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論文

21 世紀のカナダ・オンタリオ州における
公共図書館サービス・システムの状況

村上 泰子
（関西大学教授）

大城 善盛
（元同志社大学教授）

Public Library（Service）Systems in the Province
of Ontario, Canada, in the 21th Century

By Yasuko MURAKAMI
（Professor of Kansai University）

Zensei OSHIRO
（Professor, ret. of Doshisha University）

〈要約〉

カナダとオンタリオ州の地方制度、「公共図書館法」、州の公共図書館行政機関である「オン

タリオ南方地域図書館サービス（委員会）」と「オンタリオ北方地域図書館サービス（委員

会）」、LearnHQ、オンタリオ公共図書館連盟、『オンタリオ公共図書館ガイドライン』（第 6

版）、およびオンタリオ州の公共図書館の利用状況を概観し、その考察を試みた。

結果として、オンタリオ州内の公共図書館は州の制定している「公共図書館法」に則り、各

図書館に設けられている図書館委員会を中心に経営されており、図書館委員会が極めて重要な

役割を担っていることが分かった。

日本にはオンタリオ州のような図書館委員会制度のようなものはない。そのため、直接日本

に参考になるような点を見つけるのは困難であるが、図書館委員会の責務の多くを館長に委譲

することで、日本の公共図書館が直面している課題の多くが解決される可能性を指摘した。

〈Abstract〉

We studied local public library systems of Canada, focusing on those of Province of Ontario, Pub-

lic Library Law, Southern Ontario Library Service, Ontario Library Service-North, LearnHQ, Ontario

Public Library Guidelines（6th ed.）, and Probe Public Opinion Poll on the Attitudes of Ontarians

about Public Libraries 2015. As a result of the study, we have found that public library systems

（services）in the Province of Ontario are based upon the Public Library Law enacted by the Province

of Ontario in 1990. We have also found that public libraries in the Province of Ontario are governed

by library boards. Taking into consideration that there are no such library boards in Japan, we recom-

mend that most of the functions of library boards should be delegated to the directors of libraries in

Japan.
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1．はじめに

国際図書館連盟（International Federation of Library Associations and Institutions、以下 IFLA）

は、2010年、IFLA Public Library Service Guidelines を刊行した1）。2015年には、日本図書館協

会から『IFLA 公共図書館サービス・ガイドライン』2）の書名で、翻訳版も上梓されている。そ

こでは多くの国や地域の公共図書館サービスが紹介されており、近年の公共図書館の状況を表

す文献として、わが国でも少なからず参考にされるものと推測される。

ここに紹介されている国・地域の一つに、カナダのオンタリオ州がある。後述するように、

オンタリオ州は、わが国にも大いに参考になると思われるような、優れた公共図書館サービ

ス・システムを作り上げている。しかし、IFLA のガイドラインの中では、図書館建築のため

の参考資料として、1997年の『オンタリオ公共図書館ガイドライン』（Ontario Public Library

Guidelines）を付録として挙げるにとどまっている3）。また、そのガイドラインは 2012年に第

6版として改訂されてもいる4）。そこで本稿では、『オンタリオ公共図書館ガイドライン 第 6

版』（以下、『ガイドライン』）も含めた、同州の公共図書館サービス・システムの状況につい

て考察することとした。

なお、「公共図書館サービス」の語は、しばしば「公共図書館」を意味するものとして用い

られ、さらに、公共図書館は基本的にサービス機関であるという理解のもと、本稿ではこの語

を「公共図書館」と同義に扱う。また、本稿では、「公共図書館」を、図書館法でいうところ

の「公立図書館」の意味で使用する。

日本におけるカナダの公共図書館に関する先行研究は限定的である。障害者サービス、高齢

者サービス、多文化サービスなど、サービスの一部分に焦点を当てたものが散見されるが、公

共図書館政策全体に目を向けて論じたものは少ない5）。オンタリオ州に絞って詳述したもの

は、さらに少ない。たとえば Dewar の「公共図書館の運営におけるコミュニティの役割──

カナダ・オンタリオ州の場合」6）があるが、約 20年前の文献であり、部分的な言及に留まって

いる。欧文文献には、Bruce の Places to Grow : Public Libraries and Communities in Ontario,

1930-2000 があり7）、1930年代から 21世紀に入る直前までの歴史が豊富な原資料を使って記

述されている。その文献はオンタリオ州の公共図書館を歴史的に理解するための最良の著書で

あり、特に最終章の緊縮財政時（1990年代）の州政府の公共図書館行政に関する記述は、21

世紀の公共図書館を理解するのに有用である。

これらのことを踏まえ、次のように論を進める。公共図書館は基本的に地方自治体8）の機関

である。自治体制度は通常国ごとに異なっているため、ある国や地域の公共図書館を理解する

ためには、その自治体制度の理解が前提となる。そのような観点から、最初にカナダとオンタ

リオ州の地方自治制度を概観した。続く 3章では、オンタリオ州（議会）が制定している「公

共図書館法」の特徴を示した。オンタリオ州の公共図書館は州の観光・文化・スポーツ省

（Ministry of Tourism, Culture and Sport、以下 TCS 省）が所管している。TCS 省は、公共図書

館行政を担う地方機関として、オンタリオ南方地域図書館サービス（委員会）（Southern On-

tario Library Service、以下 SOLS）とオンタリオ北方地域図書館サービス（委員会）（Ontario
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Library Service-North、以下 OLS-North）を設置している。そこで、4章を SOLS に、5章を

OLS-North に充て、各委員会の活動について述べた。SOLS と OLS-North はオンタリオ図書館

協会（Ontario Library Association、以下 OLA）と共同で、LearnHQ と称するオンタリオ州の公

共図書館職員のための研修プログラム、もしくはソフトウェアを開発している。6章では、こ

の LearnHQ を取り上げた。さらに 7章では、オンタリオ公共図書館連盟（Federation of On-

tario Public Libraries、以下 FOPL）とオンタリオ公共図書館ガイドライン監視および認定委員

会（Ontario Public Library Guidelines Monitoring and Accreditation Council、以下「認定委員

会」）が作成している『ガイドライン』を、8章で 2015年のオンタリオ州の公共図書館の利用

状況を概観した。最終章（9章）では、3章から 8章までの内容を省察・検討した。

2．カナダの地方制度

カナダは 10州（province）と 3準州（territory）から成る連邦国家である。アメリカ合衆国

と同様、独立主権を有する州を構成単位とし、立法権を中央（連邦）政府と州政府の間で分け

合っている。州の権限は憲法によって規定されているのに対し、準州は連邦政府の所管であ

り、その権限は連邦法によって規定されている。

日本で地方自治体は一般に都道府県や市町村を指すが、カナダで地方自治体（local govern-

ment）という場合、通常州を含まない。地方自治体の権限は基本的に州法によって与えられ

る。各州政府は、それぞれの州の人口や植民地成立の経緯等さまざまな要因を考慮しながら、

独自の州法を制定している。したがって、カナダ全土に共通の地方制度は存在しない。

こうした地方制度に共通の特徴をあえて挙げるとすれば、比較的少数の公選議員からなる議

会（council）が自治体活動の中心になっていることである。自治体には、通常、常任委員会、

執行委員会、主席行政官（chief executive officer）等の組織が設置されている。しかし、それ

ぞれの活動について最終的に責任を負っているのは議会である。すなわち、日本とは異なり、

地方議会は立法権限と行政権限を併せ持っている。自治体の職員の任免権も議会にある。選挙

で選ばれた自治体の長（mayor, reeve）は、議会の会議を主宰するとともに、自治体の職員を

監督し、行政の総合調整を行い、政治的リーダーとして自治体を代表する。

図書館サービスを含め、地方自治体の提供するサービスが有効に機能するためには、財政的

な裏付けがなければならない。カナダにおける州政府と地方自治体の歳入の状況について見る

と、自主財源率は両者ともに約 80％である。他からの財政移転への依存率は 20％弱で、財政

面での分権化が進んでいることが分かる。また、歳入に占める税収の割合は、州政府が 60％

強、地方自治体が 50％強である。州税に関しては所得税や消費税の割合が大きいのに対して、

地方自治体では財産税が基幹税となっている。

州政府と地方自治体の歳出の状況を見ると、保健・医療や教育等、規模の大きなサービスは

州政府が担当し、人々の日常生活の維持・管理に関するサービス（交通、通信、警察、消防

等）は地方自治体が担当している。

オンタリオ州の地方制度を概観すると、同州の地方団体は、他の多くの州同様、自治体
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（municipality）と特定目的団体（special purpose body）に二分される。自治体には二層自治体

と単一層自治体がある。二層自治体に関しては、オンタリオ州では、カウンティ（county）と

称される上層自治体（upper-tier municipality）と市（city）、タウン（town）、村（village）と称

される下層自治体（lower-tier municipality）によって構成されている。そして、上層自治体と

下層自治体の間で権限や責任を分有している。単一層自治体では、独立した法人としてほとん

ど全ての権限と責任を有しており、それらの自治体には上層自治体であるカウンティは存在し

ない。

特定目的団体とは、特定の目的を有する各種の委員会（agency、board、commission）を指

し、設立が州から義務付けられているものと自治体により任意に設立されるものとがある。公

共図書館は、この特定目的団体である図書館委員会（library board）によって運営されている。

すなわち、図書館行政は自治体行政から、完全ではないが、相当程度独立していると見ること

ができる。図書館の資金調達力は、この図書館委員会および、それによって任命される館長の

政治力に依存する、との指摘もある9）。

オンタリオ州における各自治体の主な財源は、他の多くの州同様、財産税、各種使用料、州

補助金等である。また自治体は、住民のニーズを反映させながら予算を配分して行政を執行

し、有権者と州の両方に対して説明責任を負っている10）。

3．オンタリオ州の「公共図書館法」

日本の制度とは異なり、オンタリオ州では義務教育は教育省（Ministry of Education）、高等

教育は高等教育・技能開発省（Ministry of Higher Education and Skills Development）、公共図書

館は TCS 省と、それぞれ異なる（州の）省の所管である。オンタリオ州は州法として「公共

図書館法」（Public Libraries Act）を制定している。同法は、1990年に改訂され、2009年に一

部修正された後、2017年現在も効力を有している11）。

公共図書館は基本的に地方自治体（local government）によって設立されるが、オンタリオ

州では、その根拠法は「公共図書館法」である。

同法の特徴は以下のとおりである12）。

1）地方自治体（local government）は条例により公共図書館を設立することができる。そ

の際には、直ちに TCS 省大臣に届けなければならない。

2）設立される公共図書館は図書館委員会（library board）によって経営・管理されなけれ

ばならない（shall be under the management and control of a board）。図書館委員会は最低

5人の委員で構成され、法人格を有する13）。委員は当該議会によって任命される。

3）複数の地方自治体の合意によって、連合公共図書館（union public library）を設立する

ことができる。その際には、直ちに TCS 省大臣に届けなければならない。

4）設立される連合公共図書館は連合図書館委員会（union library board）によって経営・管

理されなければならない。連合図書館委員会は最低 5人の委員で構成され、法人格を有

する。委員は構成メンバーである自治体の議会によって任命される。
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5）カウンティの構成自治体の 3分の 2以上の同意によって、カウンティ図書館（county li-

brary）を設立することができる。その際には、直ちに TCS 省大臣に届けなければなら

ない。

6）設立されるカウンティ図書館はカウンティ図書館委員会（county library board）によっ

て経営・管理されなければならない。カウンティ図書館委員会は最低 5人の委員で構成

され、法人格を有する。委員はカウンティ議会によって任命される。

7）図書館委員会（連合図書館委員会、カウンティ図書館委員会も含む。以下、同様）は館

長（chief executive officer）を任命しなければならない。館長は図書館を運営し、職員

を監督する。館長は図書館委員会会議に出席しなければならない。図書館委員会は、必

要に応じて館長に他の権限を与えたり義務を課したりすることができる。館長および図

書館職員は図書館委員会によって雇用されるのであり、自治体によって雇用されるので

はない。館長は図書館委員会のみに報告する義務を負う。

8）図書館委員会は、他の委員会と協力しながら、住民の特定のニーズを反映させるよう

な、包括的かつ効率的な公共図書館サービスを提供しなければならない。

9）適当と判断される場合には、フランス語によるサービスも提供しなければならない。

10）図書館委員会は年次予算案を自治体の議会に提出し、審議決定された予算の枠内で図書

館を経営・管理する。

11）図書館利用は基本的に無料であるが、図書館委員会は特定のサービスに関しては料金を

課すことができる。

12）地方自治体の議会、地方サービス委員会（local service board）14）、先住民族議会（coun-

cil of an Indian band）15）は、図書館を設立する代わりに、他の地域の図書館委員会と契約

を結んでサービスを受けることも可能である。

13）図書館委員会および図書館サービスの契約を結んだ地方自治体、地方サービス委員会、

先住民族議会は、TCS 省大臣に年次報告および大臣から要求される他の報告（書）を

提出しなければならない。

14）TCS 省大臣は、図書館委員会および図書館サービスの契約を結んだ地方自治体、地方

サービス委員会、先住民族議会に対して、助成金を与えなければならない。

15）トロント公共図書館委員会（Toronto Public Library Board）は特殊な図書館委員会とし

て認定される。（注：同図書館委員会は特例で、この法律の細かい規則は適用されない

ということである。）

以上のように、オンタリオ州の「公共図書館法」では、公共図書館の設置は地方自治体の条

例によること、州には届け出でよいこと、公共図書館には単独自治体が設置するもの、複数自

治体の合意によるもの、カウンティの設置するもの、の 3種類があること、図書館の経営・管

理は法人格を有する図書館委員会が行うこと、図書館委員会と地方議会、TCS 省、館長の関

係（図 1）、などが定められている。日本の図書館法と比較すると、公共図書館の定義や目的、
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サービスの内容が全く書き込まれていない。この法律で規定されているのは、主として組織体

