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図書館関係法規 
講 師：薬 袋 秀 樹 

（内容は、スライド資料と同一であるが、＊印を付した 5箇所と本文中の注で加筆を行っている。 

 本文中の引用部分に対する注では、「（注 10:36）」の形で、文献の番号とページ数を示してある。） 

 

はじめに 

・この講義では、図書館一般ではなく、公共図書館に関する法規の基礎について解説する。 

＊公共図書館関係法規を学習する人々は、司書として仕事をしてきた人、行政職で図書館に異 

動した人、民間企業に勤めて図書館で働くことになった人など、多様であることに加えて、 

図書館に勤務し始めたばかりの人が含まれるため、基礎から解説する。 

・2008年までは、公共図書館関係の法規や政策に関する解説書が極めて少なかった。 

・2009年４月の図書館法施行規則の改正で、司書資格を得るために大学で履修する科目が定めら 

れ、「図書館制度・経営論」の科目が設けられ、「図書館制度」が重視されることになった。 

・６冊の教科書（注1～6）が出版され、関係する法規と政策がこれまでよりも詳しく解説される  

 ようになった。旧科目を学んだ人は、「図書館制度・経営論」を学習することが望ましい。 
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・この講義は、それらの教科書の中の「図書館制度編」の入門としての役割を持つ。 

＊講義を聞いた後、これらの教科書を活用して学習すると、効果的である。教科書を読む場合 

は、本によって内容にかなりの違いがあるため、1冊だけでなく、複数読むことが望ましい。 

それによって知識の幅が広がる。 

・ 講義では要点について解説するため、詳しくは、後ほど、スライド資料や教科書を参照された 

い。なお、公共図書館に関する講義のため、私立図書館に関する詳細は省略している。 

・特に重要な点にはアンダーラインを付している。 

＊各章の最後で、まとめを行っている。 

・末尾の注では、「図書館制度・経営論」の教科書、社会教育法の解説書（注7～12）、法制定当 

時の図書館法の解説書（注13～16）を挙げている。 

・その他の参考文献については、教科書、サイニー（CiNii:NII論文情報ナビゲータ）（https:// 

ci.nii.ac.jp）等を参照されたい。 

 

図書館関係職員に役立つ学習教材（2018年作成）参考資料 
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１章 公共図書館の意義と基本  

 法規について解説する前に、公共図書館の意義と基本を解説する。 

 

1.1 公共図書館の意義 

・私の定義：公共図書館の意義は「資料と情報の提供を通じて、住民の読書・学習・調査を支援 

し、個人と団体の生活と仕事を支えること」である。 

・図書館は、本、雑誌等の資料だけでなく、本や雑誌に記載されているデータやインターネット 

上の情報源などに関する情報も提供する。 

・本を読むことには、読書だけでなく、学習や調査も含まれる。公共図書館では、「学習」という 

言葉はあまり用いられないが、本を読むことは、理論上は学習である。 

・調査のために、本や雑誌記事を読む場合もある。利用者は個人とは限らない。会社や団体の用 

事で利用する場合も少なくない。 

・利用の目的は、大きく分けると、生活と仕事になる。1990年代から、仕事のための利用が注目 

されるようになった。 

 

1.2 公共図書館の基本 

・私は、公共図書館に関する法規の根底には公共図書館の理念があると考えている。 

・ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）から出されている「ユネスコ公共図書館宣言 1994年」 

という宣言がある。 

・当該宣言は、公共図書館の理念、使命、運営の原則を論じている。これを理解することによっ 

て、公共図書館に関する法規を理解することができる。 

・理念、使命、運営の原則の３項目に分けて解説する。 

①公共図書館の理念 

・冒頭で、おおむね次のように述べている。 

社会と個人の自由・繁栄・発展は人間にとっての基本的価値であり、これは、十分に情報を得 

ている市民が、民主的権利を行使し、社会において積極的な役割を果たす能力によって達成さ 

れる。このことは、市民が十分な教育を受け、知識・思想・文化・情報に自由・無制限に接す 

ることができることにかかっている。 

・次に、公共図書館は、地域において知識を得る窓口で、個人・集団の生涯学習、意思決定等の 

基本的条件を提供する、利用者があらゆる種類の知識と情報をたやすく入手できるようにする 

地域の情報センターである、と述べている。 

・この特徴は、あるべき社会像を示し、図書館はそれを実現するための手段であることを示して 

 いること、図書館が中心ではないことである。まとめると、よい社会を作るために図書館が必 

要になるという考え方である。 

②公共図書館の使命 

・公共図書館の使命として、次の12項目が挙げられている。要約は次のとおりである。 

１．子どもの読書習慣を育成・強化する。  

   ２．正規の教育、個人的・自主的教育を支援する。  

３．個人の創造的発展のための機会を提供する。 

   ４．青少年の想像力と創造性に刺激を与える。   

   ５．文化遺産、芸術、科学の業績・イノベーションの理解を促進する。  

   ６．公演芸術の文化的表現に接する機会を提供する。  

   ７．異文化間の交流と多様な文化の存立を支援する。  
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   ８．口述による伝承を援助する。 

   ９．あらゆる種類の地域情報を提供する。  

   10．地域の企業・協会・利益団体に情報サービスを行う。  

   11．情報検索、コンピュータ活用技能の発達を促す。 

12．すべての年齢の人々のための識字活動を援助する。 

・正規の教育とは、学校教育を指すと考えられる。 

・多くの使命が挙げられている。多数の使命を持つことが公共図書館の特徴である。様々な領域 

 で役立っている。 

・これらの内容を十分理解する必要がある。  

③公共図書館運営の原則 

・この宣言の中に、公共図書館の運営の原則が示されている。2箇所に分かれた記述をまとめる 

と、次の５項目になる。 

１．すべての人が平等に利用できる（公開の原則）。 

２．原則として無料である（無料の原則）。 

３．国及び地方公共団体によって経費が調達される（公費負担の原則）。 

４．特定の法令によって維持される。 

５．地方及び国の行政機関が責任を持つ。  

 ・これらは、日本では、後で述べる図書館法等の法規で定められている。 

 

