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平成25 年度図書館司書専門講座 

 

地域との連携による図書館運営の実

際 

                                    

  昭和女子大学特任教授 大串夏身 

 

１，２つの図書館との関わり 

２，まちづくりと図書館----連携・協力・協働を少し広い視野から見てみると 

３つの領域 

２－１，地域の行政施策としてのまちづくり----県・市町村による政策・計画・事業実

施 

 そのなかに図書館が位置づけられている （団体自治の側面）  

 

２－２，図書館を「場」とした住民の活動 

例 

 読書の推進の活動 

 図書館でのボランティア活動 

 図書館を場とした自主グループの活動 

 

図書館と連携して図書館的な活動を地域に広げる 

   → まちの活性化 → まつづくりへの貢献 

 

２－３，図書館の取り組みがまちづくりを支援する 

例 

 地域の課題解決の取り組み 

 図書館が提案した各種の住民参加型・住民主導型活動 

 ITC 機器を活用した新たなプログラムの提供 

注意 

 図書館が地域のなかでさまざまな活動をはじめると…… 

図書館は、本、知識・情報と人を結びつけるために、活動をしている、という視点を明確

に示すことが求められる 
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３，地域との連携と図書館経営 

 ３つの柱はどれもそれぞれに絡み合っている 

３－１，さまざまな人々との連携、プログラムの開発・サービスの開発 

３－２，課題の設定 

 図書館内部での検討（結構、外部から言ってくることが多い） 

 図書館員の研修 

  他の分野の図書館・図書館員との交流 

  研修会への参加 

３－３，テーマに関する地域の組織・団体・個人へのアプローチ 

  情報収集・学習・交流 

 

３－４，図書館としてサービスの実施 

  段階的、計画的な取り組み 

   事業評価 

   成果の宣伝・メディアへの働きかけ 

 

さらに 

 地域の人々に図書館を再発見してもらう試み・地域への働きかけ、情報発信 

 地域の人々や組織が自然とあつまる＜磁場＞としての図書館へ 

 いろいろなテーマ・課題、それぞれにアプローチする組織・団体・個人は異なる 

 図書館が積極的に動く、働きかけることがないとはじまらない 

  地域のなかへ図書館員が足を運ぶ 

  

  たとえば 

   商店街の空き空間の活用 ノウハウの提供、資料の供給、人の紹介 

 

   図書館が民話の収集を行う ホームページで公開する 

    講座を開催する  民話に関心がある人が集まる 

    講座の中に必ず参加者が交流する時間・場を作る 

    自主グループが出来る 図書館を場として活動する 

 

４，地域の課題としての読書----図書館の役割 

４－１，読書の重要性の見直しと子どもの読書の推進 

４－１－１，各国での取り組み 

  1992年イギリス国民読書年 
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    国家プロジェクトとしてブックスタート 

        背景；新しい時代の到来 その時代（社会）でいきいきと活躍できる 
              人を育てる 

 