制（図書館委員会について）である。サービスの具体的内容等は、各自治体に委ねられてい

る。

4．オンタリオ南方地域図書館サービス委員会（SOLS）

「公共図書館法」の第 40条には、TCS 省大臣は必要と認める場合において「特別の図書館

サービス委員会」（special library service board）を設置することができる、とある。この条項

により、2017年現在、オンタリオ州には SOLS と OLS-North が設置されている。すなわち、

州の公共図書館行政は、地理的に南北に分割して行われている。ただし、南方地域に入るトロ

ント市はその対象から除外されている。オンタリオ州における公共図書館行政の主たる構造は

図 2の通りである16）。

SOLS は 10人の委員で構成される。南方地域の公共図書館界は SOLS によって 8つの地域

に分けられ、各地域協議会（Trustee Council）は 1人の SOLS 委員を選出する権限を有する。

残りの 2人は TCS 省大臣の推薦により選ばれる。なお、委員は個々の（公共）図書館委員会

の委員であってはならない17）。このことは、SOLS の構成メンバーが各地域の利益代表ではな

いことを意味する。

SOLS の主要な任務は以下である18）。

1．図書館委員会と他の情報提供機関との共同や調整を推進すること。

2．相談、研修、開発等により図書館委員会を援助すること。

3．地域の図書館の蔵書拡大につながるようなサービスを提供すること。

図 1 公共図書館の運営に関する主要関係図

図 2 オンタリオ州の図書館委員会および特別の図書館サービス委員会
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4. ILL、コンソーシアムによる購入、蔵書の統合等による規模の経済を実現すること。

SOLS は、後述する OLS-North と比較して、その活動は活発で、さまざまな出版物を刊行し

ている。代表的なものに、「図書館開発ガイド」（library development guide）シリーズがある。

本シリーズには、『戦略的雇用』（Strategic Hiring : A Guide to Staff Recruitment. 2003, 102 p.）、

『サービスと成功のための指導』（Coaching for Service and Success : A Guide to Performance

Feedback. 2003, 77 p.）、『想像した未来の創生』（Creating the Future You’ve Imagined : A Guide

to Essential Planning. 2007, 135 p.）、『コレクション構築計画ガイド』（A Guide to Developing a

Collection Plan. 2009, 102 p.）、『建築プロジェクト・ガイド』（Making the Case for Your Build-

ing Project. 2010, 67 p.）、等のタイトルが見られる。

シリーズ以外にも、『コミュニティへの図書館の貢献』（The Library’s Contribution to Your

Community : A Resource Manual for Libraries to Document Their Social and Economic Contribution

to the Local Community. 2nd ed. 2007, 116 p.）や『図書館委員会開発キット』（Library Board

Development Kit. 2014, 97 p.、以下『キット』）19）を公表している。『コミュニティへの図書館の

貢献』は公共図書館が地域の社会的、経済的な発展にどのくらい貢献しているかを調査するた

めのマニュアルである。2014年作成の『キット』は「図書館委員会ハンドブック」とも呼ぶ

べき内容のもので、公共図書館に対するオンタリオ州政府の基本的な考え方を知ることができ

る極めて重要な文書である。第 3章で見たように、州の「公共図書館法」には図書館サービス

についての具体的な記述がなく、それらは各自治体に委ねられていることから、この文書によ

って州の基本姿勢を一定程度示していると言える。以下、4.1から 4.5まで、『キット』の内容

から、本稿の論旨に関わる部分を抽出し、概観する20）。

4.1 図書館サービスの原理と目的

『キット』は、現代の公共図書館を「コミュニティ全員に資するコミュニティのサービス機

関」と位置づけ、その目的について、以下のように述べている。

公共図書館は益々、地域住民が学習し、研究調査し、イベントに参加し、または単に集ま

って交流を楽しむコミュニティ・ハブになって来ている。現代の公共図書館は今もって多

様なフォーマットの資料を見たり借りたりする場所であるが、インターネット・アクセス

やあらゆる年齢の人々のためのプログラム、会合や展示のための場所だけでなく、デジタ

ルメディア・ラボや創作のための場所でもある。

また、OLA やカナダ図書館協会（Canadian Library Association）の声明に言及し、図書館サ

ービスが「知的自由の原理」に基づいていることについて示している。

4.2 図書館委員会の役割

次に、図書館委員会の基本的な役割については「図書館のガバナンス（governance）」であ

るとしている。ここで「ガバナンス」とは図書館の目的、計画、方針の作成や監視行為のこと

である。図書館委員会は図書館の「法的責任者」であり、意思決定の最終的な責任者との位置

づけである。

したがって、図書館委員会は「公共図書館法」に規定されているように、州や自治体に対し
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て説明責任を有しているが、図書館サービスを遂行するプログラムや職員を「管理（マネジメ

ント）」（manage）する責任は有していない。管理するのは館長である。

このように、『キット』では「ガバナンス」（governance）と「管理（マネジメント）」（man-

agement）が区別されている。加えて、「ガバナンス」を「運営」（administration）とも区別し

ている。「運営」は比較的短期で詳細な情報を必要とするもので、「ガバナンス」は長期的かつ

優先順位的な情報を必要とするもの、という区別である21）。

図書館委員会のガバナンスの主な活動領域は、次の 3つである。

a）図書館の目的や方向性の決定

ここでは、図書館委員会の「思考」のあり方が示されている。第一に、図書館委員会は図書

館の目的を共有するために“大局的な”思考をすること、とある。目先のことにとらわれるの

ではなく、図書館の「使命」について考え、図書館の将来の「方向性」をしっかりと見極めて

活動しなければならない、ということである。図書館の将来の「方向性」を見極めるために

は、「ヴィジョン」を作成する必要がある。「ヴィジョン」の設定過程で「到達目標」（Goal）

や「目的」（Objective）を設定し、設定された到達目標や目的の中で「優先順位」を決めるこ

とも、図書館委員会の重要な任務である。『キット』はその理由について、「優先順位の中の到

達目標や目的を達成するためには必要な財源を確保する必要があり、その確保は図書館委員会

の責務だからだ」としている。

以上は、図書館委員会の計画策定（planning）に関する事項であるが、計画策定のメリット

として、『キット』は次の諸点を挙げている。

・計画策定の過程において、図書館の存在理由や図書館の達成しようとしている価値を、図

書館委員会、図書館職員、およびコミュニティが理解する。

・コミュニティ・ニーズを調査し、選択肢を議論して、他の機関と重複することなく、利用

者の新しいニーズに応えることができる。

・測定可能な到達目標や目的を設定できる。

・図書館委員会、図書館職員、および議会も含めて、メンバーが変わったとしても、サービ

スの継続性を維持できる。

・図書館資源を優先順位に従って調整し、効率性を維持できる。

・図書館がコミュニティの変化するニーズに対応できる。

・図書館予算は明瞭かつ計画的で、責任ある形で執行されていることを議会に説明できる。

ここでは「コミュニティのニーズ」という言葉が多用されている。図書館委員会の役割に

は、コミュニティのニーズを同定するために図書館環境を分析し評価することがある。『キッ

ト』は、それにはコミュニティとの定期的、かつ身近な接触（コンタクト）が必要であるとし

ている。コミュニティ・ニーズが同定され優先順位が決まれば、それに合わせた予算（案）が

決定され、特定のサービス領域が決定されることになる。

図書館には「戦略的計画（strategic plan）」も必要とされる。『キット』は戦略的計画を、計

画を実施する際に利用可能な（人的、物的）資源を評価し、それに基づいて達成可能な目的や
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到達目標を設定する体系的な過程、と定義している。

計画（plan）があり、それに基づき実施（do）されれば、評価（see）のプロセスが必要であ

る。評価について『キット』は、図書館の全体的な評価は、定期的に改訂される計画の中で作

成される到達目標や目的によって変化すること、図書館委員会は、活動ではなくアウトカム

（成果）が測定されるよう、留意しなければならないことに注意を喚起している。

ガバナンスの重要なツールとして『キット』が最後に示すのは、「方針」（policy）である。

文書化された方針は、図書館委員会、図書館職員、およびコミュニティが同意した全体的な

「価値観（ヴァリュー）」（value）を表すもので、図書館委員会の継続性にも必須である。この

方針の決定は図書館委員会の重要な任務とされている。その理由について『キット』は、図書

館委員会の哲学（原理）や優先順位は方針についての議論から生まれるからだ、としている。

ただし、方針には 2種類あり、ガバナンスの方針は図書館委員会によって決められるが、運営

の方針は図書館職員によって決められる。

b）図書館の管理・運営権限の委任

「公共図書館法」に「図書館委員会は館長を任命しなければならない、館長は図書館を運営

し職員を監督する」とある。図書館委員会の任務の一つは、有資格の館長を雇用し、適切な給

与を設定し、館長の業績（performance）を毎年査定することである。『キット』は、図書館が

有資格の館長によって運営されるということは極めて重要である、と指摘している。

c）唱導活動

『キット』はまた、図書館委員会の責務として、「コミュニティが図書館の重要性や潜在力を

知るようになること」および「地方議会が図書館の重要性や図書館のコミュニティへの影響力

を理解するようになること」を挙げている。そのための仕事が「唱導活動」（advocacy）であ

る。「唱導活動」とは、ある目的のための口頭による支持もしくは議論である。『キット』の示

す「唱導活動」の範囲は広く、図書館委員会が図書館の使命、価値、信念への支援を奨励する

とき、それは図書館を唱導していることになる。ここでいう「唱導活動」とは、特定のプログ

ラムの支援や成果物の利用促進ではなく、図書館そのものに焦点が当てられているという点

で、「広報活動」（public relations）や「マーケティング」とは異なる。

図書館委員会は図書館のガバナンスに法的責任を負い、また図書館の意義の正当化とサービ

スの向上に道義的責任も負っている。その責任を果たすために図書館委員会がなすべきことと

して、『キット』は、まず自ら図書館がどのように機能し、どのようなサービスを提供してい

るかを知っておくべきこと、次に議会や財源支出者に対して図書館のことを知ってもらうよう

努めること、を挙げている。

『キット』はまた、図書館委員会はコミュニティ・ニーズを満たすのに必要な資源が入手で

きるように図らねばならない、としている。これは、図書館財源の大半（近年は約 80％）は

地方財源であり、図書館委員会は地方議会やコミュニティと常時接点を保つことにより財源の

確保に努める必要がある、とのねらいによるものである。『キット』はさらに「図書館は、

往々にして行政（議会）から「金食い虫」と思われたりしているが、議会も図書館委員会も同
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じコミュニティの代表である。図書館の計画と議会の計画との一致点を見出すのは図書館委員

会の重要な任務である。」と続けている。

4.3 図書館委員会と館長の関係

図書館サービス向上のための必須要素の 1つとして、『キット』は図書館委員会、館長、議

会の間の強い絆の構築を挙げている。『キット』は図書館委員会と館長との関係について、コ

ミュニティ・ニーズを満たす図書館サービスを提供するためにチームとして働くもの同士の同

盟関係（partnership）と説明し、その同盟関係は時折問題を引き起こすが、その問題は互いの

役割についての誤解に起因している場合が多いと指摘している。

館長は日常の図書館運営の責任者であり、図書館委員会は組織としての図書館の業績を監視

する。二者間で発生する問題を避ける方策として、『キット』は、全体的な図書館経営の中で

図書館委員会と館長の役割を明確にすること（図書館委員会は方針や計画の作成に多くの時間

とエネルギーを費やすが、それらの方針や計画を実行に移すのは館長である、というように）

が重要としている。

4.4 図書館委員会と議会の関係

図書館委員会は図書館財政に関して議会への説明責任を負う。この点について『キット』

は、図書館委員会は議会に図書館予算に関して唱導する際、十分な説明資料を備えておく必要

があることを指摘している。さらに、予算が欲しいときにだけ議会に働きかけるのではなく、

普段から接点を持っておく必要性、図書館委員会と議会の間で目標を共有し、同じコミュニテ

ィに奉仕する同盟関係のもと、情報を共有するような関係作りの重要性を指摘している。

4.5 図書館委員会とコミュニティの関係

図書館委員会は、図書館とコミュニティ、図書館と議会、を結ぶリンク（繋ぎ目）の役割を

負っている。この考え方は、非営利組織の経営論で所有者とのリンクの重要性を指摘したカー

バー（J. Carver）の「方針ガバナンス」（Policy Governance）22）を引いたものである。公共図書

館の場合、所有者はコミュニティである。

図書館委員会がコミュニティとの関係を保つ理由とその方法について、『キット』は次のこ

とを提示している。

a）図書館委員会がコミュニティとの関係を保たねばならない大きな理由の 1つは、最近

強調されている「説明責任」である。地域住民は税金が妥当な使われ方をしているか、

また管理過程は透明であるかどうかを知りたがっている。

b）図書館委員会は、コミュニティとの定期的な接点を持つことなしには、図書館の課題

や優先順位について決定を下すための十分な情報を集めることは不可能である。サー

ベイ調査がコミュニティとの接点を保つ唯一の方法ではない。図書館委員会はフォー

カス・グループ調査法、市役所での会合、特別な会合等への参加も考慮すべきである。

c）図書館で今何が行われているかという情報をコミュニティと共有することが、コミュ

ニティとの関係を築くための重要なステップである。通常、図書館職員がそのような

情報を提供しているが、図書館委員会にも一定の役割がある。図書館委員会の会議を
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地域館で開催することが、地域館利用者との関係を築くことにつながる。地域館利用

者は図書館委員会の会議が公開されていることを知るとともに、図書館委員会が地域

の課題にも関心を持ってくれていることを知るようになる。

5．オンタリオ北方地域図書館サービス委員会（OLS-North）

OLS-North も、「公共図書館法」第 40条に基づいて設置されている、州の図書館サービス機

関である。OLS-North の活動は SOLS に比べ低調に見える。オンタリオ州の北方地域は総面積

の 9割近くを占める一方、人口 5％程度の過疎地域であることや、それに起因する行政組織不

在地区の存在、フランコ・オンタリアンと呼ばれるフランス語系住民の存在、また先住民の多

い居住地域の存在といった複数の要因が、北方地域全体としての統一的な活動を困難にしてい

るものと推測される。

OLS-North の活動に関する情報は少ないが、把握できる中から特徴を見出すと、以下のよう

な任務設定と、OLS-North が先行して導入したメンターシップ・プログラム（mentorship pro-

gram）がある23）。

OLS-North の任務は、主に 3つある。それは、

1）オンタリオ北方地域全体を通じて図書館サービスへの公平なアクセスを促進すること。

2）遠隔地に居住する人々、ファースト・ネーション、フランス語圏の人々の図書館の発

展を支援するという、特別の役割を引き受けること。

3）図書館の変化を理解し、安定したサービス基盤を築くために図書館利用者やパートナ

ーと協働すること。

である。

また、OLS-North のメンターシップ・プログラムとは次のようなものである。

1）オンタリオ州の北方地域における新人のライブラリアンの知識と技能を向上させるこ

とを目的としたプログラムである。

2）実施方法としては、熟練のライブラリアンと新人のライブラリアンをペアにして 1年

間コミュニケーションをとらせることによって研修を行う。

3）目標を、a）専門職的情報の共有や個人レベルの助言の機会を作ること、b）ライブラ

リアン間で信頼のおける関係を構築すること、c）ライブラリアンのリーダーシップ技

能を開発すること、に置いている。

4）メンターの資格を有するのは、新人のライブラリアンに対して進んで専門職的な助言

や導きを与えることのできる熟練のライブラリアンである。

オンタリオ州の北方地域には人種的にも文化的にも多様な人々が居住している。そのため、

OLS-North には、SOLS と異なる特殊な役割が負わされている。メンターシップ・プログラム

は現在では SOLS でも導入されているが、OLS-North で早期に導入された背景には、そのよう

な事情もあるのであろう。
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以上、OLS-North と SOLS の活動を概観した。オンタリオ州政府は、この 2つの団体の設置