1.3 まとめ 

・「ユネスコ公共図書館宣言 1994年」は、わずか3ページ程度だが、公共図書館の理念、多様な 

 使命、運営の原則を論じており、公共図書館の本質を明確に述べている。 

 

 

２章 公共図書館に関する法体系  

 公共図書館に関する法体系について解説する。 

 

2.1  法規に関する基礎知識 

・法規について学ぶ前に、法律関係の教科書の序論で解説されている法規に関する基礎知識を学 

ぶ必要がある。すなわち、法規の種類、法案の提出主体、法規の構成原理、法規の解釈の方法、 

専門用語などである。 

・法律制定・改正の手続き、法律・審議会答申・報告等の活用方法の知識も必要である。 

・法律や審議会の名称は略称で呼ばれることがある。 

  例：地方自治法 → 自治法 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 → 地教行法（ちきょうぎょうほう） 

学校図書館法  → 学図法 (がくとほう) 

    中央教育審議会 → 中教審（ちゅうきょうしん） 

社会教育審議会 → 社教審（しゃきょうしん） 

  

2.2  法体系の概観 

・図書館に関する法体系として、各館種の図書館を包括する法体系が示される。ここでは、公共 

 図書館を中心とする法体系を示す。社会教育施設と地方公共団体の組織の二つの系列がある。 
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①社会教育施設としての図書館に関する法体系 

  教育基本法 － 社会教育法 － 図書館法 

・公立図書館、私立図書館を含む図書館に関する法体系である。教育基本法が教育全体の目的と 

方針、社会教育法がその中の社会教育、図書館法がその中の図書館について順次規定している。 

教育基本法の下に社会教育法があり、図書館法はその下に位置する。 

 

②地方公共団体の組織に関する法体系 

  教育基本法  － 

  地方自治法 － 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（地教行法） － 図書館法 

  [公の施設]   [教育機関] 

・地方自治法が地方自治体の組織、地教行法がその中の教育委員会の組織、図書館法がその中の 

図書館の組織について順次規定している。なお、地教行法は、教育基本法の規定を受けている 

ため、教育基本法の下にも位置付けられる。 

・公共図書館について、「公（おおやけ）の施設」「教育機関」という用語を聞くことがある。前 

者は地方自治法で規定され、後者は地教行法で規定されている。公共図書館は、この二つの性 

格を持つ。これは重要な概念である。ここでは、用語の紹介にとどめる。 

 

③子どもの読書、文字・活字文化に関する法律 

  子どもの読書活動の推進に関する法律（2001年制定） 

文字・活字文化振興法（2005年制定） 

・近年、子どもの読書や文字・活字文化の振興に関する二つの法律が制定されている。図書館活 

動の基盤である読書や文字・活字文化に関する法律が制定されたことによって、読書や文字・ 

活字文化の意義が明らかにされている。 

 

④他の館種の図書館に関する法律 

国立国会図書館法 

学校図書館法 

・他の館種の図書館に関する法律は、それぞれ異なる体系に属するため、別のグループにまとめ 

てある。名称に「図書館」を含む法律は、この二つで、大学図書館等の他の図書館は、関連す 

る法律等の一部で図書館について規定している。 

 

⑤その他の関連法規 

図書館の運営方法に影響する法律 

地方財政法、地方公務員法、著作権法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等 

図書館の活用について定めた法律    

中心市街地の活性化に関する法律、過疎地域自立促進特別措置法、文化芸術基本法等 

・その他の関係法規は、様々な分野の法律で、図書館に関係する法律からなる。図書館の運営に 

影響する法律と、特定の政策目的のための法律で、その手段の一つとして図書館の活用につい 

て定めた法律がある。社会の変化とともに、新しい法律が加わってくるため、今後も増えると 

思われる。 

 

2.3 まとめ 

・図書館法を中心とする法体系がある。言い換えれば、図書館法だけでは、公共図書館の制度は  
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  理解できない。６章のその他の法律を含む多数の法規を合わせて理解すること、そのためにも 

法体系を理解することが必要である。 

・その他の関連法規については、当面、どんな法律があるか、法律の存在と名称、関連する条文 

  の内容と図書館への影響を理解するとよい。 

 

 

３章 公共図書館に関する基準  

 2012年に公示された「望ましい基準」と、最も関係が深い報告について解説する（逆年代順） 。 

 

3.1 「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」（平成24年文部科学省告示第 172号）（2012年） 

・図書館法第７条の２の 「文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及 

 び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする」という規定に基づいている。 

・「望ましい基準」は、図書館のサービス・運営の在り方について、図書館法の規定をより詳しく 

規定するものであり、図書館法で定めていない事項も含め、図書館法よりも詳しく定めている。 

・2001年に「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」が初めて文部科学大臣告示された 

（以下、「2001基準」という）。2012年には、私立図書館も対象としたため、「公立」が取れて、  

「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」となった。 

・これからの図書館の在り方検討協力者会議「図書館の設置及び運営上の望ましい基準の見直し 

 について「これからの図書館の在り方検討協力者会議」報告書」（2012年8月）に基く。 
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第二 公立図書館 
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(一) 貸出サービス等 

(二) 情報サービス 

(三) 地域の課題に対応したサービス 

(四) 利用者に対応したサービス 

(五) 多様な学習機会の提供 

(六) ボランティア活動等の促進 
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１ 域内の図書館への支援 

２ 施設・設備 

３ 調査研究 

４ 図書館資料 

５ 職員 

６ 準用 

 

第三 私立図書館 

一 管理運営 

１ 運営の状況に関する点検及び評価等 

２  広報活動及び情報公開 

３ 開館日時等 

４ 施設・設備 

二 図書館資料 

 三 図書館サービス 

 四 職員 

 

