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中小図書館における特色あるサービスづくりへの提言中小図書館における特色あるサービスづくりへの提言中小図書館における特色あるサービスづくりへの提言中小図書館における特色あるサービスづくりへの提言    

湯川湯川湯川湯川    康宏康宏康宏康宏        

１１１１    本レポートの目的本レポートの目的本レポートの目的本レポートの目的    

文部科学省の提言などでは、資料の貸出を重視する従来型の図書館から、課題解決型、

長期滞在型の図書館へと転換してゆくことが提唱されている1。俗な表現をすれば、「一定

の品揃えをして長時間開いていればいい」という発想の『ひと昔前のコンビニ』的図書館

から、『現在のコンビニ』的図書館への転換が求められている。すなわち、「他にはない魅

力的な商品（サービス）があるから利用する」というような看板メニューを持たない図書

館は利用してもらえなくなるというのである。 

図書館経営に指定管理者制度を導入する是非については様々な議論がされているところ

であるが2、導入の有無は別にして、時を同じくして特色あるサービスを提供する図書館が

少しずつ登場していることは、そのことと無関係ではないであろう。自治体の財政はどこ

も苦しく、とりわけ中小規模の公共図書館の運営には予算、人員の両面で厳しい制約があ

る。ほとんどの公共図書館では、限界を超えた経費削減により満足な資料の購入もままな

らない状況である。品揃えの悪さは利用の低下につながり、利用が低下すれば図書館の評

価も低下する。評価の低下は図書館の運営予算に大きく影響を及ぼし、資料購入費が減額

され続け、どんどん品揃えが悪くなってゆく。こうした悪循環に陥った図書館は、利用を

取り戻す活路をどこに見出せばよいのだろうか。 

このレポートは、筆者が埼玉県内の町立図書館で実施したサービスを例に、中小規模の

図書館が『ひと昔前のコンビニ』＝無料貸本屋的図書館から脱皮する手順と事業案を提示

するものである。 

 

２２２２    何から始めるか何から始めるか何から始めるか何から始めるか    

図書館においても計画的な経営と評価は必要とされている3。自館のサービスを見直すに

あたり、課題と対処法を考えて記録することは大変重要である。本格的な計画書とまでは

ゆかなくても、骨格だけでも作成するべきである。plan-do-see のマネジメントサイクル

に基づいた図書館運営ということが言われるが4、筆者の経験を振り返えると、サービス方

針の立案から実施までは次の流れで進めるのが効果的である。 

（１）図書館の現状を分析し、サービス計画を立てる 

（２）サービスを実施する 

（３）サービスをＰＲする 

以下、流れに沿って説明を加える。 

 

（１）（１）（１）（１）    図書館の現状を分析し、サービス計画を立てる図書館の現状を分析し、サービス計画を立てる図書館の現状を分析し、サービス計画を立てる図書館の現状を分析し、サービス計画を立てる    

plan-do-see でいうところの<plan>にあたる。 

サービス計画を立案する利点は以下の２点である。 
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一つはサービス計画を考えることで、図書館の置かれた現状の把握ができることだ。計

画の立案は、いままでのサービスの問題点を洗い出すことからはじめるのが常道である。

順を追って考えてゆくうちに図書館の良い点、悪い点が自然に見えてくる。現在抱える課

題や対処法などを考えておくと、不測の事態が発生した場合にも解決法について検討する

材料になる。 

もう一つの利点は、具体的なサービス計画が存在すると首長・議会や関係部署が図書館

を見る眼が違ってくることである。予算要求の際に積算の根拠が必要なのは当然だが、事

業の実施についてもこうした計画を基に、過去の実績も含めて根拠を説明すれば説得力は

格段に高まる。 

計画立案時には次の手順に従い、自館サービスの短所を改善するサービスを考えること

から始めるとやりやすい。 

①まずは館の事業を一通り眺めて、気がついた問題点を思いつくままに、とにかくたくさ

ん書き出してみる。 

②同時に「図書館でこんなことができたら面白い」というアイデアも書き出してみる。 

これは、こんなサービスが「できるかもしれない」のに「していない」という現在の問

題点を見つける作業でもある。 

問題点は図書館を利用したことがない人の視点に立って考えることも重要であるから、

図書館職員以外も加わって複数人でアイデアを出し合ったり、ブレインストーミングや

ＫＪ法といった発想・整理法を活用するのもよい。 

③次に洗い出したそれぞれの問題点を懸案項目あるいは課題・目標という形で一覧表にし

てみる。項目の数が多い場合は似たもの同士をまとめていくつかにグループ化して整理

する。 

④最後に、整理したすべての項目について解決案を考えてみる。ほとんどの項目は解決案

が見つからないものや、予算がかかるものであろうが、もちろんそれで構わない。不思

議なことに、今はどうやっても解決の糸口さえつかめないものが、ある日突然解決でき

たりすることは結構よくあるのだ。 

そうして、出来上がったものを見ると、もう立派なサービス計画と呼べるものになってい

るのである。 

具体例として筆者の実践を見てみよう。 

平成 18-20 年度の寄居町立図書館業務目標では８つの項目に大別している 

１．業務マニュアル集の整備 

２．インターネット利用環境の整備 

３．業務文書の共有化 

４．県職員派遣打ち切り後の業務体制 

５．勤労者支援サービスの展開 

６．基本的な図書館サービスの充実 
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７．魅力ある図書館づくり 

