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2008年度

図書館現場演習報告

〈茨木市立中央図書館〉


文学部英文学科

杢

佐和子

１．実習日程と実習内容
８／20（水） 午前

◎館内の見学及び説明
・一般書架と設備の説明（１階部分）…雑誌、新刊案内、
リスニングコーナー、グループ室、インターネット端末、
自動貸出機、対面朗読室、拡大機など。
・児童書架（２階部分）…おはなしルーム、特注で作られ
た表見せの絵本棚
・その他…Ｂ１、Ｂ２書庫、電動書架、録音室、点字作業
室。富士正晴記念館。ギャラリー。
※エントランスには、リサイクル図書コーナー有。
・貸出・返却の手順の説明及び演習
・磁気除去の手順の説明及び演習

午後

○児童室での実習
・児童書の分類・配架方法の具体的な説明…知識の本は一
般と同じく分類記号順、「に」＝日本のよみもの、
「よ」
＝幼年童話、「Ｅ」＝絵本、「せ」＝世界のよみもの、よ
く読まれる本は別置。
○シルバーアドバイザーによる夏休みおもちゃ作り教室
・参加人数の確認及び案内
・おもちゃ作りのお手伝い…びゅんびゅんゴマ、はねがえ
る、にわとり、割り箸鉄砲
・途中来場の方の誘導
○児童室での実習
・貸出カウンター、返却本の配架、書棚整理、ラベル貼り。
分館、書庫の本を運び、分類。

８／21（木） 午前
〈休館日〉

●一般室の書架整理
・返却本を書架に戻す作業…700番台を担当。
デジカメの本、
マンガの利用が多かった。
●ミーティングの見学
・今後のスケジュール確認、行事や注意事項の確認など。
職員全員参加。

午後

●資料整理
・新刊購入の整理。※１週間で約400冊を購入
・新刊の受入れ作業…パソコンで登録。
・新刊案内板に使用するため、高さ順に並べた本の背をＡ
３サイズにコピーする。
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●レファレンス演習
・レファレンス演習問題を館内のツールを用い回答する。
８／22（金） 午前

○児童室での実習
・書架整理…日本のよみもの、幼年童話、絵本を主に整理。
また、仮置きの棚の整理。
・予約業務…予約された本を出納し、予約用紙を付与し、
回送する分館ごとに分類。
・貸出カウンターでの実習
・本の補強…貸出業務と同時進行で行う。破損しやすいし
かけ絵本の補強。

午後

●一般室での実習
・回送資料の分類…回送資料の着磁。中央、各分室、書庫、
児童、BM に振り分ける。
・配架作業…主に200番台（歴史等）と400番台（自然科学）
を担当。
・カウンター業務…予約本の受け渡し、カードの更新、書
庫資料の閲覧希望、貸出など。

８／23（土） 午前

●一般室での実習
・返却本の配架…500番台を担当。596や594が多い（技術
＝建築学、通信工学、手芸、美容、料理、育児など）
・予約本の電話連絡
・カウンター業務…貸出、予約受渡し・申し込み

午後

◎移動図書館ともしび号での実習
・BM の事前説明…キャリタンの使い方、BM の書架案内、
荷物の積み込み
・巡回の案内放送（巡回場所＝美穂が丘南公園、巡回時間
＝２時～４時）
・返却本の処理と分類。

８／24（日） 午前

○児童室での実習
・開館前、前日の返却本の処理、着磁
・書架整理…分類番号順に並んでいない本を出納し、もう
一度返却処理を行う。
・カウンターでの貸出業務
・本のラベル貼り
・書庫での児童書の書架整理…複本が並んでいる場所にで
きるだけ置く。書名アイウエオ順。赤ちゃん絵本も混配。
複本は上限５冊。

午後

●一般室での実習
・予約本の電話連絡
・貸出カウンターでの応対
・予約本の出納と予約処理、分館や分室ごとに分類。
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２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
今回の実習を通して、実際の図書館の仕事、現場でしか経験することのできな
い貴重な体験をすることができ、とても内容の濃い充実した５日間となった。茨
木市立図書館は、利用者や地域ボランティアとの結びつきが非常に強く、熱心な
利用者の団体があり図書館の活動を支えている。職員の方も、常連の利用者の興
味・関心を把握していて、誰が何を予約しているか伝票を見ずともわかるほどだっ
たので、その熱意に圧倒された。図書館と地域住民のつながりがよくわかり、生
きた図書館を感じられたと思う。
今回の実習で司書の仕事だなと強く感じたのは、やはりレファレンス演習のと
きだった。実際に利用者が尋ねてこられたという演習問題は、レファレンス資料
を探し出すのも一苦労だった。また、回答を導く資料にたどりつけていても、な
かなか回答につながらないこともあり、ひとつひとつの資料への深い理解が必要
なのだと感じた。やはり、あらゆるレファレンス資料に日頃から関心を持ち、利
用者から咄嗟に尋ねられてもすぐに対応できるように知識を蓄えておくことが重
要なのだと改めて思った。
茨木市立図書館は、貸出こそが図書館活動の最も基本となるサービスとの考え
から、徹底して貸出サービスを重視していた。今でも、この図書館の基本的な考
え方であり、図書館サービスを計る最も重要な指標とされている。資料収集方針
は、市民の要求の尊重が基本となっており、選書はよく読まれる本を選ぶことに
しているという。そのため、選書の上では、司書はあらゆる分野の本を読み、利
用者の要求をよく把握しておかなければならないのだと思った。そうした利用者
への真摯な姿勢が、開館前に長蛇の列ができるような市民の役に立つ生きた図書
館を作り上げたのだということも実習を通して実感した。
意外だったのは、実際には図書館では一から目録を作成していないということ
だった。実習に行く前は、目録作成があるだろうと思って予習をしていたのだが、
実際行ってみると、目録作成の実習はなく新刊本はすでにバーコードなどが装備
された状態で入ってきた。目録は、そのバーコードを読み取るとパソコンに登録
されるという仕組みだった。授業で学んだような最初から目録を作成するという
作業は行わなかった。今まで目録作成が司書の専門的な仕事の一つだと聞いてい
たのだが、現場ではあまり実践的ではないのだと気付いた。それ以上に、利用者
目線の選書に始まり、幅広いジャンルにわたる資料への関心・知識の蓄積、利用
者の要求に応えるという徹底した姿勢、利用者との信頼関係の構築を必要とする
仕事であるのだと思った。
私にとって図書館の仕事は、一度覚えると楽しく、同じ作業でも時間を忘れて
没頭できるものだった。しかけ絵本の補強や補修、ラベル貼りなど細かい手作業
も全く苦にならず楽しかった。また、児童室の行事やカウンター業務を通して、
子どもたちとの交流もでき、カウンターに抱えきれないほど沢山の本を持ってく
る子どもたちの様子は見ているだけでも嬉しくなり、とても居心地がよかった。
予約の電話連絡では、利用者の弾んだ声を聞くと、図書館が利用者に役立ってい
るのだとやりがいも感じられた。この実習を通して、図書館の仕事のあらゆる面
を知り、やりがいや楽しさを見出すことができ、とても良かったと思う。
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〈大阪市立中央図書館〉


法学部法律学科

上

田

祐基子

１．実習日程と実習内容
10／６（月） ・大阪市立中央図書館についてのビデオを見た
・図書館年報を参照しながら、図書館の現状についての説明を受
けた
・館内見学
・サービス企画事務についての説明を受けた
・サービス企画事務の仕事体験（書類のファイリング、バッチ作
成）
10／７（火） ・配架
・書架整頓
・貸出カウンター業務
・返却カウンター業務
・現物点検
10／８（水） ・配架
・書架整頓
・貸出カウンター業務
・返却カウンター業務
・現物点検
・おたのしみ会見学
・身障者サービスについての説明を受けた
10／９（木） ・調査相談業務についての説明を受けた
・郷土資料についての説明を受けた
・レファレンス課題（１日で12問を解いた）
10／10（金） ・館外サービスについての説明を受けた
・館外サービスの仕事体験（本の分類と箱詰め）
・企画情報についての説明を受けた
・企画情報の仕事体験（整理用データシートの作成）

２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
私は司書になることの難しさと司書という職業の素晴らしさを実習で痛感しま
した。利用者の中には図書館の職員に聞けば何でも答えてもらえると考えている
人が多く、司書はそのような人たち１人１人の対応をしなければならないため、
豊富な知識に加えて柔軟性が求められることが分かったからです。また、図書館
職員の採用がほとんど実施されていない中、１人１人の司書に求められているこ
とが高度になっていると思いました。
私は大学４年間で知識を身につけたつもりでいましたが、いざ現場に出ると自
分の知識を生かせる場はほんのわずかであり、新しく学ぶことがほとんどでした。
自分の知識や経験が不足していることを思い知ったと同時に、勉強する余地がた
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くさん残されていることを知りました。これから勉強すべきことは多く、相当の
努力無くして司書の仕事に就くことはできないと思いました。

〈大阪府立中央図書館〉



文学部文化史学科 小 村 愛 美
文学部国文学科 草 野 彩 子

１．実習日程と実習報告
小村〈３Ｆ社会・自然系資料室〉

草野
〈４Ｆ人文系資料室〉

８／28（木） 午前

・オリエンテーション：実習カリキュラム説明、自己紹介、
府立図書館の沿革について説明、注意事項
・分類法、請求記号、排架方法の説明
・館内業務用端末の説明・操作

午後

・館内見学：４階から順に、人文、社会・自然、小説読物、
こどもの各資料室、地下書庫、資料情報課、協力業務係、
対面朗読室、AV 室、展示スペースなど
・館内 OPAC、Web-OPAC の説明

８／29（金） 午前

午後

・カリキュラム説明
・社会・自然室の蔵書構成・
業務の概要説明
・書庫・開架見学
・書架整理

・開室準備
・人文室の概要・排架方法
説明
・書庫・開架見学
・業務端末操作
・書庫出納の説明
・書架整理

〈業務説明〉
・資料情報課：受入資料のデータ入力、装備作業、見計ら
い棚の見学など。
・閲覧調整係：２階総合カウンター、新聞 DB、利用者用
インターネット端末、AV 室、地下書庫など
・対面朗読室：サービス概要、点字資料、マルチメディア
DAISY、点字ディスプレイなど見学

８／30（土） 午前 ・時間外返却ポストへ返却された本の返却処理、予約引当
て資料の処理、返却本の各階への搬送
・３、４階業務説明：レファレンスサービス・事例を中心
に説明、参考図書の書架を見学
社会・自然室の雑誌入換え作業

人文室で書架整理

午後 ・絵本展「えほんの広場」見学：会場作り、展示方法の工
夫、絵本の「読みあい」を教わり、実際に交代で読みあっ
た。
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・街頭紙芝居イベント手伝い：会場準備、子どもへ配るお
菓子作り、片付けを手伝い、紙芝居も見学した。
９／２（火） 午前

・書庫と開架の雑誌入換え作
業：移動する雑誌の所在ラ
ベルを貼替え、所在データ
修正、雑誌架の増設、ラベ
ル・一覧を差替え
・書庫内 CD-ROM 資料のラ
ベル表示を点検

