある人々の国際的な話し合いの場」17）を提供することを使命にしている。前者は入会

に博士または同等の資格と会員による推薦を加入前提条件にしているが18）、後者は入会に際し

審査はなく、趣旨に賛同する誰でもが会費を支払えば加入できる19）。

一方、会の経営や組織については、研究者の個人的関係と協力に重点を置く LISSASPAC で

は韓国、インド、米国、イラン、中国、シンガポール、日本等の国別支部を結成しているが、

IASL では地域別研究会議（Regional conference）が執行部（Executive Board）による審議を経

た上で開催が許可されることはあるが、一切の支部結成は禁止されている。こうした一局集中

の組織は、文化や伝統、社会情勢や状況の異なる多数の国からの多様なレベルの会員により構

成される IASL のスムーズな経営にとっては必然的な解決方法であるのだろう。但し執行部メ

ンバーの任期は 3年で、再選は許されてない。

LISSASPAC は二年前の 2015年に結成され、随時、アジアで図書館情報関連機関や団体と

の連携で研究大会（conference）を開催してきているが、IASL は 1971年以降、これまで毎年

7～9月の間に 45回の年次大会を世界各地で開催してきた。IASL の場合、インターネットや

メールが普及されていなかった頃には、定期的な年次大会開催は各地域あるいは各国、各会員

の意向を執行部に伝達する唯一の機会であったからである。現在、IASL には iasl-online とい

う会員ネットワークが確立されており、かつては冊子で刊行されていた機関誌 IASL Newsletter

や研究誌 School Libraries Worldwide、会員間の通信も全てデジタル・デヴァイスで行われてい

る。
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デジタル・デヴァイスによる会員間のコミュニケーションが可能であったとしても、やはり