８．その他 

各項目はさらに細分化してあり、たとえば 

「６．基本的な図書館サービスの充実」はさらに 

１．レファレンスサービスの強化 

２．テーマ展示の実施 

３．二次資料の作成 

４．未受入資料の整理 

５．利用の促進 

６．児童サービスの充実 

７．図書館からの情報発信 

の７項目に分かれ、さらに、 

「２．テーマ展示の実施」の中は 

①鉢形城関連資料コーナーの設置 

②コミックコーナーの設置 

③職員推薦本コーナーの設置 

④闘病記コーナーの設置 

の４項目になっている。①④は「ここが不便」という点から、②③は「これがあると

面白い」という発想から生まれたアイデアである。 

いったい全部で何百項目あるのかと勘違いされそうだが、実際の項目数は３年間で６０

項目程度である。それでも多いと思うかもしれないが、例えば「図書館でマンガを読める

ようにする」のように、やりたいこと、やるべきことをいくつ書き出せるかが最も重要で、

実現の可能性を一切考えなければやりたいことが数十個くらいは出てくるものである。 

このように懸案事項を抽出してから各項目の着手優先順位や実施時期を決めてゆく。こ

の過程で中長期の業務目標を検討する作業を無意識に行うことになるので、できあがった

計画は、すべて実施できなくても次年度以降に大変役立つ。 

 とはいえ、最初から網羅的な計画を作るのは難しい。そもそもこういったものは、さあ

考えろといわれても、すぐ思いつくものばかりではないのである。そこで、まずはいくつ

かのアイデアを思いついた時点でスタートし、事業を実施してゆく過程で思いついたもの

をどんどん加えてゆけばよい。常時更新をしていれば、年度が替わる際には実施状況・成

果を書き加えるだけでよくなり、新規に目標を作成する必要がなくなる。計画に実施状況・

成果を記入することは必要だが、事前に達成の難易度を記入する必要はない。大切なこと

は成果が上がったかどうかであって、達成の難易度とは関係がないからである。個別の実

施例については次節で紹介する。 

 

（２）サービスを実施する（２）サービスを実施する（２）サービスを実施する（２）サービスを実施する    
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plan-do-see の<do>にあたる。例えばトイレの美化のように、１年以内に実施できる解

決案が見つかったものを即効性のあるサービス案、それ以外のもの（例えば地域資料の充

実や職員のレベルアップなど）を遅効性のサービス案としてグループ分けしてみる。 

即効性のあるサービスと遅効性のサービスは同時平行して実施するのが望ましい。具合

の悪い図書館を病人に例えると、カンフル剤や点滴といった即効性のあるサービスで対症

療法をしながら体力の回復を待ち、やがて遅効性のサービスが効果を発揮して病気が治癒

するというのが理想である。しかし、あれこれ実施する余裕がない場合はできるものから

～おおむね即効性のあるサービスになろうが、実施する。 

 

（３）サービスをＰＲする（３）サービスをＰＲする（３）サービスをＰＲする（３）サービスをＰＲする    

plan-do-see の<see>にあたる。 

本来ならサービスの実施後には目標達成についての評価が必要だが、利用者の満足度を

数値化して評価の基準にすることは大変難しい。中小規模の図書館において、数値による

評価は必ずしも必要ないと考える。成果は目に見えることが多いので、その成果を次の計

画立案に活かすことができればよいのである。 

それよりも、サービスの内容と、実施した成果をいかにして周知するかは事業継続の成

否を左右するほど重要である。多くの図書館で素晴らしい事業を実施していながら、評価

が目立たないものが見うけられるが、それらはＰＲに問題があるのではないかと思われる。 

せっかくの素晴らしい取り組みも利用者に知られなければ満足に利用してもらえない。

また、成果をあげた事業もＰＲが不十分であれば正当な評価を得られず、事業の続行に支

障を来すこともある。図書館ウェブサイトでの広報も重要であるが、広報媒体として最も

効果があるのはマスコミと県・市町村の自治体広報紙であろう。特に、マスコミに取り上

げられた時の反響はたいへん大きいのでプレスリリースの配信は積極的に行いたい5。 

 

３３３３    今日から始められるサービス案について今日から始められるサービス案について今日から始められるサービス案について今日から始められるサービス案について    

図書館を利用していただいている方々に、「図書館は何か変わったな」と感じていただく

にはどうすればよいだろうか。筆者は、「日本初」と「無料」のサービスにこだわることを

お勧めする。どちらも注目を集めるのに効果的でありながら、アイデア次第でユニークな

サービスが提供できる。 

    