を通じて、州内の公共図書館の活動を支援すべく積極的に関わっている。

6．LearnHQ

LearnHQ とは、オンタリオ州の公共図書館職員および図書館委員への研修機会および情報

源の提供を目的とした、SOLS、OLS-North、OLA の 3者による共同プロジェクトであり、そ

のシステムの名称でもある。プロジェクト開発には TCS 省から 1500万ドルが投じられた24）。

LearnHQ を通じて提供されている研修には、a）コレクション管理技能の開発（Collection

Management Skills Development）、b）パブリック・サービス技能の開発（Public Service Skills

Development）、c）管理およびリーダーシップ技能の開発（Management & Leadership Skills De-

velopment）、d）IT 技能の開発（Technology Skills Development）、e）人間関係技能の開発

（Personal & Interpersonal Skills Development）、の 5領域があり、各領域でさまざまな研修科目

が開講されている。それらの多くは SOLS によって開発されており、受講料は受講する職員

の勤務する図書館から（SOLS へ）支払われる。

上記 5領域以外にも、LearnHQ は 2種の資格証（Certificate）プログラムを提供している。

そのうち、“EXCEL”と称される資格証プログラムは、図書館（情報）学の正規の（formal）

学習経験のない図書館職員を対象とし、修了者は小規模館の館長職に就くことが期待されてい

る。もう一つの資格証プログラムは上級公共図書館リーダーシップ・プログラム（Advancing

Public Library Leadership Institute）と称され、中規模以上の図書館で管理職を目指す職員を対

象としている25）。

LearnHQ はまた、情報源の提供サイトでもある。図書館建築、児童サービス、テクノロジ

ー、アクセシビリティ等のテーマごとに、関連法規、ガイドライン、標準、各種プロジェク

ト、ガイドブックなどが列記され、リンクが張られている。特に、SOLS、OLS-North、OLA

の作成もしくは提供している情報源については、リンクを張るだけでなく説明も付されてい

る26）。

LearnHQ を見ると、SOLS と OLS-North を中心とする州の図書館行政が、図書館職員の能

力（技能）の向上にいかに力を入れているかが分かる。それはまた、図書館サービスの向上・

発展には図書館職員の能力（技能）の向上が必須であるという考え方の表れでもあろう。

7．オンタリオ公共図書館連盟（FOPL）と『ガイドライン』

上述の「公共図書館法」、SOLS、OLS-North、および LearnHQ はいずれも、州政府が比較的

直接に関与する公共図書館行政として位置づけることができる。それに対して、オンタリオ州

では図書館界の現場でも種々の活動が見られる。OLA の部会としてのオンタリオ公共図書館

協会（Ontario Public Library Association : OPLA）、同じく OLA の部会としてのオンタリオ図

書館委員会協会（Ontario Library Boards’ Association : OLBA）、FOPL、オンタリオ中規模公共

図書館長協会（Administrators of Medium Public Libraries of Ontario : AMPLO）、オンタリオ郊
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外公共図書館長協会（Administrators of Rural/Urban Public Libraries of Ontario : ARUPLO）、オ

ンタリオ大規模公共図書館長協会（Chief Executives of Large Public Libraries of Ontario :

CELPLO）等がそれである。（図 3）27）

中でも特に活発に公共図書館の推進活動を行っているのが FOPL である。FOPL の構成メン

バーは、トロント公共図書館も含めた図書館単位である。FOPL は、オンタリオ州の公共図書

館を次のように認識している。

オンタリオ州の公共図書館は、州内のコミュニティの社会的、教育的、文化的、経済的成

功において極めて重要な役割を負っている。公共図書館はコミュニティの将来に対する必

須の投資であり、学校へのレディネスや読書のレディネス、経済的、雇用的（就職的）成

功、および社会的公平さに対する必須の牽引車である。知識経済が進展するにつれて、公

共図書館は住民の居住場所や学歴および社会的背景に関係なく、すべてのオンタリオ州民

が成功するための住民とコミュニティとの必須の繋ぎ目である28）。

こうした考え方に基づいて、FOPL は戦略的に唱導活動、調査研究、開発、マーケティン

グ、コンソーシアム、等の様々な活動を展開している。公共図書館が直面する課題について、

政府に強力なアピールをするのもその一つである29）。

2013年現在、FOPL、OLA、SOLS、OLS-North、AMPLO、ARUPLO、小規模公共図書館

（コーカス）（Small Public Libraries（Caucus））、大規模都市公共図書館（部）（Large Urban Pub-

lic Libraries（Caucus））、ファースト・ネーション公共図書館（コーカス）（First Nations Public

Libraries（Caucus））、フランス語圏公共図書館（コーカス）（Francophone Public Libraries（Cau-

cus））からの代表によって、「認定委員会」が結成されている。「認定委員会」は組織的に

FOPL の傘下にある。『ガイドライン』は、この「認定委員会」によって作成されたものであ

る。

すなわち、『ガイドライン』は基本的に個々の公共図書館が「認定委員会」に認定してもら

図 3 オンタリオ州の公共図書館協会等
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うためのガイドラインである。よって、そこには認定手続も含まれている。しかし、個々の公

共図書館が認定を受けることは任意であり、強制ではない。『ガイドライン』の重要な目的の

もうひとつは、個々の公共図書館が図書館サービスを進展させていく際の参考文献になること

である。

『ガイドライン』は 1997年に初めて制定され、2012年に第 6版が公表された。2012年の改

訂に至るまでの関連する事象を時系列にまとめておくと、以下のとおりである。ここで取り上

げた他ガイドラインとの関係については、紙幅の関係で省略するが、稿を改めて論じたい。

2008年 オンタリオ州文化省、公共図書館のために 1,500万ドル拠出

（テクノロジーに関する新しい部門立ち上げ資金として）

世界図書館情報会議（IFLA 大会）開催（於：ケベック）

ウェンディ・ニューマン、「第 3世代の公共図書館」公表

（オンタリオ州文化省への報告書）

2009年 英 CILIP「良い公共図書館サービスのガイドライン」公表

2010年 IFLA「公共図書館ガイドライン 第 2版」公表

2011年 オーストラリア公共図書館協会「オーストラリア公共図書館の標準と

ガイドライン」公表（2012年更新）

2012年 オンタリオ州公共図書館ガイドライン改訂

『ガイドライン』は 6つの大項目と 39の中項目、166の小項目から構成されている30）。

大項目は、I）ガバナンス・運営（governance/administration）、II）アクセシビリティ（acces-

sibility）、III）資源（resources）、IV）サービス（services）、V）協力とパートナーシップ（co-

operations and partnership）、VI）IT の利用（use of technology）である。

166の小項目の中には、「必須」の印が付されたものが 76ある。その中からいくつかの項目

を例示する31）。（ローマ数字は大項目、アラビア数字は中項目を表す。ローマ数字は上記付番

およびオリジナル文書と連動し、中項目のアラビア数字はオリジナル文書と連動する。）

I）ガバナンス・運営 30項目中、必須 24項目
［I.1］図書館委員会の組織 a）役職、b）会議と記録の作成、c）館長の評価
［I.2］方針 a）記録された方針、b）配布、c）レビュー
［I.3］計画 a）記録された計画、b）コミュニティ分析、c）利用者相談、

d）図書館のパフォーマンス測定法
［I.4］財政 a）予算、b）財政の記録、c）財政の報告、e）図書館調査
［I.5］唱導 a）唱導方針、b）議会への報告
II）アクセシビリティ 24項目中、必須 3項目
［II.3］身障者の物理的アクセス a）アクセシビリティ計画、b）代替資料
III）資源 71項目中、必須 30項目
［III.1］職員 a）人事方針、b）方針の配布、c）業績評価、d）職務記述、e）

館長の資格
［III.2］コレクション a）コレクション構築方針、b）知的自由
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以上、小項目の中の「必須」の印が付いているものの中から特に重要と思われる項目を取り

上げた。多くの大項目で「必須」が半数程度であるのに対して、ガバナンスに「必須」項目が

多いのが特徴的である。「必須」は「認定委員会」が認識する公共図書館サービス（業務）の

エッセンスと理解することもできよう。

なお、職員、コレクション、スペースに関しては数値的な目安が必要と思われるが、『ガイ

ドライン』の本体には記載されず、参考となる数値ガイドラインが付録として挙げられてい

る。それらは主に、ARUPLO によって 2012年に作成された『郊外（Rural/Urban）公共図書館

システム・ガイドライン』（Guidelines for Rural/Urban Public Library Systems）32）と TCS 省の

『オンタリオ公共図書館統計』（Ontario Public Library Statistics）33）から採られたものである。

『郊外（Rural/Urban）公共図書館システム・ガイドライン』は、たとえば職員の数値的な目

安（目標）に関して、「図書館長は専門職ライブラリアン（professional librarian）であるべき

である。図書館システムにおいては職員の 3分の 1は専門職ライブラリアンであるべきであ

る」と記している。（ここでいう「図書館システム」とは、中央館と地域館など、複数の施設

やサービス・ポイントからなる図書館を意味する。）

また、地域館に関しては、次のように推奨する。

1）1,000-5,000人をサービス対象とする小規模地域館では、専任換算で 2.5人の職員が必

要で、地域館長は図書館テクニシャンか EXCEL34）の資格を有すべきである。

2）5,000-10,000人をサービス対象とする中規模地域館では、専任換算で 2.5-5人の職員が

必要で、地域館長は専門職ライブラリアン、もしくは高校卒で図書館学を履修した人

で、副館長は図書館テクニシャンか EXCEL の資格を有すべきである。

IV）サービス 29項目中、必須 13項目
［IV.2］貸出 a）貸出方針
［IV.3］レファレンスと情報サービス a）レファレンスと情報サービス、b）サービス方針、c）レフ

ァレンス・ソース
［IV.4］読書相談 a）ガイダンスと援助
［IV.5］児童サービス a）サービス方針、b）コレクション
［IV.6］青少年サービス a）サービス方針、b）コレクション
［IV.8］図書館プログラム a）プログラム方針
［IV.9］コミュニティ a）コミュニティ情報提供方針
［IV.10］地方史 a）地方史提供方針
［IV.11］コミュニティ・スペース a）集会室の提供方針
V）協力とパートナーシップ 7項目中、必須 3項目
［V.1］資源共有 a）ILL サービス、b）資源共有方針
VI）IT の利用 32項目中、必須 16項目
［VI.1］IT に関する方針、計画および運営 a）利用者のアクセスやコンピュータ使用の方針、b）ソフトウ

ェアやネットワークの利用方針、c）フィルタリング、d）職員
の IT 利用、e）IT 計画、f）セキュリティ

［VI.2］通信およびコンピュータ・ネットワーク a）インターネット接続、b）LAN
［VI.4］図書館ソフトウェア a）統合図書館システム（ILS）
［VI.5］図書館の Web サイトと Web ベースのサ
ービス

a）図書館の Web サイト、b）オンライン・レファレンス

［VI.6］IT 職員 a）職員の IT 利用研修
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3）10,000-35,000人をサービス対象とする中規模地域館では、専任換算で 5-17.5人の職員

が必要で、地域館長は専門職ライブラリアンで、それ以外に専任換算で 2人の専門職

ライブラリアンを有すべきである。そして、10,000人を越えるごとに、専任換算で 1

人の専門職ライブラリアンを有すべきである。

4）35,000以上の人をサービス対象とする大規模の都会地域館では、専任換算で最低 17.5

人の職員が必要で、地域館長は専門職ライブラリアンで、それ以外に専任換算で 2人

の専門職ライブラリアンを有すべきである。そして、10,000人を越えるごとに、専任

換算で 1人の専門職ライブラリアンを有すべきである。

なお、ここで専門職ライブラリアンとは、図書館情報学の修士号を保持している者をい

う。図書館テクニシャンとは、コミュニティ・カレッジで図書館技術学（library tech-

niques）を修了した者をいう。

認定は次の手順で行われる。まず図書館が「認定委員会」に申請する。「認定委員会」は調

査委員会を設置する。調査委員会は図書館が作成した書類の点検、現地調査などを踏まえて、

調査結果を「認定委員会」に提出する。「認定委員会」によって認定に値すると判断されると、

「認定された公共図書館」という認証を得る。アメリカ図書館協会（American Library Associa-

tion）は、カナダも含めたライブラリアンの養成プログラムを認定しているが、その方法とお

おむね同様である。

2017年現在、オンタリオ州には約 370の公共図書館があるが35）、その中で認定を受けた公

共図書館は、南方地域 36館、北方地域 5館で36）、全体の図書館数から見ればごく少数にとど

まっている。

8．オンタリオ公共図書館の利用状況

FOPL はさまざまな調査活動を行っており、毎年、詳細な統計データとともに過去 10年間

の動向をまとめた年次報告を出している。最新は 2017年 3月のもので、2006年から 2015年

までの概況が報告されている37）。また、2000年以来、5年毎に利用者に対して、その利用状況

や図書館に対する反応（印象や理解度）を質問調査している。最新は 2015年に実施されたも

のである38）。

8.1 オンタリオ公共図書館の統計調査

オンタリオ州内の自治体の比較は、17の指標を 5領域に編成して行われている。5領域と

は、サービス、利用、コミュニティ（Community Engagement）、効率、開発である。2015年の

データでは、大規模な 8つの図書館だけで、全奉仕対象人口の 50％、貸出数の 57％、運営費

の 53％を占めているため、平均値はこれら 8館の影響を強く受ける。このため、生データは

人口規模ごとに示されている。しかし、ここでは全体の傾向をつかむに留める。

まず登録者数（Active Cardholder）は、2010年頃をピークに減少し続けている。オンタリオ

州の人口自体はほぼ横ばいであることから、登録者数は実質的に減少していることが分かる。

貸出数は 2012年以降、横ばいもしくは微減であるが、人口一人当たりの貸出数は 2011年をピ
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ークに 8.8から 7.6へと大きく数字を減らした。一方、運営費は微増であるが、資料費は 6000

