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平成 28 年 6 月 21 日 

平成 28年度図書館司書専門講座 

組織のビジョンを実現するための戦略を考える 

石川敬史（十文字学園女子大学） 

takashii@jumonji-u.ac.jp 

 

■自己紹介 

十文字学園女子大学 人間生活学部 文芸文化学科（埼玉県・新座市） 

 

 (１)現在の関心領域 

  ・近現代公共図書館史（移動図書館史，読書運動史等） 

  ・図書館の理念とビジョン形成 

  ・図書館員の生涯にわたるキャリア形成，ライフコース研究 

  ・公共図書館における情報リテラシー支援の枠組み 

 

 (２)主な職歴 

  ①大学：大学図書館 

  ・電子図書館（図書館システム仕様，電子資料の導入，Web ページ構築等） 

  ・図書整理業務（目録，分類） 

  ・図書館サービス業務（閲覧・カウンター，情報リテラシー教育，広報 等） 

  ・特別コレクション業務（デジタル化仕様設計，整理作業，展覧会出展 等） 

  ・図書館業務委託の仕様作成，管理  等 

  ②学校法人：総合企画室 

  ・若手教職員協働による学園の「理念・ミッション・ビジョン」づくり 

  ・目標管理制度の構築・運用 

  ・学校法人（中・高・大・院）の新中期計画，事業計画の策定 

  ・学園広報（プレスリリース，ブランディング，学園 Web ページ）  等 

 

■本日のプログラム 

14:05-14:55 【講義】「未来」をつくる図書館の考え方：ビジョナリー・ライブラリーへ 

   14:55-15:20 質疑応答（10 分），休憩（15 分） 

15:20-16:20 【講義】＋【個人・グループワーク】ビジョンを実現する戦略を考える 

16:20-17:00 【発表・振り返り】 

17:00-17:15 【総括】まとめ 

 

■配布資料 

 ・レジュメ 

 ・ワークシート（A3 判） 

 ・（事例）ワークシート（A3 判） 

 ・丸型のシール（各班に配布） 
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【講義】「未来」をつくる図書館の考え方：ビジョナリー・ライブラリーへ 

１．今日の目標 

＊現在 

・評価疲れ，業務委託化，人間関係…… 

・図書館活動の多様化，高度化…… 

・危機管理，行政対象暴力，クレーマーの対応…… 

 

（１）「芯」は何か？ 

・何のための図書館活動か？ 

・勤務している図書館は，どこに向かっているのか？ 

→理念，ビジョンの必要性や枠組みを考える 

 

（２）データを読み解き，活かすとは？ 

   データ解析のテクニック，エクセルの使い方，グラフの作成方法…… 

  ・分析結果を「評論」するのではなく，「次」に活かす方法とは？ 

   →「静」から「動」へデータ活用を転換 

 

（３）どのように「実行・行動」につなげるか？ 

・データの活用を「静」から「動」へ 

・ともに考え，共感，共有を育む。（啓蒙的知の伝達から「共創」へ） 

→反省的省察家へ 

（J.レイヴ，E.ウェンガー，1993）（ドナルド・ショーン，2001）（三輪，2011） 

 

２．ミニワーク 

（１）お考えください…① 

 

 

 

  

・自分を動かす……さらに，組織を動かし，人を動かすには…… 

 

（２）お考えください…② 

 

 

 

 

 

 

 

（３）理念やビジョンの共感・実行 

 ・組織の方向性 ⇔ 部署の方向性 ⇔ 一人ひとりの「想い」 
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３．理念・ビジョンの事例 

（１）事例１ 

・ソフトバンク株式会社 『新 30 年ビジョン』 →社員参画型で策定 

（ソフトバンク新 30 年ビジョン制作委員会，2010） 

＊「ソフトバンク新 30 年ビジョン」Web ページ <http://www.softbank.co.jp/vision/> 

 

（２）事例２  ＊詳細は，各機関・企業の Web ページをご参照ください。 

 ・学校法人関西大学 KU Vision               ・学校法人立命館 R2020 

 ・学校法人文教学園 学園経営戦略（ビジョンマップ）     ・学校法人名城大学 MS-15 

 ・学校法人工学院大学 Vison150 

 ・学校法人明星学苑 明星大学 Meisei Innovation 21(MI21)プロジェクト 

 

・各市町村教育委員会による「教育振興基本計画」（教育ビジョン） 

・三重県立図書館 『明日の県立図書館：三重県立図書館改革実行計画』（岡野ほか，2012） 

・瀬戸内市立図書館『瀬戸内図書館みらいプラン』2012.3  

・篠山市中央図書館（兵庫県）「図書館ビジョン」の策定 

 