（１）「日本初」に着目する（１）「日本初」に着目する（１）「日本初」に着目する（１）「日本初」に着目する    

「日本でうちだけ」というサービスを考えれば、サービスを開始した時点ではそのサー

ビスは「日本一」のサービスと言ってよいはずである。「日本一」が見つからなければ「県

内一」でもよいし、どうしても一番が見つからなければ一番でないことを逆手に取る方法

もある。例えば、ある野菜の生産量が日本で二番目だったら、いろいろな野菜の生産量が

全国で二番目の自治体図書館と交流して「二番目サミット」としてＰＲするような手法だ。
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もちろん、一番目や三番目の図書館と交流してもよいのだが、そうした着眼が他にはない

ユニークなサービスにつながる。ユニークなサービス→マスコミでとりあげられる→知名

度があがる→自治体のＰＲに貢献する→予算増→新たなサービスの展開のように、日本初

をきっかけとして、他のサービスの充実にも順次とりかかればよい。 

    

（２）「無料」へのこだわり（２）「無料」へのこだわり（２）「無料」へのこだわり（２）「無料」へのこだわり    

図書館法第１７条に規定するとおり、公共図書館の利用は無料だが、無料でここまでや

るのかというこだわりは、利用者にとって嬉しい驚きを与える。無料にこだわった好例は

矢祭もったいない図書館である。ほとんどの資料を全国からの寄贈資料のみで調達した図

書館の方針には賛否両論があるが6、厳しい財政状況の中で「なんとか住民にたくさんの本

を手にとってもらいたい」という職員の熱意と、その結果全国から寄せられた４０万冊を

超える図書は賞賛に値するものである。図書館の専門家が何を言おうと、住民から愛され

ている図書館であることは間違いない。 

注目を受ける→知名度が上がる→来館者が増える→図書館に活気が出る→職員のやる気

が向上する→サービスが向上する→更に来館者が増えるという好循環はこうした職員の熱

意から産み出されるのである。 

    

（３）サービスの実例（３）サービスの実例（３）サービスの実例（３）サービスの実例    

以下に参考になると思われるユニークサービスの実例を紹介する。 

①①①①    スポンサーの確保スポンサーの確保スポンサーの確保スポンサーの確保    

図書館において資料は、活動の維持に欠かせない、いわば主食に相当するものである。

資料購入費で賄えない分を寄贈資料で補充する例は、矢祭町に限らず多くの図書館で見ら

れるが、個人からの寄贈で寄せられる資料は図書館側で希望するものばかりとは限らず、

特に新刊の入手はなかなか難しい。そのことについてはリサイクルとの関連が深いので後

述する。 

企業・団体からの寄贈においては、まとまった額で資料費を寄贈してもらい、分野に関

係なく資料を選定しているケースが多い。しかし、寄贈する企業と関係のある分野のもの

にしたり、団体名をつけてどのような資料が寄贈されたのか利用者に見えるようにすると、

地元にある企業の社会貢献活動を利用者にＰＲするよい機会にもなる7。また地元自治体に

拠点を置く団体・企業から社会貢献活動の一環として寄付寄贈の申し出がされることがあ

るが8、こうした申し出は単年度限りの寄付ではなく、継続して協力してもらえるスポンサ

ー獲得の機会であるから是非活用したい。 

資料に限らず図書館だより、郷土資料の製本、図書館グッズ、レシート、バナー広告な

どで維持費用の全部または一部を出資してもらう手法も効果的である。 

②フリーペーパーの提供②フリーペーパーの提供②フリーペーパーの提供②フリーペーパーの提供    

フリーペーパーとは業界団体である日本生活情報紙協会（ＪＡＦＮＡ）によると「特定
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の読者を狙い、無料で配布するか到達させる定期発行の地域生活情報紙誌」だとされてい