万ドルから 7200万ドルへと大きく増加している。これには電子資料費の増大の影響がある。

図書館プログラムの実施数は 12万から 25万へと倍増、それへの参加者も 250万から 420万へ

と大幅増である。

8.2 オンタリオ公共図書館の利用者調査

調査は 600人への電話インタビューと 1,102人からのオンライン回答により行われた。調査

項目は、利用カードの保有や図書館からの距離、図書館利用の有無、利用回数といった利用状

況のほか、読書（印刷本の利用か電子本の利用かを含む）、書店利用、インターネット利用に

関する質問を含む全 16問である。その調査は、オンタリオ公共図書館の利用状況を明らかに

しているだけでなく、利用者から見た公共図書館像を明らかにしている。回収率等の詳しい調

査方法および内容についての情報が得られなかったため、以下に概要のみ記す。

1）過去 1年間の読書、書店利用、インターネット利用

約 86％が読書したと回答した。そのうち、印刷本が 66％、ほとんど電子本が 17％、両方が

11％と回答した。書店は、10回以上の利用が 26％、6-10回が 21％、1-5回が 37％、0回が 17

％であった。インターネットは、常時使っているとの回答が 99％あり、そのうち、関心のあ

る特定情報を探すための利用が 86％、e メール、チャット、インスタント・メッセージの利

用が 84％、ニュースを見るためが 73％であった。

2）図書館の利用

図書館の利用カードを所有しているとの回答が 73％あった。（先の統計では人口帯によって

差はあるが平均 34％で、保有率の高い人口帯でも 66％である。73％は高すぎる数値であろ

う。調査対象の抽出方法に偏りがあった可能性もある。しかし、過年度の同じ利用者調査の数

値と比較すると、カード保有者数は増加傾向にあることも確かである。）

普段図書館を利用しない人は 31％で、そのうち今までに一度も利用したことない人が 9％、

図書館で嫌な経験をしたことのある人が 5％であった。図書館を利用しない理由について、他

のソースから情報を得ているとの回答が 50％あった。そのほか、関心が無い（30％）、忙し過

ぎる（21％）といった回答が続いた。

過去 1年間の図書館訪問回数についての回答では、21回以上が 17％、11-20回が 10％、6-

10回が 12％、1-5回が 27％、0回が 34％であった。また、過去 1年間の図書館 web サイトの

アクセス回数は、11回以上が 17％、1-10回が 25％、0回が 58％であった。

書店と図書館の訪問頻度の比較では、書店訪問が多いとの回答が 42％だったのに対して、

図書館訪問が多いとの回答が 29％、ほとんど同じが 26％であった。

公共図書館を利用する理由についても尋ねている。「図書、CD、DVD 等を借りるため（88

％）」と「個人的に関心のあるテーマに関する情報を得るため（73％）」が多く、その他は、半

数以下である。多い順に挙げると、「読書もしくは勉強のため（38％）」、「図書館のコンピュー

タを使ってインターネットにアクセスするため（31％）」、「リラックスもしくは社交のため

（26％）」、「図書館の無線ネットワークを使うため（25％）」、「職場の仕事のため（21％）」、「子
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どもを図書館プログラムへ連れて行くため（18％）」、「学校の宿題のため（16％）」、「レクチャ

ー、図書館プログラム、会合、研修に参加するため（9％）」となる。先に「図書館プログラ

ム」への参加は増えていると述べたが、全体の中ではまだ少数の利用にとどまっている。

3）この調査の興味深い点は、図書館の価値についても質問しているところである。「他の税金

で賄われているサービス群の中での図書館の相対的価値は」という問いに対して、「最高」が

36％、「中程度」が 50％、「最低」が 11％であった。

また、（図書館側からの）公共図書館の価値表明の信頼性についての賛同の程度を尋ねた設

問では、「大いに賛成する」と回答した人の割合が大きい順に、「公共図書館は、リテラシーや

読書への愛を促進するので重要である（56％）」、「公共図書館は、資源への無料のアクセスを

提供することによって、誰にでも成功する機会を与える重要な役割を果たす（54％）」、「公共

図書館が存在することによって、コミュニティの生活の質が向上する（50％）」があった。割

合の小さい順では、「公共図書館は、さまざまなソースにある情報へアクセス可能にすること

によって、人々の政治的課題への理解を促進させている（19％）」、「情報が多くの異なるソー

スから入手できるようになって、人々は従来以上に公共図書館を必要としている（25％）」、

「公共図書館では、探しているものは容易に見つかる（26％）」、「公共図書館は、継続的にサー

ビスを拡大している（26％）」との回答結果であった。

利用者にとっての公共図書館の価値についての設問では、10区分の中で上位の 1位と 2位

を選んだ人の割合が大きい順に、「資料を貸すところ（68％）」、「早期リテラシー・プログラム

を提供するところ（60％）」、「レファレンス・センター（56％）」、「学校の宿題の支援をすると

ころ（54％）」、「勉強するところ（50％）」との回答であった。

9．ディスカッション

以上、オンタリオ州の地方制度下における公共図書館について、法制度、行政機関の活動、

ガイドライン、利用状況を概観した。

オンタリオ州の公共図書館は、州の制定している「公共図書館法」に則り、図書館委員会を

中心に経営されている。そして、オンタリオ州の公共図書館界では、「経営」は「ガバナンス」

（governance）と「管理・運営」（management）からなると理解され、「ガバナンス」領域は図

書館委員会が、「管理・運営」領域は館長に委任されている。

本論では詳細に言及できなかったが、オンタリオ州でも公共図書館は市町村の図書館条例に

よって設置され、経営方針もその条例によって定められている。そして、大多数の市町村の図

書館条例において、図書館の経営主体は図書館委員会であると記している39）。また、他の 8州

でも公共図書館法を制定し、基本的に地方自治体（municipality）の図書館委員会が公共図書

館の経営権を有するとしている40）。

オンタリオ州の公共図書館経営における大きな特徴は、ガバナンス（governance）と管理・

運営（management）を区別していることである。SOLS の『キット』は、図書館の目的、計

画、方針の作成や監視行為等がガバナンスで、それは図書館委員会の責務であり、図書館委員
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会は図書館の法的責任者であり、意思決定の最終的な責任者である、と記している。そして、

図書館サービスを遂行するプログラムや職員を管理する責任、すなわち管理・運営の責務は図

書館長にある。「公共図書館法」では、「公共図書館は図書館委員会によって経営・管理されな

ければならない（shall be under the management and control of a board）」と記していて、「ガバ

ナンス」の語は用いられていない。一方、2014年刊行の『キット』には、「ガバナンス」、「ヴ

ィジョン」、「戦略的計画」等の語が目立つ。この間に企業統治（コーポレート・ガバナンス）

の考え方が取り入れられたと思われる。

「ガバナンス」という語に決まった定義はない。2000年代以降に「コーポレート・ガバナン

ス」の語が企業経営の分野において多く聞かれるようになったのは、いくつかの巨大企業の不

正事件が契機であり、これにより業績重視の行き過ぎによる問題点が一般の人々の目にも露わ

になった。公共経営に関しても、NPM における「サービス遂行の効率性を改善しようという

努力は、『方法論的および技術的な』マネジメントツールに焦点を当てた議論を生み出し」、

「『業績重視』や市民を『顧客』ととらえる考え方」が、「『公平（fairness）』というような、政

府全体として市民の信頼を確保するためのより深い価値にどのような影響を与えるかというこ

とにも、注意が払われなければならない」といった指摘がなされた41）。

ガバナンスと管理・運営を区別する考え方は、市町村の図書館条例にも取り入れられてい

る。例えば、ブロックビル公共図書館の条例は次のように記している42）。

図書館委員会は図書館を統治（govern）するが、管理・運営（manage）はしない。図書館

の運営を管理する権限（authority to manage the operations of the Library）を館長（CEO）

に委任する。

『キット』は、図書館委員会のガバナンス領域を次の 3つとしている。

1）図書館の目的や方向性を決定すること

2）図書館管理・運営の権限を館長に委任すること

3）唱導活動をすること

「図書館の目的や方向性を決定すること」の中には、「戦略的計画」や「方針」の作成、利用

者調査なども含まれている。すべての図書館条例ではないが、多くの条例が『キット』のよう

な理解の仕方の上に図書館委員会の責務を記している。「認定委員会」が作成している『ガイ

ドライン』も、図書館委員会の役割を重視し、「ガバナンス・運営（governance/administra-

tion）」の大項目の中に、1）館長の評価、2）方針策定、3）計画作成、4）コミュニティ分析、

5）パフォーマンス測定、6）財政、7）唱導活動（advocacy）、等を図書館委員会の責務の必須

要件にしている。

オンタリオ州の全数調査である図書館統計では、2010年から 2011年ごろをピークに登録者

数や貸出数といった指標は後退局面を迎えている反面、プログラムの実施や参加者が増加しつ

つある。一方、抽出調査である利用者調査からは登録者数の増加傾向が見られ、図書館に対す

る肯定的な見方も多い。しかし、そのイメージは「読書」や「情報アクセス」が主で、「プロ

グラム」への反応は低い。オンタリオ州における図書館利用の偏り（多く利用する層とほとん

― ２０ ―



ど利用しない層のギャップ）、図書館側の狙いと利用者および非利用者の受けとめ方とのずれ

もうかがわれる。すなわち、オンタリオ州ではこれまでの成功体験がそのままでは通用しない

困難な局面を迎えていることが分かる。『ガイドライン』改訂時には見えていなかったが、『キ

ット』作成時には明らかになりつつあったその困難な局面に対して、「ガバナンス」の強化に

より新たなステージへの展開を図ろうという意図があったのではないか。

オンタリオ州の公共図書館の組織は、経営層に館長よりも上位の図書館委員会を含んでい

る。それはカナダ全体の公共図書館にも敷衍して言えることである。翻って日本ではどうか。

柳は、日本では「ガバナンス」は教育委員会の領域に属するとしている。しかし、柳は、

『キット』に記されている図書館委員会の業務（役割）のほとんどについて、館長をリーダー

シップとする図書館（職員）の責務（業務）ともしている43）。柳の考えるところと『キット』

との大きな相違は、「ガバナンス」に当たる業務の範囲とその主体である。手嶋は NPM（「ガ

バナンス」を含む）の考え方を公共図書館に導入することに疑問を呈し44）、糸賀は NPM に対

して肯定的で、「ガバナンス」の担当者として図書館協議会が（相当に）近いと理解してい

る45）。

日本には図書館委員会制度はない。したがって、柳も指摘するように、オンタリオ州で論じ

られている図書館委員会の責務（業務）のほとんどは、館長の責務である。それは、経営学の

基本理論である「計画（Plan）」、「実施（Do）」、「評価（See）」の中の「計画」と「評価」の部

分である。公共図書館の場合、「計画」の中に図書館の使命、目標や目的の設定、目標や目的

を達成するための優先順位の決定、実施法、等が入る。法的には教育委員会の責務であろう

が、教育委員会の責務は学校教育から生涯教育全般まで幅広い。図書館計画の作成は専門家で

ある（はずの）館長に委任されるべき内容である。

評価に関しても、目標や目的を達成できたかどうか、また、その評価法はどのように行われ

るべきかを決定するには専門的な知識が必要であり、それも館長に委任されるべきであろう。

安藤は、「計画の策定を考えたとき‘誰が’計画を策定するのか、という問題がある。図書館

のサービスは、読書、生涯学習、学校教育などと密接に関係しているため、教育委員会や生涯

学習部局などが中心になって計画を策定することも考えられる。しかし、実際には図書館が中

心になって策定することが多い」と述べている46）。毛利等は、2014年の調査で、「図書館運営

の企画」、「サービス計画」、「資料収集方針・計画」等の計画において、立案段階から図書館長

を含め、図書館側が主体的に関わっていることを明らかにしている47）。

しかし、現在、法規上は図書館計画のみならず、図書館利用規則も含めて図書館に関する諸

規則の制定などは教育委員会の所管のようである48）。糸賀は、「教育委員会は学校教育が中心

ですから、教育委員会に引き続き図書館があるということが有利なのか」と疑問を呈してい

る49）。

図書館委員会の重要な業務の中に、「図書館運営の権限を資格のある館長に委任する」があ

る。この場合、「資格のある館長」とは、図書館情報学の修士号保持者である。日本の場合、

教育委員会が図書館運営の権限を館長に委任する形になると思われるが、資格のある館長を条
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件にしているかどうか、は不明である。日本図書館協会刊行の『公立図書館の任務と目標』が

「館長は専任の経験豊かな専門職でなければならない」50）と記し、2012年の文部科学省の告示

「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」の中でも、「市町村教育委員会は、市町村立図書館

の館長として、その職責にかんがみ、図書館サービスその他の図書館の運営及び行政に必要な

知識・経験とともに、司書となる資格を有する者を任命することが望ましい」51）、と記されて

いながら、2016年現在、3,280館で専任館長は 2,507人、司書資格を保持する専任館長はわず

か 743人である52）。オンタリオ州の公共図書館界に比して、館長職が極めて軽んじられている

のが日本の現状である。現在のような司書資格で、その資格が館長職に必要か否かという疑問

もあろうが、そのテーマは極めて大きなテーマであり、ここでは論じない。

公共図書館の効果的経営という観点から見ると、館長の権限、責務、資格が図書館条例に記

されているべきであろう。しかし一般に図書館条例で規定される例はない。日野市の図書館条

例（処務規則を含む）53）と対馬市立図書館条例54）はそのようなことが記されている稀な例であ

る。愛媛県図書館協会は「図書館業務のあらまし」55）という冊子を作成し、その中で図書館長

に役割に触れているが、あくまでも参考資料に過ぎない。

日本で論じられるべき公共図書館経営学（そのようなものがあるとして）の重要テーマの 1

つは、「館長の権限、責務、資格」であり、それが条例（施行規則も含む）に明記されていな

ければ、それを明記させ、行政にその重要性を理解させるにはどういう方策を取るべきか、と

いうことであろう。

通常、組織には最高責任者がいて、その人の権限と責務と資格が明確になっている。公共図

書館は組織である。（委任される）最高責任者は館長である。しかし、日本の多くの公共図書

館において館長の権限、責務、資格が明確になっていない。日本の公共図書館は先進諸国の公

共図書館と比べて遅れていると言われるが、その大きな要因はその辺りにあるではないか。

なお、日本の公共図書館界で近年話題の指定管理者制度を抜きにした図書館経営を論ずるこ

とは意味がないと思われる人へは、佐藤の次の言説が答えになるだろう。佐藤は、「指定管理

者制度では“設置者責任”と“執行者責任”は分けて考える必要がある。設置者である自治体

にとって最大の責務は“設置目的”の明確化だ。指定管理者は、この“設置目的”を効果的、

効率的に達成していくことが目標であり、すべての出発点になるからである」と述べてい

る56）。

10．おわりに

21世紀のオンタリオ州における公共図書館サービス・システムの状況を概観し、考察を試

みたが、そこから見えてきたものは、各国（地域も含めて）は独特の公共図書館の制度、組織

やシステムを有しており、IFLA の「公共図書館宣言」を基盤に据えながらも、独自の（図書

館サービスも含めて）経営を推し進めている、ということである。現在のところ、「学」の中

に「経営」も含めるならば、万国に通用する普遍的な公共図書館学は存在しないように思われ

る。しかし、それぞれ独特の公共図書館学を構築していても、それらを比較検討することによ
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って、各国に益するところは多くあるように思われる。日本の公共図書館界は、自国の図書館