 ・「JAL フィロソフィ」（N 社） 

・「一瞬も一生も美しく」（S 社，コーポレートメッセージ） 

・「Honda フィロソフィー」（H 社）              ・「FUJITSU Way」（F 社） 

・「優れた商品，正しい商売，新分野の開拓」（N 社，社是） 

・「11 組のグッドプラクティス」（R 社） 

 

 

４．「ビジョナリー・ライブラリー」へ 

 ＊（足立，2004）（吉武，2006）（田中，2006）（篠田，2010）（高尾，2012）などを参照。 

（１）理念・ビジョンの必要性・効果 

・変化に対して，しっかりとした経営の「コンパス」の明確化 

・現状を変化させてゆく起爆剤へ （個々人の仕事のあり方を示唆） 

・情報発信やブランディングなど，さまざまな施策の起点へ 

 

（２）『ビジョナリー・カンパニー』（ジェームズ・C・コリンズ，ジェリー・I・ポラス，1995） 

  ①「ビジョナリー・カンパニー」（永続する企業（組織）の特徴とは？） 

・未来志向の企業や先見的な企業 

・業界で卓越した企業 

・同業他社の間で尊敬され世界に大きな影響を与え続けてきた企業 

 

②特徴 

×経営理念を単に文書化し構成員に周知 

○組織内で共有・共感され，浸透。 基本理念を維持する組織をつくる。 

×時を告げる（売れるものをつくる） 

○時計をつくる（組織内の進歩を促す，仕組みをつくる） 

   →企業そのものが作品（商品やサービスが作品ではない。） 
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（３）【参考】用語の定義（理念，ミッション，ビジョン） 

   ①理念 

・ある物事について，「どうありたいか」という根本の考え，基本的価値観 

・ミッションやビジョンを含む概念 

・普遍的で感動を与えるもの 

②ミッション 

・組織体の存在目的を表現したもの （社会における存在意義） 

・20～25 年後の未来にも通用する使命 

③ビジョン 

・中長期的な視点を持つ将来のある時点における到達目標やありたい姿  

・戦略や計画よりも上部へ位置 →戦略や計画を策定する際の方向性を示すもの 

 

 

（４）ビジョンを「実現」するための考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・戦略 

→ありたい姿を実現するための資源管理の在り方を環境とのかかわりの中で方向づけ

るもの 

 

 

 

（５）理念・ミッション・ビジョンの一般的な構造 

 

・理念 

・ミッション（使命） 

・ビジョン（ありたい姿） 

・中期計画 

・単年計画（事業計画） 

・部署実施計画 

・個人の目標（目標管理） 

 

  →データを活用することと，理念やビジョンを明確にし，実現することは密接である。 

  →中期計画や年度計画は未来を拘束しない。（毎年見直し・ローリングプランが必要） 

  

課題 

現状 

ビジョン 

ありたい姿 

方法 

戦略 
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５．「静」から「動」へのデータ活用の考え方 

（１）一般的な統計・評価の枠組み （糸賀，2003） 

 ①インプット：蔵書数，スタッフ数など 

 ②アウトプット：貸出冊数，ILL 件数など 

 ③アウトカム：利用者の変化 

 ④プロセス：効率，パフォーマンス指標 

 

（２）データを活用する目的 

 →統計の収集，分析が目的なのか？ 

・データを分析し，評価して，サービス改善や次なる図書館政策の立案へ 

・一人ひとりの行動や組織の業務改善へ 

・図書館のありたい姿，ビジョンの実現を図るひとつの指標 

 

（３）「意志」が必要なデータの活用 

・データの「見える化」：意識の醸成（遠藤功，2005） 

  ・「見える」ことによって何か新たなものが「育まれる」 

  ・（例１）「問題の見える化：問題をタイムリーに「見える」 

  ・（例２）状況の見える化：活動の実態が「見える」 

 

  ・データの「見える化」（データの「活用」） 

   →組織の活性化（促進），気づきを育む仕組みづくり 

  →新たな行動を誘発する，何かが育まれる。 

 

（補）統計の批判的な見方（谷岡，2000）（本川，2013） 

  ・データの見方，背景を考える参考図書。 

 

（４）個々のデータ分析 

・（例１）A 大学図書館利用者調査     ・（例２）B 大学の学科別退学者数 

 

 