・特徴として、次の点がある。 

・基準の改正の視点は、①2001基準以後の社会の変化や新たな課題への対応、②図書館法の改正 

（2008年）を踏まえた規定の整備、③情報化の進展への対応で、①には、図書館に対するニー 

ズの多様化・複雑化と図書館の運営環境の変化が含まれる。 

・地域の課題に対応したサービス（課題解決支援サービス）の内容を詳しく示し、それが必要で 

 あることを示した。 

・インターネットの普及に対応するための情報サービスの方法について規定した。 

・図書館経営については、2001基準で定められた自己点検・評価を中心とする図書館経営の方法 

 をさらに綿密にするため、基本的運営方針や事業計画の策定について詳しく規定した。 

・司書の積極的な採用に努めること、司書資格を持つ図書館長の任命が望ましいことを規定して 

 いる。 

・図書館の運営・サービスの指針として、また、図書館評価の基準として利用できる。 

・規定の末尾のほとんどは「努めるものとする」で、それ以外も「努めなければならない」「する 

 ものとする」である。したがって、法的拘束力はなく、国が示した努力目標である。 

・数値目標は、各図書館が設定するものとし、協力者会議報告書の参考資料に「目標基準例」を 

 掲載した。この点は2001基準とほぼ同様である。政府の地方分権政策に対応するものであるが、 
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 その根底には、地域の図書館に対するニーズや財政力等の諸条件は地域によって異なるため、 

各図書館がそれぞれ数値目標を定めるべきという考え方がある。 

・報告書では、国の役割として、先進事例の収集・分析に基づく情報提供、調査研究に基づく図 

 書館の在り方や関連施策の提示、職員研修、基準の定期的見直しなどを挙げている。   

       

3.2 これからの図書館の在り方検討協力者会議 「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年） 

 

目 次 

  

はじめに  

第１章 よびかけ  

  １. 地方公共団体のすべての機関の方々へ  

  ２. 図書館で働く方々へ  

  ３. 地域住民の方々へ 

４. 各種団体や機関の方々へ  

第２章 提案  これからの図書館の在り方  

  １. 公立図書館をめぐる状況  

  ２. これからの図書館サービスに求められる新たな視点  

  ３. これからの図書館経営に必要な視点 

   ４. 国、都道府県の役割 

 

・地方公共団体、図書館、団体・機関の職員、地域住民に図書館改革への協力と図書館の活用を 

呼びかけている。 

・提言の中心は地域の課題に対応するサービスである。これは、これまでも行われてきたが、 こ 

 れらのサービスをビジネス支援、行政支援、子育て支援、学校教育支援等として位置付け、そ 

れぞれ一貫したサービスとして充実させることを提案している。 

・そのために、図書館の有する資産（長所）を活かして、他の機関・団体と連携・協力すること 

 を提案している。 

・図書館経営の方針・手法について、文部科学省の報告では、初めて詳しく論じている。 

・図書館職員の意識改革を提案している。 

・かなり大きな影響を与え、課題解決支援サービスは「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」 

に取り入れられた。 

 

3.3 まとめ 

・「望ましい基準」の規定はかなり詳しいため、それらを着実に実行すれば、基本的な業務が実施 

 でき、効果的である。ただし、詳しく定めていない事項もあるため、さらに議論が期待される。 

・提供するサービス量の水準は各地方公共団体に任せられているが、これについても議論が必要 

 である。 

・1990年代末以後、公共図書館では、社会との結びつき、社会への貢献を重視し、報告や基準に 

 反映してきた結果、社会の関心と支持が増大していると考えている。 
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４章 教育基本法、社会教育法  

公共図書館の上位法である教育基本法、社会教育法について解説する。 

 

4.1 教育基本法（1947年制定） 

・重要なのは次の２点である。 

①生涯学習の理念（第３条） 

・「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたっ 

て、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすこ

とのできる社会の実現が図られなければならない」 

・生涯学習の重要性を述べている。  

②社会教育（第12条） 

・「個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によっ

て奨励されなければならない」（第１項）  

・「国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設 

の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなけれ  

ばならない」（第２項） 

・第１項では、社会教育を「個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育」と 

 定義し、第２項では、図書館等の社会教育施設の重要性を指摘している。 

③その他 

 ・教育の目標（第２条）、教育の機会均等（第４条）等についても定めている。 

 

4.2 社会教育法（1949年制定） 

・図書館法制定の前年1949年に制定され、関係者は、図書館法、博物館法と共に社会教育三法と 

呼び、「社会教育行政の根本法」と位置付けてきた。多数の解説書が書かれている（注 7～12）。 

・７章で構成され、第５章で公民館について規定している。                               

・第１～ ４章（第１章 総則、第２章 社会教育主事等、第３章 社会教育関係団体、第４章  

社会教育委員）は社会教育行政の基本的な在り方を規定しており、図書館、博物館等の社会教 

育施設に関する総括的な規定の意味があり、図書館行政の基本を定めていると考えられる。例 

えば、社会教育委員の会議が、図書館の整備計画を策定することがある。          

①法律の目的（第１条） 

・社会教育法は、社会教育一般に関する法律ではなく、社会教育に関する国と地方公共団体の任 

務、つまり社会教育行政について定めた法律である。 

②社会教育の定義（第２条） 

・「学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる 

組織的な教育活動（体育及びレクリエーションの活動を含む。）」 

・「組織的な教育活動」とは、「意図的、計画的な教育活動」（注17:10）であり、具体的には、図 

 書館を含む社会教育施設の設置・運営や講座等の教育事業の提供とその利用を指す。学習者や  

利用者が組織されている必要はない。個人によるこれらの学習も対象としている。 

・解説では、「レクリエーションの活動は必ずしも社会教育とはいえない場合もあるが、社会教 

育と密接に関連するものであるので、便宜的に一体に扱う」（注10:36）と述べている。 

③国及び地方公共団体の任務（第３条） 

・「社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法に 

 より、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的 
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教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない」 