環境も含めた社会状況を把握することも重要であるが、他国の公共図書館界にも広く目を向け

る必要もあるように思われる。

オンタリオ州では、『ガイドライン』を 5年ごとに改訂しており、現在第 7版への改訂作業

を進めている。2010年以降の困難な状況や新たな利用動向を踏まえ、どのような改訂が加え

られることになるのか。今後の改訂の動向も引き続き注視していきたい。
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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）

はじめに

若者の読書離れが進んでいるとよくいわれる。しかし、清水（2014）は、以前からあった若

者の読書離れという意識は、作り出されてきたものだと論じている。最近では、大学生のほぼ

半数が 1日の間に本を読まないという調査がある（斎藤 2016）。平山（2015）は、大学生対象

の読書や他のメディアの利用についての調査から、大学生の読書量が低下していることを報告

している。一方、毎日新聞社（2016）の読書世論調査では、20歳代では約 5割が日常的に本

を読んでいると答え、全年齢層と同様の数字であった。調査の内容、また読書をどう捉えるか

の違いもあり、実際に若者が読書を顕著にしなくなっているのかは一概にはいえない。いずれ

にせよ、近年のインターネットのさらなる普及により、人と様々な情報メディアとの関わりに

も変化が生じており、それが読書にもなんらかの影響を与えていると考えられる。本研究は大

学生が様々な情報と接触している日常生活において、いつどのように本に触れているのかを調

査した。

文献レビュー

Ross（1999）は、娯楽目的の読書を、特定の情報を求めない種類の情報行動として捉え、

人々が読書によって得たことを日常生活における局面で役立てていることを明らかにした。

Abbas and Agosto（2013）は、娯楽目的の読書が若者の日常生活における情報行動としての研

究対象とされつつあるとしている。Howard（2011）は 10代前半の娯楽での読書について調査

し、こういった読書が、娯楽としてだけではなく、彼らの日常生活そして大人への移行におい

て役立っているとしている。また、Parlette and Howard（2010）が大学生の読書について調査

し、彼らの娯楽目的の読書が学習にも役立っていることを報告している。

調査方法

今回の調査は、対象者が日常生活でどのように情報に触れ、その中で本とどのくらい、どの

ように関わっているかについての事例を得ることが主目的であり、Sandelowski（2000）にあ

るような、質的記述のための研究アプローチを参考にしつつ調査を行った。大学生 8名（女
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性）を対象に約 1時間の非構造化インタビューを個別に行なった。対象者は筆者が所属する大

学で募集し、学内の研究倫理審査の承認を経て行われた。インタビューでは、勉学以外の日常

生活で触れた情報について、最近の個別の事例を回想する形で、どのような情報で、どのよう

な時にそれに触れたかについて質問した。そして、本を読んだこと、または接触した情報と本

との関係について質問を加え、適宜回答に応じて補足質問を行なった。インタビューの録音を

逐語録にし、内容から導き出されたテーマに対しコードを付与して分析した。

結果

普段どのくらい本を読んでいるかについての回答は様々であった。4名の学生（回答者 2、3、

6、7）が本をあまり読んでいないと答えた。1名（1）は月に 2、3冊くらい読むと答え、3名

（4、5、8）は本をこれ以上の頻度で読んでいると答えた。本をどのくらい読んでいるかに関わ

らず、回答者の全てがほぼ毎日インターネット、とりわけツイッターを多く使っていた。回答

者全てが、インターネットを使っている時間はそれほど長くないと考えており、通学中や他の

活動の合間に使っていると答えた。しかし、回答者（7）のように、インターネットに没頭し

ているつもりはないが、「多分携帯触ったり、とか無駄な時間を止めたら、もっと時間あると」

いうように、無意識に時間を使ってしまっているという意識を持っている場合もあった。

日常生活で必要な情報の多くはインターネットから入手し、書籍については、娯楽目的以外

ではあまり利用しないことが多かった。しかし、試験の問題集といった書籍でしか入手しにく

いものを入手することがあった。就職活動に関する本など、日常頻繁に参照したいものも書籍

として入手するケースがあった。旅行ガイドについても、旅行に携帯する目的で紙媒体のもの

を選ぶことがあった。

大学に入ってから本を読むことが少なくなった学生もあった。一人（2）は、大学に入るま

では近所の公共図書館によく行って本を借りていたが、最近は忙しくなったのであまり行かな

くなったと述べた。この学生は、「年に一回あるかないか」と、現在はほとんど本を読んでい

ないと答えていたが、実際には最近でも小説を読もうとして本を借りていた。しかし、本を手

に入れても結局読まないか、最初の一部分しか読まなかったりしていた。理由として、本を読

む時間がなかったこと、また本を読もうとしても本の内容に入り込めなかったことが挙がり、

以下のように述べた。

集中力が、なかなか。一回はまったら、もうバッて読めるんですけど、それ（図書館で借

りた本）なんか、一回はまるところまで行かずに返却、ってなっちゃって、

他の学生の場合、本を読むときは、少しずつ読むのではなく一気に読んでしまうか、読める

ところまで読んでしまう、という傾向があった。しかし、本をあまり読まない学生は、忙し

い、時間がないことを理由に挙げている。本をよく読む学生の一人（8）は、本を読もうと思

うときは、時間をつくって一気に読んでしまう、と答えた。
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日常の友人との会話などで本を友達から勧められるという回答もあり、話題に挙がった本を

友人から借りて入手して読んでいる場合があった。本を読むときは自宅で読むことが多く、本

を最も多く読んでいる学生も含めて、外出時の電車内などで本を読む学生は今回の調査ではい

なかった。自宅で読む際には、たまたま時間ができたときや、ネットやゲームなど他のことに

飽きたときに読むという回答があった。

本を普段読んでいる学生は書店に自分から赴くことが多いが、本をあまり読んでいない学生

も、書店を通りがかりに見かけたりする時には書店によく入ると答えた。例えば以下のような

答えがあった。

最近だと、もう、学校終わってすぐバイトだったりするんで、行く暇がなくて、でも、バ

イト無い時は、結構頻繁に、えっと（場所の名称）とか駅降りたらすぐあるんで、（中略）

服見に行ったりするんですけど、あの、服見るような感覚で本屋入って、ぐるっとして出

たりっていう、（3）

本を頻繁に読む学生は書店でよく本を購入しているが、他の回答者は、店頭の宣伝に惹かれ

て小説を買ったケースなどはあるものの、本屋に立ち寄った際に本を購入することはあまりな

いと回答した。一人（6）は、本に使うお金があれば買いたいと思う本があった、と答えたが、

他の回答者の多くは、本屋に立ち寄った際には店内を見て回るだけで、特に書籍を買いたいと

思うことはあまりないと答えた。一人の学生（3）はこう答えている。

ちょっと読んで面白いなっていうのが欲しいだけなんで、あんまり買ったりはしないで

す、あ、こんな面白いんや、って戻してます。

考察

学生は日常で必要な情報、娯楽や趣味のコンテンツをインターネットから得ており、Abbas

and Agosto（2013）の研究で示されるような、近年の若者が常にオンラインで情報をチェック

し、また獲得しているという日常の行動に合致している。Mokhtari, Reichard, and Gardner

（2009）は、大学生がインターネット、テレビ、読書に使う時間について調査し、彼らがイン

ターネットを多く利用している一方で、それが直接彼らの読書習慣に影響しているともいえな

いとしている。今回の調査でも、回答した学生はインターネットの利用が他の活動に充てる時

間に大きく影響しているとは明確に意識していない。

普段本をどのくらい読んでいるかに関わらず、学生が書店を通りがかるような際にはそこを

訪れていることにもあるように、本には一定の関心を持っていることがわかる。しかし、書店

を訪れることが必ずしも書籍を購入することにはつながっていない。金銭面を意識して結局買

わなかったという回答もあったが、書店内を見て回るだけで十分で、買うことはあまり考えて

いないというケースも少なからずあった。また、友人との間で本が話題に挙がった場合にそれ
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を読むこともある。話題に上がったので関心を持つことも要因であろうが、友人から入手でき

ていることもその本を読むことに繋がっているかもしれない。

Baron（2015）は、オンライン上で短いテキストに頻繁に接触する環境が、読書という長い

テキストを吸収する集中力が必要なことに及ぼす影響について言及している。今回の調査で

も、本を読む時があってもなかなか内容に入り込めないケースがあったが、この学生は大学入

学以前には本をよく読んでおり、インターネットに多く触れていることが直接の要因であるか

は明らかでない。他のケースでは、一度本を読み出した際には、全部を一気に読んでしまうこ

とが多く、集中力が続かないということでは必ずしもない。しかし、読書にはある程度まとま

った時間が必要となり、その時間が作り出せないことは要因かもしれず、本をよく読む学生は

その時間を積極的に見つけている傾向がある。

結論

若者は日常生活において常にオンラインで情報に触れているが、今回の調査からは、インタ

ーネットに時間を使っているから本を読まなくなった、という直接の関連を意識していること

は見られなかった。学生が本には関心を持っている一方で、一部の学生にとっては、それが本

を読むまでには至らない。インターネットで日常必要な情報、娯楽目的のコンテンツがその場

で簡単に手に入る中で、本のことを知り、それを入手するという過程の存在、まとまった時間

を確保すること、そして入手して読もうとまでは思わないという意識が学生と本との距離を作

り出しているとも考えられる。
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公共図書館の地域共同体の形成の機能
：時間、空間、人間の観点から図書館のコモンズ化を中心に

林 炯延
（慶一大学校；教授）

The Role of Public Library for Community Building

By LIM, Hyoung-Yeon
（Kyungil University, South Korea）

1．研究の背景

図書館は、社会の中に存在する社会的機関である。4次産業革命という名で私たちの社会

は、IT がさらに進展している。このような変化の特徴は、速度（時間）と空間（サイバー化）

の革命で積極的に進められているのに対し、人間はむしろ社会から孤立化される社会的問題を

引き起こしている。

人々は社会の中で忙しく迅速に活動しているが個人的に孤立していくことも増加している。

結局、4次産業革命は、時間、空間の問題を超えて、人間についての問題を提起している。孤

立化が社会問題となっている。このような社会環境の中で人々は、図書館に利用者が集まって

共同体を形成して一体感を感じて意見を交わすことができる機会を求めている。このように図

書館は、情報のサイバー化と情報の提供の役割を超え、人間のための新たな役割を求められて

いる。

今後図書館では、これらの機能がどのように発展するのか。これが本研究の重要な主題であ

る。IT を通じた図書館の進化は、図書館の伝統的機能である情報提供をより迅速にし、情報

の保管と管理を仮想空間化する情報コモンズ化を作り出した。図書館は、物理的領域、デジタ

ルの領域、そして人間と社会的活動領域で、IT 的ネットワークの接点となった。IT の導入初

期これらの形態の変化を Beagle、D.（2006）は、情報コモンズという概念で呼び、これに基づ

いて、図書館の構成要素を物理的コモンズ（physical commons）、仮想コモンズ（virtual com-

mons）、文化コモンズ（cultural commons）として解釈しようとしたことがある。

しかし、図書館における IT 機能の活性化と情報コモンズは同時に、人間の社会からの孤立

化を加速している。これは人間のための図書館の新しい役割を求めている。その役割は、孤立

化されている住民を再び集め、互いに相互作用するように助けてくれる地域共同体の形成機能

である。図書館が IT を活用した情報提供の機能も重要であるが、住民が集まり、お互いに学

習し、相互作用する人間の機能も重要になっている。その結果、情報コモンズは再び、Ben-

nett（2008）などのラーニングコモンズ概念に発展している。

図書館は、サイバースペースでの情報提供の役割を超え、物理的空間での人づくり（教育機
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能）とまちづくり（地域共同体の形成の機能）を活性化し、文化的コモンズ（cultural com-

mons）とラーニングコモンズ（learning commons）へ進化している。本研究では、これらの図

書館の役割の変化を時間、空間、人間の観点から整理する。

2．図書館の役割の変化の 3つの軸：時間、空間、人間の視点

4次産業革命の変化を説明する 3つの次元である時間、空間、人間の観点から図書館の役割

の変化を見てみよう。IT 技術を基に、時間と空間の観点からの変化は、情報コモンズ化と表

示され、人間の観点からの変化は、文化コモンズ化と学習コモンズ化と表示される。

図書館は、伝統的に資料の保存機能、情報提供機能、教育機能、地域の利用者のための機能

を持っている（林炯延 2010）。伝統的な図書館では、資料の保存機能と情報提供機能が強調さ

れてきた。いわゆる空間の効用（Space Utility）と時間の効用（Time Utility）が強調されてき

た。そのため、図書館を評価する際に蔵書の規模や図書館の閲覧席の数が重要な要素となっ

た。しかし、現代では、これらの要素よりも、人間のための効用（Human Utility）が強調され

ている。特に急激な環境の変化は、生涯学習を通じて、個人の社会適応を要求している。した

がって生涯学習の概念が普遍化されている。現代社会で、個人の能力の拡大とその要求は、高

速社会への発展を達成するが、また一方では、人と人との関係が孤立される結果を招いてい

る。図書館の社会的機能として、人間のための効用機能の強化が必要である。すなわち、図書

館の教育機能と地域の利用者のための共同体形成の機能である。

ここでは時間、空間、人間の観点から図書館のコモンズ化の傾向を（図 1-1）を通してみよ

うとする。まず、IT によって実現されるリアルタイムの情報サービスの時間の側面と高まっ

たサイバースペースの活用により作り出された情報コモンズ化の傾向が深刻化している。情報

コモンズ化は、伝統的図書館に IT 的ネットワークの接点のクラスタという概念が導入され、

情報伝達の迅速性とサイバースペースの拡大によって作られたものである。情報コモンズ化

は、時間と空間の面で、図書館の役割の変化を示している。IT の革命は、情報のリアルタイ

ム伝送を日常化して、サイバースペースの活用性を高めているのである。これから人工知能の

発達は、図書館の資料の管理と分類の機能などはるかに効率的に遂行することになるだろう。

図書館の情報コモンズ化は時間（情報のリアルタイムの転送と供給）と空間（サイバースペー

スの活用）を介して現れる。

第二に、しかし情報コモンズ化は、人間の側からの感性的相互作用と共感を作り出す共同体

を解体する逆機能を形成する。したがって図書館の最も重要な機能は、時間と場所の機能では

なく、社会的機能である人間の相互作用を促進する文化コモンズ化とラーニングコモンズ化へ

現われる。学習コモンズ化と文化コモンズ化は、人々が対話しならが、人と人が P2P（People

to People）の相互作用を介して、互いに共感し、また、学習していく共同体を形成する機能を

提供する。このような機能が地域の公共図書館を中心に、地域共同体の形成機能と地域共同体

のための学習機能である。今後図書館の時間、空間サービス機能は、コンテナ（Container）の

IT 化が進展される一方、人間のための機能、すなわち学習と共同体形成と呼ばれるプログラ
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ムの開発というコンテンツ（Contents）を中心に発展するだろう。結局、今後の図書館は、情