（５）収集したデータを企画や提案に活用 

・（例３）C 校の危機感を醸成する資料 

 →相手を説得する材料（データ）を選択 

    →単に箇条書きにデータを羅列するのではなく，ロジックを用いて整理 

    →「こうしたい」という「意志」を示す 

 

（６）データから「行動」につなぐための視角 

①統計（データ）がそうなった理由・背景を考える 

②そもそも「なぜ」調査するのか？ （何のための調査か？） 

③原因，結果など，複数のデータを論理的に活用 

④何を訴えたいのか，何をしたいのか，を念頭に置く  

→図書館をこうしたいという「想い」や「意志」 

  （データを単に集計して，報告のみになっていないか？） 
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（７）「バランス・スコアカード」（戦略マップ）の作成へつなぐ 

 ①1992 年：キャプラン，ノートン 

   →グローバル化の中で将来予測が困難な社会背景 

   →非財務の側面を持つ戦略  

 ②特徴 

  ・ビジョンを実現するため，「動」としてデータ活用できるひとつの枠組み 

・ビジョンを実現するため，鳥の目を持ち，「打ち手」を選択・集中 

・ビジョンと戦略が明確となり，全体を鳥瞰・共有でき，「動」としてデータを可視化 

 

 

（補）定量データ分析の限界と課題 

 ・定量データ分析の延長上に図書館経営（支援）の可能性を模索できるのか？ 

 

 ①ユビキタス IR（加藤毅，2010） 

 ・「我が国には，勤務する大学が直面する問題状況に対して，勇気を持って真正面から向き合

い，実態を理解した上で粘り強く創意工夫を重ねている多くの大学職員がいる。」（加藤毅，

2011） 

  →（チーム・組織で）業務改善や課題解決を目的とした「現場」の実態に即したデータの収

集，分析，見える化 

 

 ②効率や生産性のみを考えて良いのか？ （佐藤学，2012） 

・階段型 目標→到達→評価  （効率や生産性が重視：結果が評価される。） 

・登山型 主題→探究→表現  （しかし意義や価値も評価されなければならない。） 
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８．「現場」を考える視角 

（１）調査地被害（宮本常一，1972） 

・「人文科学が訊問科学に」 

・「理論がさきにあって，事実はそれの裏付けのみ利用されるのが本来の理論ではなく，理

論は一つ一つ事象の中に内在しているはずである。」 

 

（２）図書館史研究の落とし穴（オーラルヒストリー研究会，2008） 

 ・前川恒雄氏インタビュー記録 

  ・「…歴史というようなことを見た時に，人間がやることですからそこにはいろんなことが

重なってるんですね。…（略）…歴史の舞台には出てこない。しかし，それはそれで動い

ているんだから，真実はそこで動いているんですね。…」 

  ・「…背後にそういうものの積み重ねがあるわけですから，小さなことのようですが。小さ

なことのは以後に大きなものが含まれていて，小さな偶然のようにみえるものの重なりが

じっとあって，図書費が増えるとか，職員が増えるとか，そういうことになっていくんで

す。…」 

 

（３）図書館の現場とは何か？ （試論） 

「図書館広報実践講座において各講師が共通して強調していた点は，主体性を持って多くの人

と関わることや，できるところからコツコツはじめるという実行力であった。 

…（略）… 

だが，このような現場における実践は，個人の熱意や能力だけではなし得ない場合が多い。

現場とは，常に正しい答えを持たず，複数の対人関係が存在しつつも，資源や予算の乏しさ

と制度や政策の壁を工夫して乗り越える創造性を発揮できる空間である。両者が活かされ，

組織内で互いを尊重し協働しながら育くむことが豊かな実践につながるといえよう。」 

（石川，2008）（参考：尾崎新，2002） 

 

 

→バランススコアカードを準用して，「実行」へつなぐ 
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【講義】＋【個人・グループワーク】ビジョンを実現する戦略を考える 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ワークの流れ（目次） 

①個人ワーク   ＊本日は作業 1～2 となります。 

【個人ワーク１】目標，ありたい姿を考える 

【個人ワーク２】戦略マップの作成 

 ・３つの視点（利用者の視点，業務プロセスの視点，人材と変革の視点） 

＊【（参考）個人ワーク３】実行するための優先的，最重要な方法を考える 

＊【（参考）個人ワーク４】目標値の明確化 

 

②グループワーク （自己紹介，ワークシート発表） 

・自己紹介＋ワークシートの発表 

・目的：組織内メンバーに，戦略・活動を共有・共感したもらい，承認していただく。 

     →グループ内発表者以外は全員演技を求む！ 

・投票（ベスト・ストラテジー） 

 