・開室準備
・ポ ス ト 返 却 本 の 欠 損 を
チェック
・開架から書庫入れ資料の
所在データ変更
・ILL 返却本の点検
・欠損資料の他館取寄せ依
頼、データ変更

午後

・書架整理
・P-support 概要説明
・レファレンスサービス説明
・レファレンス演習

・館全体、人文室の収集方
針の説明
・P-support 説明
・書庫出納・排架
・選書、見計らい見学

９／３（水） 午前

〈協力業務〉
９時、搬送車送り出し→配送室で概要説明→翌日発送の
ILL 貸出処理・箱詰め→ ILL 予約資料を地下書庫から
集める→翌々日発送の資料を欠損チェック→中之島返送
資料の仕分けを見学

午後

〈協力業務〉
ILL 返却資料の仕分け・返却処理→館内各フロアから
ILL 予約資料の集荷→翌日発送の資料を箱詰め・冊数確
認・一覧リストと照会→ ILL 資料の修理・落書き消し
→府下への配布文書等も詰め発送準備

９／４（木） 午前

午後

９／５（金） 午前

〈地下書庫業務〉
・資料移動作業：地下書庫狭隘化のため、書架の余分なス
ペースをつめ、新たな空き棚を作る。
主に大型本を実習生
でバケツリレーのようにして移動させた。異なる書架ブ
ロックへ移動した資料の場所データを、業務端末で変更。
〈地下書庫業務〉
・資料移動作業
・棚板組替え作業：資料移動で空いた書架の棚板を調節。
・書庫出納：各階から請求のあった資料の出納。館内リフ
トに乗せて各階へ搬送。
・相互貸借返却本の返却処理・着磁・書架への配架
・書き込み本の消しゴムかけ
〈小説読物室〉
・カウンター業務概要説明
・カウンター業務貸出・返却
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・ポスト返却本汚れチェッ
ク
・新刊受入れ

など

午後

９／６（土） 午前

午後

９／９（火） 午前
午後
９／10（水） 午前

午後

・禁帯本新刊の配架処理
・レファレンスについての
説明
・参考図書見学・分類番号
揃えなど書架整理

・新刊受入れ：ラベル貼り→ 〈小説読物室〉
データ変更→継続受入資料 ・カウンター業務概要説明
に所在データを付与。前号 ・カウンター業務貸出・返
の所在データを確認し決定。 却など
・資料収集方針・見計らい時
の注意点などの説明
・書庫内見学
・レファレンス演習問題

・地下・人文書庫出納
・返却本返却処理→配架
・レファレンス演習問題

〈こども資料室〉
・折り紙教室準備
・ボランティアの方によるおはなし会見学
・実習生による折り紙教室
・レファレンス演習問題
・カウンター実習

・レファレンス演習問題
・カウンター実習

・カウンター実習
・見計らい見学・体験

・レファレンス演習問題

・レファレンス演習解答
・判例体系データベース操作
・まとめ

・レファレンス演習解答
・地下書庫書架移動…人文
から地下へ本を移動
・午後の発表準備

・発表、報告：実習生６人が、こども、社会・自然、人文
各室での実習内容を報告。
・反省、感想会

２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
（草野）
今回の実習では、まだまだ図書館業務の表面的な部分にしか触れていないけれ
ど、10日間の中で可能な限り充実したカリキュラムを組んでいただいて、府立図
書館という規模ならではの実習も体験でき、司書の仕事を幅広く知ることができ
た。
図書館に興味のない友人に話すと、「司書って？カウンターでピッってしてい
る人？」という返事で残念に思うことがある。司書への一般的な認識は、まだま
だその程度なのかもしれない。実際、司書が携わらず委託されている業務も少な
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くない。実習で感じたことは、業務は多岐に渡り、どれもが一朝一夕には身につ
けられないものであるということである。よって本来ならば、どの業務も司書が
携わるのに越したことはないと思われる。しかし現状はそうはいかないので、ど
の業務に司書が欠かせないのか、その微妙なバランスの難しさも今回の実習で感
じた。司書の仕事は地道で、忍耐力・知識・体力、コミュニケーション力のいる
決して楽な仕事ではない。そのことを改めて実感した。
そして、
「毎日のルーティンワークが多い中で、ただ漫然と行うのではなく、
『ど
うしたらうまい結果が出せるか、結果を見据えて』
『やってはならない注意点は
何か』をふまえて『いかに効率的に、余分な労力をかけずに作業できるか』を常
に考えながら行動しなければならない」というお言葉が非常に印象に残った。こ
のことは図書館の仕事に限らず、社会におけるどのような仕事にも言えることで
あると思う。これから社会人になる身として、大変貴重な勉強をさせていただい
た。私は卒業後は出版系の会社で編集者として働くことになった。司書の資格を
今後すぐに直接活用することはないが、司書課程で学んだこと、そして実習で体
験させていただいたことは、間接的にではあっても、必ず役に立つと思っている。
そしていつか、図書館にも何らかの形で貢献したい。
（小村）
10日間の実習は、毎日新しいことを知り、できるだけ多くを学び取ろうとした
中身の濃いものだった。図書館の規模からすれば一部をかじっただけだが、表か
ら見える業務も、裏方的な業務も多くを体験させていただいた。中央図書館なら
ではのカリキュラムも多く、大変貴重な経験で勉強になった。
教えてくださった職員の方々は、皆さんの仕事に対する姿勢が真摯で、利用者
の立場と図書館としてできることの境界線を常に考えながら働いておられた。図
書館ができることには限界もあり日々ジレンマを感じるという現実も聞くことが
できた。そうした日々の仕事には地味な作業の積み重ねが非常に多く、また現在
の状況を改善するだけではなくて将来的にどうなるのかを見ながら行う作業も多
かった。
自分が働くことを考えると、こうした地道な作業を積み重ねることについては
性にあっているというか、特に苦になるとか退屈だとか思うことはなかったので、
自分の中で向いている能力なのだろうかと思う。利用者にサービスを提供するこ
とも、「ありがとう」の一言や喜んでもらえることが嬉しく、司書という仕事に
喜びを感じられた。逆に足りない能力は、知識不足が一番大きいと思う。見聞き
する中で知らないこと、できないことが本当に多く、
これから司書となる上でもっ
と勉強しなければならないのだと学んだ。
実習を通して強く感じたのは、「司書の仕事は表に出ない部分が大半を占める」
ことだった。カウンター業務などは本当にごく一部で、多くの作業、部署が表か
らは見えない所にある。けれどもそれらが、図書館という組織とサービスの全体
を支えているのだということを学んだ。資料情報課やネットワーク係は、地下に
あって見学や実習ででもなければ目に触れることはない。しかしこれらの部署が、
府立中央の蔵書構築全体や「市町村立図書館のバックアップ」という役割の大半
を背負っている。今回の実習で最も印象に残ったことの一つだった。
もう一つ、図書館サービスの全体を支えているのは、基本的だがやはり資料な
のだと思った。指導してくださった方の「資料を触らなくなったら司書は終わり
なんじゃないかと思う」というお言葉がとても記憶に残ったが、蔵書の構築・利
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用にあわせての移動や排架・レファレンスなど全てにわたって必要なのは、その
図書館における資料に関する知識なのだと実習を通して考えた。館の資料と利用
者を、肌で知っていること。一朝一夕には身につかないそれが、利用者へのサー
ビスには不可欠だと思う。そしてサービスをより良いものにするために、図書館
と利用者双方のことを知り続け、考えながら仕事をするのが司書なのだと思う。

〈大津市立図書館〉


文学部国文学科

藤

井

優

１．実習日程と実習内容
８／10（日） ・朝礼（あいさつ、自己紹介）
・館長のお話（大津市の行政、図書館の歴史・課題など）
・オリエンテーション（大津市・大津市立図書館の概要・歴史）
・館内案内（３Ｆ書庫、読書室、レファレンスカウンター）
・書架整理（１Ｆのみ）
・１Ｆカウンター業務（返却カウンター、貸出カウンター）
・２Ｆカウンター業務（コピーの受付、レコード・CD 試聴受付、
書庫受付）
８／12（火） ・開館準備（ブックポストの資料の返却手続き）
・除籍（除籍についての説明、除籍候補資料を探す）
・寄贈（寄贈についての説明、寄贈受入処理、寄贈受入処理）
・雑誌業務（納品、装備、端末入力、配架）
８／13（水） ・開館準備（ブックポストの資料の返却手続き）
・１Ｆカウンター業務（返却・貸出カウンター）
・児童サービス（児童サービスについての説明、これからの課題）
・障害者サービス（障害者サービスについての説明）
・１Ｆカウンター業務（返却・貸出カウンター、配架・書架整理、
書庫受付）
８／14（木） ・開館準備（ブックポストの資料の返却手続き）
・１Ｆカウンター業務（返却・貸出カウンター、配架・書架整理、
書庫受付）
・書庫上げ（書庫上げの説明、書庫上げ候補を探す、書庫上げ手
続き、書庫へ入庫）
・選書（選書の説明、選書会議）
・雑誌の除籍（雑誌の除籍手続き）
８／15（金） ・開館準備（ブックポストの資料の返却手続き）
・郷土・行政資料の受入（受入手続き、配架）
・レファレンス見学（「海底ケーブルについて調べたい」
）
・郷土資料の参考業務（郷土資料について）
・レファレンス実習（「粟津合戦と粟津の松原について」
（大津市
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であった粟津合戦と「粟津の松原」の現在の場所を知りたい→
資料見つからず）
・予約・リクエスト・相互貸借（予約・リクエスト・相互貸借の
説明、これからの課題）
・１Ｆカウンター業務（返却・貸出カウンター、配架・書架整理、
書庫受付）
８／16（土） ・開館準備（ブックポストの資料の返却手続き）
・１Ｆカウンター業務（返却・貸出カウンター、書庫受付）
・２Ｆカウンター業務（書庫受付、配架）
・１Ｆカウンター業務
・実習のまとめ（次長のお話、公共図書館の現状・これからの公
共図書館について）

２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
大津市立図書館で実習をさせて頂いて、私は「司書」という仕事のイメージが
少し変わったと思う。それまで、私はレファレンスの演習などを通して、司書は
まず「知識ありき」だと心のどこかで思っていた。膨大な知識が司書の仕事を支
えるのだと考えていたからだ。
しかし、今回の実習を経験し、「司書」にとって一番必要なのは、
「利用者を想
う心」だと思うようになった。大津市立図書館で実習をしている時、よく「利用
者の方のために」という言葉を耳にした。「こうした方が利用者の方が利用しや
すい」、「こう置いた方が小さな子供の方でも取りやすい」などあらゆる場面で使
われていた。この言葉を聞いて、そういった一人一人の配慮がこの図書館を支え
ているのだと思った。そして、司書にはまず「利用者を想う心」が必要だと考え
るようになった。
しかし、私は今でも司書には膨大な知識は必要だと思っている。私がレファレ
ンスカウンターで実習を受けたとき、一人の利用者の方が「海底ケーブルについ
て調べたい」と相談しに来られた。私はその様子を見学していただけだったが、
そのとき司書の方はあらゆる知識を使って利用者の方が満足する回答をされてい
た。この様子を見て、私はやはり司書には様々な知識が必要だと思った。
つまり、知識があってそれを利用者のために使うのではなく、
「利用者の方の
役に立ちたい」という思いがまずあるのではないだろうか。そしてその思いを現
実にするために、司書は知識を身に付けるのではないだろうか。今回の実習を通
してそう考えるようになった。