・国民が自主的に学習できるように、施設の設置・運営を始めとする環境整備の重要性を強調し 

 ている。醸成とは「ある状態を徐々につくり出すこと」等である。 

④図書館及び博物館（第９条） 

・「図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする」（第１項） 

・「図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもって定める」（第２項） 

⑤その他 

・国の地方公共団体に対する援助（第 4条）、市町村教育委員会の事務（第５条）、都道府県教育

委員会の事務（第６条）、社会教育委員（第15, 17, 18条）等についても定めている。   

⑥社会教育の意義                                                                         

・社会教育法では、「社会教育」を「学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青 

少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエーションの活動を含む。）」 

と定義している。つまり、学校教育を除いた、社会において行われる教育である。 

・社会教育法第９条では、図書館を｢社会教育のための機関」と定め、図書館法第１条では、それ 

を受けて、「社会教育法の精神に基き」と定めている。 

・このように、公共図書館は社会教育の一部である。 

・「社会教育」について、私は次のように考えている。 

  現在では、社会教育の範囲が広がり、学校教育と連携あるいは融合しているが、「学校の教育課 

程として行われる教育活動」以外の教育活動がなぜ必要になったのかが重要である。次の２点 

が考えられる。 

・一つは、すべての国民が高校、大学に進学するわけではないことである。このことから、高校、 

大学に進学しなかった国民が高校や大学の学習内容を自主的に学べる環境が必要になる。他の 

一つは、高校や大学で学べることは限られていることである。このことから、すべての国民が、

社会人として生活や仕事で必要とする知識のうち、高校や大学で教えていないことを学べる環

境が必要になる。また、高校や大学で学んだことも、すぐ古くなり、学び直しが必要になる。 

・この２点から、社会教育は社会に不可欠で、重要なものであることがわかる。 

・図書館サービスについても、上記の観点から考える必要がある。 

 

4.3 まとめ 

・教育基本法については度々論じられ、広く知られているが、社会教育法については、図書館関 

 係者の関心が低く、論じられることも少ない。社会教育がなぜ必要なのか、公共図書館の社会  

教育施設としての意義、役割は何かを考える必要がある。 

 

 

５章 図書館法  

図書館法について詳しく解説する。 

 

5.1 図書館法（1950年制定）の特徴 

①義務付けに関する規定                                                    

・義務付けに関する規定がほとんどなく、サービスや運営の原則を示す法律である。例えば、図 

 書館サービスについて定める第 3条の規定の末尾は「努めなければならない」である。 

・社会教育関係の法規の特徴を反映して、国に対する地方公共団体の自主性や地方公共団体にお 

ける社会教育施設の自主性をある程度尊重しており、国や都道府県の権限が抑制されている。 
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②図書館費の財源                          

・図書館法の考え方は、図書館の設置・運営は地方公共団体の事務であり、住民の負担によって

設置・運営されるべきで、国は経常的経費の一部を負担するものではないというものである。 

・国の補助金は、制定時の図書館法では奨励金として、その後は図書館施設建設の補助金として 

 支出され、その後廃止された。 

③司書の制度 

・図書館業務は、多様な業務からなり、司書が行うべき業務だけではないため、司書の担当業務 

 を明確化することが必要であり、それ以外の業務を誰が担当するかが問題であったが、現在は、 

正規職員の司書は専門的業務に専念できるようになりつつある。 

・司書資格取得のための履修単位数は制定時に比べて増加したが（15 → 24単位）、国家試験、 

 資格試験がない。 

④公共図書館の無料制 

・無料である理由について、いくつかの考え方がある。 

・教育的要因  

   義務教育（無料）の延長である（研究者の見解）（注18:17-18）。         

・心理的要因    

住民が利用しやすい、親しみやすい条件である（解説書）（注 15:48）。有料の場合は、利

用の減少が予想される。 

・経済的要因  

図書館の設置には費用がかかるが、利用に応じた費用の発生は少なく、利用が多いほど効 

   率的である。   

   

5.2 図書館法の概要 

・参考文献として、図書館法制定時に立案担当者によって書かれた解説書が４点ある（注 13～16）。 

これらから、立法の際の考え方を理解することができる。 

 

第１章  総則（第１条～９条）   

・公立図書館、私立図書館の両方に適用される規定である。   

(1）法律の目的（第１条） 

・「この法律は、社会教育法（略）の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定 

め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする」（第 

１条） 

・ 図書館法の目的は、国民の教育と文化の発展である。   

 

(2）定義（第２条第１項）       

・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、レクリエーション等に資することを目的とする施設」と定義してい

る。 

・目的は、教養、調査研究、レクリエーションであるから、町村立図書館を含めて、公共図書館  

 は住民の調査研究を支援する必要がある。調査研究の支援は都道府県立図書館の役割だという  

意見があるが、これは誤解である。 

・レクリエーションについては、解説書で「具体的には第３条の、美術品、レコード、フィルム 

 を収集したり、鑑賞会、映写会等を主催したりするところに表現されている」「適当な娯楽、ス 
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ポーツ等を楽しみ、（略）音楽、芸術等を楽しんで、今日の疲労をいやして再び明日の人生を 

創造するという所に意味がある」（注14:49）と述べている。 

 

(3）設置主体（第２条第２項）                                  

・「地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、（中略）一般社団法人若しくは一般財団 

法人の設置する図書館を私立図書館という」と述べている（第２項）。 

・法律上の「公立図書館」（都道府県立＋市町村立）を日常用語で「公共図書館」と呼ぶことが多 

い。本来は「公立図書館」と呼ぶべきだが、普及していない。この講義でも「公共図書館」を 

用いる。 

・図書館法の名称の「図書館」は、公立図書館と私立図書館を含む。 

     公立図書館   地方公共団体による設置・・・・・・・・・・・無料制          

    私立図書館   一般社団法人、一般財団法人による設置・・・・有料可 

・「設置しなければならない」等の規定がないことは、設置が義務付けられていないこと、任意で 

あることを示している。 

 