③振り返り（省察・修正） 

・振り返り，省察，修正 

 

 

（参考）ワーク時の留意点・ポイント 

 □「経営とはアートである」，ともいえます。 

 □先行研究や先行事例にとらわれない！ 

   ・先行事例に引っ張られてしまう恐れもあり。 

 □「論評」するのではなく，ありたい姿を実現する「行動」を目的としましょう。 

 □自分が当事者の意識を持ち，発言しましょう。 

   ・「誰かが考える」，「誰かが決める」，という考え方はご法度デス。 

 □考えたことを恐れず等身大で発言しましょう。大丈夫です。どなたかフォローがあります！ 

   ・グループ全体で化学反応をしましょう！！ 

   ・「個」で変える，「個人の努力」で変わるのではなく，グループで課題を設定し，グルー

プ全体が変容。（係，課の変革へ） 

 □因果関係をはじめ，論理的に物事を「楽しく」考えましょう。 

□一つ上の役職の仕事を意識するよう心がけよう。 

 

  

★目標：「考える，行なう」（ある学校の校訓） 

→みんなで考え，みんなで創ることに意義がある。 

★内容：バランススコアカードの準用 

  →時間の都合上，一部の枠組みを省略しています。 

 ★前提：図書館は与えられるものではない。みなさんが創るもの。 

   →バランススコアカードは，一つの手段・枠組みにすぎない。 
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（２）「バランス・スコアカード」 

 ・1992 年：キャプラン，ノートン 

    ・グローバル化の中で将来予測が困難な社会背景 

    ・非財務の側面を持つ戦略 

 

 

（３）「バランス・スコアカード」構築全体の流れ 

 ・本日は③を中心に検討します。 

 

 ①ビジョン，目標の策定 

   ・組織体の強みや弱みを検討 

  ↓ 

 ②視点の設定（戦略マップ） 

   ・４つの視点，営利・非営利による違い 

   ・財務の視点，顧客の視点，業務プロセスの視点，人材と変革の視点 

  ↓ 

 ③各視点における戦略の策定（戦略マップ） 

   ・上下の関係を因果関係で結ぶ 

  ↓ 

 ④重要成功要因の設定 

   ・「戦略」を具体的に実現するためのさまざまな方法から，重要なものを選択 

  ↓ 

 ⑤評価指標，目標値の設定 

   ・指標，数値目標 

  ↓ 

 ⑥実行計画の設定（月・週） 

 

 

（４）「バランス・スコアカード」の特徴（權永錫，2006） 

 ①「戦略マップ」と「スコアカード」のフレームで構成 

 ②因果関係で，戦略を選択，収集，整理 

      （エクセルのリストで並列に整理する×，点と線で結ぶ×） 

 ③時間軸のバランス 

（過去：財務，現在：顧客・業務プロセス，未来：人材育成） 

 ④戦略全体を鳥瞰し，進捗を把握することが可能 

 

→選択と集中，プロセスを重視 

  →組織内の統一言語，コミュニケーションツールへ（分析する契機へ） 

  →ビジョンを実現するため，「動」としてのデータ活用，可視化 
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（５）【個人ワーク１】図書館の「ありたい姿」とは？  

 

 

 

 

 

 

①As is 

 ・図書館における現在の課題 

 ②To be 

 ・目標やありたい姿を言葉で端的に表現！ 

  

（補１）前提となる「ビジョン」をつくるためには…… 

   ①いろいろな手法 

    ・SWOT 分析，As is To be，2 分割リフレーミング法，タイムマシン法 など 

       ＊森時彦（2008）など，多くの類書がある。 

   ②留意点 

    ・組織内構成員とともに策定するプロセスが重要。 

・みんなで考える。同じ志のある者を巻き込む。柔軟に考える。 

    ・想いをデザインする。描く。 

    ・物事の本質を考える。未来を視野に，組織のありたい姿，憧れを楽しく考える。 

 

 

★グループワークにおける仮想的なテーマの事例★ 

 →以下の事例は，勤務先の図書館内研修にてご活用ください！ 

 

 （例１）壮大な目標系 

・図書館建築賞を受賞（日本図書館協会） 

    ・Library of the Year の受賞（NPO 法人知的資源イニシアティブ：図書館総合展） 

    ・子ども読書活動優秀実践図書館（文部科学省） ・○○県優良図書館表彰（○○県） 

 

 （例２）スローガン系 

    ・自治体内にて図書館の発言力を高める         

    ・「カレントアウェアネス・ポータル」で告知される    

 