〈京田辺市立中央図書館〉

工学部情報システムデザイン学科
１．実習日程と実習内容
12／２（火） ・館内見学
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束

村

龍

一

・オリエンテーション
・資料選択・収集についての説明
・予算・決算、奉仕計画、移動図書館についての説明
・カウンター業務（貸出、返却、予約・リクエストなど）
・閉館準備
12／３（水） ・開館準備
・寄贈資料、除籍、弁償についての説明
・図書館間相互協力についての説明
・児童・青少年奉仕についてのについて
・障害者奉仕、レファレンスについての説明
・カウンター業務
・閉館準備
12／４（木） ・開館準備
・小学生の図書館見学の手伝い
・新聞・官報の収集・保存についての説明
・資料登録についての説明
・雑誌の収集と保存についての説明
・中部分室へ移動
・中部分室についての説明・館内見学
・閉館準備
12／５（金） ・開館準備
・資料の修理についての説明
・予約・リクエストについての説明
・用務員の仕事についての説明
・北部分室へ移動
・北部分室についての説明・館内見学
・カウンター業務
・閉館準備
12／６（土） ・開館準備
・映画会についての説明
・カウンター業務
・閉館準備
12／７（日） ・開館準備
・カウンター業務
・閉館準備

２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
６日間、京田辺市立中央図書館で実習させていただいて、司書の仕事はすべて
利用者への奉仕を第一として行われていることを改めて実感した。例えば、貸出
冊数に上限を設けていなかったり、リクエストされた資料はできる限り購入する
ことで、利用者にすぐに利用してもらえるようにしていたり、利用が多い分類の
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資料は利用しやすいように配架方法を変えていたりというように、どの仕事にお
いてもまず利用者のことを考えてから行動していたように感じた。
カウンター業務のような仕事は、専門的な仕事ではなく、外部の職員に委託し
てしまってもよいという考えがあるが、司書の仕事はすべて利用者のことを考え
て行われているのだから、カウンター業務での利用者の実情を実際に体験するこ
となく、他の仕事を利用者のために行うことはできないと思う。常にカウンター
業務を司書が行うという状況にまではならなくてもよいが、カウンター業務など
をすべて任せてしまうような状況だけは避けるべきだと思う。
常に利用者のためにより良いサービスを考え、膨大に増え続けていく情報・知
識を扱うために、常に能力の向上を求められる司書という仕事はとても魅力的で
やりがいのある仕事だと思う。いつか私にも司書として働くことができる機会が
訪れたならば、ぜひ働きたいと思う。残念ながらそのような機会が訪れなかった
としても、これまでに学んできた知識を使って、よき図書館利用者となって図書
館に関わっていきたいと思う。

〈京都造形芸術大学芸術文化情報センター〉


科目履修生

坂

田

治

子

１．実習日程と実習内容
８／４（月） ○開館準備・ミーティング
○概要説明・設備内見学
…センターの概要、選書法、PC 利用法、利用者層（学内利
用者・提携校利用者・一般利用者）についての説明。
（実
習時、通信教育部生のスクーリング期間（夏季特別講習に
よる登校期間）にあたったため、とくに通信生の利用が多
かった。）
…各利用スペース、排架位置、「奈良本辰也記念文庫」
、別館
のこども図書館「ピッコリー」等を見学。
○返本書架整理
○インフォメーションカウンター実習（貸出）
…図書の貸出の他に、ノート型パソコン・映像ブースの館内
利用と返却。
８／５（火） ○開館準備
○目録実習
…自館目録・NACSIS-Webcat への受入資料の登録、ロー
カルデータ入力。
○装備実習
…蔵書印捺印、ラベル・シール類貼付、ブッカーかけ。
○レファレンスカウンター実習
…調査質問への回答を見学。過去の参考質問と回答例の説明。
８／６（水） ○開館準備
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○インフォメーションカウンター実習（受付・返却・貸出）
…≪受付≫当日・一般（卒業生）利用証の発行、ゲート注意。
…≪返却≫延滞、ペナルティの利用者への説明、返却された
資料のチェック。
…利用案内、書架案内。
８／７（木） ○開館準備
○装備実習
…様々な形態・装丁の資料への装備法、修理法を研修。大型
資料の装備実習。
○レファレンスカウンター実習
…相互利用、ILL についての研修。
NII 加盟館への相互貸借（複写、貸与）を実習。
８／８（金） ○映像ホール・書庫見学
…別棟の映像ホール（映像資料を用いた授業や一般公開の企
画上映会を実施）と集密書庫・閉架資料室・貴重資料室
（複
本やバックナンバー、貴重資料などを収蔵）を見学。
○情報検索ガイダンス研修
…通信教育部生対象の情報検索ガイダンスの趣旨、内容を研
修。
（遠隔サービス、OPAC、DB、相互貸借の活用法など）
○情報検索ガイダンス実習
…ガイダンス（80分を２回）にサブスタッフとして参加。ガ
イダンス中に参加者からよせられる個別質問への応答など。

２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
実習ではじめて図書館の現場（裏側）に立ち、今まで利用者の立場や講義等で
学習していたことでは得られないことを、たくさん経験することができました。
ひとつひとつの業務に想像していなかった苦労や工夫があること、
簡単そうに思っ
ていた業務にも利用者への便宜や図書館機能（経営）を考慮した奥深さがあるこ
とを、何度も何度も発見しました。実習館の方々は、皆さん自分の担当業務に一
生懸命で、熱くかつ親切にご指導して下さいました。私の素朴な疑問などにも熱
心に答えて下さったり、逆に質問されたり意見を求められたりと、
スタッフの方々
の意識・関心の高さに感銘を受けました。
司書の要件として、本が好き、人が好きということがよく挙げられるけれど、
それに付け加えて「向上心」をもつことが大事だと、今回の実習を通して私は感
じました。常に高い意識と広い視野をもって業務を行い、その改善と向上に努め
ることが、現代の図書館には不可欠なのだと思ったのです。これは簡単なことで
はないし、ただ好きだからできるということでもないと思います。しかし苦労の
中にも司書の任務を果たすために、あるいは果敢にあるいは黙々と仕事をされる
姿をみていて、五日間の短い期間ながらその意気のなかに参加させていただいて、
私は疲労をこえる楽しさを感じました。私も図書館て何するところぞ、何を求め
られて、それにどんな形でどこまで応えられるか…、そんな野望のような楽しい
夢を抱いて図書館と永いお付き合いをしていこうと思います。
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最後に、この実習を支えて下さったすべての方へ心から感謝の気持ちをお伝え
します。かけがえのない経験になりました。ありがとうございました。

〈京都府立総合資料館〉


科目等履修生

井

上

江理奈

１．実習内容と実習日程
日にち

実習内容

８／19（火） 午前

午後

備考

・オリエンテーション

・図書館組織の概略
・収集資料の説明とその特徴
・独自分類、配架の形態につい
て
・カウンター業務の説明
・書庫資料・開架資料を見学

・カウンター業務

・OPAC とカード式による所
蔵資料の検索方法
・書庫資料（閉架資料）の出納
・複写受付業務
・レファレンス業務
・レファレンス・ブックについ
ての説明（特に京都関連資料
を探すための）

・書架整理
８／20（水） 午前

午後

・図書受入業務

・官庁資料
（MK 資料）
の受入・
整理
・MK 資料として扱う資料の
種類と特性
・資料の整理の流れについて
（収
集から配架まで）
・iLis システムを使用した書
誌作成・所蔵登録
・精査の終了した図書資料の配
架処理作業
・配架処理作業済図書資料の配
架

・カウンター業務

・書庫資料（閉架資料）の出納
・複写受付業務
・レファレンス業務
・返却された資料を書庫へ戻す

・書架整理
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８／21（木） 午前

午後

・逐次刊行物受入業務

・逐次刊行物の説明
・総合資料館での所蔵状況
・収集の方法
・整理の作業
・配架作業

・カウンター業務

・書庫資料（閉架資料）の出納
・複写受付業務
・レファレンス業務
・総合資料館アーカイヴスの説
明
・府内にない資料の探し方につ
いての説明
・京都に関する事柄の載ってい
る資料の探し方についての説
明（京都関連のレファレンス・
ブックなど）
・返却された資料を書庫へ戻す

・書架整理
８／22（金） 午前

午後

・レファレンス実習

実際に総合資料館で受けたこと
のある事例の中から、開架の資
料を使って回答することのでき
るもの10題を回答する。

・レファレンス実習回答

・各事例について、実際に本を
見に行く、データベースを検
索しなおす、などをしながら
解説
・レファレンス業務で基本とな
る目録類（冊子体、インター
ネット上のデータベース）の
紹介と説明

・書架整理

２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
今回実習させていただいた京都府立総合資料館では、短期間であったにもかか
わらず、直接現場で働くプロの方々に、間接的サービスも直接的サービスもじっ
くりと指導していただき、非常に勉強になりました。スタッフ各自が毎日、自分
の決めた場所の書架を整理することで蔵書構成について考えるようにされている
ことや、廃・休刊になった逐次刊行物の寄贈者宛てに、寄贈を続けてくださった
お礼の手紙を直筆で書いておられたスタッフの方、こうした京都府立総合資料館
で働いている方々の姿を見て、「そこへやってくる利用者の方々のために何がで
きるか」という事を常に考えておられる姿勢と、資料に対する愛情を感じました。
私はこれまでアルバイトと派遣社員として、大学図書館、研究所図書館という館
種の違う図書館を二つ、期間は短いものの働かせていただく機会がありましたが、
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今回、より多くの一般利用者が訪れる図書館で実習させていただくことで、仕事
をはじめ、様々な事柄を俯瞰的に見つめることが大切であることを改めて思いま
した。私は資料が好きです。カウンター業務では、体力も、レファレンスを行う
場合は知力も、行動力も必要であるけれども、利用者の方々が知りたいことを得
て帰っていくことができると、とても嬉しく感じました。人と、資料と、資料を
書いた人が結びついていくことで、また新しい繋がりが生まれてくる図書館に、
できればこれからも微力ながら携わることができれば、と思います。

