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オセアニア地域向け展開の可能性  = Inviting LIS Researchers and 

Professionals in the Oceania Region to Join LISSASPAC （抄録） 

                大城善盛 -= Zensei OSHIRO 

 

（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外国人学生が全学生の約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

の参加の機運を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。 

 

（Summary） 

A) Several Reasons for Which LISSASPAC Are Interested in Inviting LIS Researchers 

and Professionals to Join  

     Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations categorically 

classifies ‘librarian’ under ‘professionals’, ‘library technician’ under 

‘technicians and trades workers’, and ‘library assistant’ under ‘clerical and 

administrative workers.’ This means that professionalization of library staff in 

the Oceania region has greatly been improved, which is attractive for LIS researchers 

and professionals in Asian countries. 

Australian Library and Information Association (ALIA) recognizes that both 

librarian and library technician are library and information professionals, and 

accredits the educational programs of these professionals, which are also attractive 
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and interesting. 

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

which was published in 2016, is also attractive. I suppose that this guideline is 

one of the best public library guidelines in the world. 

B)Incentives to LIS 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 and region 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. 