 （例３）仮想プロジェクト系 （組織の反発も想定に……） 

    ・さかなクンを招いた図書館主催の講演会の開催 

    ・ハロィン時に図書館まつりを開催    ・館内「おばけ屋敷」の実施 

    ・館内迷路の実施            ・館内に野菜栽培機の設置 

 

 （例４）現実系 

    ・入館者数の増加，貸出冊数の増加    ・地域行政資料の充実 

    ・地域の認知度の向上     ・移動図書館車の増車    

  

As is To be 
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★本日のグループワークにおける目標（テーマ）の事例★ 

明日以降の演習テーマ「地域の活性化に資する図書館サービス計画の企画・立案」に絡めてお

考えください。 

「◎」は最上部の目標・ありたい姿（ビジョン），「・」は戦略もしくは重要成功要因（具体的

な手法）に位置されます。大きな方向性をワークシート最上部の目標・ありたい姿（ビジョン）

（太枠部分）にお書きください。 

 

A課題解決・地域支援サービス 

◎図書館に人が「集う」地域支援サービス 

◎「館」の外で広げる図書館の地域支援サービス 

・図書館祭りの開催 

・アイディア発想法（知的生産技術）講座の開講 

・図書館利用の成功体験談の収集 

・知的探究合戦の開催（子どもを対象とした図書館資料を活用した調べものバトル） 

・庁内職員への情報リテラシー支援講座の開催（職員研修） 

 

B地域との連携促進 

◎地域におけるアウトリーチ活動の充実 

◎他機関との連携の充実 

・子ども食堂へ貸出文庫の実施 

・刑務所への図書館サービス 

・不登校児・中退生徒に対する支援 

・公園などへ緑陰図書館の実施 

・市内病院の入院患者への図書館サービス 

 

C図書館間等の相互協力 

◎「館」の連携をこえた「人」のネットワークの構築 

◎公民館等の社会教育・生涯学習施設との連携 

・公民館図書室との連携 

・男女共同参画推進センターとの連携 

・地域家庭文庫との連携網の構築 

・議会図書室，議員へのサービス 

・司書課程学生参画による児童サービスの充実 

 

D学校・学校図書館との連携 

◎小中高校の学校図書館との「教育プログラム」の連携の充実 

◎学校外教育における連携 

・学校図書館との物流の実施，研修の実施 

・学校，学校図書館と連携した情報リテラシー支援 

・高校生による小学校児童への読み聞かせ会の指導 

・図書委員会生徒の参画による YA サービスの充実（イベント，通信の発行等） 

・不登校児，中退生徒に対する支援（夜間中学・フリースクールとの連携） 

・大学と連携した「おはなし会ボランティア」の育成 
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E図書館システムの整備 

◎持続可能な図書館システムの運用と整備 

◎住民参画による「図書館システムづくり」（石川ほか，2016） 

・他館との横断検索システムの導入 

・他自治体との共同契約の推進（コンソーシアム契約） 

・住民参画による「図書館システム」の選定 

 

F地域資料の収集・提供 

◎市民参画による地域資料の充実 

◎地域資料コーナーの拡充（コーナー面積の拡大） 

・地域住民参画のデジタルアーカイブづくり 

・図書館による地域，図書の出版 

・図書館によるミニコミ誌の刊行（地域を紹介する情報誌の刊行） 

・地域のボランティア情報の提供・発信（子育て支援情報の提供・発信など） 

・地域資料を収集，整理するボランティアの形成 

 

G.ITを活用したハイブリッド型サービス 

◎市民参画によるハイブリッド型サービスの充実 

◎住民参画による「図書館システムづくり」（石川ほか，2016） 

・Web サイトバトルの開催（オススメの Web サイトやデータベースを紹介しあう） 

・メルマガ通信の刊行 

・図書館キャラクターによるツイッター発信 

・大学の理工学部と連携したペッパーの導入 

 

H図書館資料の構築と管理 

◎市民参画による図書館資料の構築・管理 

◎電子資料の充実と図書館資料構築の見直し 

・分野別のチーム制による組織的選書体制の確立 

・市民参画の選書ツアーの実施と企画展示 

・市民参画による除籍図書の評価（制度の確立） 

・市民からの寄贈本の活用 

 

Iその他 

◎都道府県内にて，図書館 GP（グッドプラクティス）の実施 

  →利用者の視点が「市区町村図書館の視点」となります。 

 