報コモンズ（Information Commons）を越えて人間のためのコンテンツの開発に焦点を置く文

化コモンズとラーニングコモンズ（Learning Commons、Heitsch、Holley、2011）に発展するだ

ろう。

情報コモンズは、IT の技術を活用して情報が利用者に伝達される機能（Heitsch、Elizabeth

K、and Holley、Robert P.、2011）の進化に焦点を置いたのに対し、学習コモンズは図書館を

通じた人々の相互作用に焦点を置いている。Bennett、S.（2008）は、これらの機能から、図書

館の使命である学習をサポートするラーニングコモンズの出現と見た。このような概念は自己

主導的学習（self-directed learning）機能を通じた人づくりと地域共同体の形成の機能の出発で

ある。今後公共図書館は地域住民の拠点として、さまざまなプログラムを通じて、地域の人づ

くりと地域住民の相互作用の拠点としてまちづくりの役割が重要になるだろう。

3．主な事例

地域住民は、生涯学習の機会を求め、地域共同体のメンバーになることを求めている。図書

館は、利用者の変化と社会的ニーズの変化に対応してプログラムの開発に取り組んでいる。以

下の事例は図書館の文化コモンズ化と学習コモンズ化の良い例である。事例の図書館は情報の

伝達の役割を越えて、地域住民の共同体形成の場を作り出し、学習と教育の機能を提供してい

る。ここでは韓国のビーモ図書館（Beomeo Library）、ヨンハク図書館（Yonghak Library）、コ

サン図書館（Gosan Library）の事例を通して図書館がどのように地域住民の共同体形成に役立

っているかを見ようとする。

1）図書館の生涯学習支援プログラムの事例：ビーモ図書館の「幸せな 100歳の経営アカデミ

ー1）」

ビーモ図書館は高齢者のための生涯学習プログラムを提供している。「幸せな 100歳の経営

（図 1-1）図書館の文化コモンズとラーニング・コモンズへの進化

出典：林炯延（2013）韓国の図書館情報学会発表の一部修正
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アカデミー」が代表的事例である。これは、退職した後、幸せな老人の生活のために、多様な

知識を教えてくれるプログラムである。講師は地域住民と作家、会社、病院からの専門知識を

もつ人からなる。財務、健康、経済、余暇、人文学などの主題で第 2の人生が準備できるプロ

グラムを構成している。集まった人々は情報交換と相互交流を通して心構えと安定感が得られ

る。

2）村の共同体を復元する地域共同体の形成の事例：ヨンハク図書館の「私たちの町の本分か

ち合いフェスティバル2）」

「私たちの町の本分かち合いフェスティバル」は、本を媒介に地域住民が交流し、相互に作

用するプログラムである。このプログラムは、地域内の住民と子どもと機関が教育の分かち合

いを介して互いに協力し、消えていく村の共同体を復元することを目指す地域共同体形成の良

い事例である。フェスティバルを通して、住民と子供が地域社会の一員として所属感を経験す

ることができる。2017年 5月に開催されたヨンハク図書館の「本分かち合いフェスティバル」

は、町の子供と青少年のため学校以外からも教育をサポートする意味から地域社会の 22の機

関や団体が協力した3）。

3）地域の中疎外階層のためのコミュニケーションプログラムの事例：コサン図書館の「地球

村の多文化遊び場4）」

コサン図書館は、地域の共同体の中で、疎外階層を支援するプログラムを行っている。その

中で多文化家庭のためのサポートプログラムがある。「地球村の多文化遊び場」は多文化家庭

に韓国の文化と言語、礼儀などを教えるプログラムだけでなく、料理と工芸体験などを通して

相互作用が起きるように構成している。このような活動は韓国の文化だけを教える一方的プロ

グラムでなく、外国の文化もお互い理解できる機会になるように構成している。また多文化家

庭の利用者がプログラムの中で料理、言葉、歌、ダンスなど自分のできることを教えることで

貢献できるチャンスを与えている。2017年 9月 9日に開かれた「地球村の多文化遊び場」で

はカンボジアとベトナムの伝統的な遊びを体験してみるプログラムを行った。

4．示唆と結論

IT 機能の有効化は、図書館に新たな危機と機会を与えている。情報化の初期段階では、IT

機能の活性化は、図書館の情報コモンズ化を活性化させた。図書館がデジタル情報化を構築す

るきっかけとなった。しかし、これはむしろ、将来の図書館無用論に発展することもある。な

ぜなら、電子学術情報の拡大は、図書館の伝統的機能である情報提供の役割に対する効用性に

疑問を投げ与えるからである。

しかし、これは図書館の新しい役割の変化への機会となっている。最近、公共図書館の役割

が学習機能と地域の共同体形成の機能を中心に再照明されている。図書館は、地域住民に必要

な図書館になるため、様々な変化を模索している。答えは図書館の文化コモンズとラーニング

コモンズであろう。結局、図書館は利用者の生涯学習の空間となり、地域の共同体を形成する

場となれる。孤立化されている人間に社会で生きる力を提供する役割を行っている。
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事例を通じて、次のような示唆を発見した。

第一に、空間的側面から、図書館は地域住民のため供給者の役割から利用者中心へ変化してい

る。

第二に、時間的な側面からは、公共図書館は地域住民に必要な情報とプログラムの提供を積極

的に提供している。これらの情報には、過去の本と資料を通じた情報提供から地域利用者が実

際必要とする情報、生活情報、文化情報、教育情報へと積極的に変化している。

第三に、人間の側では、公共図書館は共同体の構築のために、人を集める機能に積極的にかか

わっている。人々が集まって共感することに注目している。そこから図書館の意味を模索して

いる。

情報コモンズは、時間と空間の技術革命によって行われたのに対し、文化コモンズとラーニ

ングコモンズは、人間の学習との相互作用への要求の増加からなされた変化とみることができ

る。4次産業革命と呼ばれる技術革命にもかかわらず、人間は一緒に社会のメンバーとコミュ

ニケーションして共感して生きて行かなければならない。この点で、将来の図書館は、地域住

民の相互作用をサポートする社会化プログラムの開発を介して人を育て、人が地域共同体を作

る好循環の拠点になることができると思われる。

注
１）ビーモ図書館のホームページ参照 http : //library.suseong.kr/beomeo/index.htm
２）ヨンハク図書館のホームページ参照 http : //library.suseong.kr/yonghak/
３）路上公演と多様な体験空間、本のフリーマーケット、本の分かち合い展などが行われた。開かれた
公演には 9つの機関、合計 18チームで幼児から大人まで参加し、ダンスや歌、リコーダー、オカリ
ナの合奏などが進行された。図書館の前庭では本、CD、DVD などを安く買うことができる市場が
開かれ、またシャボン玉遊び、動物メガネとブローチ作りなどが行われた。

４）コサン図書館のホームページ参照 http : //library.suseong.kr/gosan/main/index.htm
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研究発表：Report

日本盲人図書館開館直後の活動実態：
1940 年 11 月 10 日～12 月 31 日

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）

はじめに

1940年に開館した日本盲人図書館（現：社会福祉法人日本点字図書館）は今日、蔵書数・

点字図書 21,084タイトル、録音図書 17,374タイトル（2017年 3月末）を有し、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

備の記録や開館後の業務日報を大学ノートに点字で書き取っていたことが、2010年、日本点

字図書館内で発見された複数の原物によって明らかになった。これらのノートに記されている

事柄は、これまで詳らかにされていなかった開館に向けての準備の内容や開館直後の活動実態

を語る貴重な 1次資料と言える。本資料を読み解く作業は日本点字図書館内に設置されている

「本間記念室委員会」やこの委員会に属する委員の個人研究等によって進められており、その

成果も公表されている1）。本稿はこのノートの記述のうち、1940年 11月 10日の開館からその

年の 12月 31日までに注目し、1ヶ月余りの活動実態を明らかにして考察するものである。

1．蔵書の整備

日本盲人図書館は 2階建ての小さな借家で、階下の 6畳一部屋に特注の木製書棚 5本を据

え、約 700冊の点字図書を並べて開館した。職員は全盲の本間だけで、事務作業のために近く

にあった東京盲学校（現・筑波大学附属視覚特別支援学校）師範科の学生を短時間のアルバイ

トで一人雇っている。

開館日から年末までの記録を読むと、この間に図書館活動として行なっていたことは、①蔵

書の整備、②図書館の広報、③貸出・来館者への対応の三つに集約できる。

蔵書の整備では、①寄贈図書・発注図書の受け入れ、②蔵書目録の作成、③点訳奉仕者養成

講習会への協力が挙げられる。

1.1 寄贈図書・発注図書の受け入れ

蔵書のほとんどは、当時点字出版されていた購入可能なものを買い揃えたが、具体的な購入

作業はこの年の 9月から始めており、「図書貸出事業準備記録」と題した大学ノートには、発

注先の点字出版所と発注図書、さらにはその納品日が記されている。とはいえ時局柄、物資の
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不足が点字出版界にも及びはじめ、納品が遅滞し、開館後もその受け入れが続いた。11月 22

日の項には「桜雲会と光の家の本が遅くて困る」とあり、また同月 25日には「光の家の書籍

10部だけ到着。まだずいぶんあるのだが、遅くて閉口。」との一文が記されていて、納品の遅

れに対する本間の苛立ちがうかがえる。一方、視覚障害当事者の間には図書館の誕生を歓迎

し、自身が所有していた点字図書をより多くの視覚障害者と共有しようとして本間の図書館に

寄贈する動きが開館前から起こり、開館後も続いた。表 1は 11月 10日以降、12月 31日まで

の日報から、寄贈書の受け入れをまとめたものであり、この間には、点字図書 21冊と雑誌複

数の寄贈があった。

1.2 蔵書目録の作成

図書の利用は今日と同様、全国を対象に郵送による貸出方式を取った。この方式では、利用

者に蔵書の内容を伝える必要があり、目録の製作が急がれた。11月 20日の項には「（前略）

これらによっても早く目録を完成しなければならず、その準備にカード作成を開始した。」と

あるように、本間自身、このことを強く意識していたことがわかる。蔵書目録は、最初にカー

ド式の書名目録の作成に着手し、その作業はアルバイトの学生に委ねている。またこのカード

作成にあたっては、事前に 9月 23日と 10月 30日の 2回、記入内容等について日比谷図書館

に出向き、図書館員から直接に教えを乞うているのは興味深い。カードによる書名目録の完成

を受け、点字版の蔵書目録の製版と印刷に移り、12月 23日に最終的な完成を見て利用登録者

をはじめ、視覚障害関係施設併せて 307の発送を完了させている。この日の記述には「（前略）

午前に 285、午後に 22計 307の図書目録発送をついに完了。午後はすっかりいい気持ちにな

って信仰会のクリスマスに出た。真船さんと山本さんに深い感謝。（後略）」と記しているよう

に、本間の安堵感が伝わってくる。

1.3 点訳奉仕者養成講習会への協力

点字図書館事業にとって最も頭を悩ますのは、安定した財源の確保と、利用者の読書欲を駆

り立て、それを満たす蔵書の維持、すなわち、いかに点字図書を増加させるかにある。日本盲

人図書館の場合、前者については豪商であった本間の実家からの資金協力が約束され、当面の

大きな心配はなかった。しかし後者に関しては具体的な方策を持ち合わせていなかった。この

問題の救済者となったのが社会教育家で大正から昭和の初めには「希望社」を、その後「心の

家」を主催した後藤静香（1884～1969）である。本間と後藤の最初の面談は 1940年 10月で、

このとき後藤は「心の家」の機関誌「教養」11月号で点訳奉仕者募集をすること、11月から

毎月第 1日曜日、および第 2土曜日の家庭集会前、点字講習会を開くことを提案した。第 1回

となる講習会は同年 11月 3日に開催され、以降予定通り月 2回の講習会が持たれ、開館後か

ら年末では、12月 1日（日）と同 14日（土）に開催され、本間は毎回出席し、点字の説明を

している。

2．図書館の広報

図書館の広報としては「図書館ニュース」の発行がある。広く全国読者との連絡を図ること
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を目的とし、新着図書の案内、その他一般良書の解説や図書館の活動状況等を内容としたもの