る。同協会の調査によれば 1,568 紙誌、年間総発行部数は推計約 3 億 3776 万部が発行され

ているとされる9。 

フリーペーパーにはさまざまなジャンルのものがあり、全国的に配布されているものか

ら、地域が限定されているものまで多種多様である。フリーペーパーを収集する図書館は

少なく、収集していても、地元で配布しているものだけを地域資料として集める館がほと

んどである。しかし、フリーペーパーには市販の紙誌にはない長所があり、意識して収集

することで地域の情報に限らず、大きな情報源となる。また、一過的な情報源として軽視

されがちだが、配布だけでなくバックナンバーの閲覧ができるように保管することも重要

である。全国的に見ても配布と保存を同時に実施している館はほとんど例がないが、もっ

と充実されるべきサービスだと考える。 

以下に、フリーペーパーを収集する際に注意すべき特色を挙げる。 

ａ．どのようにして探すか 

フリーペーパーは創刊、休廃刊が頻繁にされるので、どのようなフリーペーパーがある

か調べるにはインターネット上のサイトを利用するとよい。「Unyo！（うにょ）」「フリーチ

ョ！！」「FREEPAPER NAVI（フリーペーパーナビ）」がフリーペーパー情報検索サイトの御

三家といえる10。地域やジャンルから調べられ、連絡先もわかるので便利である。育児、

医療、介護、ペット、語学・文学などのジャンルは全国規模で配布しているものが多いの

で、ほとんどがインターネットで調べることができる。 

地元で配布しているものは、現物を入手して発行元を確認する方法もある。求人のほか

レジャー、住宅、タウン情報誌は地元の駅やスーパーマーケット、観光案内所などで現物

を入手しやすい。求人情報は地元のものを提供する必要があるが、新聞折り込み広告の発

行元は冊子版の求人情報誌を発行しているケースが多いので確認するのも有効である。 

ｂ．どのようにして入手するか 

発行元に連絡して定期的に郵送してもらうケースがほとんどであるが、近くに発行元の

営業所がある場合は配送してくれる場合もある。配布数は図書館の希望に応じてくれるこ

とが多いが、ある程度数が多くないと郵送してくれない雑誌もある。通常は発行元の負担

で郵送してくれるが、配送料を負担しないと送ってもらえないものもある。配布用のラッ

クは図書館で準備するのが普通だが、業者の中には無償で提供してくれる場合もある11。

この場合は特定の業者を宣伝しているような印象を与えないように、ラックに業者名を表

示させないなどの配慮をすることが望ましい。 

ｃ．収集する意義 

 フリーペーパーは非売資料であるがゆえに、バックナンバーの入手は市販の雑誌類に比

べると難しい12。しかし、だからこそ図書館がフリーペーパーの収集をすることの意義は

大きい13。 

 特定の業種の店舗や、医療機関、保育関連施設など、配布場所が限定されているものも
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あり、誰でも入手可能な図書館で配布することができれば大変便利である。 

配布するので貸出・返却の手続きが不要である。利用者は返却期限を気にする必要がな

く、督促の必要もないので利用が増えても職員には負担がかからない。１タイトル１冊し

か所蔵しない市販雑誌と違い、同時に複数の人が読める。月刊のフリーペーパー30 種を毎

月 30 部配布したとすると、１年で 10,800 部を配布することになり、これだけの雑誌の貸

出に相当する利用効果をわずかな手間で提供できるのは非常に効率のよいサービスである。 

雑誌によっては、入手可能な配布先を誌面やウェブサイトに掲載しているものもあり、読

者への宣伝効果もある。誌面に図書館行事などのお知らせを掲載してくれる雑誌もある。 

ｄ．管理 

フリーペーパーは市販の紙誌に比べて休廃刊が多く、受け入れても発行後２～３号で休

刊になるものも珍しくない。創刊されるタイトルも多いので、新しく創刊されたタイトル

がないか定期的に確認して補充することで、配布タイトル数が減少しないように心がける

必要がある。必ずしも図書館システムで書誌や所蔵状況を管理する必要はないが、現在配

布中のタイトルとバックナンバーの所蔵状況は把握しておく必要がある。寄居町立図書館

ではデータベースソフトでタイトル管理をしているので、配布タイトルの一覧や毎号何部

配布したか記録するリストなども作成できて便利である。 

③読書貯金通帳の発行③読書貯金通帳の発行③読書貯金通帳の発行③読書貯金通帳の発行    

 読書は子どもの発育に大きく影響を与えるといわれているが14、特に小学校中学年から

中学校１年までは多読期とも称される15。小学校などでは読書普及のために読書マラソン、

読書貯金などを実施する例が多く見られる。こうした場合、読んだ本のページ数を合計し

てゆくものがほとんどであるが、公共図書館は子どもから大人まで幅広い年齢層に利用さ

れるので、だれでも楽しみながら記録できるものを考えたい。著者が実践した読書通帳と

は、読んだ本の定価を合計する方式のものである。寄居町立図書館の読書貯金通帳である

『読書通鳥』には「読書貯金はいくらためてもお金にはなりませんが、頭の中には知識が、

心の中には感動がたまります。」と書かれている。 

なお、最近では銀行の通帳と同様に機械で読書記録を記帳できるタイプの通帳が登場し

ている。2010 年３月に下関市立中央図書館、同年９月に鴻巣市立図書館でサービスを開始

し、市民の好評を博している。個人情報の管理に充分な配慮がなされるのであれば大いに

歓迎したい。 

④リサイクルの推進④リサイクルの推進④リサイクルの推進④リサイクルの推進    

本のリサイクルは従来からさまざまな図書館で実施されているが、利用者から不要にな

った資料について寄贈の申し出をいただいた場合に、嫌な顔をする図書館が多い。これは、

図書館で受け入れない資料の処分方法が確立されていないためである。本に限らず図書館

で各種のリサイクルを実施して、限りある資源を有効に利用しようという考えをアピール

することはあまり行われていないようであるが、筆者の考えでは、本であろうと品物であ

ろうと、処分を図書館に一任してもらえるのであればそれらはすべて宝の山と化すのであ
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る。また、寄居町立図書館では不要品の回収を促進するため、資料や物品を寄贈していた