◎住民参画による図書館のビジョンづくり 

◎障がい者，外国人住民，高齢者などの社会的不利益者，被差別少数者への学習・文化活動の機

会の保障 

◎館種をこえた地域全体を読書実践の場として形成（小中高，大学図書館，ブックスタート，セ

カンドスタート，学校図書館，朝の読書，読み聞かせボランティア等） 
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（６）【個人ワーク２】戦略マップの作成：3つの視点の考え方 （ワークシート） 

  →上下の関係が Why と Because の関係になっていること。（伊藤，上宮，2007） 

 

①目標，ありたい姿 

 ②利用者の視点 （顧客の視点） 

  →利用者（顧客）が満足するためにはどのような行動・活動をすべきか？ 

   （キーワード：満足度，利用者の開拓，利用者の獲得，サービス，品質，利用の定着など） 

 ③業務プロセスの視点 （内部プロセスの視点） 

  →組織の資源を踏まえ，図書館はどのような業務プロセスを構築すべきか？ 

   （キーワード：スピード，効率，企画開発，課題共有など） 

 ④人材と変革の視点 （人材育成の視点） 

  →どのように図書館員の能力開発，人材育成を図るか？ 

   （キーワード：スキル，技術，学習，成長，モチベーションなど） 

 （＊本来は最下段に「⑤財務の視点」が入ります。） 

 

 ＊注意点 

  ・各視点については，それぞれの立場に立って考える（相手の目線で）。 

  ・上下の視点について，因果関係に無理がないかどうかを確認する。 

◆戦略マップ例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊バランススコアカードについては，定型の手法になりますが，数多くの文献があります。本ワークショップに

あたり，主に下記の文献を参照しました。 吉川（2001），吉川武男，ベリングポイント（2003），松山真之助

（2003），吉川（2006），藤井（2006），伊藤，上宮（2007） 

  

① 目標，ありたい姿 

②利用者の視点  

①を実現するため，利用者（顧客）

が満足するためにはどのような

行動・活動をすべきか？ 

③業務プロセスの視点  

②を実現するため，組織の資源を

踏まえ，図書館はどのような業務

プロセスを構築すべきか？  

④人材と変革の視点  

③を実現するために，どのよう

に図書館員の能力開発，人材育

成を図るか？  

来館者を増やし，図書館のファンを獲

得する（「図書ワクワク館」へ） 

魅力的な特集

図書展示 

利用者目線で

選書 

選書を分野別

にチーム化 

居心地の良い

空間づくり 

利用者ニーズ

の把握 

情報の共有 
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 （補）さまざまな観点（視点）の存在 

 ①環境の視点，従業員満足の視点，住民の視点，人的資源の視点，学習と成長の視点，患者の

視点，公共性の視点，財政の視点…（吉川，2006） 

 ②武蔵野大学の事例，愛媛大学の事例（土橋，2006） 

③自治体の事例（INPM バランス・スコアカード研究会著，石原俊彦編，2004） 

  →よく使用される４つの視点を固定化する必要はない。 

 

 

（７）【参考：個人ワーク３】具体的に実現するための方法 

・具体的にどうすれば達成（成功）できるかを考える。 

 →複数の方法が考えられるが，最も重要で成功する方法を考える。 

 

・達成（成功）するための重要な方法，効果的な方法，優先度の高い方法とは？？ 

・How（どのようにして達成するのか）を考える。 

・一般的に多くの図書では，「重要成功要因」と表現されている。 

・どれだけ先読みして，打ち手（方法）を考えるかがポイント。 

 

 

（８）【参考：個人ワーク４】目標値の明確化 

 ・【個人ワーク３】で提出した，実行するための方法（重要成功要因）の「目標値」を考える。 

  →データがどうなっていれば，どういう状態であれば，達成（成功）したことになるか？ 

  →長期的なもの，短期的なものなどを考慮する。 

 

 ・数多くのデータがあり得る。一般的なデータ，泥臭いデータ（難しい？）を考えても良い。 

 ・泥臭いデータばかり目標値になると，データを収集することが負担になってしまう可能性も

あるため，注意が必要。 

 ・一般的に多くの機関では，「重要業績評価指標」（KPI：Key Performance Indicators）（例え

ば，就職率，ガイダンス回数，外部資金獲得件数など）を決めてから，「数値目標」を考え

ていく。 

  ＊本来は，目標値を明確化する際には，自治体の規模や図書館基礎データ，図書館パフォー

マンス指標（JIS X:0812）など，多くのデータがお手元に必要になります。 

 

 