対人コミュニケーションの機会である定期的会合の必要性が減ずることはない。その意味で

LISSASPAC、IASL のいずれにとっても研究大会の開催とそれへの出席は不可欠な条件であ

る。LISSASPAC はアジア太平洋地域に限定されているので、比較的に渡航費等の負担が少な

い。これは地域限定国際研究団体の大きなメリットである。これに対し IASL は会員間の公平

を維持するために年次大会を世界各地で順番に開催するが、開催地が自国より遠隔地である場

合は、意に反しつつも渡航費等の過重負担のために参加を断念せざるを得ないことがある。そ

こで、IASL は「指導者開発助成」（Leadership Development Grant）という制度を設けた。これ

は初代 IASL 会長の Jean Lowrie 博士、IASL 事務局長をされたカナダの出版者 Ken Haycock

氏、昨夏の東京大会開催時の IASL 会長 Diljit Singh 博士からの寄付金を基に創設された基金

で、IASL 年次大会にこれまで参加したことのない開発途上国の参加者に 1000米ドルを限度

とした渡航費を援助するものである20）。

不当な権力の介入を排除するため、研究団体は組織外からの醵金に頼らず、会員からの会費

や寄付を主要な財源としなければならない。ところが図書館情報関係者の俸給は他のプロフェ

ッションに比べて優遇されてはいない。そこで LISSASPAC も IASL も会員の資格や居住地に

よる経済的格差に配慮する様々な会費制を採用している。原則として研究者を加入者とする

LISSASPAC は博士号を有する者を正会員（Regular member）とし、修士号を有する者を準会

員（Associate member）している。準会員の会費は低いが正会員も準会員も同様の権利が与え

られている。しかしながら、後者には選挙権が無い21）。他方、入会資格を問わない IASL は正

会員（Personal membership）、学生会員（Student membership）、退職者会員（Retiree

membership）を設けており、学生会員のみに選挙権が無いだけで、三者は同様の権利を与えら

れるている。退職者会員費は学生会員費と同額で正会員費より低くなっている。ちなみに退職

者会員とは 65歳以上で、かつ正規雇用（full-time employment）になっていない者である22）。

会員の居住地による経済的格差に配慮して LISSASPAC も IASL も国別会費区分制を定めて

いる。区分設定は両者とも国民総生産（GNP）に基づいているが、前者は高国民総生産国

（Higher GNP Countries）と低国民総生産国（Low GNP Countries）の二区分で23）、後者は世界

226カ国を A、B、C のゾーン（Zone）に三分している。特に後者では具体的に A、B、C 各

ゾーン毎の国名を表示している24）。ちなみに LISSASPAC 支部がされているアジア太平洋地域

の国で、韓国、シンガポール、米国、日本が A ゾーンで、インド、中国、イランは C ゾーン

である。一見、会費徴収区分を克明に国名で表示することは公正に思われるが、GNP がめま

ぐるしく変動する状況にあっては、むしろ LISSASPAC のように会費徴収区分を当該の執行部

に委ねる方が妥当かもしれない。

注（サイトの確認最終日は特に記すもの以外 2017年 7月 10日）
１）長倉美恵子「国際化へと始動した日本の学校図書館－国際学校図書館協会とその東京大会」『カレン
トアウェアネス』No.330, 2016. 12.20, p.8-9.

２）長倉美恵子「IASL と日本の学校図書館界」『学校図書館』No.786, 2016, p.19.
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３）長倉美恵子「世界を結ぶ読書：第 6回児童・青少年図書館サービス国際シンポジウム（韓国）」『学
校図書館学研究』V.15, 2013, p.115-127.

４）長倉美恵子，前掲 1），p.8.
５）編集委員会「まえがき」『図書館界』38（5），1987. 1, p.iv-v.
６）IASL Past and Future Conference Proceedings.

http : //www.iasl-online.org/meetings/info.html
７）サリダード・スリトン著 長倉美恵子訳「特別講演 タイと東南アジアの学校図書館」『学校図書館
学研究』V.10, 2008. 3, p.92-94.

８）同上，p.96-97.
９）同上，p.99-100.
１０）同上，p.97-99.
１１）同上，p.101-102.
１２）同上，p.100-101.
１３）International Association of School Librarianship. Worldwide Directory for Board Menbers : A List of

Personal, Institutional and Association Members, June 1996, Seattle, 1996, 103 p.
１４）長倉美恵子，前掲 2），p.28.
１５）須永和之「IASL 研究大会から見た世界の学校図書館」『学校図書館』No.786, 2016, p.28.
１６）Library and Information Science Society for Asia and the Pacific. Objective.

http : //www.lisasspac.org./about.html
１７）IASL Vision, Mission, and Objectives

http : //www.iasl-online.org/about/organization/vision.html
１８）Library and Information Science Society for Asia and the Pacific. Categories.

http : //www.lisasspac.org./lissaspac-membership.html
１９）長倉美恵子，前掲 1）p.8
２０）IASL Awards、Jean Lowrie Leadership Development Grant.

http : //www.iasl-online.org/awards/lowrie. html
IASL Awards、Ken Haycock Leadership Development Grant.
http : //www.iasl-online.org/awards/haycock.html
IASL Awards、Diljit Leadership Development Grant.
http : //www.iasl-online.org/awards/singh.html（参照：2017. 7. 16）

２１）Library and Information Science Society for Asia and the Pacific. 前掲 18）
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研究発表：Report

大学生の日常生活における書籍との接触

鎌田 均
（京都ノートルダム女子大学；准教授）

College students’ encounter with books in their everyday life

By Hitoshi KAMADA
（Kyoto Notre Dame University）

要約

人々が多くの情報、メディアと接触している中で、とりわけ若者が本を読まなくなったとい

われている。本研究では、大学生が日常生活において様々な情報と接触する中で、本というメ

ディアとどのように接触しているかの具体例を得る目的で、女子大学生へのインタビューによ

る質的調査を行なった。学生は日常的にインターネットを利用しているが、それほど多くの時

間を費やしているとは考えておらず、読書への直接の影響は明らかでなかった。本を普段読ん

でいないと答えた学生も、本に関心がないわけではなく、街中で書店を見かけることがあれば

よく立ち寄っている。しかし、書店で本に触れることが必ずしも入手して読むことにつながっ

ていない。情報にいつでもアクセスできる環境と多忙な生活において、本に触れ、入手して読

むまでに至る過程の存在が学生と本を遠ざけている一要因という見方ができる。

Abstract

As people are consuming the increased amount of information and media, there has been a

