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公共図書館と大学図書館の連携協力～大学図書館の地域貢献～
東京外国語大学学術情報課長 茂出木 理子（modeki_riko@tufs.ac.jp） Twitter @modekiriko
■略歴 東京大学理学部、東京大学総合図書館、学術情報センター、東京大学情報基盤
センター、国立情報学研究所、お茶の水女子大学図書・情報課長、東京大学教養学部
等図書課長の勤務を経て、平成 25 年 4 月から現職。
2009 年第 11 回図書館総合展ポスターセッション最優秀賞受賞「壁を壊した図書館～
お茶大図書館活性化のヒ・ミ・ツ～」
■本日お話ししたいこと
・図書館は何のために存在するのか、何の役にたつのか
・そのために「連携協力」は意味を持つのか、持たないのか
■はじめに （アイスブレイク タイム）
・図書館総合展のこと
・
「
（学生の）授業」と「（社会人の）研修」の共通点、相違点
■図書館に関する本から考える「図書館とは？」
・バージニア・リー・バートン著, 秋野翔一郎訳『坂の街のケーブルカーのメイベル』（絵本）
・アントネッラ・アンニョリ著, 萱野有美訳『知の広場 : 図書館と自由』
■図書館連携に関する当たり前すぎる原則
図書館が利用者から求められる資料を提供するためには、必ず図書館同士の連携を必要とする。
・統計データから見る検証
■事例報告にみる大学図書館の連携事業、社会貢献事業
・連携協定、地域図書館協議会、OPAC システム連携
・相互貸出、返却サービス、研究室図書の閲覧・貸出
・公共図書館から大学図書館への一括貸出
・図書館会員制（年会費、寄付者）
・共催イベント（展示会、講演会、上映会、ビブリオバトル etc.）、情報リテラシー講習
・レファレンスサービス、地域資料の収集・保存・公開
・医学系大学図書館での地域医療情報拠点
・大学図書館内「子ども文庫」
・図書館業務の連携、職員実地研修
1

■公共図書館の「貸出しサービス」をめぐる話題
・閲覧中心サービスから貸出中心サービスへの動き
・楡周平「図書館栄えて物書き滅ぶ」

■図書館ってなんだろう？
・何をもって「図書館」とみなすか？
・kept handy for consultation
・マイクロ図書館／ペーパーレス図書館／Public Library of Science（PLOS）
・鎌倉幸子著『走れ!移動図書館: 本でよりそう復興支援』(ちくまプリマー新書) 2014.1
・長尾真, LRG（編）
『未来の図書館を作るとは』達人出版会 2014.6
http://tatsu-zine.com/books/miraino-toshokan から無料ダウンロード可能

■大学図書館の機能
・資料収集と提供を通して学習・教育・研究支援を行う
・知の伝達から知の創出へ
・場としての図書館

■「図書館法」に見る（公共）図書館の使命
（定義）第二条

この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、

整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資す
ることを目的とする施設（後略）
■公共図書館ビジネス支援
・国立国会図書館「地域活性化志向の公共図書館における経営に関する調査研究」2014.3
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8649952 から無料ダウンロード可能

-----------------------------------------------------------------■リフレクティブ タイム
-----------------------------------------------------------------■「連携」のための 3 つのポイント
実態を共有する／相手へのリスペクト／簡単に分った気にならない
批判的思考力（クリティカルシンキング）＝熟慮的思考 ＝ フラットで柔軟であること
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■数字で見る図書館
数字だから見えてしまうこと／数字だけでは語れないこと
蔵書回転率／税金還元／カバー率／重複率／包含率

■再び、図書館観「図書館はなぜ本を置くのか」
・芥川賞作家、楊逸さんから伺ったエピソード
・ 本 の 読 み 方 ひ と つ で 、 子 ど も は 変 わ る ！ 菅 谷 明 子 さ ん に 聞 く 「 読 み 方 」「 学 び 方 」
http://toyokeizai.net/articles/-/51296

■まとめにかえて
現在あるいは、これまでのサービスの延長線上で考えていくだけで良いのか？
・米国図書館協会「Libraries Change Lives：Declaration for the Right to Libraries」
・ピッツバーク・カーネギー図書館長（メアリー・フランシス・クーパー氏）
「新しいサービスを立ち上げる際に図書館員として重要なこと６つ」
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