だいた方には図書館が作成したオリジナルグッズを差し上げているが、グッズについては

次項で述べる。 

ａ．本のリサイクル 

たいていの図書館で行われている本のリサイクルといえば、 

ア．除籍した資料を利用者に提供するもの 

イ．家庭で不要になった資料の提供を受けて利用者に提供するもの 

であるが、引き取り手のない資料はどうすればよいかという課題があるので、利用者から

の資料提供の申し出に対し及び腰になりがちである。 

寄居町立図書館においては、処分方法を一任していただいた資料の場合、 

ア．図書館蔵書として受け入れするもの 

イ．町内の小中学校図書室で資料として活用するもの 

ウ．館内の常設コーナーでリサイクル本として利用者に提供するもの 

エ．シャンティ国際ボランティア会の行うアジアの国々への教育支援活動（リサイクル

ブックエイド）に提供するもの 

オ．資料としての利用価値がなく廃紙として町内小学校の廃品回収に提供するもの 

の５つの方法により活用している。コミック本については館内に設置したコミックコーナ

ーの蔵書として利用した後で、更に利用者にリサイクル提供している。 

この方法によれば図書としての使用価値がなくなった資料や雑誌でも無駄なく活用でき、

３年間で１万冊以上の本を有効活用した実績がある。このほか、日本科学協会の教育・研

究図書有効活用プロジェクト16を利用する方法もあるので、資料の有効活用は図書館が率

先して実施すべきである。 

ｂ．物品のリサイクル 

 筆者は他に類例を知らないが、寄居町立図書館では物品のリサイクルを実施している。

これは利用者の家庭で不要になった品物を図書館に寄付していただいてリサイクルするも

のである。特に子供用品、洋服、おもちゃ、家電製品などの人気が高い。品物の種類は食

品、動物以外であれば制限はなく、家庭で不要になったものであれば何でもよい。生花を

配布した例もある。「無料」にこだわるため、有償での提供は一切行わない。 

⑤図書館グッズの作成⑤図書館グッズの作成⑤図書館グッズの作成⑤図書館グッズの作成    

ここでいう図書館グッズとは資料を寄贈していただいた方や、図書館利用の促進に協力

していただいた方にお礼の意を込めて差し上げる図書館オリジナルの品物である。オリジ

ナルグッズは図書館の宣伝効果が大きいので、是非準備したいものである。とはいえ、民

間の販促グッズと同じものを作るのでは意味がなく、公費を使う根拠に乏しい。いわゆる

図書館グッズのほとんどを占めるのは「しおり」であるが、もらう側の視点で見れば、手

作りや、種類が豊富等の特色がなければしおりには魅力がない17。作成する以上は実用的

で、魅力があり、かつ費用をかけず作成できるものを考えたい。 
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寄居町立図書館では既に述べた『読書通鳥』をはじめ、さまざまなオリジナルグッズを

作成している。資源のリサイクルという観点を重視し、不要になった紙や壊れた傘の布な

どを材料にして、職員が手作業で製作している。 

ａ．メモ帳 

図書館マスコットキャラクターや図書館の電話番号を印刷した用紙を糊づけ、裁断して

製作する。発注用紙の裏紙を使用するため、材料費はほとんどかからない。デザインは１

０種類近くあり、サイズも大小のものがある。通常のメモ帳の他に伝言メモ形式のものも

あるので、人気も実用性も高い。 

ｂ．エコバッグ 

家庭で不要になったり、壊れた傘の布を再利用して貸出袋としても使えるエコバッグを

作成する。作成方法はＷｅｂ上にいろいろ公開されているものがあり参考になる。丈夫で

耐久性に優れている傘の布はエコバッグ素材として最適であると同時に、不要になった傘

のリサイクルにもつながる一石二鳥の活用法である。寄居町立図書館では図書館ロゴをア

イロンで接着して宣伝効果も狙っている。また、興味のある方が自分でも製作できるよう

に作り方の図面と材料となる傘の布を館内で配布している。 

ｃ．シール 

図書館マスコットを印刷したシールは子どもたちに絶大な人気を誇る。カラープリンタ

ーを用いて市販のシール用紙に印刷するため、材料費は１シート１０円程度で済む。 

 

４４４４    時間をかけてとりくみたいサービ時間をかけてとりくみたいサービ時間をかけてとりくみたいサービ時間をかけてとりくみたいサービス案についてス案についてス案についてス案について    

 以下に挙げるサービスは実施にかなりの費用または労力を必要とする。そのため、すぐ

には実施が難しいかもしれないが、機会があればすぐ着手できるように、長期的な事業と

して計画だけでも考えておきたいものである。 

（１）図書館による刊行物の作成（１）図書館による刊行物の作成（１）図書館による刊行物の作成（１）図書館による刊行物の作成    

 図書館独自の刊行物作成は多大な労力を必要とする事業である。しかし、地元自治体に

よる郷土資料や行政資料の刊行がされていない分野で、適当な資料が存在しない場合は図

書館がそれをしなければならない場合もある18。 

作成された資料は市販されていないことから、大変貴重な資料となる。できれば電子化

してＷｅｂ上で公開したい。単なる蔵書検索機能しかない図書館Ｗｅｂサイトに比べ、地

域独自の情報を提供するサイトは格段に注目度を増すので、ぜひコンテンツとして加えた

いものである。 

具体例を挙げると、ａ．郷土の風俗や方言に関する文献、ｂ．地元自治体の新旧統計数

値などは需要が多い。また、断片的に所蔵する資料を一覧できる二次資料の作成も有効で

ある。ｃ．図書館で所蔵する郷土に関する地図の一覧、ｄ．地元自治体、出身者に関する

図書・新聞記事目録は作成すれば唯一無二の財産となる。 

ａについては、インターネット上にある情報を検索して提供するだけでも効果的だが、
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そのままプリンアウトして提供できるケースは少ない。信頼のできる情報については、事

