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[末現E]由利本荘市申央図書館の概要と

建設経緯についてお話を旬います。

[盲111]羽後本荘駅前に新しい図書館が

オーブンしました。収蔵可能冊績は22

万冊、座席数188席で、株式会社新居千

秋都市建築設計による建築デザインも

斬新な図書館です。

駅前にあった病院移転後の飾地整備で、

市は国土交通省の「まちづくり交付金j

を活用し、市内で老朽化・分厳していた

文化施設をワンストップに集約し、また

地威力、ら要望があった衰退しつつある

都市機能の活性佑も推進するため、人々

の賑わいを創出する拠点として、総合的

な文他施設が建設されるととになりま

した。具体的には図書館、文佑ホール、交

流活動施設、教育掌習施設、店舗施設(物

産館、飲食店)、プラネタリウムのゾーン

からなる複合施設です。

[木窓]図書館づくりで考えたこと(配慮

したこと、新しく探用したこと)は何だっ

たのでしょうか?

[盲JII]由利本荘市は1 市7町が合併し誕

生しています。新図書館が中央図書館と

してスタートするに当たり、図書館が地

域にどのような形で貢献できるか、役割

「由利本笹市の先覚者』紹介コーナー

や機能はどうあるべきかの検討を進め

ました。

まずは、各地域にある図書館や公民館

図書室への支援です。市町村合併に伴い

それまで各地区毎にまちまちであった

業務の整理に着手し、業務の標準1~に努

利用者層やテーマに沿った
図書館サービス

企画展示の織子

由利本荘市中央図書館

匿し手 古JII 淳(由利柏市中央図輔主査)

問者手/木耳障拓郎{金剛棟式会社企盲チームチームリーダー}

めました。各館の成果出較ではなく、全

市の図書館活動がいかにしてより良い

効果を発揮していくかを念頭に職員聞

の連携強化を図りました。

次に図書資料の構成に当たっては、

従来の基本的な図書館サービスに加え、

ある特定の利用者層やテーマへのサー

ビスを強く意識しました。具体的主主キ

ーワードとして①U-20、②生活支援、

③ビジネス支援、④外国語、⑤行政連

携を掲げ、コ ーナ一作りや選書の基本

(表1)ターゲットとテーマを特定したコーナー作り

としました(表1 )。市民や利用者が図書

館に対して、より目的をもって利用して

もらいたいとの意思表示を強く発信す

ることで、自らのサービスの質を高めな

がら、利用者への浸透を図っていきたい

と思っています。

続いて、この図書館を地域資源の情報

発信拠点として捉えました。単に一般図

書資料だけではなく、地域に密着した外

部機関や人材との連携により、より多角

的な郷土資料を収集、整理し、情報発信

-U - 2 0 

・生活支銀

.ピジネス支援

中高生を中心とした10代の趣味趣向に合わせ、入門書的な内容を多く摘。える.

趣味趣向をはじめ、日常の問題や課題の解決につながるよう喰費測を多く揃える.

ビジネス全般の入門書から、業種別のものまで.

近隣の秋田県立大学市商工振興課・市産学共同研究セン量一市商工と連機.

。多 冒 廠 英語・中園語・韓国語の図書を揃える.

@行 政運 規 行政と連携した企画展示を行う.