〈黒潮町立図書館（あかつき館）〉


文学部国文学科

大

谷

有

希

１．実習日程と実習内容
８／５（金） ・カウンター実習
・新規利用者登録・広報用「図書館だより」作成
・書店での選書・新刊図書の受け入れ
・閉館準備
８／６（水） ・開館準備
・カウンター実習
・受け入れ図書の登録作業
・ホームページの作成（練習）
・閉館準備
８／７（木） ・開館準備
・カウンター実習
・レファレンス見学
・「図書館だより」９月号作成（手書き）
・リクエスト図書の購入と相互貸借の依頼
・閉館準備
８／８（金） ・開館準備
・「図書館だより」作成（下書き）
・相互貸借の受け入れ作業
・カウンター実習・閉館準備
８／９（土） ・開館準備
・「図書館だより」作成（清書）
・新刊雑誌の入れ替えと登録
・カウンター実習・ホームページ（コピーの利用規約）の作成
・絵本ルームの整理
・閉館準備
８／10（日） ・カウンター実習
・貸し出し用袋の調整
・あかつき館についての説明
・閉館準備
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２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
私は司書課程を三年間かけて履修し、司書資格を得るべく、
司書に必要な知識・
技術などを学んできました。しかし、図書館実習で実際に業務を経験させていた
だくと、司書課程では習っていない事も業務には含まれており、戸惑いの連続で
した。なかでも、手書きの「図書館だより」、そしてホームページの作成は苦痛
といっても良いほど大変でしたが、そのぶん出来上がった時はとても嬉しく思い
ました。手書きの「図書館だより」もホームページも、利用者と資料、利用者と
図書館、さらには利用者と職員を繋げる「こだわり」が、たくさん詰まったもの
なのです。司書課程で習うような専門的な知識に加え、
「図書館だより」やホー
ムページを「つくる」技術も必要だと感じました。今、私は司書といて必要な知
識と技術に加え、「こだわり」をもった司書になりたいと強く思っています。

〈国立国会図書館関西館〉


文学部文化史学科

長

砂

香菜子

１．実習日時と実習内容
７／22（火） 午前
午後

・国立国会図書館の概要
・関西館研修オリエンテーション、関西館概要説明
・図書館協力課、業務概要説明
・調査情報係業務（カレントアウェアネス）説明
・協力ネットワーク係業務（総合目録ネットワーク）説明
・協力ネットワーク係業務（レファレンス協同 DB）説明
・障害者図書館協力係業務説明
・研修交流係業務説明

７／23（水） 午前

・アジア情報課業務説明

午後

・文献提供課業務説明
・書庫見学
・関西館見学、体験入館

７／24（木） 午前

午後

・電子図書館サービスの概要説明
・電子情報の長期保存についての説明
・近代デジタルライブラリーについての説明
・WARP ／ Dnavi についての説明
・デジタルアーカイブポータル（PORTA）についての説
明
・NDL デジタルアーカイブシステムの開発についての説
明
・報告メモ作成
・実習懇談会①（全体）
・実習懇談会②（学校別）
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２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
今回国会図書館の関西館に実習へ行き、国会図書館は利用者にサービスを提供
するだけではなく、全国の図書館司書を支える役割を担っているのだということ
を実感した。
例えば司書を対象とした研修を企画・実施したり、
司書へ向けた情報発信を行っ
たりしている。今回説明を受けた中では、図書館協力課の研修交流係の業務やカ
レントアウェアネス事業がこれに当たる。さらに総合目録ネットワークやレファ
レンス協同データベース、電子図書館サービスなどは、一般の利用者が活用する
ことも可能であるが、司書がレファレンスや相互貸借サービスを提供する際にも
十分活用できるサービスである。これらは全て、図書館司書にとって有益な事業
だと言う事ができる。実習に行くまで一般利用者に対してのサービスにばかり注
目していたので、実際に国会図書館の業務説明を受けて、これからの図書館界を
リードしていく役割として、多くの可能性を持った図書館であると感じた。
私は司書の勉強を始めるまで、漠然と司書になることがゴールであると思って
いた。しかし実際には司書という仕事に就くことはほんのスタート地点に立つこ
とにすぎない。実際もし私が司書という仕事に就く事ができても、知識や経験不
足などの理由から、今のままでは司書としての仕事を十分にこなせるとは思えな
い。一人前の司書として仕事がこなせるようになるためには、常に自分の知識や
技術を磨き続ける必要がある。そしてその時に、今回実習で学んだ国会図書館の
様々なサービスが役立つのである。実習で学んだ知識をそのままにしておくので
はなく、自分の中にしっかり定着させてこれからに活かしていきたいと思う。

〈滋賀県立図書館〉


文学部英文学科

寺

村

幸

野

１．実習日程と実習内容
10／16（木） 午前

・ミーティング ・オリエンテーション ・館内見学
・サービス課業務説明（数字は平成19年度末）
①図書の選定・収集 蔵書冊数：1,206,190冊
②閲覧・貸出・予約 貸出冊数：1,035,382冊／年、リ
クエスト件数：92,821件（予約：85,513件、購入：
5,958件、借受：1,238件、複写依頼：112件）
③身体障害者サービス 郵送貸出：152件、400冊
④保存図書 昨年は図書4,216冊、雑誌207冊を受け入れ
・一般資料室実習（配架・書庫などの説明）
・案内（ブックポストの様子）→専用の部屋はなく、ポス
ト下の床にマットを敷いただけ、という状況。そのマッ
トの上にさらに防火シートが敷かれている。以前、近く
の郷土資料館のブックポストに煙草の吸殻が入れられ、
資料に被害が出たため、とのこと。
・保存図書→市町立図書館で除籍になった資料を受け入れ
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ている。（他館で未収蔵の資料など）ただ、担当者が一
人でおこなっているため、整理が追い付いていない現状。
・予算削減→一億二千万から七千百万へ。正職員のみ。月
曜だけでなく火曜も休館日に。新刊の七割購入が目標だ
が、実際は三割程度に留まっている。そのような状況で
あるため、よりいっそう図書館間の相互協力が求められ
るのだと感じた。
午後

・渋川小学校三年生の社会科見学に参加
・一般資料室実習（返却カウンター／書庫出納／返却作業）
・新刊の受入作業の見学
・児童室実習（配架・書庫などの説明）
・児童室の書架整理
・返却カウンターでの仕事→バーコードを読み取る際に、
音だけでなく PC 画面を見て確認するように、との注意
を受けた。返却手続きが疎かになれば、利用者に迷惑を
かけることになる。また、返却作業や出納作業では、大
型本や大活字本、録音資料、文庫、旅行ガイドなどの場
所に悩むことが多かった。自己判断で適当な場所に置く
と、その資料が所在不明になってしまい、利用者のもと
へ資料が届かなくなってしまう。バーコードを読んだり、
棚に本を戻すという一見単純な作業が、非常に責任の重
い仕事であると実感した。

10／17（金） 午前 ・ミーティング ・書架整理／開館時出迎え
・調査協力課業務説明
①各種資料の選定・収集（参考・行政・古文書・外国語・
郷土・逐刊）
②協力業務（県内図書館（47館）への貸出は52,093冊⇒
一館平均1,108冊）（県立図書館において、協力業務の
比重は大きい。ただ、その立地条件から、滋賀県立は
直接サービスの需要も大きい）
③調査相談
・参考資料室実習（配架・書庫などの説明）
・書架整理→水曜から日曜の開館前と閉館後に全職員で手
分けして行っている。火曜は休館日だが、職員の半数が
出勤して整理にあたる。こまめに整理することで、利用
しやすい書架を作る。
・開館時出迎え→ホールに立ち、「おはようございます」
と利用者に挨拶をする。初めて利用される方が戸惑って
いられたら声をかけて誘導することも目的の一つ。
・各種資料の選定・収集→中国湖南省の資料／湖南省は滋
賀の姉妹都市。雑誌（61タイトル）を中心に資料交換を
行っている。近隣に大学が多いため、留学生も多く、需
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要も高い。貴重書／デジタル化し、PC で自宅でも閲覧
できるようになっているが、やはり現物が見たい、とい
うことで、図書館まで足を運ぶ利用者も多い。行政資料
／県発行のものは、国立国会図書館の納本制度のように、
発行と同時に保存用と閲覧用に二部送られてくる。水資
料／淡水についての資料が集められている。
午後

・参考資料室実習（レファレンス演習）
・お話し会見学
・参考資料室実習（レファレンス演習答え合わせ・データ
ベースの説明）
・参考資料室の書架整理
・レファレンス演習→４人の実習生で手分けし、相談しな
がら取り組む。楽しんで取り組むことができたが、実際
は参考資料室のカウンターは二人体制であり、かつ時間
も限られているので、演習のように気軽に取り組めない
だろうと感じた。司書の方は、「最初から答えられたわ
けではなく、毎日利用者の方と向き合うことで、何につ
いて知りたがっているのか、どんな資料が適しているの
か、少しずつわかるようになるから、焦る必要はない」
とおっしゃっていた。
「日々利用者の方から学ばせてもらっ
ている。図書館を成長させるのは利用者だと常に感じて
いる」という言葉が印象に残った。
・お話し会→屋外で行っていた。平日ということもあり、
参加者は少なめ。大型絵本は貸出も行っている。

10／18（土） 午前

【一般資料室での実習】
・ミーティング
・書架整理／ブックポスト返却作業／開館時出迎え
・一般資料室実習（返却作業／返却カウンター／貸出カウ
ンター）
・ミーティング→毎朝10分から15分のミーティングが行わ
れている。「スポレク滋賀」というイベントが近隣で行
われており、何か問い合わせがあれば対応するように、
とのことだった。今回の実習で、県立図書館でも様々な
イベントを開催していることを知った。社会科見学の受
け入れや、高校生を対象にしたセミナー、医大と共同開
催する展示会、講演会など、地域と共にある図書館の姿
を知ることができた。
・県立図書館の設計→一階が児童室、二階が一般資料室と
参考資料室。階段で足を滑らせる利用者の方がいた。見
通しが悪く、死角も多いため、こまめに巡回して快適な
環境維持に努めている。
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午後 【一般資料室での実習】
・一般資料室実習
（書庫資料請求の受付・出納／返却作業）
・予約確保処理についての説明
・一般資料室実習（返却作業）
・一般資料室の書架整理
・作業効率→三日目ということで大分慣れたが、作業のス
ピードは職員の方にとおく及ばない。１分間でチェック
する項目を自分の中で整理し、それを抜けがないように
こなすように、とアドバイスを頂いた。効率よく作業を
こなす大切さは、どの仕事にも共通していえることだと
感じた。
・書庫→書庫資料の出納作業では、利用者を待たせている、
という意識から自然と小走りになる。エレベータを待つ
時間がもったいない、という理由で、エレベータではな
く階段を駆け下りて作業する司書の方もおり、その意識
の高さに驚いた。書庫は、あと10年程度で飽和状態にな
る、ということで、その問題解決に向けて委員会を設置
して話し合っているとのこと。
・予約確保処理→資料が用意できたら利用者へ葉書やメー
ル、電話で連絡する。市町立図書館からのリクエスト本
は、県内各図書館を週一回巡回する協力車で届ける。協
力車には隔週で司書も同乗して情報交換を行う。そうす
ることで図書館間のネットワークをより強固なものにし
ているのだと知った。
10／19（日） 午前 【児童室での実習】
・ミーティング
・ブックポスト返却作業／開館時出迎え
・児童室実習
（返却カウンター／貸出カウンター／書庫資料請求の受
付・出納）
・配架→ NDC をシールの色を変えることで区別している。
ほかに、赤ちゃん本、知識の本、日本の読み物、海外の
読み物、昔話、研究書、紙芝居、大型絵本にわかれてい
る。
・書庫→一般資料室とは異なり、発行年ごとに本のサイズ
順にならんでいるので慣れるまでは出納に時間がかかっ
た。
・児童書全件購入→1991年より児童書の全件購入を行って
いる。昨年までは保存用と貸出用で二冊購入していたが、
今年からは一冊のみ。そのため、過去二年分の資料は館
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内閲覧のみとなっており、書庫も別。
午後