前にサイト作成者の許諾を得てプリントアウトし、製本しておくと便利である。また、許

諾は利用者が図書館内で資料全部について複写することについても得ておくべきである。 

ｂについては図書館には統計に関する問い合わせも多いが、町村規模の自治体では、統

計集を刊行していることはむしろまれであり、図書館で提供できる統計数値には限りがあ

る。こうした場合には役場内の担当部署に直接問いあわせるか、利用者に紹介することに

なろうが、図書館職員としてはじくじたる思いである。そこで過去にあった問いあわせ内

容や他自治体の統計集から必要項目をピックアップしておき、あらかじめ図書館で統計数

値を調査編集しておけば大きな武器となる。この作業は一見簡単に思えるが、実際には大

変な労力を要する。総務課などで主要統計数値を一括管理している場合はよいが、各部署

にある統計を図書館が収集整理するのは大変な負担となる。こうした場合は内部書類でも

よいから、とにかく各部署の統計資料を一括して年毎にファイリングするとよい。図書館

に質問が寄せられるのは役所の閉庁日である土日祝日が多く、こうした際に大いに役に立

つからである。 

ｄについてはすでに比較的多くの図書館で実施されている事業であるが、大変地道な作

業を必要とする割に陽が当たりにくいため、とかく軽視されがちである。しかし、１０年

単位で蓄積したデータは、市町村史刊行後現在までの自治体史を補完する貴重なデータと

なる。テキストをＷｅｂ上に公開するだけでも立派にデータベースとして機能するうえに、

費用はほとんどかからない。 

 

（２）闘病記コーナーの設置（２）闘病記コーナーの設置（２）闘病記コーナーの設置（２）闘病記コーナーの設置    

闘病記とは「闘病記文庫 棚作成ガイドライン」19 によれば「病と向き合う過程を綴っ

た手記」と定義されている。寄居町立図書館では「患者や患者をとりまく人達が闘病につ

いて記録した手記」という表現で定義している。現在ではコーナーを設置している図書館

やＷｅｂ上で闘病記のリストを公開しているものが増えてきたが、公共図書館で設置され

たのは都立中央図書館が最初だと思われる20。  

医学書の要望についてはコンピューターによる検索である程度対応することが可能であ

る。しかし、闘病記については、タイトルに病名が含まれていないことや、闘病記という

件名が存在しないことから、病名から闘病記を網羅的に探すことは非常に困難である。 

闘病記を探す際に最も重要な点は病名からどのような闘病記があるか探せることである。

自館が所蔵する闘病記資料はどれだけあるのか、病名や書名から探せるリストはあるのか、

また蔵書検索システムで病名や、「闘病記」というキーワードから検索できるのか、さらに

は資料に闘病記であることと、その病名がわかるような装備が施されているかなど、闘病

記を探せるようにするには図書館員のするべき仕事は多い。 

闘病記情報を提供するには以下の作業が必要になる。 

①闘病記データの収集 
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闘病記を探すには「ＴＯＢＹＯ」21が質・量共に充実している。都立中央図書館、鳥取