館内の儀子

に努めていきたいと考えました。

さらに、学校との連携強化に取り組ん

でいます。資料提供・レファレンス対応

や授業で使用する参考資料の提供はも

ちろんのこと、学校図書館の整備支援の

ために中央図書館所属の臨時職員を雇

用し、挙枝図書館へ訳遣して日常業務の

サポートを行っています。

[木恵]図書館づくりに大変だったこと

は何でしたか。

[古川]設計者とのやり取りが大変でした。

図書館サイドでも色々と要望しました

が全てが採用されたわけでもなく、現況

の出来上がったものに対して、ゾ一二ン

クやコーナ一割りと配架を行うことに

芯りました。

[木本]今回のテーマでl志、 「感動できる

利用者サービスの工夫jを挙げています。

[古川]館内勤線の中央部に、ヤンクアタ

ルトを対象にした rU-20Jと名づけたコ

ーナーを設けところ、面白い効果が出て

います。当初は中高生を中I~\とした 10

i~の利用者を想定したのですが、開館後、

色々な世代の方々が利用されているの

です。例えば、 Iネイリストになるにはj

などの本は将来を夢見て少し背伸びを

した小学生が利用しています。各種入門

書については、一般書のコーナーに置か

れている資料よりも、もっと噛み砕いた

内容のものが多いので、 201-eより上の

年代の方々にも多くご利用いただいて

U-20コーナー

おります。ごのコーナーによって、年齢

に関係なく多くの利用者の方々が本に

触れ、本を通じて世代聞のつ芯がりが生

まれるきっかけと怠ったことを、職員み

んなでうれしく思っております。

[木本]最後に、今後の活動について展望

を旬います。

とどもフロア

[古川]現在の課題である資料支援や人

的支援のレベル向上を図りながら、中央

館として外部に対する甑がりを強めて

行きたいと思います。各地区の図書館や

図書室を積極的にサポー トし、 U-20で

の成田事例を共有しながら、 ビジネス支

援や他のサービスも外部機関との連携

でより質の高いサービスを提供し、新し

いサービスの展開を探っていきたいと

思います。図書館の取り組みが地域活性

化のきっかけやヒントになればと期待

しています。

[木本]本日は貴重なお話をいただき、あ

りがとうございました。

聞製.庫は一節ガラス量置になっており、

中の修子をみる事ができ表す.

商事j縛榊央図書錨
一昨宵東町15

I ム 市丙弘d
. Ii子I

時禁罪霊協:tm
観音十監理/稼式会社新宿千秋都市建築股計

。
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改めて言うまでも芯く、日本は地震大

屈です.

日本のどの旭域でも、太主より小主主り旭

震災害に見努わ札ています.その憲昧で

地毘災害は他人事ではありません.宮崎

県を担った旭置の主なものをあげてみ

ると、戦後だけで、宮城県北部地震(1962

年4月308).1978年宮城県沖地震

(1978年6月 12日)、三陸南地轟(2003

年5月26日).宮城県北部連続地震(2003

年7月26日)、8 ・ 16宮滅地震(2005年8

月 16日)、岩手・宮塙内陸地腫(2008年6

月 14日)芯どがあります.東日本大置災

発生から1年半あまり力電経過した現在も

復興へ向けた取組みが各所で行われて

います.

東日本大震災による宮椛県肉の市町

村図書館の被害の概要は、以下の2点に

まとめられます.

・地震による被害により、震災以前の

図書目サービス再聞が困難に怠っ

た図書館が多い.

.津濯による複災地域では、図書館が

高台にあり理水を免れたところが

ある一方、漫水切にあった館は被害

甚大である.

宮輔県内の市町村園書館は、すべての

館が轟災後に一定期間の休館を余儀毛ょ

くされました.質料の落下や施設の破損

芯どはどの館にも共通しています.宮城

県図書館も倒舛でrd:~く、飽設の被害や

資料の落下があり、再開したのは5月13

日のことでした.多くの資料を棚に戻し

拡がら、一方で、自館のことだけでは拡く、

県内の市町村図富館の復旧・復興を支援

する取組みを行っています.

図書館をめぐる支援の取組みには、震

災直後から質料υスキューや代替胞設

の提供や図.館の再建のための運芭企

東日本大震災と
宮城県図書館の取組み

R.. 