(4）図書館奉仕（第３条）                      

①「図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、

及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めな

ければならない」（第３条） 

 ・図書館サービスにおいて留意すべき事項として、土地の事情、一般公衆の希望に沿う、学校教 

   育を援助する、家庭教育の向上に資する、の４項目が挙げられている。 

②各号 

（第１号） 

・「郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記 

録、視聴覚教育の資料その他必要な資料（電磁的記録（略）を含む（略））を収集し、一般公

衆の利用に供すること」 

・郷土資料、地方行政資料、美術品（絵画、彫刻等）、視聴覚教育資料（電磁的記録を含む）等の 

 多様な資料の収集が求められる。電磁的記録とはDVD、CDのことである。利用に供するとは、 

閲覧・貸出等を指す。   

＊解説書「住民の眼をして国家的なもの、国際的なものにも転じさせなければならないので 

あって、国家的な資料や、国際的な資料を軽視してよいというのではない」（注 14:66） 

（第２号）                         

・「図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること」 

・資料の分類排列・目録の整備を指す。                          

（第３号） 

・「図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるように 

  すること」 

・資料利用のための相談で、レファレンスサービスを指す。 

・解説書「住民が図書館に行つて、色々な資料を利用してそれぞれの要求を満足させようとする 

時、親切な利用相談が是非とも必要」（注13:91）、「図書館職員は利用者の中に飛びこんでゆく 

べき」、「少しでも近いところに机を出すならだして奉仕の仕事をすることが必要」（注 16:50） 

（第４号） 

・「他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書 
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館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと」 

・他の図書館、他の館種の図書館との連絡、協力、相互貸借が求められる。図書館ネットワーク 

を指す。 

（第５号） 

・「分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと」 

・全域サービス、分館設置、移動図書館運行のことである。図書館システムによる全域サービス 

を指す。        

（第６号） 

・「読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること」 

・図書館による主催の場合と開催を奨励する場合がある。近年は課題解決支援サービスのための 

 集会が増加している。 

（第７号） 

・「時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること」 

・解説書「今日のように大きな過渡期においては、政治や経済の変動もはげしく、中央で起った 

一つの変化が直ちに全国民の生活にまで波及するようなことがらも多いので」「時事に関する 

正確な知識をもつことは非常に重要」「時事に関する情報や、時事を判断する場合に参考となる 

資料を紹介したり、(中略) 印刷にしたりして提供する（中略）機能は正しい世論をつくる上に 

おいても極めて必要」である（注14:73）。 

・法律制定時（1950年）から「情報」の用語が用いられている。 

・「時事」は図書館サービスの主題内容に関する唯一の用語であり、極めて重要なものと考えられ 

ている。また、 社会教育における現代的課題、課題解決支援と関連するものと考えられる。                     

（第８号） 

・「社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の 

  活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること」 

・図書館における学習成果は、ボランティア活動に限らず、レポート・文章の作成、本の出版、  

 特許の取得、製品・商品の開発、店舗の開店等、多様であるため、それらを活用すべきである。 

（第９号） 

・「学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること」 

・特に、学校、公民館、博物館との連携・協力が重要である。                                              

③これ以外の新しいサービス 

・解説書「法律の骨組の上に、自由な創意にみちた活動が展開されなければならない」（注 16:57） 

・法の趣旨を踏まえて、新しいサービスに取り組むべきである。 

 

(5）職員（第４～６条） 

①司書・司書補の名称と職務（第４条）             

・「図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する」（第１項） 

・「司書は、図書館の専門的事務に従事する」（第２項） 

・「司書補は、司書の職務を助ける」（第３項） 

・司書と司書補の分業を想定している。 

②司書・司書補の資格（第５条） 

・司 書  大学を卒業し、図書館に関する科目を履修、又は司書講習を修了した者等 

・司書補   高校を卒業し、司書補講習を修了した者等                       

③司書・司書補の講習（第６条）                                    
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④図書館法施行規則（文部科学省令）第１～２章 

・第１章 図書館に関する科目、第２章 司書及び司書補の講習  

・2009年に制定された新しい科目では、単位数が20単位から24単位に増え、「図書館制度・経 

 営論」「図書館情報技術論」を設置し、行政・政策分野と情報技術分野を充実した。 

 

(6) 図書館行政・管理運営（第７条～９条）                                        

①「文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために

必要な研修を行うよう努めるものとする」（第７条） 

②「文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を

定め、これを公表するものとする」（第７条の２） 

③「図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の

運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない」（第７条の３） 

④「図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、

これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極

的に提供するよう努めなければならない」（第７条の４） 

・①~④は2008年の改正で追加された。運営の状況には、自己点検・評価の結果、それに基づく 

改善措置が含まれる。 

⑤都道府県内の図書館協力のための行政（第８条）  

⑥国、地方公共団体による行政資料の図書館への提供（第９条）                 

                                                                               

第２章  公立図書館（第 10条～23条）   

・公立図書館のみに適用される規定である。                                       

(7) 設置（第10条） 

  ・図書館の設置に関する事項の地方公共団体の条例による決定（第 10条)         

 

(8) 職員（第13条） 

・館長の必置（第１項）、専門的職員の配置（第１項） 

「公立図書館に館長並びに（中略）地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、 

事務職員及び技術職員を置く」 

・館長の任務（第13条第２項） 

   「館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければなら 

ない」  

・掌理とは「ある仕事を担当して、とりまとめること」等である。                 

 

(9) 図書館協議会（第14～16条）   

 ・図書館長の諮問組織で、学校教育・社会教育関係者等、学識経験者等から選出されるのが一般 

的である。                                               

・図書館運営に関し館長の諮問に応じ、図書館サービスについて館長に意見を述べる。 

・住民参加の観点から論じられることが多いが、図書館に対する地域の学校教育・社会教育関係 

者による支援・連携と住民参加の二つの意味があると考えられる。 

 