perception that especially young people may be reading books less. This study conducted interviews

to female college students to investigate qualitatively how college students encounter with and get to

read books in their daily contact with various kinds of information. While using the Internet

frequently, they do not think they spend a lot of time. The students who think they do not read books

often are not necessarily staying away from books. They browse a bookstore when they see one, but

visiting a bookstore does not necessarily lead to obtaining books. In their busy life and the

environment surrounded by the readily available information online, the process of getting to know a

book, obtaining it and finally getting to read it has distanced them from reading books.
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コミュニティ形成における公共図書館の役割

The Role of Public Library for Community Building

By LIM, Hyoung-Yeon
（Kyungil University, Professor）

Summary

1. Research Motivation

Why we should go to the library?

2. Changes to the library’s function and role

A library as a commons for regional community

3. Case Study : The Public Library − US and Korea

4. Discussion : Challenges for Community Building

Conclusion

First, From the spatial perspective

− the learning commons of the public library are changing from the supplier center to the user center.

Second, From the information perspective

− the public library has been actively provided with the information necessary for the residents,

namely, local information, living information, cultural information, and educational information.

Third, From the programs perspective

− public libraries are actively planning and practicing programs for community building.
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日本盲人図書館開館直後の活動実態

立花 明彦
（静岡県立大学短期大学部；教授）

An account of the activities following the opening of the Japan Library for the Blind

By Akehiko TACHIBANA
（University of Shizuoka, Junior College）

要約
1940年 11月に開館した日本盲人図書館（現・日本点字図書館）は今日、日本最大の視覚障
害者のための図書館に発展している。創設者である本間一夫（1915～2003）は、開館準備の
内容や開館後の業務の内容を大学ノートに点字で書き取っていた。その大学ノートが 2010年、
日本点字図書館内で複数発見された。これらのノートは、これまで詳らかにされていなかった
開館前後の状況を語る貴重なものである。本報告では、1940年 11月 10日の開館から 12月
31日までの 1ヶ月余りに注目し、この間の活動を明らかにし、考察する。
「図書館」は借家で約 700冊の点字図書を並べた。有料で月刊の「図書館ニュース」を備え、
この月に創刊号を出し全国の盲学校へ送付した。視覚障害者の反応が良く 1ヶ月で全国から
100人の利用登録があった。貸出は郵送を基本としたが近くの盲学校生徒数名の利用も継続し
た。

Abstract

The Japan Library for the Blind (currently known as the Japan Braille Library) which was

inaugurated in November 1940 has developed into the biggest library for the visually impaired in

Japan. Its founder, Kazuo Honma (1915-2003) recorded the details of preparations for the opening

and the account of post-opening development in braille in large notebooks.

These notebooks, found in 2010 at the Japan Braille Library, are invaluable as they give us an

insight into what was happening at the library during the pre- and post-opening period.

This presentation will focus on a short period following the opening ― between the 10th

November and the 31st December 1940 ― and cover the activities during this time.

The Japan Library for the Blind was, in fact, a small two-storey rented house. Honma placed a

bookshelf in a downstairs room and filled it with 700 or so braille books. He came up with the idea

of “The Library News”, a paid monthly magazine for spreading the word about the library, and the

first issue was published in November. “The Library News” were posted to all the schools for the

visually impaired to raise awareness of the library. The responses among the visually impaired who

would be the library users, were very positive and the record shows a 100 people across the country

using the library within a month. As a rule, the books were loaned via post, but every day they had a

few visitors including those from local schools for the visually impaired, partly out of curiosity.
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「学校図書館の絵を描く授業評価アンケート」
の韓国文献情報学会の学生への試み