で、媒体は点字版のみ。月刊で、毎号数枚のページ数であったが、5月号と 11月号は特別号

とし、1部 5銭の購読料を取った。ただし年額の購読料は 50銭と割り引いていて、読者への

配慮が察せられる。

現物は創刊号となる 1940年 11月号が現存するだけである。それによれば、発行日は毎月 1

日としているが、創刊号は 26ページ仕立てで、依頼原稿の到着が遅れたことも影響し、日報

によれば、11月 7日から点字製版に入り 9日に完了し印刷、17日～19日で約 680部を郵送し

ている。11月 30日の日報には、印刷代の支払い記録があり、この号は全部で 750部を印刷し

たことがわかる。上にも記したとおり、「図書館ニュース」は有料としたが、創刊号に限り、

図書館創設を広く宣伝するために、無償で全国の視覚障害関係施設や団体に郵送したことが推

察される。

表 2は、創刊号の目次を示したものである。本間の依頼に応じ、筆を執った岩橋武夫（1898

～1954）は、当時の盲人福祉事業の先駆者で現・社会福祉法人日本ライトハウスの創始者であ

るが、ミルトン研究の英文学者でもあり、関西学院大学で講師として教鞭を取っていた時期も

ある。本間自身、関西学院大学の学生時代、岩橋の講義を受け、公私に渡り教えを乞うてい

る。斎藤百合（1891～1947）は、盲女性の教育と福祉、地位向上に尽くし、当時、盲女性の

保護・訓練施設であった「陽光会ホーム」を主催していた。本間は、斎藤に誘われ、大学を卒

業してから図書館を立ち上げるまでの 1年半余りの期間、陽光会発行の点字雑誌「点字倶楽

部」の主筆を務めている。中村京太郎（1880～1964）は、大阪毎日新聞社発行の点字週刊新

聞「点字大阪毎日」（現「点字毎日」）の編集長である。また佐藤在寛（1876～1956）は、ろう

教育者、社会教育者で、函館市教育界の元老として知られ、当時は本間が盲教育を受けた函館

盲唖院の院長を務めていた。このように、創刊号は当時の盲人の教育・福祉の業界、および社

会において著名な人々に執筆を依頼していることは注目される。

なお、「図書館ニュース」第 2号は全 8ページで、同年 12月 2日に製版に着手し、5日まで

に 270部の印刷・発送を終えている。また第 3号となる 1941年 1月号 8ページは、12月 29

日に編集し、翌日製版。350部を印刷して 31日に 280部の発送を完了させた。30日の項には

「図書館ニュース 2巻 1号 4枚の製版および 350の印刷を小林さんとやりきって午後から夜は、

その製本、帯封かけに夢中となり 3時までばあやとでがんばった。（後略）」とあり、毎月 1日

発行を強く意識していたことがうかがえる。

3．貸出・来館者への対応

3.1 貸出

「図書館ニュース」創刊号には“貸出規定”が掲載されていて、図書の貸出を受けるには最

初に氏名・住所・年齢・男女別・職業の 5項目を紹介し“図書借り出し券”の発行を申し込む

ようにとある。図書貸出は一人 1冊とし、貸出期間は内地 2週間以内、外地 3週間以内と定め

ている。本間は、従前の点字図書館が貸出地域を限定したり、貸出に当たって保証金を求めて
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いたのに対し、全国の視覚障害者に無料・無保証で貸し出すことに拘り実行した。全国としな

がらも、内地と外地を設定したのは、当時の日本の国政を反映したものであり、さらには内地

と外地で貸出機関に差を設けたのは、当時の郵便事情に考慮した対応と言える。また貸出冊数

1回 1冊は、蔵書数の乏しさと、可能な限り多くの盲人の貸出希望に応じようとして取った策

と考えられる。貸出規定の貸出冊数とその期間を示した項には「希望図書名はなるべく第 1志

望より第 3志望までお知らせください」との一文が添えられているのも、このことを裏付けて

いる。

日報には時折、次のように図書館開館に対する盲人の反応、利用者数の動向を示唆する記述

が見られる。それらによると、借り出し券の発行は開館から 17日後に 50人に達し、1ヶ月で

100人を記録している。また貸出も日を重ねるにつれ増加していることが読み取れる。

「（前略）一昨日あたりから日に 10通以上の手紙が来、実に楽しみだ。借り出し券もどしど

し出る。今日までで 23号まで」（11月 23日）

「借り出し券ついに 50号に達す。原稿用紙 100枚 90銭。手紙は今なお日に 10数通を参しそ

の整理のみで忙しきこと限りなし」（11月 27日）

「（前略）ニュース 2号の反響として借り出し券の申し込みが非常に多く、今日は 9枚にのぼ

り、ついに第 100号に至る。（後略）」（12月 10日）

「本の動きが非常に活発となり、15冊発送、ために日曜にもかかわらず末永さんを午前午後

ともにわずらわす。（後略）」（12月 29日）

3.2 来館者

図書の利用は郵送を主にしながらも、テーブル一つとイス 2個を用意し、館内閲覧にも応じ

た。とはいえ、閲覧日と時間は毎週火・木・土の午後 1時から 5時とし、日時を限定してい

る2）。図書館の所在地は東京市豊島区雑司が谷町で、近くには東京盲学校があったことから、

閲覧の曜日はともかく、その時間については午後としていて、盲学校生徒の利用に配慮したも

のと推察される。実際、日報には来館者の名が記されていて、閲覧者は多い日で 5人を数え、

盲学校の生徒が占めたことを物語るように同じ名が何度か見られる。

4．まとめ

先にも記したように、日本盲人図書館の開館は 1940年 11月 10日で、同日午後、関係者 20

名が列席し、ささやかな式典が挙行された。本間が書き残した大学ノートに目を通している

と、開館はしたものの、蔵書は発注したものがこの日までに全部揃わず、蔵書管理のためのカ

ード目録や郵送貸出の便に供する点字版蔵書目録は未完成で、さらには「図書館ニュース」も

発行予定日からずれ込むなどして、準備万端での船出と言うよりも、見切り発車的な色合いが

濃い。このため開館後の 1ヶ月近くの活動の中心は、図書の受け入れや目録の作成等、蔵書の

整備に追われていて、なぜ開館日を 11月 10日に設定したのかとの疑問がわく。つまり、開館

日を先送りしても事業には大きな影響は表れないし、そもそも、大学ノートには、本格的な開

館準備に入るのはこの年の 9月 4日からとあり3）、2ヶ月で準備を完了させることは難しいと
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本間にも予想されたはずである。11月 10日は日曜日で、開館式を行なう場合、列席者の参加

が得やすいことはあるが、これとは別の拘りが本間にはあったのではなかろうか。すなわち、

1940年は皇紀 2600年に当たり、11月 10日には奉祝式典が宮城外苑において盛大に執り行な

われた。本間は、小さな図書館が幾久しく反映するようにとの強い思いから、皇紀 2600年の

奉祝にあやかろうとして、早くからこの日を開館日に定め、式典の案内をしたのではなかろう

かと推察される。

広報誌としての「図書館ニュース」の発行、特に創刊号での寄稿者の顔ぶれは注目される。

前述したようにこの号は、当時の盲人の多くが知る著名人が館創設の意義や期待等を執筆して

いるが、それは全国を対象に貸出を行なう小さな図書館、および若き無名の館長である本間へ

の信頼度を示すための戦略であったようにも受け取れる。日報の 12月 10日の項には「ニュー

ス 2号の反響として借り出し券の申し込みが非常に多く、今日は 9枚にのぼり、ついに第 100

号に至る。」とあり、「図書館ニュース」第 2号の反響が大きかった旨の記述が見られるが、発

行部数からして創刊号のほうが圧倒的に多く、多くの盲人が手にしたはずであり、この号があ

ったからこそ、第 2号の反響につながったと見るのが妥当である。借り出し券の発行を受ける

盲人は日を追うごとに増し、それに伴って貸出数も増加していて、図書館事業としては上々の

スタートを切ったと言える。こうした状況について、本間自身一定の手応えを感じていること

が日報から読み取れる。今後は、対象期間を広げて、その後の活動を考察していきたい。

［注］
１）本間記念室委員会編『本間一夫と日本盲人図書館－本間一夫生誕百年記念出版－』日本点字図書館，

2015.
２）報告三つ．「図書館ニュース」．創刊号，日本盲人図書館，1940, p 24.
３）「図書貸出事業準備記録」には、「9月 4日 故郷より東京へ帰り積極的準備の気構えにいる。」とあ

る。

［参考文献］
伊藤宣真他編：点字とあゆんだ 70年－日本点字図書館点訳奉仕活動の記録－．日本点字図書館、2010.
本間一夫：指と耳で読む．岩波書店，1980.
本間記念室委員会編：本間一夫と日本盲人図書館－本間一夫生誕百年記念出版－．日本点字図書館，

2015.
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表 1 寄贈図書一覧（1940年 11月 10日～12月 31日）
＊大学ノートの記録を元に筆者作成。

月日 冊数 タイトル
11月 16日 2冊 灸術教科書、和田翁歌集
11月 19日 1冊 『別科用解剖学』
11月 28日 1冊 『生命の路へ』
12月 7日 雑誌 2箱
12月 10日 2冊 『こいごろも詩集』、『大地』
12月 12日 3冊 『母・妹・妻』、『海と兵隊』（上・下）
12月 16日 1冊 『母・妹・妻』
12月 18日 2冊 『鍼按科全書 解剖学』（上・下）
12月 25日 1冊 『イノック』
12月 26日 6冊 『バハウラと新時代』（3）、『実用動物学』『イエスの良心と藝術』（2）
12月 31日 2冊 『日の丸読本』、『支那事変忠勇美談集』

表 2 図書館ニュース創刊号 目次

開館にあたりて 本間一夫
日本盲人図書館開館に際して 岩橋武夫
日本盲人図書館の誕生 齋藤百合
日本盲人図書館開館に期待す 中村京太郎
本間君を紹介す 佐藤在寛
点字図書館開設の意義 佐藤勇
報告三つ
編集後記
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研究発表：Report

「学校図書館の絵を描く授業評価アンケート」の
韓国文献情報学科の学生への試み

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）

1 これまでの経緯

1.1 「学校図書館員の重要性」が受講生に伝わったか判断したい

報告者は、2012年度、2013年度の 2年間、前任の大学にて、学校図書館の活用に関する授

業を担当した。この授業は、司書課程や司書教諭課程の授業ではなく、教職課程の選択科目で

あるため、受講生の学校図書館に対する興味は必ずしも高くない。また、小中学校では学校司

書の配置が少ない地域であり、学校図書館での授業を経験した受講生は多くない。

そのため、学校図書館の専門家とはならない受講生に向け、学校図書館に対する興味を広げ

ることを念頭に置きつつ、「（学校司書や司書教諭などの）学校図書館員と協力し授業をする」

をこの授業の目標とした。ただ、この目標には、「将来教員となったときに、学校図書館員と

授業してみたいと思う」という態度目標が含まれるが、通常の方法では測定することが難し

い。開講初年度に行った、最終レポート「学校図書館での授業の指導案」の出来だけでは、受

講生が授業の目標を達成したかを確認することは難しいと考えた。

1.2 受講生が絵に学校図書館員を多く描けば、授業は成功している

そのため、翌 2013年度では、塚本らが情報教育で用いた方法1）を元に、受講生が 3分間で

描いた絵を調べる手法（Image Drawing Method ; IDM）を考え実施した。

受講生は初回の授業と最終回の授業で、2回学校図書館の絵を描く。受講前は図 1のような

絵を描く受講生が多くても構わない。しかし、受講後には、学校図書館員が絵の中に描かれて

いる図 2のような絵を描く受講生が増加することを期待した。学校図書館員の重要性が授業の

図 1 受講生による例（学校図書館員なし） 図 2 受講生による例（学校図書館員あり）
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目標であるからである。

1.3 受講後に学校図書館員を描く学生は他大学の授業より増加した

結果として、書架などの他の項目は変化しないにも関わらず、受講後に学校図書館員を描く

受講生が有意傾向で増加した2）。

しかし、最終的に学校図書館員を描いた学生は、32名中 12名に留まったため、他 12大学

の司書教諭課程においても同種の調査を依頼し比較を試みた。結果として、学校図書館員を描

く割合は他大学の司書教諭課程の受講生と変わらず、自らの授業は成功していると示唆され

た3）。

また、将来教員になったとき、積極的に学校図書館員と相談してみようと思っている受講生

は絵の中に学校図書館員を描くことが多い7）という結果が得られ、学校図書館員の増加で入門

的な授業を評価することはある程度妥当性があるものと考えられる。

1.4 発展的科目では何を測定すればいいか

しかし、“学校経営と学校図書館”を除く司書教諭科目など、発展的な内容を扱う科目の受

講生は学校図書館員の重要性は理解していると考えられ、学校図書館員の増加だけでは授業を

評価することは難しい。

そのため、他大学の受講生も含めて、描かれた絵に

表れる、「書架」「机」「PC」「児童生徒」「ソファー」

「授業中（図 3）」などを測定した。しかし、司書教諭

科目の“情報メディアの活用”で「PC」が新たな指

標となる可能性が見つかった4）以外に可能性のある項

目は得られなかった。また、学校図書館員の有無に比

べあいまいさが出ると考えられるが、人と人の「コミ

ュニケーション」が指標とならないか検討した。しか

し、これも大きな結果は得られなかった5）。

2 目的

2.1 学校図書館員が描かれる“基準値”

学校図書館員の重要性を理解していても、絵のスキルをはじめとするさまざまな要因で学校

図書館員を描かない受講生もいると考えられる。実際に、司書教諭課程においても、受講後に

学校図書館員を描く学生は半数に満たないことが多い。

そのため、“学校図書館員の重要性を理解していると考えられる学生ならばどの程度学校図

書館員を描くか”という基準となる値を求めたいと考えた。

ただ、現在の日本において専任の司書教諭となることは難しく、司書教諭課程の受講生であ

っても、学校図書館に対する興味が十分に高いとは言えない。また、5科目 10単位というカリ

キュラム上の問題もある。そのため、全ての司書教諭課程の受講生が学校図書館員の重要性を

理解しているとは言い難い。また、現在の日本においては、学校図書館について専門的に学ぶ

図 3 「授業中」が含まれる例（他「学校図
書館員」「書架」「机」「児童生徒」）
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学生は少なく、図書館情報学を専攻する学生に学校図書館のことを教える授業も多くはない。

対して、韓国に於いては 30を超える大学に文献情報学科（日本における図書館情報学科）

が設置されており、学校図書館に関する授業が開講されていることが多い。図書館情報学を専

攻する学生に向けて行われている学校図書館の授業における割合は、一定の基準となると考え

られる。

もちろん、文化の違いなどがあり、単純に比較するこはできない。そのため、まず 1つの大

学で試行的に調査を行うこととした。

2.2 学校図書館員以外に絵の中の有用な項目はあるか

現在のところ、学校図書館員の増加のみしか有益な指標とはできていないが、この方法は司

書教諭課程や学校図書館モデルカリキュラムなどでも有効であると考えられる。

図書館を専攻する学生、また文化の違う学生による絵を収集することで、発展的科目におけ

る新たな指標のヒントとなると考えた。

3 方法

韓国の A 大学の文献情報学科で開講されている科目「学校図書館」にて協力を得て調査を

行った。

韓国語の質問紙に変えた以外、調査の方法は3）以降変えていない。

収集されたサンプルから、初回と最終回の授業の 2回共に回答したものを選び、文献情報学

科以外の学生を除いた 32名の絵を分析対象とした。

4 結果

学校図書館員が描かれていたのは、受講前 28.1％・受講後 25.0％であった。日本における

司書教諭課程での調査と大きな違いは見られなかった（図 4表 1）。

また、絵に関しても大きくは日本と変わらず、特別に違うものが書かれることはなかった。

5 結論

韓国における調査は 1大学の 1つの授業につい

てしか行えていない。そのため、まだ明確ではな

いが、学校図書館員の重要性を理解している学生

であっても半数以下の学生しか学校図書館員を絵

図 4 学校図書館員を描いた学生の割合

表 1 学校図書館員を描いた学生の割合（％）

受講前 受講後
自らの授業（32名）
他大 2014年前期（145名）
他大 2014年後期（143名）
他大 2015年前期（85名）
韓国の大学（32名）

18.8
22.8
35.0
37.6
28.1

37.5
22.8
41.3
43.5
25.0
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に描かないということが示唆された。

また、今回の調査では、発展的な科目における可能性がある指標を見つけることはできなか

った。

6 今後の課題

6.1 司書課程「図書館概論」や現職の方への調査

韓国における調査を増やすとともに、司書課程の「図書館概論」や学校司書モデルカリキュ

ラムの「学校図書館サービス論」においても調査を行うことを予定している。また、現職の学

校図書館員への調査も考えられる。

6.2 絵の意図のインタビュー

現在の調査票にも「上の絵を書いた理由を文章で説明してください。」の設問は設定されて

いる。しかし、学生によって記述の度合いは異なり、「絵の中の人が児童生徒か大人か」など

の分析にしか用いることができていない。

学生に直接インタビューすることによって、「学生が重要だと思った内容をいかに絵に表す

か」を把握し、有用な項目の設定と調査票の設問、“あなたの「学校図書館のイメージ」を絵

で書いてください。（3分）”が適当であるか検討し、この手法が授業評価に有用であるかの検

討を行いたい。

謝辞
調査に協力していただいた各大学の先生方・受講生、また、絵の掲載に同意してくれた受講生に感謝
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この報告は、口頭発表［6、8］の結果をまとめたものである。
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LIS ジャーナルの抄録の長さについて：
構造化抄録（structured abstracts）と従来の抄録との比較

The Lengths of LIS Journal Abstracts :
A Comparison of Structured Abstracts and Traditional Abstracts

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

Abstract

The purpose of this study was to empirically examine the lengths of the abstracts of LIS (Library and

Information Science) journal articles. To conduct this study, the 50 journals with the highest h-index

scores were selected from the LIS journals listed in Elsevier’s Scimago Journal Rank (SJR) database.