(10) 無料制（第17条）                                               

・「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価も徴収してはならない」   
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・複写サービス料金、インターネット利用料金、外部データベース使用料、紛失・汚損弁償金等 

は、これには含まれない。  

                 

(11) 図書館の補助（第20，23条）                             

  ・国庫補助金に関する規定はあるが（第 20条）、 図書館施設建設の補助金は1998年度で廃止さ 

れ、図書館の設備補助金は地方交付税措置として一般財源化されている。                                                                                                                                                                  

 

第３章 私立図書館（第 24～29条）                                           

 ・国、地方公共団体の干渉を禁止し、自由な活動を保障する。                 

(12) 都道府県教育委員会との関係（第25条） 

(13) 国、地方公共団体との関係（第26，27条） 

(14) 入館料等（第28条） 

(15) 図書館同種施設（第29条）  

     

5.3 まとめ 

・図書館法の規定にどのような意義があるかを整理する。    

①義務設置ではなく、任意設置となり、地方公共団体の財源で設置・運営するものとなっているた 

め、図書館設置の原動力を住民の理解と運動に期待した。そのような活動が必要である。 

②図書館の職員制度を整備し、養成体制を確立した 。                          

③図書館サービスの考え方と新しい図書館のあり方を明示した 。  

④他の図書館、他の館種の図書館、社会教育施設等との連携・協力が必要であることを示した。         

⑤国、都道府県の市町村立図書館に対する命令・指揮・監督を廃止した（教育行政関係法規に共通 

する）。                                                  

⑥図書館協議会について定めた。                              

⑦公立図書館における入館料を廃止し、無料制を定めた。               

⑧文部大臣が公立図書館の望ましい基準を公示することを定めた。 

⑨公立図書館に対する国の補助金を定めた（ただし、国は経常的経費を負担しない）。                         

⑩私立図書館の独自性と自由な運営を尊重することを定めた。                                    

・法律の規定を実現するための的確な努力の積み重ねが必要である。 

 

 

６章  その他の法律  

 その他の法律について解説する。 

＊詳しくは、法律と教科書を参照されたい。 

  

6.1 子どもの読書活動、文字・活字文化に関する法律 

6.1.1 子どもの読書活動の推進に関する法律（2001年制定） 

①法律の目的 

・子どもの健やかな成長のために、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的・計画的に推

進する。そのため、子どもの読書活動の推進に関する基本理念、国・地方公共団体の責務等を

定める（第１条）。 

②基本理念 

・読書活動は、「子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、  
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 人生をより深く生きる力を身につける上で欠くことのできないものである」（第２条）。 

図書館の児童サービスの理念といえるものである。 

・すべての子どもが自主的な読書活動ができるよう、積極的に環境の整備を推進する（第２条）。 

③国・地方公共団体の責務 

・基本理念を基に、施策を策定・実施する責務を有する（第３，４条）。                                                                                                                                                                                          

④保護者の役割 

・子どもの読書活動の機会の充実、読書活動の習慣化に積極的な役割を果たすものとする（第６ 

条）。     

⑤関係機関等との連携強化 

・国、地方公共団体は、関係施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関、民 

 間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする（第７条）。 

⑥子ども読書活動推進基本計画 

・政府は子ども読書活動推進基本計画を策定しなければならない。都道府県、市町村は子ども読  

 書活動推進計画を策定するよう努めなければならない（第８，９条）。 

まだ策定していない市町村では策定が望まれる。 

⑦子ども読書の日 

・４月23日を子ども読書の日とし、国、地方公共団体は趣旨にふさわしい事業を実施するよう努 

めなければならない（第 10条）。 

 

6.1.2 文字・活字文化振興法（2005年制定） 

①文字・活字文化の意義 

・文字・活字文化は、人類が蓄積した知識・知恵の継承・向上、豊かな人間性の涵養、健全な民 

 主主義の発達に欠くことができない（第１条）。                                           

②法律の目的 

・文字・活字文化の振興に関する基本理念を定め、国・地方公共団体の責務を明らかにすること 

 により、知的で心豊かな国民生活、活力ある社会の実現に寄与する（第１条）。 

③基本理念 

・国民が、その自主性を尊重されつつ、豊かな文字・活字文化を享受できる環境を整備する（第 

３条第１項）。 

④言語力の涵養 

・国語は日本文化の基盤であり、学校教育においては、読む力と書く力を基礎とする言語に関す 

 る能力の涵養に十分配慮されなければならない（第３条第２，３項）。 

⑤国、地方公共団体の責務 

・文字・活字文化の振興に関する施策を策定し実施する責務を持つ（第４，５条）。 

⑥公立図書館の整備 

・市町村は必要な数の公立図書館を設置し、適切に配置するよう努めるものとする（第７条第１ 

項）｡ 

・国、地方公共団体は、司書の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の推進等公 

 立図書館の運営の改善・向上のために必要な施策を講ずるものとする（第７条第２項）。 

⑦学校図書館の整備 

・国、地方公共団体は、学校教育における言語力の涵養に資する環境の整備充実を図るため、司 

 書教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の職員の充実等の人的体制の整備、学校 

図書館の資料の充実、情報化の推進等に関し必要な施策を講ずるものとする（第８条第２項）。 
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⑧財政上の措置等 

・国、地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策の実施に必要な財政上の措置を講ず 

 るよう努めるものとする（第 12条）。   

⑨文字・活字文化の日 

・10月27日を文字・活字文化の日とし、国、地方公共団体は趣旨にふさわしい行事が実施され 

るよう努めるものとする（第 11条）。 

 