岡田 大輔
（相愛大学；講師）

Trial of the image drawing method for Korean LIS students

By Daisuke OKADA
（Soai University）

〈抄録〉
［目的］学生が受講前と受講後に描いた学校図書館の絵の変化での授業評価を試みてきた。「学
校図書館員の重要性」を大きな目標とした入門的な授業では、学校図書館員を描く学生が増え
ることが期待された。結果、自らの授業では有意傾向で増加し、授業の成功が示唆された。し
かし、司書を描いた割合は他大学の司書教諭課程との違いはなかった。理解度の高い学生群と
の比較が求められた。発展的な科目では司書の有無ではなく、別の指標が求められる。
［方法］2016年前期、韓国 K 大学の図書館情報学科の「学校図書館論」の授業において、協
力を得て同様の調査を行った。［結果］学校図書館員をはじめ、学生が絵の中に描くものの割
合は日本とあまり変わらず、大きな変化も見られなかった。［結論］「理解度の高いであろう学
生でも学校図書館員を必ずしも描かない」ことが裏付けられた。しかし可能性の高い指標は見
つけられなかった。

〈Abstract〉
[Aim] Previously, I examined changes in the pictures that university students drew of their school

library over time while taking a course of school libraries. My lecture explained the importance of

school librarians. So it was expected the number of students who drew a librarian would increase

compared with drawings done by these same students prior to taking part in the course. While my

original students showed an increased tendency, revealing that my lectures successfully. But the ratio

of my students who depicted librarians was at the same level as that of the students in the teacher

librarian courses, it is required the rate by high understanding students. And when applying the

method to advanced lectures, there is a need to select the new themes in the pictures.

[Method] A collaborator investigated about his students of “School Librarianship” course in LIS

department in Korea. [Results] Including librarian, the ratios of the students who depicted themes was

at the same level as that of students in Japan, and there is no increase theme. [Conclusion] It was

confirmed that even students who understood the importance of librarians did not in all cases draw a

librarian.

However, no new useful themes were found.
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研究用の書誌データベース利用を通じて得た 11 の教訓

11 Lessons Learned from Using Bibliographic Databases for Research Purposes

By KIM Eungi, Ph.D
（Keimyung University, Korea, Associate Professor）

（Abstract）

A bibliographic database, such as Scopus, that hold a vast amount of bibliographic records provide

researchers an ability to conduct a wide range of academic studies. The purpose of this presentation is

to share my own personal experience in conducting research based on bibliographic databases, such

as Scopus, MEDLINE, Google Scholar and RISS. In essence, 11 lessons are recommended for novice

researchers who wish to utilize bibliographic databases foracademic research. These are : 1) Utilize

bibliographicrecords for variety research purposes 2) Understand the characteristics of each metadata.

3) Note that Scopus and Web of Science (WoS) offer superior features with hefty price tags. 4) Note

that the publication coverage of bibliographic databases varies. 5) Know the implication of omitted

(null) data in the bibliographic records. 6) Know different approaches to sampling the bibliographic

records. 7) Be careful in using the pre-defined disciplines (subject categories). 8) Note that pre-

defined LIS subject areas are either not available or not consistently recorded in the bibliographic

databases. 9) Note that processing and analyzing bibliographic records can be time consuming. 10)

Be aware of the fact that records in bibliographic databases are dynamic. 11) Note that comparing the

results to another study can be quite limited. In conclusion, researchers who want to conduct

academic studies using the bibliographic databases should share more personal experiences among

others academics. In this way, improvements can be made with the research processesin utilizing the

bibliographic databases and the tools for analyzing bibliographic records present in bibliographic

databases.
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アジア太平洋図書館情報学会日本支部規約
平成 28年 7月 2日

（名称）
第 1条 本団体は、「アジア太平洋図書館情報学会日本支部」と称する。英語名を、Library and Information
Science Society for Asia and the Pacific, Japan Chapter と称する。以下、英語名称の略称 LISSASPAC 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 7-1-7 1105 電話・Fax 06-6607-3395（志保田務方）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、アジア太平洋地域における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、LISSASPAC ホームページで下記のようにその働きを
表示している。
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、日本語を中心とした文献の研究とその斡旋に
努める。同支部は 2016年 7月に 11人の発起人で成立された。