・児童室実習
（返却カウンター／貸出カウンター／書庫資料請求の受
付・出納）
・館長とのお話・質疑応答
・一般資料室との違い→一般資料室では貸出、返却、出納
など、役割が決まっており、その作業に集中していれば
よかったが、児童室では４人の職員しかおらず、手の足
りない所を補い合って動く。周囲の動きを把握して、臨
機応変に仕事をこなすことが必要だと実感。
・館長とのお話・質疑応答→実習を終えての感想。司書と
いう仕事について。自習室の設置について。

２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
４日間の実習の間、利用者が司書に質問する場面を何度も見てきた。資料につ
いての質問はもちろん、化粧室の場所についての質問、カードを作るにはどうす
ればいいか、といった手続きに関する質問など、どんな質問に対しても丁寧に答
える司書の方々の姿勢から、感じることは多かった。
「資料を知り、利用者を知る」
ために、実際に何をすればいいのかということを、今回の実習で学ぶことができ
たと思う。
実習を終えて、それまでいかに自分が「司書」という仕事を特別視していたか
ということに気付かされた。司書過程を履修する中で「日本の司書は専門職では
ない」「別に司書はいなくてもよい」など、様々な意見があることを知り、司書
という立場の不確かさについて、漠然とした危機感を抱くようになった。司書の
社会的地位を上げるために、社会がもっと図書館について学ぶべきだと思ってい
た。しかし、実際に実習を行い、色々なお話を聞く中で、少しずつ考えが変わっ
ていった。社会に認めてもらうことを目的に、仕事に取り組んでいる、という意
識の方はいなかった。利用者のことを一番に考えて、利用者のために仕事をすれ
ば、自然と「司書は必要な存在である」という認識が利用者の中に生じてくると、
そう考えている方ばかりだった。館長が、「県立図書館ができた当時、司書の存
在など誰も知らなかった。それが今では、だいぶ認知されている。それは、ここ
で働く司書全員が、自分の仕事に誇りをもって取り組んできたからだ。司書の仕
事はレファレンスで、バーコードの読み取りなど司書の仕事ではないと言う人も
いる。けれど、カウンターに立って利用者と顔を合わせることで信頼関係ができ
て、相談されることも増えてくる。それがレファレンスにつながるのだから、カ
ウンターでの作業も、重要な仕事。それを、『バーコードの読み取りなんて、と
るにならない仕事だ』と取り組むことは、結局自分の仕事を、自分自身で貶めて
しまうことになる」と話しておられたことが印象に残った。欠かすことなく毎日
行う書架整理は資料を知るために必要不可欠なことだ。そして、利用者を知るた
めには、どんなに些細な質問にも誠意をもって答えることが大切なのだと学んだ。
私は来年から、社会人となり、一般企業で働くことが決まっている。実習で学
んだことは、どんな仕事にも活かせることだと思った。周囲に認めてもらうため
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にするのではなく、自分の仕事に誇りを持って一生懸命取り組むことが、結果と
して周囲に受け入れられる。特別だと思っていた司書という地位は、実際に働く
司書の方々からすれば、なんら特別なものではない、と知った。

〈同志社国際中学校・高等学校コミュニケーションセンター〉

法学部政治学科 井

川

未

来

１．実習日程と実習内容
10／22（水） 午前

午後

・開館業務で、コンピューターの立上げや新聞の差し替え。
・書架整理／書架返却を行いながら、配架場所の説明を受
ける。
・カウンター業務の説明を受ける。
・雑誌の受入れ作業で、最新号を貸出禁止に、バックナン
バーを貸出可に変更するなどの業務を行う。
・目録カードの繰り込み作業
・CC（※）委員の生徒とカウンター業務
・目録カードの繰り込み作業
・雑誌の受入と入替え作業
・CC と司書及び司書教諭についての説明を受ける。
・閉館業務

10／23（木） 午前 ・開館業務
・目録カードの繰り込み作業
・書架整理と書架返却
・現有確認（図書を受け入れるどうかの判断基準として、
同じ図書があるかどうか、ある場合は本の形態と受入れ
年度を確認する。）
午後 ・館内整理
・現有確認
・目録カードの差込み作業
・予約とリクエスト業務（リクエストされた図書は、CC
になくて受入れるべきと判断されれば受入れられる。リ
クエストされた図書は３日間保管し、リクエスト者に貸
出。）
・督促状作成（延滞者数のデータをクラスごとに作成。督
促状はほんの内容を隠してプライバシーを保護。
）
・閉館業務
10／24（金） 午前 ・開館業務
・資料受入れの流れの説明を受ける。
・受入装備（ブッカーの処理、タトルテープの装着、ラベ
ル打ち。）
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午後

10／27（月） 午前

午後

・カウンター業務と現有確認
・受入装備（乱丁落丁の確認、開き癖をつける、登録シー
ルの貼付、蔵書印、返却期限表の貼付、ラベルの打ち込
み、ブッカー処理。）
・MARC データのダウンロード（MARC だけの情報に、
分類記号や配架場所などのローカルデータを追加。
）
・閉館業務
・開館業務
・受入装備（タトルテープ装着、蔵書印、ブッカー処理。
）
・ローカルデータの付与
・選書と発注（週末に課題で出された「中高生に勧めたい
本」の選書理由の提出。実際にその図書を発注。
）
・目録カードの切り取り
・閉館業務

※ CC：コミュニケーションセンターの略

２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
「司書の専門性とは、司書がいないと自分たちの生活がうまくいかないと思わ
れること」、「図書館を利用する人はもちろん、利用しない人までが、彼らの仕事
は社会に必要であり、誰にでもできるものではないと思われること」と、前川恒
雄氏が言うように、司書の専門性は、社会的な評価があって初めて確立するので
はないかと考えます。しかし、司書は医師や弁護士とは違い、社会的な評価が高
いとはいえない状況にあります。
情報の高度化や自己責任型の社会化が進むなかで、利用者である個人が自己の
意思決定をする際に必要な情報を十分に入手することの重要性が増していますが、
司書の社会的な評価が低ければ、司書に求める知識や技術の低下に繋がります。
それは、司書から高度な知識や技術を提供する機会を減らし、司書が専門職であ
る必要性をなくすことにも繋がります。
けれども、そのようなサイクルから脱却させるのも司書の役割であると考えま
す。図書館は、知る権利を持つ国民に資料と施設を提供することを主な任務とさ
れており、情報の高度化やメディアの多様化のなかで、司書が考える、それぞれ
の利用しやすい図書館づくりをしていくことが必要であると思います。それによ
り、利用者はもちろん、これまで利用しなかった人にも図書館の存在意義の理解
を高めてもらい、そのなかで働く司書に対する要求も高まり、司書としての知識
や技術を提供する機会が増え、司書の専門性の社会的な評価が高まるのではない
かと思います。
そして、今回の実習させていただいたコミュニケーションセンターは、利用者
である生徒・先生が集まり、それぞれがコミュニケーションする場としての機能
があり、その上で普段の業務から生徒たちとコミュニケーションをとることを大
切にされていました。実習のなかで選書をして気付かされたことは、図書館にあ
る資料のことや利用する生徒のことを知らなければ、たった１冊の資料を選ぶこ
とも大変な作業であるという事実でした。コミュニケーションセンターでは、普
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段の業務から資料や生徒たちのことを知り、貸出冊数を重視する図書館も多いな
かで、これから成長していく生徒たちがいかに図書に興味を持ち、より多くの図
書に出会えるようにするかを大切にしており、利用者である生徒たちのことを長
期的に見守っている図書館なのだと感じました。
今回の実習では、普段の授業だけでは学べないことが多く、私にとって大変貴
重な経験になりました。

〈同志社女子大学図書館〉


文化情報学部文化情報学科

山

本

理

菜

１．実習日程と実習内容
10／14（火） （今出川図書館）
・概要説明（実習や女子大図書館について）
・館内の見学
・仮発注
・重複点検
・図書の受入
・選定作業
・発注
・検収
・支払・予算管理
・分類・目録業務
・逐次刊行物の受入（検収・装備）
10／15（水） （京田辺図書館）
・図書館の説明
・大学内見学
・図書館見学
・搬入図書の処理、確認
・雑誌の配架
・庶務（新刊図書案内の貼り替え、ポスター貼り、資料配置）
10／16（木） （京田辺図書館）
・貸出、返却
・予約
・取寄せ
・督促
・呼出し（予約以外で連絡事項がある場合）
・本の修理（補修製本）、再購入・除籍・閉架移設の説明
・館内巡視
・書架点検、書架コントロール
・受付（今出川から取寄せの依頼があった場合の対応）
・ILL 業務（文献複写、閲覧依頼）
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・レファレンスサービス
・カウンター業務
10／17（金） （京田辺図書館）
・指定図書の扱い方
・レファレンスサービス
・オリエンテーション（新入生向けと３回生向け）の説明
・納架
・カウンター業務
・AV ライブラリー業務（カウンターでの対応、ファイルの整理、
発注申込など）
・音楽文献室業務（カード目録の作成など）

２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
この実習を通して、司書という仕事のよい面、悪い面ともにいろいろな面を見
ることができた。実習先が大学図書館ということで、業務に関しては普段目にし
ていてある程度理解していると思っていたが、司書の業務は見えないところにも
たくさんあった。例えば、１日目の図書の受入作業（仮発注～検収）は、パソコ
ンを使って行う事務作業でまるで会社の中のようだった。こういった光景は普段
見慣れないものだったので、こんな仕事もあるんだということを知って司書の仕
事に対する理解が深まった。利用者の知らないところでもよりよいサービスの提
供を目指して業務をこなす司書の仕事には魅力を感じたが、よい面ばかりではな
く、現状についてのいろいろな話を聞いているとショックなこともあった。例え
ば、職員の方のほとんどが業務委託であり専任職員がとても少ないということや、
正職員（大学職員）である責任者の方や図書館長が司書資格を持っていないとい
うことには驚いた。また、業務の中には外部委託をしているものもあり、特に図
書館演習などの授業で学んだ目録作成も外部委託をしているというのは少し残念
だった。目録の作成は確かに大変な作業だが、司書の専門性を活かせる作業では
ないかと思う。しかし司書の仕事もたくさんあるのであまり１つの作業に時間を
かけてはいられないし、仕方のないことかもしれないとも思った。こういった面
から司書はあまり専門性の高い仕事ではなくなってきているように感じ、資格が
なくても誰でもできる仕事になるのではないかと心配になった。
しかし実習は４日間を通して楽しいもので、私は元々司書になることは考えて
いなかったが、この実習に行って将来の１つの選択肢として考えるようになった。
現場の職員の方々はこの仕事に対しての本音を語ってくれて、待遇が非常によい
という訳ではないが学生とも仲良くなることができ、仕事は楽しいとおっしゃっ
ていた。どうやらこの仕事で生計を立てることは難しいようなので、仕事をする
にしても結婚・退職後のことになるのではないかと思うが、選択肢となりうる魅
力的な仕事に出会えたことはとても良かったと思う。その反面、もう少し専門性
の高い業務も司書が行うようになれば待遇もよくなり、司書という仕事を本格的
に目指す人たちも増えるのではないかと思った。
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〈同志社女子中学・高等学校図書館〉