6.2 他の館種の図書館に関する法律   

6.2.1 国立国会図書館法（1948年制定） 

①サービス対象は、国会議員、行政･司法各部門、日本国民である（第１条）。 

②民間の出版者には出版物の納入義務と罰則（第 25条、第25条の２)、国と地方公共団体には出版 

 物の納入義務（第24条、第 24条の２）を定めた。これによって納本制度が確立された。 

国、地方公共団体、独立行政法人が提供するインターネット資料を、公用に供するため、記録し 

収集することができる（第25条の３）。 

③国内出版物の目録又は索引を定期的に提供することを定めた（第 7条)。この目録が全国書誌であ 

る。 

④他の図書館に資料の相互貸借等を行うことを定めた（第 21条第１号)。 

⑤日本の図書館資料の総合目録を作成することを定めた（第 21条第４号)。 

⑥両議院・委員会・議員及び行政・司法各部門からの要求を妨げない限り、日本国民に同館の図書 

館資料と図書館サービスを最大限に利用させることを定めた（第 21条第１項)。 

⑦両議院の立法活動を支援するために調査及び立法考査局を設置し、その職務内容を明らかにした 

（第15条)。 

⑧行政・司法各部門に図書館サービスの連繋をするために支部図書館制度を設けた（第７章）。 

・著作権法第31条３項の規定を適用して、図書館向けデジタル化資料送信サービスを実施してい 

る。 

・前文：「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って、憲法の誓約する日 

本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される。」 

  

6.2.2 学校図書館法（1953年制定） 

①学校図書館は学校教育において欠くことのできない基礎的設備であることを示した（第１条)。 

②小中高等学校（特別支援学校を含む）に学校図書館の設置を義務付けた（第３条) 

・学校図書館は義務設置である。 

③学校図書館の専門的職務の担当者として司書教諭の資格と配置を定めた（第５条)。 

④法律制定時、当分の間司書教諭を置かないことができると定めた附則第２項が設けられたが、1997

年に改正され、2003年４月１日以後、12学級以上の小中高等学校に司書教諭の配置が義務付けら

れた。 

⑤学校司書を配置するように努めなければならないこと (第６条第１項)、国と地方公共団体は学校 

司書の資質の向上のため、研修等を行うよう努めなければならないこと(同条第２項)を定めた。 

⑥学校図書館の整備等に関する総合的計画の樹立など、学校図書館に関する国の任務を明示した（第 

８条)。 

・学校図書館法の目的は、学校図書館の健全な発達を図り、もって学校教育を充実することであ 

る（第１条）。 
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6.3 その他の関連法規 

・これまで解説していない関連法規の名称と関連の強い条文を挙げる。図書館の活用について定 

めた法律は除いている。詳しくは、法律と教科書を参照されたい。 

①日本国憲法（1946年公布、1947年施行）                             

・基本的人権（第11条） 

・生命、自由、幸福追求権（第 13条） 

・思想及び良心の自由（第19条） 

・表現の自由、検閲の禁止（第 21条） 

・学問の自由（第23条） 

・生存権（第25条） 

・教育を受ける権利（第 26条）        

②地方自治法（1947年制定）                                                 

・普通地方公共団体の事務の範囲（第２条第２項） 

・市町村及び都道府県の事務の範囲（第２条第３，４，５，６項） 

・公の施設、指定管理者制度（第 244条、第244条の２） 

③地方財政法（1948年制定） 

④地方公務員法（1950年制定）                                                     

・職務上知り得た秘密を守る義務（第 34条） 

・研修（第39条）        

⑤地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年制定） 

・総合教育会議（第１条の４） 

・教育機関の設置（第30条） 

・教育機関の職員（第31条） 

・教育機関の所管（第32条） 

・学校等の管理（第33条） 

・所属職員の進退に関する意見の申出（第 36条） 

・文部科学大臣又は都道府県教育委員会の指導、助言、援助（第 48条）    

⑥生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律（1990年制定） 

⑦著作権法（1970年制定） 

⑧障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（通称：障害者差別解消法）（2013年制定）    

⑨個人情報の保護に関する法律（2003年制定、2005年全面施行） 

⑩高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（通称：ＩＴ基本法）(2000年制定) 

⑪公共サービス基本法（2009年制定） 

⑫労働関係法規 

  ・労働基準法（1947年制定）、労働組合法（1949年制定）、労働関係調整法 （1946年制定） 

⑬民法（1896年制定） 

 

 

７章 協力者会議等の報告  

協力者会議の報告、それ以前の報告、その他の関係答申について解説する（逆年代順）。 

 

7.1 これからの図書館の在り方検討協力者会議の報告（2006～2012年度） 

①「図書館の設置及び運営上の望ましい基準の見直しについて「これからの図書館の在り方検討協
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力者会議」報告書」（2012年） 

・この報告に基づいて、2012年の「望ましい基準」が大臣告示された。 

②「司書資格取得のために大学において履修すべき図書館に関する科目の在り方について（報告）」 

（2009年） 

・この報告に基づいて、履修科目が制定された。 

・履修科目は司書となるための学習の入口であり、司書は、研修だけでなく、 科目等履修生、 通 

信教育等によって、学習を続けることが期待されることを明らかにした。 

・司書に必要な知識の体系を示した。履修科目以外に、学習すべき内容として、基礎科学、主題 

知識、図書館に関する高度な科目等があり、学習する必要があることを提言した。 

・司書の養成を位置付け直したといえる。 

③「図書館職員の研修の充実方策について（報告）」（2008年） 

・研修の体系化、研修内容・方法の改善を提案した。 

④「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年）  

（3.2参照）  

 

7.2 それ以前の報告 

①地域電子図書館構想検討協力者会議 「2005年の図書館像～地域電子図書館の実現に向けて～（報 

告）」（2000年） 

・インターネットの普及に対する公共図書館の対応方法を提案した。Ｅメール、ホームページ、 

メールマガジン、総合検索システム、リンク集、オンライン出版の利用等である。その後、か 

なりの部分が実現されている。 

②生涯学習審議会社会教育分科審議会計画部会図書館専門委員会「図書館の情報化の必要性とその 

推進方策について－地域の情報化推進拠点として－（報告）」（1998年）                                                  

・商用データベース、インターネット上の情報資源は図書館資料ではなく、無料原則は適用され 

 ないこと、この利用に対する料金徴収は自治体の裁量に委ねられるべきことを明らかにした。      

③社会教育審議会社会教育施設分科会「新しい時代（生涯学習・高度情報化の時代）に向けての 

公共図書館の在り方について－中間報告－」(1988年) 