（補）その後の構築 

 ・一般的には，「アクションプラン」（例：半期の実行・行動計画）を策定する。 

 ・アクションを実行しつつ，戦略を見直す（PDCA サイクル）。 

  →当初立てた計画に縛られることなく，因果関係など間違っていた場合は修正する。 

  →「マネジメントの意志」と「現場の意志」の格闘の場が必要。（PDCA サイクル全般） 
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◆最重要成功要因，目標値の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 戦略（上記記載） 方法（重要成功要因） 目標値 

利用者の

視点 

魅力的な特集図書展示 
Webページ上での展示 

特集図書コーナー3か所設置 

毎月更新 

毎月入れ替え 

居心地の良い空間づくり 
グループ学習できる場所 

一人で学習，読書する空間 

1か所設置 

5席確保 

業務プロ

セスの視

点 

利用者目線で選書 
選書会議 

書店で選書 

月 1回開催 

半年に 2回実施 

利用者ニーズの把握 
意見投書箱の設置 

利用者懇談会の開催 

必ず回答掲示 

半年に 1回開催 

人材と変

革の視点 

選書を領域別にチーム化 
5領域の選書チームを組織化 

蔵書構築方針の改訂 

週一回ミーティング 

年度末改訂完成 

情報の共有 
部内ミーティングの実施 

外部研修の強化（報告義務） 

週一回開催 

館内研修会（年 2回） 

 

 

 

  

① 目標，ありたい姿 

②利用者の視点  

①を実現するため，利用者（顧客）

が満足するためにはどのような行

動・活動をすべきか？ 

 

③業務プロセスの視点  

②を実現するため，組織の資源を

踏まえ，図書館はどのような業務

プロセスを構築すべきか？ 

④人材と変革の視点  

③を実現するために，どのように

図書館員の能力開発，人材育成を

図るか？  

 

来館者を増やし，図書館のファンを獲

得する（図書ワクワク館） 

魅力的な特集

図書展示 

利用者目線で

選書 

選書を領域別

にチーム化 

居心地の良い

空間づくり 

利用者ニーズ

の把握 

情報の共有 
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【発表】自己紹介＋ワークシート報告 

 

（１）簡単な自己紹介 

  ①お名前 

  ②勤務館，勤務年数 

  ③担当業務，ご担当の業務の課題 

④お勤めの図書館における図書館経営戦略上の課題（中期計画，ビジョンなど） 

 

 

（２）ワークシート報告（報告者） 

  ・机の真ん中に「ワークシート」を置きましょう（共有をお願いいたします！）。 

  ・図書館の部長・館長に，図書館の方向性や戦略を承認してもらう（ように）。 

 

  ★ポイント★ 

  ・戦略構築の違い（地域，資源，環境の変化） 

  ・上下の因果関係について（上下に影響を及ぼす戦略かどうか？） 

 

 

（３）意見共有・投票 

  ・班内の報告者の「ワークシート」の各視点の戦略部分に対して，「良かった方法，興味深

い方法，大変参考になる方法，効果的な方法」にシールを貼ってください。 

・報告者の方へ感想や意見の共有化もお願いします！ 

  ・報告者への投票数には上限があります（お一人  票）。 

 

 

 

（補）会議の掟の必要性 

 →こうしたワークショップをする際には，「会議の掟」を事前につくり，メンバー間で合意す

ると良い。（関，白川，2009） 

 

  ＊会議の掟の例 

   ・他人の発言を批判しないこと。反対意見は OK。対案を出して反対すること。 

   ・全員「○○さん」と発言する。 

   ・発言は端的に。できるだけ考えを纏めること。 

   ・会議の目的，議題に沿っていない討論はしないこと。 

   ・自分ばかり話さないこと。 

   ・同じ意見は繰り返さない。賛同は手短に。 

   ・私語は厳禁。 

   ・会議外で発言しない。 

 

 

 

■思い出そう・・・図書館は与えられるものではなく，創るもの・・・ 
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【振り返り】省察・修正 

（１）ベスト・ストラテジー賞 

・各班の受賞者の方は，隣の班へご移動いただき，報告をお願いいたします！！ 

・簡単に自己紹介もお願いいたします。 

 （例） 1 班の受賞者は 2 班へ，2 班の受賞者は 3 班へ…… 

 

・先ほどと同様に，報告された方の「ワークシート」の戦略部分に対して，「良かった方法，

興味深い方法，大変参考になる方法，効果的な方法」にシールを貼ってください。 

 

（２）省察，修正 （そして実行へつなぐ…） 

・皆様の「ワークシート」の戦略部分の修正（朱書などで）をお願いいたします。 

 →班内の皆様のご報告（他の皆様の戦略マップ）を参考にしながら…… 

 