文学部英文学科

神

庭

理

栄

１．実習日程と実習内容
10／21（火） ・礼拝
・今後行う図書館業務についての説明をうける。
・貸出／返却業務を学ぶ。
・本を１冊選び、資料のデータ入力を考える。
・書架点検を行う。
・学校ならびに、図書館の概要の説明をうける。
・明日の予定を確認。
・掃除
・日報など閉館作業を行う。
10／22（水） ・礼拝
・新聞整理をする。
・催促状作りを手伝う。
・貸出／返却業務を行う。
・授業内でどのように図書館が使われているのか、座学をうける。
・昨日考えた資料データを実際に入力し、ラベルを貼り、装丁す
る。
・ブックトークについての説明をうける。
・スタッフ会議に参加する。ここで実習生の紹介も行う。
・書架点検。
10／23（木） ・礼拝
・新聞整理
・貸出／返却業務
・中学３年生の総合の授業の説明を受ける。
・授業見学ならびに、資料収集のサポートを行う。
・各自割り当てられた課題（データベースの作成）にとりかかる。
各都道府県別の人権に関連する人物について調べる。
・高校３年生の授業見学を行う。
10／24（金） ・礼拝
・新聞整理を行う。
・書架点検を行う。
・データベースの作成をする。昨日から、館内の資料などを元に、
人権に関連する人物を探す。
・ブックトークをどのように展開させるかを考えながら、本を選
ぶ。
・貸出／返却業務を行う。
10／27（月） ・礼拝
・新聞整理を行う。
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・書架点検を行う。
・各自が行ってきた課題と、ブックトーク発表の最終準備にとり
かかる。
・ブックトークの発表と、課題提出。
・図書展示を完成させる。

２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
私の実習先は学校図書館での実習ということで、学校図書館ならではの業務を
体験し、司書教諭の仕事を見ることができた。連日、授業の資料を調べるために
学生が集まり、相談をしている姿や、どのように資料を調べるのか学生の前で図
書館の使い方を説明する場面をみた。こちらから、どのような資料を探している
のか、話かけるなどをしながら教えてらうことがあった。私たちが新しい“図書
館の人”であったため、はじめは関係づくりにとまどってしまうところもあった
が、頼りにされると本当にやりがいを感じた瞬間でもあった。学校図書館では、
公共図書館とは違い、学生に特化している。私は母校の学校図書館を通して、利
用者である学生と図書館がとても近い関係であり、とても居心地が良い図書館で
あると感じた。これは司書や先生方が授業でどのように利用するのか、いかに資
料を集めて発表を行うかを伝え、そして図書館を利用しやすい環境整備を行って
いるからではないかと思う。そして、学生たちから好かれている図書館での司書
としての仕事に、実習を通してとても魅力を感じた。実習中では、書架点検や座
学だけでなく、さまざまな仕事をさせていただき、日々が充実していた。課題に
関しては休日も没頭するくらいにのめりこんで作成していた。しかし１つの課題
にのめりこむのではなく、同時にいくつもの課題をこなし、学生たちにどのよう
にして図書館を利用してもらうのか考えるなど、常に迅速でなければならないの
ではないかと、実習を通して思った。そこで、私の司書としての可能性はまだま
だであるが、やりがいを見出せていたことや、日々の仕事が充実していたと感じ
ていたことなどから、可能性がゼロではないと思っている。今後も司書という仕
事に対して魅力を持ち続けているもで、いつか司書として仕事をこなせるように
なりたい。

〈同志社大学総合情報センター〉


文学部文化学科

前

畑

美紀子

１．実習日程と実習内容
10／21（火） 午前

〈今出川図書館〉
・オリエンテーション：スケジュール確認、心がけ。
・全体説明：同志社大学総合情報センターの歴史、概要、
課題について。
・学術情報システムの概要：図書館システム、WEB によ
る利用者サービス、同志社大学学術リポジトリについて。
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午後 〈今出川図書館〉
・資料収集業務：資料収集業務の説明を受けたあと、資料
選択実習で、１人５冊の資料について受入の可否及び受
入図書館の選択を行った。
・目録整理業務の説明：目録整理の目的は、全体の作業軽
減と高品質な総合目録の実現にあること、大学図書館の
目録は、教育・研究を支援する内容を含むものであるこ
とを教わった。
10／22（水） 午前 〈今出川図書館〉
・情報サービス課業務説明：図書館間相互利用サービスの
窓口的役割を情報サービス課が担っていること、
情報サー
ビス課使命は教育・研究の支援であることなどの説明を
受けた。
・書庫案内：古い貴重文献を保管した貴重室を訪れた。
・本の整理：所蔵データのない本を、DOORS を使い、今
出・田辺・同女など未所蔵館に振り分けた。
午後 〈今出川図書館〉
・カウンター実習：貸出・返却・書庫入庫・出納業務、他
館への配送業務。
・配列規正：返却図書の納本、配列規制、本の整頓。
・レファレンス実習：利用者の質問に答えるための情報検
索 ツ ー ル、他 館 へ FAX 依 頼 す る 方 法、他 館 か ら の
FAX 依頼への対応の確認。
10／23（木） 午前

午後

10／24（金） 午前

〈今出川図書館〉
・逐次刊行物管理業務の説明：受入から所蔵までの流れを
確認。
・逐次刊行物の継続受入作業：学術情報システム上で、雑
誌の最新号のデータを登録後、雑誌に蔵書印を押し、資
料を棚へ配架に行った。
・配列規正：返却図書の納本、配列規制、本の整頓。
〈今出川図書館〉
・レファレンス実習：利用者の質問への対応、研究室から
の貸出の手配。
・カウンター実習：貸出・返却・書庫入庫・出納業務。
・レファレンス演習問題と解説：約１時間で６問を、イン
ターネットと図書館の図書を調べて解き、解説を受けた。
〈ラーネッド記念図書館〉
・館内案内・図書館運営についての説明：使ってもらう側
の視点、危機管理、学生の協力、障害者への取りくみ、
今出川図書館とラーネッド図書館の違いなどの説明を受
けながら、館内を回った。
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午後

〈ラーネッド記念図書館〉
・レファレンス実習：利用者の求める資料の検索、他館へ
の閲覧依頼。
・カウンター実習：貸出中の本の予約、貸出図書の延長手
続。
・ディスカッション：図書館の改装プランとして提案中の、
ラーニング・コモンズについて、意見を出し合った。

２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
最初、司書の仕事というのは、利用者に資料を貸し出す仕事というイメージが
強かった。しかし、大学の司書科目で、図書館の経営や理論を多く学んだことで、
司書の仕事の奥深さ、難しさを知り、今まで抱いていた司書の仕事とのギャップ
を感じるようになった。ところが、今回、大学図書館で実習を受けさせていただ
き、そのギャップが埋まっていくのを感じた。図書館を利用する利用者の傾向を
把握した上で行われる資料収集業務、目録整理や図書館間相互利用サービスや図
書館システムの充実、利用者の知りたいことを的確につかんだり、状況に応じて
情報検索ツールを使い分けたりする判断力が求められるレファレンス・サービス、
どんな利用者の要求にも適切に応える対応力を求められるカウンター業務、利用
者が本を見つけやすいように常に行われる配列規制、これらの業務はすべて、利
用者に資料を素早く提供するという目的のために行われるものなのだということ
を、実習を通して実感することができたからである。司書科目を履修していたと
きには、さまざまな理論を部門ごとに深く学んでいたため、それぞれの部門を統
合的に見つめることができず、司書という仕事の全体像を把握できていなかった
のではないかと思う。実習で、さまざまな部門の業務を体験し、それぞれの業務
がなんのために必要なのかをじっくりと考える機会をいただいたことで、司書と
いう仕事は、利用者に資料を提供するという目的のために、さまざまな業務を展
開していく仕事なのだと感じるようになった。さらに、どの業務も利用者への資
料の提供という一つの目的でつながっているのだから、どの業務もやりがいのあ
る、重要な仕事なのだと感じられるようになった。
ところで、実習に参加して一番驚いたのは、図書館の人員の半数を委託職員が
占めているということである。図書館運営や、レファレンス実習を教えてくださっ
たのは専任職員の方だったが、カウンター実習、配列規正を教えてくださったの
は委託職員の方だった。今回の経験から、司書の仕事は、専任職員だけのもので
はなく、委託職員も、図書館の重要な業務を担っているからには、立派に司書の
仕事を務めていると言えるのではないかと考えるようになった。しかし、司書の
仕事が、利用者への資料の提供に貢献するために必要な業務を展開していくこと
だとすれば、どんな業務を行うときでも、自分の担当している業務が、現在も本
当に利用者への資料の提供に貢献する業務としてマッチしたものであるのかを意
識しながら、業務を行わなければならない。そのためには、どんな業務を行う担
当者も、図書館の運営全体をある程度把握していなければならないのではないか
と思う。だが、図書館の業務のいくつかが委託職員に任せられてしまえば、図書
館の現在の業務が本当にふさわしいものであるのかを統合的に判断し、それぞれ
の業務が同じ目標をもってつながり、状況に応じて変化していくことが難しくな

- 225 -

るのではないだろうか。
業務の委託化が進んでいるなかで、委託職員も含めて、これからの司書に求め
られるのは、自分の仕事がどのように利用者への資料の提供につながっているの
かを常に把握し、他の業務と連携しながら、統合的に図書館を動かしていく能力
なのではないだろうか。そのために、私が図書館の業務に携わる際には、図書館
で働く人全員がコンタクトを取れる環境づくりや、それぞれの業務担当者が現在
行っている業務がどんなものであるのかを全員で共有できる空間づくりに、ブロ
グや広報紙などを通して取り組んでいこうと思う。

〈ドーンセンター情報ライブラリー〉

社会学部社会福祉学科
１．実習日程と実習内容
11／19（水） ・スタッフ紹介、ドーンセンターについて
・チラシのファイリング、配架
・ランチタイム上映会のチラシ配り
・カレンダー直し、貸し出し札つくり
・ランチシネマ上映会
・本の配架
・HP のリンク切れチェック
・閉架書庫の資料の廃棄
11／21（金） ・書架整理
・ライブラリーツアー
・ドーンセンター見学
・カウンター業務体験
・宛名、パンフレットのコピー作業
・ポスターの整理
12／２（火） ・蔵書点検説明
・蔵書点検
・閉架書庫の整理
12／３（水） ・蔵書点検
12／４（木） ・蔵書点検
・資料の整理、移動
・講座準備、受講、後片付け
・書庫整理
12／５（金） ・蔵書整理
・不明本探し
12／６（土） ・書庫整理
・雑誌の廃棄
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金