県立図書館、広島市立中央図書館がＷｅｂ上に公開している所蔵闘病記のリストやインタ

ーネット古書店「パラメディカ」22 の闘病記リストのデータを参考にするのもよい。 

②所蔵情報の提供方法 

これから導入する館にとっては、闘病記の書誌データと自館の所蔵情報をどのように結

びつけるかが大きな課題である。図書館システムで闘病記を探せるようにするには、所蔵

する闘病記各冊のデータにそれぞれの病名と「闘病記」というキーワードを件名として付

与しなければならない。 

また、コンピュータが使えない人でも病名から本が探せるように配架するためには、闘

病記用の装備が必要になる。５００冊を超える規模のコーナーになると、従来の請求記号

とは別に闘病記用の病名分類を付与した方が便利である。しかし、闘病記用の標準的な分

類表はなく、図書館システムには闘病記リストやラベルの出力機能は装備されていない。

このため各館で独自の分類を行い、市販のデータベースソフトなどを使用して闘病記デー

タを管理しているケースが多い。今後こうした機能を標準装備した図書館システムが普及

すれば図書館での蔵書管理の負担は大幅に軽減すると思われる。 

③闘病記分類法 

寄居町立図書館では「がん」と「がん以外の病気」に大別し、それぞれのグループを病

名の５０音順に細分する病名分類法を考案した。各病名は完全な５０音順に配列にはなっ

ていないものの、このように分類した病名ラベルを本に貼り、ラベルの記号順に配列する

と、病名が「あ」で始まるがんの本－病名が「い」で始まるがんの本･･･とゆるやかな病名

順配列が可能になる。１０００冊以内の規模であればこの程度で十分実用的であり、病名

見出しを併用することで本棚を見て病名から本を探すことが可能になる。 

この分類法の利点は、闘病記を分類記号順に配架するとほぼ病名の５０音順に配列でき

る点である。病名リストのようなものを見なくても直感的に病名から本を探すことができ

る。また、後から新しい病名を分類表に加えても書架の配列にほとんど影響しない。 

医療・介護の情報要求が高まっている現在において、治療者側から発信される医学情報

に対して、患者側から発信される闘病体験談である“闘病記”はまだまだ情報が未整備で、

今後も需要が増える分野だと思われる。 

 

（３）登録時居住地制限の撤廃（３）登録時居住地制限の撤廃（３）登録時居住地制限の撤廃（３）登録時居住地制限の撤廃    

たいていの図書館では利用登録の要件を管理規則で定めているが、地元の自治体に在

住・在勤・在学していることを要件にしている図書館が多い。また、在住・在勤・在学の

範囲を隣接する自治体にまで広げている例も多く見られる。自治体相互の協定で相互利用

を可能にしている例も多い。こうした生活圏内の住民を対象とする登録制限の規定自体を

撤廃して、日本全国どこにお住まいの方でも利用者登録ができるようにしている市町村立

図書館は少ない。しかし、登録制限の撤廃は図書館のみならず、自治体にとっても大きな
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メリットがある。 

管理規則の改正が必要になる場合は議会等で 

①非納税者である自治体外居住者に資料を貸し出すのは納税者に対して不利益を与える

のではないか 

②県外在住の利用者が資料を借りたまま返却しない場合にはどうするか 

などの反対意見が出ることもある。 

しかし、①に対しては公共図書館の理念を説明すると同時に、地元自治体外の方に利用

してもらうことは自治体の活性化に寄与すること、県外からの来館者に記念カードを発行

することは、観光面でのＰＲ効果が大きい、など現実的な施策面での利点も強調し理解を

訴えることが必要である。 

②については、過去の経験則から、借りた資料を返却するかしないかは借りた人が地元

在住かどうかということとは関係がないことは明らかである。すなわち、貸し出した資料

が延滞する率と利用者の住所との間に相関関係はないのである。筆者の印象では、県外に

お住まいの方が資料を借りたいとお申し出になる場合は、返却方法についてご利用者の側

から相談されることがほとんどで、延滞率は非常に低く、回収率は１００％に近い。また、

そうしたお申し出の対象となる資料は、その方の地元では閲覧困難な郷土資料などが多く、

地元の図書館を通じて相互貸借する手間と時間、費用を大幅に節約できるなど多大なメリ

ットがある。 

 

（４）選べる図書（４）選べる図書（４）選べる図書（４）選べる図書館利用カード館利用カード館利用カード館利用カード    

銀行のキャッシュカードはたいていデザインが数種類から選べるようになっているが、

図書館の利用カードでデザインが数種類あるものはあまりないようである。寄居町立図書

館の利用カードはデザインを写真とイラストの２種類から選べるようになっている。 

町の花を題材にした写真のカードは、観光などで町外からお越しになった方に好評で、図

書館マスコット入りのイラストのカードは女性や子どもたちに人気がある。 

カードのデザインを複数にすると費用がかかりそうだが、現行デザインカードの在庫が

完全になくなる前に新デザインのカードを発注することで、種類を増やしながら現行デザ

インカードの在庫の減りを遅らす手法もある。登録制限の撤廃と同時に利用カードの選択

制を導入すると利用者サービスの拡大をアピールするのに効果的である。 

 

５５５５    まとめまとめまとめまとめ    

図書館の評価においては、一定の成果を得るためにどれだけの資源を投入したか（input）

と、その投入の結果として実際に何をしたか（output）という言葉がよく使われる。最近

では、”output”によってどれだけの成果が得られたか（outcome）が重視されるようにな

ってきた23。少ない”input”で大きな” outcome”を生み出すことが望ましいのだが、”input”

がほとんどない状態で" outcome "を生み出そうとする状況では、単独の事業で大きな効果
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を求めるのではなく、できることを何でもするべきある。 

町村レベルの小規模な図書館ができるサービスには、費用・人員・人材の面から様々な

制約がある。しかし各図書館が知恵を出して実践しているこうした小さな事例を公開する

ことで、他の図書館の参考になり、視察や問い合わせなどを通じてこうした図書館同士が

自治体の枠を越えた結びつきが生まれれば図書館界、さらには自治体の活性化に繋がるの

ではないかと考えている24。 

                                                   