・主に行政・議会関係者等を対象に公共図書館の在り方を示したもの。当時の図書館の課題（生 

 涯学習とネットワーク）への対応を明らかにしている。 

・「公共図書館は、住民の身近にあって、各人の学習に必要な図書や資料、情報を収集・整理し、 

その利用に供するという、生涯学習を進める上で最も基本的、かつ重要な施設である」「人間

生活のあらゆる面にかかわる資料を収集・提供できる機関」「生涯学習を援助する上で極めて

大きな可能性を持っている」と述べている。 

・これは、それまで見られなかった鋭い指摘である。 

 

7.3 その他の関係答申等   

①学びを通じた地域づくりに関する調査研究協力者会議「人々の暮らしと社会の発展に貢献する持

続可能な社会教育システムの構築に向けて  論点の整理」（2017年） 

・社会教育施設の運営・整備について期待される事項を検討している。 

②中央教育審議会「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方 

  と今後の推進方策について（答申）」（2015年） 

・学校と地域の連携・協働を推進するための仕組みや方策を提言している。 

③中央教育審議会生涯学習分科会「第６期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」
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（2013年） 

・社会教育施設の運営の質の向上方法について提言している。 

④中央教育審議会「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について～知の循環型社会の構築を  

  目指して～（答申）」（2008年） 

・社会教育法、図書館法等の改正を提案している。 

 

８章 民間団体の基準  

 日本図書館協会（略称：日図協、JLA）の基準について解説する。 

 

8.1 日本図書館協会図書館政策特別委員会編「公立図書館の任務と目標」(1987年～)    

・自主的な公共図書館基準で、「解説」が出版され、改訂を重ねている。  

・図書館計画立案の際の参考資料・チェックリスト、地域格差の是正を意図している。     

・都道府県（教育委員会）の図書館振興策の章（第５章）がある。 

 

8.2 日本図書館協会町村図書館活動推進委員会「図書館による町村ルネサンス  Ｌプラン 21 

： 21世紀の町村図書館振興をめざす政策提言」（2001年） 

・「Ⅰ．図書館による町村ルネサンス Ｌプラン21」は、Ａ．図書館の基本理念、Ｂ．地域社会と 

 図書館、Ｃ．図書館のはたらき、Ｄ．図書館づくりの基盤整備からなる。公共図書館の在り方 

について具体的に論じている。 

・日本図書館協会からは、この２点以外にも、多数の資料が発表されているため、同協会のホー 

 ムページ等を参照されたい。 

 

 

９章 まとめ  

9.1 参考資料 

・公共図書館に関して、必ず読んでおくべき文書として、次の４点がある。 

〇「ユネスコ公共図書館宣言 1994年」 

〇 図書館法 

〇 図書館の設置及び運営上の望ましい基準 

  〇「これからの図書館像」 

 

9.2 法律・政策の学習 

・これまでは、図書館に関する法律の学習が不十分だった。図書館に関する法律や国の政策の現 

状を正しく理解し、適切に対応する必要がある。まず、「図書館制度・経営論」をすべての図

書館職員が学ぶこと、「図書館制度・経営論」の教科書の内容を比較し、レベルアップを図る

こと、「図書館制度論」の詳細版や上級編を作ることが必要である。 

・国の教育振興基本計画や図書館に関係する各種の政策、地方公共団体の行政計画、生涯学習や 

社会教育に関する政策や計画を理解しておく必要がある。 

 

9.3 数値目標と財源 

・国が全国公共図書館の数値目標を一律に定めることは不適切であり、また、図書館は地方公共 

団体の財源によって維持されるべきものである。このため、各地方公共団体は、自主的な数値

目標を定め、住民に対し図書館の意義と必要性を訴えて、住民の理解と支持を得て、図書館予
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算の増加を図る必要がある。 

 

9.4 法改正の必要条件 

・根本的な解決のために図書館法の改正を求める考え方もあるが、法改正は政策実現の最後の手 

段であるため、他に手段がないことを確認するとともに、関係者の意思一致を得ることが必要

である。法改正の必要があることを明らかにする調査や研究を行い、法改正の必要性を確認し

た上で、本格的な法改正運動によって社会に働きかける必要がある。このことを理解する必要

がある。 

 

9.5 政策・法規関係資料の収集と活用 

・公共図書館では、図書館法、関係法規、望ましい基準、審議会等の答申・報告、民間団体の基  

 準等の有用な規定をフルに活用する必要がある。 

・諸規定の根拠（裏付けとなる考え方、実際の数値、成功した事例等）を十分明確にして、説得 

 力のあるものとする。 

・そのために、図書館に企画・政策・法規担当を置き、政策・法規関係資料を収集し、自治体の 

 企画・財政担当や教育委員会事務局等の関係部局と図書館職員に提供する。 
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・「図書館制度・経営論」の教科書（編著者名の五十音順） 
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情報学シリーズ ２)、216p. 
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基礎と展望 ５)、154p. 
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８）宮地茂著『改正社会教育法解説』全日本社会教育連合会、1959、225p. 

９）藤原英夫『社会教育体制と生涯教育』協同出版、1974、181p. 

10）福原匡彦『改訂社会教育法解説』全日本社会教育連合会、1989、126p. 

11）井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子『新社会教育法解説』全日本社会教育連合会、1999、127p. 

12）井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子『改訂社会教育法解説』第 3版、全日本社会教育連合会、 

2008、127p. 

 

・図書館法の解説書（出版年順） 

13）西崎恵『新社会教育行政』良書普及会、1950、134p. 

14）西崎恵『図書館法』日本図書館協会、1970、202p. 羽田書店1950年刊の復刻．         
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15）井内慶次郎『図書館法 遂条解説』社会教育研究会、1950（『社会教育』第５巻第７号附録）、

80p. 
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