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 はじめに

 ＊ LISSASPACにオセアニア地方のLIS関係者がまだ加入していな
いようであるが、名称からして、オセアニア地方のLIS関係者も参加
すべきであると思われる。

 ＊この発表では、(1) LISSASPACと日本から見たオセアニア地域の
図書館界の誘因（魅力）、(2)オセアニア地域から見たLISSASPAC
の魅力（誘因）、というアプローチ法で、「オセアニア地域向け展開
の可能性」 を検討したい。

 (I think that LIS scholars and professionals in the 
Oceania region should be members of LISSASPAC 
because of its name. I will make a speech under the 
title “Inviting LIS Researchers and Professionals in the 
Oceania Region to Join LISSASPAC,” by adopting two 
approaches, which are 1)” Several Reasons Why 
LISSASPAC Are Interested in Inviting LIS Researchers 
and Professionals to Join the Society,” and 
2)”Incentives to LIS Researchers and Professionals in 
the Oceania Region.”)



1. LISSASPACと日本から見たオセアニア地
域の図書館界の誘因（魅力）( Several 

Reasons for Which LISSASPAC  and Japan 
Are Interested in Inviting LIS Researchers 

and Professionals to Join ）

 1) 『オーストラリア・ニュージランド標準職業分類』
による「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」の分類（Classification of 
librarian, library technician and library 
assistant according to Australian and New
Zealand Standard Classification of 
Occupations ）



 2)オーストラリア図書館情報協会（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
（ ALIA recognizes both librarians and library 
technicians as LIS professionals）

 3)ALIAはライブラリアンと図書館テクニシャンの養成プロ
グラムを認定（ALIA accredits educational 
programs of both librarians and library 
technicians ）

 4)ライブラリアンとは、LISプログラムで学士号か大学院の
修了証を得た人（A librarian is a person who holds 
Bachelor’s degree or diploma of graduate 
studies in LIS programs ）





 5)図書館テクニシャンとは、職業専門学校（VET：
vocational education and training）のLISプログラ
ムで修了証を得た人（A library technician is a person who 
holds  diploma in LIS programs at VET）

 6)ライブラリアン養成大学：10大学（2016年）
 （10 universities offer educational courses for 

librarians) 

 7)履修学生数：毎年1,000人前後（2010-14年間）
 そのうち、約10％が外国人（殆どはアジアからの留学生）

 (Ca.100 students enrolled in the librarian 
education courses during the year  2010-14. 
10%: foreign students. Most of them are Asians)



 8)図書館テクニシャンの養成学校：17校（しかし、Box Hill 
Instituteは職業専門学校であるが、ライブラリアン養成のため
の学士号プログラムも提供）

 （VET schools for library technicians: 17. 

 But Box Hill Institute offers bachelor’s program 
for professional librarians.)

 9)ALIAでは、会員のカテゴリーとしてライブラリアン、図書館
テクニシャン、一般会員、と3種のカテゴリーを設けている。
（JLAと異なる）

 （ALIA sets up three categories of membership: 
librarian, library technician, and general. It 
differs from the case of JLA.）



 10)ニュージランドでは状況は少し異なり、会員に区別を
設けていない。しかし、「専門職登録会員」
（professional registration）という枠を設けて、ライブ
ラリアンンが図書館活動の中心になるようになっている。

 (No difference in New Zealand as far as membership 
is concerned. But a subcategory of ‘professional 
registration’is established, which means that the 
important functions of library services should be 
done by  professional librarians.) 



 11)ALIAによって 2016年に作成されている公
共図書館ガイドラインは、世界的に見ても最も
優れたガイドラインの１つのように思われる。

 (Guidelines, Standards and Outcome 
Measures for Australian Public Libraries, 
issued by ALIA in 2016, seems to be one 
of the best public library guidelines in the 
world.)



２．オセアニア地域から見たLISSASPACの魅力
（誘因）

(Incentives to LIS Researchers and 
Professionals in the Oceania Region)

 1)APEC やTPPなどで、アジアとオセアニア地域は経
済的に深い関係がある。

 （As are represented by APEC and TPP, there 
are strong economic relationships among 
Asian countries and the Oceania region)



 2)上記のALIAのガイドラインに基づく公共図書館の6
つの役割（目的）の中の２つは次の通り：

 ＊経済発展と労働力の増進

 ＊デジタル・ディバイドの解消（社会から疎外されが
ちな人々へのデジタル支援）

 ＠この2つの役割（目的）は、発展途上国にあるアジ
アの国々にとっては特に重要である。

 （ According to ALIA’s Guidelines mentioned above, two of 
the public library’s objectives are 1)economic and 
workforce development , and 2)digital inclusion, especially 
for those at risk of being marginalized from society. These 
two objectives seem to be particularly important in 
developing Asian countries.)



 3)オーストラリアの学校図書館界の悩み

 ＊「すべての学校図書館にティチャー・ライブラリアンを」、と
ALIAとオーストラリア学校図書館協会が唱導活動を続けているが、
社会や現場では資格のあるティチャー・ライブラリアンを置かな
くてもよいという傾向にある。

 ＊それは日本と同じ状況であり、悩みを持つ者同士の連携が必要。

 (ALIA and ASLA have been advocating that every school 
library should be served by a qualified teacher librarian. 
However,  some authority and school councils have recently 
adopted the policies which do not require employment of 
qualified teacher librarians. This situation is similar with 
that in Japan.)



 4)アジア図書館スペシャリストの不足

 ＊オーストラリアの国立図書館といくつかの有名な大学図書館に
はアジア研究を支援するためのアジア図書館（コレクション）が
ある。しかし、最近の大学の緊縮財政と、資格のあるライブラリ
アンの絶対数の不足のため、それらの大学図書館は悩みを抱えて
いる。

 （Australian National Library and some Australian 
university libraries have Asian Collections. They have  
troubles in reqruiting qualified Asian librarians. This 
is partly because of university’s reduced budget and 
partly because of a small number of qualified Asian 
specialists.）



 5)アジア太平洋図書館情報教育国際会議
 ＊ 2006年にシンガポールで初めて開催され、8回目は2017年に

タイで開催される予定。
 ６）アジア太平洋図書館情報会議
 ＊シンガポール、オーストラリア、ニュージランドの3国による会

議。2018年に開催予定

 ＠それらの会議はオーストラリアの図書館情報学関係者が
LISSASPACに参加する重要性を表しており、また参加する良い機会
を提供している。

 (Asia-Pacific Conference on Library & Information Education 
and Practice was first held in Singapore in 2002 and 8th

conference is scheduled to be held in Thailand. Asia-Pacific 
Library and Information Conference, which is a joint 
conference of three countries of Singapore, Australia and New 
Zealand, is scheduled to be held in 2018. These conferences 
indicate that cooperation between Asian countries and the 
Oceania region is important, and it suggests that they are 
good opportunities to invite LIS scholars and professionals in 
the Oceania region to join LISSASPAC.)