1 このことについて「これからの図書館像－地域を支える情報拠点をめざして－(報告)」

（2006.3）では次のように述べている。 

２．これからの図書館サービスに求められる新たな視点 

（前略）1960 年代後半に始まった貸出重視の図書館サービスにより、図書館の数と規模、

所蔵資料の蓄積と職員数の増加、図書館利用の飛躍的な増大等がもたらされた。しかし、

図書館法で掲げられている調査研究への支援やレファレンスサービス、時事情報の提供等

は未だ十分とはいえない。これからの図書館は、従来のサービスに加えて、これらを始め

とするサービスや情報提供を行うことによって、地域の課題解決や地域の振興を図る必要

がある。（後略） 

「図書館像をめぐる論争」嶋田学 図書館界 61(5) , p307-321, 2010.1 
2「特集 自治体経営と図書館」現代の図書館 47(3), p123-179, 2009.9 

「特集 検証：指定管理者制度」図書館雑誌 103(3), p143-159, 2009.3 

「特集 指定管理者制度を選ぶ理由、選ばない理由」みんなの図書館 349, p1-40, 2006.5 

「図書館経営とアウトソーシング」小池信彦 図書館界 61(5) , p402-403, 2010.1 

指定管理者制度による図書館経営については 

「市場化の時代を生き抜く図書館」 図書館総合研究所編 時事通信社 2007.11 に詳しい 
3「公立図書館の任務と目標 解説 改訂版増補」p22-23，p62（図書館計画） 

公立図書館は、本来住民のために住民の意思を受けて設置され運営される民主的な機関で

あり、住民要求の多様化と増大、それにこたえる資料の増加にともなって成長発展するも

のである。したがって、図書館は長期・短期の計画を立案作成し、その計画が自治体の施

策として実行されなければならない。 
4「公共図書館の自己評価入門」神奈川県図書館協会図書館評価特別委員会編 日本図書館協会 

2007.10 , p5-9 
5 特集 図書館を、ＰＲする みんなの図書館 352, p1-40, 2006.8 
6 「報告・矢祭町から「矢祭もったいない図書館」開館す!!」齊藤守保 みんなの図書館 362, 

p57-61, 2007.6 

「自治体の経営戦略と図書館のあり方」山本順一 図書館評論 48, p1-14, 2007.7 

「矢祭もったいない図書館を訪ねて」中沢孝之 図書館評論 48, p15-23, 2007.7 
7 高知県立図書館ヤマキン･ライブラリー 

http://www.pref.kochi.lg.jp/~lib/hon/hon-yamakin.html 
8 寄居町立図書館闘病記文庫 http://www.lib.yorii.saitama.jp/toubyouki.html 
9 平成 21 年 12 月現在 http://www.jafna.or.jp/freepaper/freepaper_3.html 
10「Unyo！（うにょ）」http://www.u-nyo.com/ 

「フリーチョ！！」https://www.freecho.jp/ 

「FREEPAPER NAVI（フリーペーパーナビ）」http://www.freepapernavi.jp/ 
11 http://www.n-mis.com/medirack/index.html 
12 かつては個人向けに有料で提供する「タダマガ」http://www.tadamaga.com/が存在したが、

現在はサービスを終了している。 
13 http://questionbox.jp.msn.com/qa4815926.html 
14「読書と豊かな人間性」長崎青海 東方出版 1999.9 p23-28 
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「読書と豊かな人間性の育成」天道佐津子編著 青弓社 2005.1 p61-62 
15 「現代の読書心理学」阪本一郎編著 金子書房 1971 p188 

「読書と豊かな人間性の育成」天道佐津子編著 青弓社 2005.1 p72-73,80 

「読書と豊かな人間性」黒古一夫 山本順一編著 学文社 2007.3 p93 
16 http://www.jss.or.jp/project/index.html 
17 「図書館グッズに関するツクル・ツカウの調査」石川敬史 図書館雑誌 104(4), p207, 

2010.4 

「笑顔を生み出す‘魔法'の戦略ツール－図書館グッズの研究・開発・普及活動－」 

仁上幸治; 中島玲子; 石川敬史 薬学図書館 55(2), p.94-101, 2010.4 
18 「地域資料入門  図書館員選書１４」三多摩郷土資料研究会編 日本図書館協会 1999.4 , p83 
19 「闘病記文庫 棚作成ガイドライン」健康情報棚プロジェクト 2006.3, p6 
20 「闘病記文庫の誕生－闘病記を必要な人に届ける試み」石井 保志 みんなの図書館 341, p 

3-11, 2005.9 

「東京都立中央図書館における「闘病記文庫」受入までの経過と雑感--管理職として感じた

こと、考えたこと」後藤 久夫 みんなの図書館 341, p12-18, 2005.9 

「ごぞんじですか? 闘病記ライブラリー」西河内 靖泰 専門図書館 222, p33-38, 2006 
21 http://www.tobyo.jp/ 
22 http://homepage3.nifty.com/paramedica/ 
23 「図書館経営における評価の有効活用」岸田 和明 図書館雑誌 101(8), p482-484, 2007.8 

「図書館運営と図書館サービスの評価について」 山本 順一 桃山学院大学人間科学 36, 

p471-493, 2009.3 
24 サッカー・温泉をテーマに図書館同士が交流する好例がある。 

http://www.ehimetosyokan.jp/contents/prosports/spa.htm 