田

佳

子

・不明本探し
・資料説明
・返却作業
・資料の展示

２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
ドーンセンター情報ライブラリーは、女性に関する専門情報センターである。
実習期間中は蔵書点検や書庫整理などの作業を通じ、どのような本があるのかを
知ることができ、専門図書館ということもあって資料にとても魅力的なものがあっ
て大変おもしろく、印象に残っている。しかしもっと印象に残っているのは、そ
こで働いているスタッフの方々が作り出す図書館の雰囲気である。この図書館に
くるレファレンスには、例えば男女共同参画に関する専門的な質問から、DV や
離婚に関するものまであり、女性関係の情報に関するさまざまな質問があるが、
なかにはレファレンスがカウンセリングのようになることもあると聞いた。その
ようなことも関係しているのか、「この図書館の司書の方にならきいてみよう」
と私なら思えるだろうな、と感じるような雰囲気があったように思う。図書館に
は、人が何かを知りにくる場合が多いと思うが、そのときに「この司書の人にき
いてみよう」と利用者が思えるような司書であることがまず必要だと思う。もち
ろん、また聞いてみようと思わせるためには、利用者の質問に答えるための技量
が必要だ。ただ、私は図書館の司書について考えるとき「利用者の質問に答える」
部分に目がいきがちだったけれど、実習に行って、司書という仕事には、よい雰
囲気をつくりだすような、信頼してもらえるような人とのコミュニケーションを
とる、という根本的なことがとても大事なことのように感じた。
また、もうひとつ印象に残っていることがある。実習中に聞かせていただいた
話の中で、レファレンスで回答した中に「寝泊りできる場所を紹介する」という
ものがあったことだ。内容を細かくは書かないが、そのお話を聞いたとき、図書
館のもつ情報や、その情報に関するファイルをつくってもっていたこと、そして
その情報を利用者に受け渡すことのできる司書がいることで、大げさにいえば利
用者の人生を変えるようなことができるんだ、と思ってつい感動してしまった。
図書館で行われているさまざまなサービスが、その人がよく生きるために役立つ
ことがあるのだと思うと、何とかしてこの実習館のような図書館を多くの人に知っ
てほしいと思うし、資料を知り、利用者を知り、資料と利用者をむすびつけるこ
とがとても素敵な仕事であるように思った。このようなことを書いてしまう時点
で、私は司書という仕事に（今のところは）すごく魅力を感じているし、司書と
しての可能性はある、と思いたい。今回実習で体験した業務は司書の仕事の一部
だと思うし、具体的な業務に向いている、いないということで可能性は判断でき
ないと思う。そこで、とりあえず「図書館」という場所に一生懸命になってみた
いと思ってしまうことに司書としての可能性があるといえるのではないか、とい
うことにして、本文を終わりたいと思う。
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〈奈良県立図書情報館〉


文化情報学部文化情報学科

福

浦

知

紗

１．実習日程と実習内容
日付

実習内容

詳細

10／22（水） 図書館業務全体説明・施設案内
館内案内
選書・発注
寄贈図書

奈良県立図書情報館について

10／23（木） 開架説明・書架作業
除架作業説明
２Ｆフロア全体について
３Ｆカウンター業務

ブックトラックの資料の配架作業

選書説明・発注作業
橿原考古学研究所からの寄贈資
料受け入れ

２Ｆ内案内・資料の説明
利用者サービス・カウンター業
務説明

障害者サービス説明
10／24（金） ブックポスト返却図書処理
郷土資料
書架作業
市町村図書館相互貸借
複写サービス
10／28（火） 新聞閲覧準備
図書・その他の資料の整理
３Ｆカウンター業務
電子資料の利用

ブックポスト説明・作業見学
奈良県関係資料について・貴重
書庫説明
郷土資料コーナーの整理・書架
作業
相互貸借サービス説明
著作権・図書館法31条について
受け入れ、新聞閲覧コーナーへ
分類・図書記号の付与、
バーコー
ドデータ
視聴覚資料、オンラインデータ
ベース
レファレンス作業説明

レファレンス
10／29（水） ビジネス・行政支援サービス
書架作業
３Ｆカウンター業務
雑誌管理
図書館電算システム
広報活動
10／30（木） 資料の整備

イベント、展示企画、NP スク
ラムネット
最新雑誌の受け入れ、配架
LEMEDIO、コンピュータサー
バ見学
パンフレット・広報雑誌説明、
新聞取材
書誌情報・所蔵情報の登録、装
備作業
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雑誌の装備

新 着 雑 誌、寄 贈 雑 誌 登 録・整
備・管理
総括、質疑応答

全体まとめ

２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
図書館の裏側、働く人たちの様子、というのは普段は利用者であるわたしたち
からは見えない場所です。図書館が持つ雰囲気から、わたしはすっきりした、落
ち着いた仕事、というイメージを持っていたのですが、今回の実習でそのイメー
ジはなくなりました。資料整理の部屋には本当にたくさんの未整理の資料があふ
れていて、その一部は通路にダンボールで置かれていました。奈良の県立図書館
として、公文書の保管機能を担っているということでしたので、それも原因であ
ると思いますし、何より、奈良県関係の資料を大切にして、残していこうとして
いるためではないかと感じさせられました。奈良県立図書情報館では、ふるさと
コーナーとして奈良県関係の資料が配架されているのですが、その種類や数は、
本当にすごいと思わされるものでした。また、図書館を情報発信の場として捉え、
積極的に利用者に働きかけて活動していく、という姿勢が見られ、司書の仕事の
幅広さを感じました。本の貸し出しという仕事にばかりが目に入り、それに意識
が向けられがちですが、司書は保存や学習・調査支援、といった様々な機能を持
つ仕事であるということを、今回の実習で実感できたように思います。

〈三島市立図書館〉


文学部文化史学科

川

口

１．実習日程と実習内容
９／３（水） ・図書館の概要、意義、守秘義務等についての説明
・児童サービス説明、おはなし会見学
・視聴覚サービス説明
・広報活動説明
９／４（木） ・ブックポスト処理、配架作業（～９月６日）
・レファレンス実習
・行政支援、郷土資料、相互貸借、などのサービス説明
・ビジネス支援サービス説明
・ブックスタートパック詰め
９／５（金） ・図書館ボランティアインタビュー
・障害者サービス説明
・図書整理業務説明
・ジンタ号（移動図書館）実習
・医療情報サービス説明
９／６（土） ・カウンター業務
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芳

子

・分館業務説明
・文学講座準備、受付手伝い

２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
４日間の実習の中で、様々な部署・サービスのお話を伺って、職員の方全員が
‘人々の生活に密着した課題解決型図書館の実現’、‘すべての人に平等なサービ
スを提供する’という高い意識を持っていると感じました。どのサービスも職員
の方の徹底した利用者目線や、細やかな気配りがあり、改めて人々のニーズに応
えるためには既存のサービスをただ続けていくだけではだめなのだと思いました。
実際に、私が頻繁に利用していた10年前とは検索システムやサービスなど変わっ
ている所が随所に見られ、図書館のあり方に‘これ’という完成形がないだけに
職員の方の仕事や努力はこれからも続けていかれるのだろうと思います。
【司書という仕事について】
図書館員の専門性の必要条件として、①利用者を知ること、②資料を知ること、
③利用者と資料を結びつけることの三点がよく挙げられます。私が研修させて頂
いた図書館の職員の方々はこれらの必要条件を懸命に努力してクリアしていられ
たと思います。既存の資料も新しい配架方法で利用率を上げたり、新しいサービ
スの設置を行ったりと徹底した利用者目線のサービスを行っていらっしゃいまし
た。
私が一番強く感じた司書の専門性はこれらの必要条件をこなした上で、さらに
それを外部へアピールする点にあります。図書館の中がどれだけ充実してもそれ
を利用者が知らない、触れる機会がなければ、サービスとして確立しているとは
言い難いと思います。そして、公立図書館は市の公共施設である以上、市の行政
とは切り離すことはできません。そのため市の行政の中でいかに図書館が市民生
活において必要とされているかをアピールしなければなりません。
利用者をただ待つのではなく積極的に呼び込み、且つ市民生活に役立つことを人々
に伝えることが図書館のこれからにつながっていくのではないでしょうか。この
アピール活動は図書館のこと、そして利用者のことをよく理解している司書さん
でなければできません。図書館が自然に市民生活の中心に位置することは、人々
にとって本当に価値のあるものだと思います。
【自分の司書としての可能性について】
私が実習期間中に司書の仕事の一番よいところだと思ったのは、人とふれあえ
るという点にあります。返却本の配架作業を手伝わせて頂いたとき、利用者から
質問を受け、緊張しましたがなんとか応えることができたことがありました。本
当に少しですが、利用者の役に立つことができてとてもうれしかったです。この
ような、表で行う業務は図書館業務のほんの一部ですが、利用者とふれあってそ
の反応を直に見ることは業務全体のモチベーションのアップにつながると思いま
した。
そして実習先の職員の方々の、図書館をよりよいものにしたいという姿勢は、
図書館の仕事に本当にやりがいを感じているからだと思いました。裏方の大変な
仕事の方が圧倒的だと思いますが、図書館全体で利用者第一によいサービスを模
索して努力している現場で、私も働いてみたいと感じました。司書としてのスキ
ルには自信がありませんが、利用者の役に立ちたいという司書としての基本的な
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姿勢は自分の中にもあるのではないだろうかと思います。

〈野洲図書館〉


文学部国文学科

金

子

友香里

１．実習日程と実習内容
10／７（火） ・朝礼
・館長からのお話
・館内見学
・アンケート集計
・カウンター業務（貸出・返却作業を指導していただく）
・配架・書架整理
10／８（水） ・配架・書架整理
・朝会
・開館準備
・カウンター業務（資料検索方法を指導していただく）
・アンケート集計
・書誌作成
・資料の装備（ブッカー貼り）
・お話会についての説明・準備
10／９（木） ・配架・書架整理
・朝会
・開館準備
・お話会準備
・お話会参加
・選書・発注などについての説明
・選書会議見学
・質問会
10／10（金） ・配架・書架整理
・朝会
・レファレンス演習
・新着資料整理
・カウンター業務
・館長・担当司書さんからのお話