イギリス 

 ヨーロッパ諸国のなかでももっとも早く読書への取組をはじめたのは、英国です。 

  1992 年にはじまったブックスタート（Bookstart）事業が読書推進運動として有名ですが、これは乳児がい

る家庭に8か月検診の際に本を贈り，親と子がいっしょに本にふれる機会を促進するという国家プロジェクト

でした。 

  2005 年には新たに，18 か月を迎えた幼児に"Bookstart ＋"，3 歳になった幼児に"My Bookstart 

Treasure Chest（宝箱）"を贈るという事業をはじめています。英国の読書推進運動は、国が中心になり、これ

に各種団体が協力する形で進められています。（注，「ブックスタート事業の拡大（英国）」『カレントアウェア

ネス-E』No.82（2006.05.10）、堀川照代「英国の読書促進活動」『カレントアウェアネス』No.276（2003.06.20）） 

フランス 

 フランスでは 1990 年代後半から、従来から進められていた「公読書」運動がさらに活発化して、州単位に

国が貸出図書館を設立し、下部にはさらに配本所を設けて公共図書館の支援と貸出を充実（注、藤野幸雄

ほか『図書館情報学入門』有斐閣p.45） 

デンマーク 

  デンマークでは、「学力の基礎は読書力であり、読書力は読書によって獲得できる」として、国をあげて

取り組んでいます。その取り組みのなかでも効果的なのが全児童生徒が毎日、始業前に読書するという

「朝読書」です。（注、長倉美恵子「PISA ショックがヨーロッパの学校図書館を変える」『あうる』No.86（2009 年

１月）p.44-45） 

ポルトガル 

 ポルトガルでは従来からの取組を強め、2006 年教育省、文化省、国会議長主導で「国家読書計画」（LeR

＋）を発足させ国を挙げて読書に取り組んでいます。（注、長倉美恵子「PISA ショックがヨーロッパの学校図

書館を変える」『あうる』No.86（2009 年１月）p.46） 

フィンランド 

 フィンランドでは、公共図書館の充実を図り、国民一人当たりの貸出点数（冊）は22点（冊）を越え、地域の

なかだけでなく、家庭内での読書、読み聞かせなどを積極的にすすめています。 

 

４－２，発達段階にあわせた取り組み 

「３歳までの乳幼児期」 

 

「３歳～１１・１２歳（小学校高学年くらい）まで」 

 

「１３歳（中学生）以上」 

 

（出典；資料１ 『これからの時代に求められる国語力について（抄録）』2004 年（平成１６年）

２月  文化審議会答申） 

 



- 4 -

４－３，公共図書館の役割と地域での連携 

 

資料２ 子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画 

 

参考；公共図書館の学校支援の実際  

 国際子ども図書館 リンク集 学校図書館関係団体・学校図書館支援センター等 

  http://www.kodomo.go.jp/study/link/school.html 

  各地の公共図書館の学校支援サービス等が分かるリンク集 

 

５，地域との連携と図書館づくり 

５－１，地域の課題解決支援サービス ⇒ 補１，日本で「課題解決型サービス（課

題解決支援サービス）」が提案された背景 

 

地域の課題解決支援サービスがまちづくりに果たす役割 

 従来、課題解決支援サービスは、図書館の方向性の転換、イメージの転換として 

語られることが多かった、 

 いわば図書館のなかの視点 

  広くまちづくりの視点からみる必要がある 

 

テーマ 

 ビジネス支援、地域産業支援、農業支援、行政支援、食育、健康・医療情報の提供、学校

及び学校図書館支援などなど 

 それぞれに地域への図書館からの働きかけからはじまる 

  講座の開催などでは、グループづくりをすすめることで 

人と人の交流が生まれる 

 

 → 住民活動、あるいは企業活動（特に中小企業へ）への刺激となっている、 

     

   医療・健康情報の例 

 

様々な地域の団体・組織・企業などとの連携によって実現 

 

  図書館の特色を活かすことによって、ひろがりをみせる 

  特色 １，資料、知識、情報が豊富にかつ各分野、広がりがある 

      ２，日常的に利用する人が多い 

      ３，相談できる図書館員がいつもいる 

   ⇒ 長崎などでは、むしろ、図書館がはじめて、その効果から 

      ほかの組織・団体から 図書館との連携を求めてくるようになった 
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 図書館の資料・知識・情報がより広く・多くの人に活用してもらうには、図書館が働き

かけないと 

 

  ただし、視点として 

  図書館は住民自治に基づく施設で、住民の生活の中にある施設である、 

という視点が欠かせない（専門性を強調するあまり住民の目線から離れる傾向 

もないことはなかった、専門家として、住民自治に基づく施設であるという理解 

が必要） 

 

  → 住民の生活の中に資料・知識・情報を持ち込んで活用してもらう 

    また、地域のなかにあって、地域の住民に育てられる図書館・図書館員 

 という視点も欠かせない 

  

６，図書館員の役割 

まず基本 

 あかるい図書館員、いろいろなことで話ができるコミュニケーション能力が高い、 

 専門的な知識を持つ 

 人脈を作る 

 ICT に明るくなる 

 

⇒ 地域の人と人、組織と組織を結びつけるはたらき まちの活性化につながる 

 