（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（電子通信形態とする）
（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．その権利）
第 5条 本団体の会員は本団体の基本理念及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うける。
（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
副会長 1名
事務局長 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
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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。役員は無報酬とする。
（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）事務局長は会の事務に職責を有する。
（4）理事は、理事会によって本団体の議事を審議決定し、運営に責任を負う。理事会は、会長および

理事によって構成される。
細則を定め運営に責任を負う。

（5）監事は会の行財政を監査し、毎年の総会に監査報告する。
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、事務局長は理事のなかから理事の互選によって選出する。
第 11条 役員の任期
（1）役員の任期は 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、辞任

者の残任期間とする。役員の欠員補充に関する規程は、別に定める。
（会議）
第 12条 総会
（1）総会は、会員の議決機関であり理事長が招集し、基本的な方針を検討決議する。
（2）議長および議事録署名人をこの総会出席者から互選で選出する。
（3）欠席会員の委任状を含めて、会員の 4分の 1以上で成立する。
（4）議事は出席会員の過半数で決定する。議長は賛否同数の場合のみ議決に加わる。
（5）総会は、毎年 1回会長が定期に招集、開催する。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。
（6）総会は、通信形態で開催することができる。この場合には、投票通信の到着を以て出席とみなす。
（7）総会の記録は機関誌に掲載し会員に示さなければならない。
第 13条 理事会
理事会は会長が招集して年 3回以上開催する。理事の半数以上の請求がある場合に理事長はこれを招
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、経費、報酬）
第 15条 会費
会費等の財務は理事会が主管し、事務局長の主担とする。
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 補助金、寄付等
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。
第 17条 報酬
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。
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（年度）
第 18条 年度
本団体の会計年度は、4月 1日に始まり 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
1 この規約は、平成 28年 9月 1日から施行する。

◆運営細則（会員に関する細：規約第第 6条準拠）
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（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。
付記 本部発起に際し、各発起人 11名が 5万円を基金し、その 10％が当支部に拠金された。
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【編集後記】

日本の最も暑い 8月の大阪において、LISSASPAC 日本支部の設立セレモニーとそれを記念

した研究講演会が開催される運びとなり、その内容を『LISSASPAC 日本 vol.1 no.1』（同時に

研究講演会の『予稿集』でもある）として刊行することとなりました。

LISSASPAC 会長の呉博士、大城善盛先生、長倉美恵子先生には、講演を依頼し、若手・中

堅の鎌田均先生、Lim Hyoung Yeon 先生、立花明彦先生、岡田大輔先生、Kim Eungi 先生に

は、ご発表の受諾あるいはご応募をいただきました。設立の記念のためか、いずれも力作をご

発表頂けることは大きな喜びです。研究発表に関しては、紙幅の関係から当紙では要約のみの

掲載となりましたが、本文は次号に掲載させていただきます。

ご発表の先生方とともに、今回の開催には多くの協力者の力を得ることができました。大阪

府立中之島図書館には「図書館を学ぶ相互講座」8年間余の協力関係により会場ご提供ととも

に藤井兼芳先生（元同館課長）のご協力を頂戴しました。実行委員として、中道厚子先生（大

阪大谷大学）、村上幸二先生（奈良学園大学）が、3人の役員（志保田務会長、中村恵信事務

局長、前川和子副会長）とともに中心的に開催の労を受持って下さいました。そのほか「図書

館を学ぶ相互講座」のメンバーや、日本支部の会員の方々の協力を得ました。また大阪大谷大

学の歌川助手には多大な援助を頂きました。ここにお礼申し上げます。

LISSASPAC 日本支部がこのような協力のもとに出発できますことを、心より有難く、関係

する皆さまに感謝申し上げます。

（実行委員長 前川和子）
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