 

＊振り返りの重要性１（佐藤，2012，p.40-41引用） 

・「良い授業，悪い授業という評価を行っている限り，教師が成長することはありえない。そも

そも授業を見てすぐに評価してしまうのは，もっとも経験の浅い，専門家としての力量の低い

教師である。」 

・「どこで学びが成立したのか，どこで学びがつまずいたのか，どこに学びの可能性があったの

か，それらを事実に即して詳細に省察し考察して自分自身の学びに専念するのが，専門家とし

て成熟した教師の授業研究である。」 

 →良い図書館，悪い図書館とは？ プロセスやその意味の評価は？  

 

＊振り返りの重要性２（日本女性学習財団，2006，p.46-47引用）（石川，2013） 

・「実践プロセスの中で，自分自身の実際の実践を学習者とともにふり返りながら，自分の行為

の意味を確認していく」 

・「学習支援者の役割は，専門的な知識を提供するというよりは，学習者が学びを通して自己決

定性を獲得し，意識変容の学習を進め，学ぶ課題を自分たちで設定できる力を身につけるよう

に支援することである。」 

 →「職員の生き方が学生を育てる」（筑波大学 大学研究センター） 

 →個人の努力？ 仲間やグループでの学び，係の協働，他機関との協働… 

 

＊デザイン思考（ティム・ブラウン，2014） 

・「デザイン思考は，人間中心であるというだけでなく，人間の本質そのものといえる。直観で

判断する能力。パターンを見分ける能力，機能性だけでなく感情的な価値をも持つアイディア

を生み出す能力。単語や記号以外の媒体で自分自身を発信する能力。それを重視するのがデザ

イン思考だ。感覚，直観，インスピレーションに頼ってビジネスを営もうと思う人などいない

だろうが，論理や分析に依存しすぎるのも，それと同じくらい危険だ。」 

・「人間を観察し，人間の話を機器，人間に共感してニーズや問題を突き止め，アイディアや創

造，プロトタイピング，テストを行ない，人間からフィードバックを得ながら，反復的に改良

していく。」（訳者あとがき） 
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【総括】まとめ 

（１）思い出そう図書館の理念！ （理念は 50年後でも大きく変わらない！） 

①図書館法（1950） 憲法上の位置づけ 

   ・学習権・・・・・・教育を受ける権利，学ぶ権利 

   ・社会的生存権・・・文化的な最低限度の生活 

   ・知る権利・・・・・図書館の自由により保障 

 ②その他 

   ・図書館は成長する有機体である。 

   ・真理はわれらを自由にする。 

   ・『図書館のめざすもの』（竹内悊編・訳，1997） 

     ・「図書館は市民に知る機会を提供します」，「図書館は社会の壁を打ち破ります」 

     ・「図書館は社会的不公平を改めるための地ならしをします」 

     ・「図書館は個人の価値を尊重します」，「図書館は創造性を育てます」・・・ 

 

（２）みんなで考える 

 ①一人で考え明文化するのではなく，構成員全員で考えるプロセスが重要。 

 ②共有し，そして共感されるものをつくる。 

  →ビジョンを実現するのは，1 人ではできない。あらゆる業務は連続性がある（業務連鎖） 

  →自らの職場は，自らがつくるという意志。（与えられるものではない。） 

 ③理念，ビジョンの存在 

→問題や大きな判断を求められたとき，一人ひとりが立ち戻ることができる。 

 

（３）「意志」を持とう！ 

 ①統計の取得，分析が目的ではない。戦略マップ作成が目的ではない。 

   →図書館で共有している「ありたい姿」「ビジョン」を達成することが目的。 

   →「図書館をこうしたい」という「意志」を持とう。 

 ②「個」のみでは実現できない。 

   →他者の存在が必要不可欠。「意志」を持つ人々を巻き込むことから始める。 

 ③明文化されているからこそ，見直しができる。 

   →組織や係の航海図となる。役割分担，協働，限られたリソースの中での選択と集中。 

 

（４）理念（ビジョン）をつくり，戦略マップをつくる目的とは？ 

 ①理念（ビジョン）をつくる ＜ 理念（ビジョン）を実現する人を育てる 

 ②戦略マップをつくる ＜ 戦略を実現する人を育てる 

→図書館員・教師の努力が足りないのではなく，学校政策と図書館員・教師の努力の方向性

が間違っているのでは？（佐藤，2012） 

 ③地域の「伴走者」としての図書館 

図書館全体が一つの作品 

地域をつくる市民を育む 
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