これからの図書館員にもとめられるもの 

 ３C（コンテンツを創る、コラボレーション、コミュニケーションの能力） 

●図書館資料に基づくコンテンツづくりのスキル 

●ほかの組織・機関・施設と連携していく重要性をきちんとふまえ、それが実践に移せ

るようなコラボレーションについての知識 

●ほかの施設の方々や地域の人々と円滑なコミュニケーションを進めていくためのコ

ミュニケーション能力 

（出典；『図書館の達人 司書実務編3  課題解決型サービス』（監修；大串夏身、紀伊國屋書店、

2009年、DVD）における糸賀雅児のコメント） 

 

７，まとめ  

 

 

 

資料１ これからの時代に求められる国語力について（抄録） 

                                平成１６年 ２月 ３日  文化審議会答申 
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１   国語教育についての基本的な認識 

(以下、関連する重要と思われる部分は項目のみ紹介。講義に関連する部分は本文も紹介。） 

＜国語教育は社会全体の課題＞ 

＜言葉への信頼を育てることが大切＞ 

＜情緒力・論理的思考力・語彙力の育成を＞ 

＜「自ら本に手を伸ばす子供」を育てる＞ 

＜発達段階に応じた国語教育を＞ 

＜発達段階に応じた国語教育の具体的な展開＞ 

   発達段階に応じた国語教育を考えていくためには，次のような脳科学の知見を参考にすることも有効で

あろう。 

   すなわち，生後から３歳にかけては前頭前野の神経細胞に急激な成長が見られるが，その後大きな変

化が見られなくなる。前頭前野に再び大きな変化が表れるのは，小学校高学年から中学にかけてである。

この時期には，論理的思考力・表現力（表す力）にかかわる前頭前野に血流・代謝の大きな変化が起こり，

成人と同じような脳の使い方をするようになる。論理的思考力・表現力の教育・指導は，上述の前頭前野の

発達段階を踏まえて，「３歳までの乳幼児期」「３歳～１１・１２歳（小学校高学年くらい）まで」「１３歳（中学生）

以上」と３段階に分けて考えることができる。 

   一方，「国語力を構成する能力等」の中で「国語の知識」の一つとして位置付けられている語彙の力は

側頭葉と関係している。側頭葉は前頭前野と違って，早くから大人と同じような働きをするようになるので，

語彙力の教育・指導は子供の時から大人になるまで，直線的に同じ調子で行ってもよいと考えられる。な

お，「聞く力」についても，側頭葉が関係しているので，語彙力と同じように早い時期から育てていくことが可

能である。 

   以上のような基本認識に立って，「３歳までの乳幼児期」「３歳～１１・１２歳（小学校高学年くらい）まで」

「１３歳（中学生）以上」と３段階に分けて，それぞれの段階において「重点を置くべき国語教育の内容」を「イ

メージ図」とともに大まかに示せば，次のようになろう。 

 

（１） ３歳までの乳幼児期   【コミュニケーション重視期】 

   生後から３歳にかけて，前頭前野の神経細胞は急激に成長する。乳幼児の脳の発達に最も重要なの

は，親子のコミュニケーションである。「話す・聞く」を中心とした親子のコミュニケーションを通じて，家庭の

中で言葉を育てることが重要である。乳幼児は親とのコミュニケーションによって語句・語彙力を身に付ける

ことができる。 

   また，親が子供に心を開くことで，まず，子供の感性・情緒を育てながら，言葉を発達させていくことが重

要である。子供の言葉を育て，豊かな感性をはぐくむことのできる「コミュニケーションの在り方」を親をはじ

め子育てにかかわる人たちに広く情報提供していくことも大切である。 

  

（２） ３歳～１１・１２歳（小学校高学年くらい）まで   【基礎作り期】 

   この時期には，前頭前野の神経細胞には大きな変化は起こらないが，語彙力など言葉の知識をつかさ

どる側頭葉や頭頂葉などの神経細胞は成長を続ける。 

   幼児期では，「読み聞かせ」や可能であれば読書により言葉の数を増やし，さらに「言葉と社会や事物と

の関係」を習得するために，家庭や地域で多くの様々な経験を積ませることを意識すべきである。これによ

り，情緒力や想像力も身に付けることができる。 

   小学校では，「話す・聞く」に加えて「読む・書く」の「繰り返し練習」により，国語力の基礎となる知識を確

実に身に付けさせることが重要である。特に，「読み」の学習を先行させることで，言葉の知識（特に「語彙
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力」）を増やすことに重点を置くべきである。 