Subsequently, the abstracts of the articles from these journals were downloaded using the Scopus da-

tabase. The average lengths of either structured or traditional abstracts were calculated for each jour-

nal, depending on the journal’s required format. Measured in tokens, the lengths of traditional ab-

stracts tend to be shorter than structured abstracts by approximately 26%. These results should pro-

vide useful guidelines for researchers and students who are writing abstracts for particular LIS jour-

nals.

Introduction

The abstract is an important component of a journal article as researchers frequently use it to decide

whether a particular journal article is relevant to their research. Abstracts can be largely classified into

two types : structured and traditional. A traditional abstract is one that does not include specific sub-

headings. For example, the abstract used for this article is traditional. By contrast, structured abstracts

require authors to write under pre-defined subheadings such as Purpose, Method, Results, and Impli-

cations of Study.

One of the objections to using structured abstracts for journal articles is their protracted length.

Hartley (2014) pointed out that, among the abstracts written for reports by psychology students at

Keele University, the structured abstracts were longer than the traditional abstracts. Kitchenham et al.

(2008) revealed that structured abstracts written for software engineering journal articles were, on av-

erage, 142.5 words longer than traditional abstracts. Although previous studies have suggested that

structured abstracts are longer than traditional abstracts, their sample sizes have been small ; more-

over, the average length difference between structured and traditional abstracts in LIS journals has not

been investigated.
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From an author’s perspective, the typical average length of abstracts for papers published in a given

journal provides useful information that can be used, in conjunction with the maximum length speci-

fied in the author guidelines, to produce an abstract of optimal length. Journal publishers can use

such statistics to inform their author submission guidelines. Motivated by these benefits, this study

empirically examines the lengths of abstracts in LIS journals. In particular, this study compares the

lengths of structured abstracts with those of traditional abstracts.

To obtain data for this study, we selected the top 50 LIS journals, based on their h-index scores from

the Elsevier’s Scimago Journal Rank (SJR) database. Using the Scopus journal database, we then

downloaded the abstracts of all articles from these 50 journals for the years from 2001 to 2016.

Results

Table 1 shows the results of this investigation. Based on the sample dataset used, the top 24% of LIS

journals use structured abstracts. Kim (2016) has shown that approximately 25% of journals present

in Medline also use structured datasets. This suggests that structured abstracts are as popular for LIS

journals as for medical journals.

As shown in Table 1, the numbers of abstracts appearing in individual journals for the five years

(2011 to 2016) ranged from 58 (Reference and User Services Quarterly) to 2632 (IEEE Transactions

on Information Theory). The overall proportions of structured and traditional abstracts are worth not-

ing. Of the 50 LIS journals examined, a total of 38 (76%) used traditional abstracts, while 12 (24%)

used structured abstracts.

The lengths of the abstracts were calculated using the UNIX tools such, as grep and awk (Friedl,

2009). In Table, the average number of tokens in each journal’s abstracts is shown in the right-most

column. For the purposes of this study, a token is defined to be a word that is separated from its

neighbors by blank space (Kim, 2013). For operational purposes, the notion of a token is more pre-

cise and consistent in measuring the lengths of abstracts than the notion of a word. Among journals

using traditional abstracts, the average number of tokens in each abstract is smallest for Information

Systems Management (82.7 tokens), and largest for Information Systems Research (210.3 tokens). For

journals using structured abstracts, the average number of tokens is smallest for the Health informa-

tion and Libraries Journal (160.0 tokens), and largest for the Journal of Enterprise Information Man-

agement (266.1 tokens). As shown, there is a substantial overall difference in the average numbers of

tokens in traditional abstracts and structured abstracts. The overall average number of tokens in struc-

tured abstracts is 224.0, whereas the overall average number of tokens in traditional abstract is 165.5.

Consequently, on average, structured abstracts are 59 tokens (26%) longer than traditional abstracts.
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〈Table 1〉The Lengths of Structured and Traditional Abstracts

Index H-Index
Rank Publication Name # of

Abstracts
Avg. # of
Tokens

Traditional
Abstracts

1 1 IEEE Transactions on Information Theory 2632 161.1

2 2 Journal of Chemical Information and Modeling 1816 195.2

3 3 Information Systems Research 375 210.3

4 4 Journal of the Association for Information Science & Technology 531 172.0

5 5 Scientometrics 1909 171.2

6 6 International Journal of Geographical Information Science 769 207.6

7 7 European Journal of Information Systems 222 179.9

8 8 Information Processing and Management 465 179.3

9 9 International Journal of Information Management 473 166.7

10 10 Government Information Quarterly 418 168.0

11 11 Journal of Health Communication 742 181.5

12 12 Journal of Information Technology 126 187.0

13 13 Social Science Computer Review 281 163.0

14 15 Journal of Information Science 363 163.4

15 16 Information and Organization 88 185.2

16 18 Journal of Academic Librarianship 435 131.4

17 19 Information Retrieval 165 196.1

18 20 Information Systems Management 160 82.7

19 21 Information Communication and Society 496 184.6

20 22 Library and Information Science Research 228 167.9

21 25 D-Lib Magazine 286 135.9

22 26 College and Research Libraries 195 111.3

23 28 Library Trends 258 160.6

24 29 Ethics and Information Technology 168 177.0

25 31 Language Resources and Evaluation 217 156.4

26 32 Research Evaluation 129 180.5

27 35 Journal of Classification 126 142.1

28 36 Proceedings of the ASIST Annual Meeting 198 147.4

29 37 Journal of Information Science and Engineering 661 162.8

30 38 Lecture Notes in Control and Information Sciences 364 129.4

31 39 Library Quarterly 111 132.6

32 40 Social Science Information 196 155.1

33 44 Reference and User Services Quarterly 58 142.0

34 45 Information Resources Management Journal 116 147.8

35 46 International Journal on Digital Libraries 96 191.6

36 47 Information Technology and Libraries 91 124.5

37 48 Education and Information Technologies 291 175.6

38 50 Archival Science 144 170.1

Average 165.6

Structured
Abstracts

1 14 Journal of Documentation 332 230.0

2 17 Journal of the Medical Library Association 206 164.6

3 23 Online Information Review 325 229.3

4 24 Journal of Enterprise Information Management 238 266.1

5 27 Information Research 319 195.7

6 30 Information Technology and People 163 263.4

7 33 Health information and Libraries Journal 202 160.0
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Discussion and Conclusion

This study showed that structured abstracts are, on average, 26% longer than traditional abstracts.

One reason for this length difference is that certain components of structured abstracts can be omitted

from traditional abstracts, whereas the specified components of structured abstracts must be filled in

explicitly using pertinent sentences. Although limited by the dataset we used, our results have impli-

cations for setting journal submission guidelines. Based on our results, the larger length of structured

abstracts should be taken into consideration by journals which publish short articles. In addition, the

average and maximum numbers of tokens in both types of abstracts obtained in this investigation sug-

gest that traditional journal abstracts should be limited to approximately 225 words (tokens), while

structured abstracts should be limited to approximately 275 words (tokens).

Our results also have implications for authors who submit their articles to journals in LIS. It may be

prudent for novice authors to pay careful attention to the average lengths of abstracts in their targeted

journals when preparing the abstracts for their papers. Abstracts that substantially deviate from the

normal length may generate concern among reviewers. Additional empirical investigations of the

lengths of abstracts using various datasets should benefit authors and journal publishers in their re-

spective domains of interest. Future studies may examine the relative lengths of abstracts with respect

to the specific research methods employed, such as content analysis, qualitative studies, and quantita-

tive studies.
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8 34 Aslib Journal of Information Management 98 252.7

9 41 Journal of Cheminformatics 326 252.0

10 42 Electronic Library 370 256.8
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12 49 Reference Services Review 246 217.9

Average 224.0

― ４９ ―



LISSASPAC、韓国図書館・情報学会共催の国際学会：随行記

2017年 11月 10日（金）・11日（土）、韓国釜山の東義大学校（Dongeui University, Busan,

KOREA）に於いて、国際学会（From Information To Knowledge）が開催されました。

LISSASPAC 日本支部会長である志保田務博士（桃山学院大学名誉教授）が、基調講演に招

聘され渡韓されることになりました。

この学会の主催者の一人である呉東根博士（啓明大学校教授）は LISSASPAC 会長で、8月

12日（土）大阪で開催された「LISSASPAC 日本支部設立セレモニー及び記念研究講演会」に

ご出席くださり、ご挨拶とご講演を頂いたので、そのお礼も兼ねて随行することにしました。

学会出席のスケジュールは、志保田博士のご講演が第 1日目の学会賞等の授与式が行われた

直後にあり、終了後は直ぐに空港へ送っていただくという慌ただしいものでした。それは翌日

が「図書館を学ぶ相互講座」開催日であったためでした。主宰されている志保田博士の、欠席

するわけにはいかないという強いご意志の結果でした。

志保田博士と私は前日の 13時 50分に伊丹空港を飛び立ち釜山に到着しました。飛行機会社

の都合で遅い時刻に変更に。距離は近いのですが、飛行機の便が不便なのが意外でした。

志保田博士の講演タイトルは“A study of the Policy for library in Japan : Current Status and

Prospect”です。詳しい内容は、次号（Vol.2 No 1.）に掲載予定です。英語でのご発表は、

2015年インドのチェンナイで行われた LISSASPAC の大会でもお聴きしましたが、常に日本

の図書館と市民の状況をアジア・太平洋地域の研究者に発信されているという姿勢を見せて頂

いています。

このように学会の内容を多くは体験できなかったのですが、到着した日（学会の前日）に、

私と同じように海外から到着したインドの Kumar 博士、カザフスタンから来られたミズ Ka-

milova とお会いすることができ、呉博士をはじめとする韓国の研究者の皆さんのお招きで、

釜山の親しみやすいお店で夕食をご一緒し交友を深めることができました。私にとりインドは

2015年 6月に行き、様々な方たちとお知り合いになれたとても近い国の一つです。しかし、

カザフスタンは何にも知らない（旧ソビエト連邦時代にその一地域だったというくらい）国

で、しかも Kamilova さんは若い大学図書館のライブラリアンで、今後学生に図書館サービス

を行い、いわば国を引っ張っていく人たちへの図書館サービスをするという意欲ある方でし

た。彼女の研究発表を聞けなかったのは残念なことの一つです。

志保田博士のおかげで、2015年 6月以来自分の目がアジアに広がっていると感じています。

現段階 LISSASPAC のトップメンバーたちは、もはやアジアと太平洋地域だけでないもっと広

い視野をもって研究者の交流を目指しているようです。LISSASPAC 日本支部に属している私

は、自然とそのような世界的な広がりの中に身を置くことができるのでしょうか。韓国釜山の

美しい紅葉を思い出しながら、今後への夢が拡がります。

前川和子（LISSASPAC 日本支部副会長）
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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】

Vol.1の第 2号をお届けします。2017年 8月 12日に大阪において、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ました。その内容は『LISSASPAC 日

本 vol.1 no.1』（同時に研究講演会の『予稿集』でもある）として刊行致しました。

これに続く本号は、各研究発表の先生方（鎌田均、Lim Hyoung、立花明彦、岡田大輔、Kim

Eungi）が第 1号では抄録のみであったので、本文を約 4ページという制約をしましたが、当

日のご発表の記録としました。新たに本号には、村上泰子氏と大城善盛氏の意欲的な論文を掲

載しています。なお、当日の呉東根博士のご講演の本文は、次号以降に掲載の予定です。

大阪での大会以後 LISSASPAC の交流は続き、11月 10日（金）・11日（土）に韓国の東義

大学校（釜山）にて行われた、LISSASPAC、KLISS 共催の国際会議に、志保田務博士が基調

講演に招聘されました。本号では、その報告記事を掲載しています。その記事にも書きました

が、LISSASPAC の組織自身が次のステップへと進もうとしています。アジア・太平洋地域の

図書館情報学者の交流を、さらに広げようと指向しています。

一方ここ日本支部では、会長の志保田博士を中心として、LISSASPAC の主旨と同方向の研

究活動を行う方への表彰、「賞」を考えています。名称はまだ決まっていませんが、今アジ

ア・太平洋の国々との繋がりに注目し、さらに世界へと広げていくことの重要性を見つめ、後

押しをしようと考えています。このような日本支部自身の活動へと歩を進め始めていることを

お伝えして、さらに会員やこの主旨に賛同してくださる皆さまとの輪を広げていくことを願っ

ております。今後の皆さまに期待し、ご協力をお願いしたいと思います。

（第 2号編集責任者 前川和子）
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