２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
今回実習させていただいた野洲図書館は、明るく、大変気持ちの良い図書館で
あるという印象だった。もちろん建築的な面も関係していると思われるが、実習
を通して、それは館長を含めた司書の方々の努力によるものであると感じた。例
えば、笑顔で挨拶をしたり、リクエスト一件一件について検討したりといったよ
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うな、一つ一つを見ると小さい努力が行き渡ることで、その心地よさは生まれて
いるのではないかと思う。そのように、常に「この図書館をもっと良くしたい」
「もっと利用者の方に応えたい」という思いを持ち行動することが、司書として
働く大前提かついつまでも重要であると学んだ。
また、その思いを実現させる為にはそれ相応の知識が必要であり、知識を蓄積
させ、更新することも不可欠であると思った。４日間の実習で、要求される知識
の深さと幅広さ、新しさが身にしみたように思う。具体的に言えば、最低でも一
般教養と呼ばれる知識・司書の専門知識が必要であり、情報を扱う者である司書
として、さらにそれを更新していかなければならないということである。知識の
深さは、もちろん深ければ深いほど良いだろうと思われた。
自分の司書としての可能性について考えた場合、知識についてはまだまだであ
ると思った。実習で経験したレファレンス演習や書誌作成、館長や司書の方々か
らお話をいただいた際などに、一般教養も専門知識もかなり不足していると感じ
た。けれども、利用者の方が喜んで下さる姿を見て純粋に嬉しいとも感じられた
ので、「この図書館をもっと良くしたい」「もっと利用者の方に応えたい」という
思いを持つことに関しては、自分に司書としての可能性があるかもしれないと思
う。

〈野洲図書館〉


文学部哲学科

１．実習日程と実習内容
10／７（火） ・館長より講和
・施設見学
・アンケート集計
・カウンター業務（貸出・返却）
・配架・書架整理
10／８（水） ・アンケート集計
・カウンター業務
・書誌作成
・装備（ブッカー）
・お話会準備（絵本の読み聞かせの練習）
10／９（木） ・お話会
・選書についての説明
・選書会議の見学
・配架・書架整理
10／10（金） ・レファレンス演習
・受入（新着図書を原簿と照合する）
・カウンター業務
・まとめ（館長、実習担当の方と）
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隆

野

美

雪

２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
今回の実習では、講義で学んだことが実際に行われている様子を詳しく知るこ
とができ、図書館学とは実践的な学問だということを実感した。講義では、理論
とそれを基にして何が行われているのかという事例など基本を学ぶ。そこでは、
自分の利用者が目の前にはいない。現実の対象者が不在のため、あるいは日進月
歩の検索技術などに目を奪われがちだったため、私と現実の図書館との間には少
しギャップが生じていたようである。ここを修正できたのは、利用者を大切にす
る姿勢を実習で拝見できたからだ。野洲図書館では利用者の方へ接する様子や図
書館の雰囲気などから、利用者のことを大切に考えていることが感じられた。
司書の仕事は、利用者に本（情報）を提供するサービス業である。その内容は
一言で言ってしまうと図書館の仕事だが、利用者は赤ちゃんから大人まで幅広く、
館外へも出て行く。
そのうち最も重要なのが貸出であると館長はおっしゃった。つまり、利用者と
のコミュニケーションの重要性である。
利用者に見えないサービスも、見えるサービスもどちらも重要である。
選書や修理など見えないサービスは、利用者が図書館を利用するために、図書館
を支えるために必要であるが、利用者に意識されにくい。
貸出や配架など見えるサービスは簡単そうに見えるが、利用者の図書館評価に
直結している。また、利用者の要求を直接聞いたり、感じ取ったりすることがで
きる、貴重な機会である。そして利用者の声は選書などに活かされていくのであ
る。カウンターでは、私は慣れていないため作業に手間取り、利用者の方も声を
かけにくかっただろう。これは経験を積むことでうまくなるだろう。
おはなし会での読み聞かせでも、選書でも、司書の仕事は経験を積むことで磨
かれていく。ただ、技術の上達は手段で、目的はあくまでも利用者のためである。
司書の仕事の本質はサービスすることなのである。

〈野洲図書館〉


法学部政治学科

松

山

１．実習日程と実習内容
10／７（火） ・朝礼
・開館準備
・館長のお話 「これからの図書館サービスについて」
・館内見学
・カウンター業務
・アンケート集計
・配架
10／８（水） ・朝礼
・開館準備
・カウンター業務
・アンケート集計
・書誌作成
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純

子

・新着本受け入れ・装備
・「ちっちゃなおはなしの森」準備
10／９（木） ・朝礼
・開館準備
・書架整理
・「ちっちゃなおはなしの森」絵本の読み聞かせを実践
・配架
・選書会議・滋賀県の図書館について早田さんからお話
・選書会議見学
・配架
10／10（金） ・朝礼
・開館準備
・スタッフ全員でレファレンス研修
・実習生のみレファレンス研修
・カウンター業務
・配架
・選択実習：レファレンス研修
・館長・早田さんからお話

２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
野洲図書館の皆さんは非常に気さくで、わきあいあいと穏やかな雰囲気でお仕
事をされていますが、図書館業務に対するプロ意識は非常に高いものでした。利
用者の皆さんが「お客様」であるという認識がスタッフの方たち全員に行き届い
ていて、接客におけるホスピタリティはどこの図書館にも引けをとらないと思い
ます。そのプロ意識は、館長をはじめとした、スタッフの皆さん全員がそれぞれ
の「図書館像」をしっかりと持っていらっしゃるからだと思います。今回の実習
中も、早田さんと館長から「図書館員とは何か」、「理想の図書館とはどんなか」
といった熱のこもったお話を沢山いただき、実習生の私たちでさえ、
「図書館員
になるならば自分なりの理想を抱き、誇りを持って仕事をしたい」と思わせてい
ただきました。
たとえば、私は今でも実習中に聞いた、「僕たちの仕事は市民に種をまく仕事
なんだ」という言葉が忘れられません。民主主義において政治の担い手である市
民の「自由な思考と判断を保証する」という図書館の大きな使命を実感させられ
（２）
た瞬間でした（１）。この言葉を受けて、私は「司書は『専門職』
でなければなら
ない」と考えるようになりました。司書課程の授業では司書の専門性について、
「
（図
書館での仕事を）外部に業務委託しているという現実が、司書が専門職ではない
ことを示している」という議論がありました。しかし、図書館はよい政治を行い、
よい国をつくるための根幹となる機関です。そこに、高度な技術を持つ図書館員
がいなければ、知と知を結ぶことができず市民の知識を養うことができません。
これでは図書館は本来の目的を全うしない、本を貸すための箱となってしまいま
す。たとえ市民からの要望が少なくなろうとも、図書館は常に市民の高度な知識
欲に答えうる機関でなければならない。だから、本来、司書は専門職でなければ
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ならない。もし、現状がそうでないなら改善されねばならない。これが実習を通
して私が得た司書という仕事についての考えです。
また、前述の言葉に続けて「図書館は市民が声をあげないと決してよくはなら
ない。市民と図書館がお互いに刺激しあって相乗効果が生まれるといい」
ともおっ
しゃっていました。この言葉は私に司書課程をとった理由を与えてくれました。
実は私は司書になりたいと夢を抱いて司書課程を取ったわけではなく、興味があ
るから履修しているけども、理由を問われるとうまく答えられない学生でした。
しかし、野洲図書館での業務体験と、このような言葉を受けて、司書課程を履修
した私には「図書館の使命を理解する市民」としての役割が与えられていること
に気づきました。図書館がなぜ存在するのか知っているからこそ、図書館に対し
て要求でき、もっと図書館を良くしていける。私はそんな市民の一人として、こ
れからも図書館に関わっていきたいと思います。
図書館に対する理念と、司書課程履修の動機を自分の中で確立することができ
ました。このような体験ができた野洲図書館での実習は、私にとって本当に有益
で貴重な時間となりました。
注


日本図書館協会編 『市民の図書館』、日本図書館協会、1970年、p.11「知
的自由と公共図書館」
 『専門職』の定義については様々な意見があるが、ここでは「もっぱら特定
の分野を研究し・担当し、その分野について高度な知識や技術を必要とする職
業」という意味で使っている。
参考文献
●日本図書館協会編 『市民の図書館』、日本図書館協会、1970年
●前川恒雄著、純心女子短大図書館学研究室製作 『図書館員を志す人へ 復刻
版』、図書館づくりと子どもの本の研究所、2007年
●日本図書館情報学会研究委員会編 『図書館情報専門職のあり方とその養成』、
勉誠出版、2006年、p.95～128

〈八幡市立図書館〉


文学部国文学科

森

友

佳

子

１．実習日程と実習内容
10／７（火） 《八幡市民図書館》
・オリエンテーション
実習にあたっての注意、施設案内、八幡市立図書館の概要、
運営方針、統計など
・コンピューターシステムについて説明
・障害者サービスについての説明
福祉作業室の見学
・督促事務について
督促のハガキ・封書、督促の手順
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・資料事故処理事務について
・移動図書館業務についての説明
停車場所、利用者層、積冊冊数、車の様子など
10／８（水） 《八幡市民図書館 成人図書室》
・開館準備
書架整理と掃除、返却ポストの本の返却、新聞の受入
・リクエストの処理
・資料検収事務
・京都府図書館相互目録ネットワークによる相互貸借の説明
《八幡市民図書館 児童図書室》
・児童図書室内の見学
書架の並べ方、分類、調整棚、教科書センター、書庫など
・ブックスタートについての説明
・お話会の記録、購入した資料の解題ノート、新着図書案内につ
いて
10／９（木） 《八幡市民図書館》
・館間等連絡車乗務
男山市民図書館へ集配、返却ポストからの引き上げ
・児童図書室の選書会議
・成人図書室の選書会議
・移動図書館の準備
積み込む絵本の選択など
10／10（金） 《男山市民図書館》
・本館から館間等連絡車で運んだ資料の処理
・返却ポストに返却された資料の処理
・館内見学
・配架
・新規利用者に渡す冊子の作成
・書庫見学
・移動図書館見学
利用の特に多い１ステーションを見学
10／11（土） 《男山市民図書館》
・館間等連絡車で運んだ資料の処理
・リユース市の準備
会議室に除籍した雑誌を分野別に並べる
・配架
・リユース市
・実習総括
・おはなしのへやの見学
・除籍基準について
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２．考察：司書という仕事と自分の司書としての可能性について
八幡市立図書館で実習をさせて頂いて一番思ったことは、あらゆる面において
常に利用者のことを考えて作られていっているのだなということです。例えば、
自動車文庫においてもさまざま工夫がされており、車の外見は子どもだけではな
く大人も気軽に使えるようにあまり可愛らしいイラストをつけないようにしてい
たり、内部も表紙見せのできる棚を増やしたりされていました。それ以外にも書
架の並べ方や施設のことなど、どうすれば利用者にとって使い勝手のよい図書館
になるのかを常に考え図書館作りをされていることが分かりました。
八幡市立図書館、特に分館の男山市民図書館は開館時間になる前から外にたく
さんの人が待っていて、図書館が本当に地域の方々の生活の一部となっているの
だなと感じました。常に利用者のことを頭に置いて働いていらっしゃる職員の方々
がいるからこそ、このような利用される図書館を作っていけるのかなと思いまし
た。
実習をするまでは、何故司書になりたいのか、どのような図書館を作っていき
たいのか、漠然とした気持ちしかありませんでした。しかし、実習を通して、八
幡市立図書館の職員の方々の様子を見て、利用者の視点に立ち、地域の方々が頼
りにしてくれるような図書館を作っていけたらと思うようになりました。このよ
うな図書館を作っていくためにも、実習で教えて頂いたこと、感じたことを忘れ
ずに、司書として頑張っていきたいと思います。
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