 

（３） １３歳（中学生）以上   【発展期】 

   個人差はあるが思春期を迎えたころから，前頭前野の神経細胞は再び急激な成長を始める。これによ

り，それまでに培ってきた国語力の基礎を用いて，自らの経験など様々な情報を複合して，論理的な思考

を本格的に展開することが可能となる。 

   国語科の学習においては当然のことであるが，様々な社会体験，社会科や理科の学習などを通して，

論理的思考力の育成に努めることが重要である。 

   また，脳の「情報処理能力」が飛躍的に伸びる時期であるので，多くの読書体験により，情緒力・想像

力・論理的思考力・語彙力の総合的な発達を促すべきである。 

 

 ＜国語科以外の教科でも国語力の育成を＞ 

＜「他教科との連携」と「教員の国語力向上」＞ 

３   家庭や社会における読書活動推進の具体的な取組 

（１）家庭や地域社会における読書活動の支援 

＜子供への「読み聞かせ」を重視する＞ 

＜情報交換や情報の共有化を図ることが大切＞ 

＜社会教育の観点が必要＞ 

資料２ 子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画 

                               平成２５年５月 

（本文をぜひ読んでほしい。特に地域、公共図書館に関係した部分） 

 

補１，日本で「課題解決型サービス（課題解決支援サービス）」が提案された

背景 

 世界・国の情報基盤整備が進む中で図書館の新たな役割を示した、ということができる 

１，ユネスコの提案と公共図書館宣言 

  1993，94 年 ユネスコ GII（世界情報基盤整備）を提案 

  1994 年   ユネスコ 「公共図書館宣言」を改訂 

 「公共図書館は、その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[知識]・情報センターである」 

 ----来たるべき高度情報通信ネットワークが整備された社会のなかでの公共図書  

 館の果たすべき役割を提示した 

 注：本文には「情報センター」とあるが、文脈からすると「知識・情報センター」としな 

 くてはいけなかった。（「情報センター」というと図書館に対する誤解が生まれる） 

 

  1995 年 ブリュッセルの情報閣僚会議  １１のプロジェクト 

    電子政府、電子図書館、電子博物館、電子商取引等 

         日本、フランス 電子図書館の幹事国に 
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 ⇒日本は 10 年に及ぶバブル経済の後遺症もあり、また、情報化に対する理解も

不 十分だったところもあって、対応に遅れた。 

 

２，「これからの図書館像」の提案----地域の課題解決支援サービス 

 2001 年から IT 基本法、e-Japan 戦略→u-Japan 政策→i-Japan 戦略2015 

   価値創発社会、ユビキタスネット社会、スマートユビキタス、知識基盤社会 

 

図書館界では 

1998 年 国立国会図書館電子図書館推進会議「知識・情報・文化の新しい基盤の構築をめ

ざして----自由で創造的な情報社会のために」 

 

2000 年 文部科学省地域電子図書館構想協力者会議、「2005 年の図書館像----地域電子

図書館の実現に向けて」 

 近い未来の電子図書館のイメージを示して、具体的な課題とその解決策を示した 

 

2005 年 図書館をハブとした情報ネットワークの在り方に関する研究会（文部科学省内に

設置）「地域の情報ハブとしての図書館----課題解決型の図書館をめざして」 

 来たるべき情報ネットワーク社会のなかでの図書館の役割を検討。地域の図書館が世界

的な高度の情報ネットワークの情報ハブ（情報の結節点）となる必要があり、そこに集まる情

報を地域の課題解決に活用する（課題解決サービスを地域に提供する）ことで、図書館の社

会的な役割を果たすことができる。地域の課題として、行政支援、ビジネス支援、法情報の提

供、医療・健康情報などを取り上げ具体的に検討した。 

 諸外国の図書館の調査も行って資料として添付した。 

 国内の図書館の意向調査も行っている。管理職レベルでは、取り組みたい課題は、行政

支援サービスだった。 

 

2006 年 文部科学省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」 

 地域の課題支援サービスなどを提案。 

 