名取市冨掴咽どん('t)子ども図書室開鼠に向l1:た塾備作事R
6自由12年1月〉

山元町南央盈民館盟書置リニaーアA栴聾位。12f碕月〉

.. 三腫町図書館再開鼠
(2011年10.月5日】

宮城県図書館

薗支握といった被災した図書館への宣

鎮のほかにも、移動図.館車両の提棋や

仮設住宅団地芯どへ配本するための資

料提供といった被災旭の図書鎗が活動

する際の支援が見られました.

富欄県図書館は県立の図書館です.宮

城県内の市町村図書館のための図寄館

鵬谷恒一郎{曽根鳳開制}

という一面を持ちます.宮崎県図書館が

愈識したのはこの点でした.宮崎県園.

瞳のサーピλは市町村図書瞳を遇U、間

接的に住民の皆様に提供されます.市町

村の図書館が復旧ー橿興を呆たし、住民

サービス力糧供されることが重要と考え、

倒えば、津設によって国富館が全痩して

特別展『復興の醤標ー東日本大震鍵文庫展mJ:t崎県内聞曾績への支援の帽介

しまった南三陸町や女川町の再建にあ

たっては何よりも図書館の企画運醤を

支援することにしたのです.震災から1

年半以上経過した令でもこの方針(d:変

わっていません.

直接的に市町村園.館を麦援する以

外にも、宮揃県図書館fd:.県内の市町村

図.館等に対して情報を集約して提供

したり、連絡会議を主宰したり、あるいは、

研修会を開催したりといったことも行

っています.震災直後泊、ら県内の被災状

況を集約してWebを過して尭信しました.

市町村図.館向けには、各館が相互貨信

貴料などに聞する物流の復旧具合を提

供できる簡易データペースを作成しま

した.研修会でfct.地盤の揺れに伴う誼

料の落下によって破損した資料は相当

量に上っていると見込まれたので、国立

国会図書腫費料保存課から闘員を講師

として招邑資料d湘修を取り上げました.

これらは特定の市町村図書障に刻して

の直援的毛主主擾というよりも、間接的怠

県内の市町村の図書簡全体への支握と

いえます.

市町村図書館への支援以鮮にも宮城

県図書館が取り組んでいることがあり

ま9.それは‘震災の記録を収集し、整理

して提供することです.宮城県図書館に、

理担に関連する資料を集中的に集めたf東

日本大震災文庫J;を盟

置しました.麗mに関

する賀料は多く発行

されています.!I店で

買えるものもあれば、

買えないものもあり

一一一一同 ーーー一 色

特別展『鮮の匠ー東日本大毘災文庫.uの梅子

ます.書店で買え怠い

ものは発行者へ連絡して取りに行くこ

ともあります.舎を生きている私たちだ

けではなく、百年後を呈きている人々に

も己れらの資料を届け芯くてはなりま

せん.

集めた資料はこれまでに3固ほど開催

した特別展にも活用されています.初回

は2012年2月から5月まで「鮮の証Jと

題し、店舗再開のお知ら甘や各地で発行

されたかわら版などの資料から震災時

の被災地の状況や復旧の過程在辿りま

した.2回目は多くの理画家から被災者

を固まそうと寄せられたメッセージを

展示、3回目lま「復興の道標jと題して檀

興に向けた様守な産業や地舗の取組み

を紹介しています.あわせて、重点的に

取り組んできた市町村図書館等への支

握の僚主についても紹介しました.

被災した図書館は復興へ向けて着実

に歩みを進めています.乙れ力、らIct.被

災した図書館の復興はもちろん、図書館

が自治体のなかで、どのように値置づけ

られるのかに注目しています.園.館は

人が集う場所であり、コミュニティの核

になることができます.一方、図書館の

持っているアーカイブ機能は‘共司体の

記憶装置として働きます.人守が集い、

程監を共有する揚として、そして記録さ

れた多くの置料が地域に保害されてい

きます.今回の震災で失われた地場資料

は在んとしても再聾備を呆たしたいと

ころです.最終的には、住民が震災に立

ち向かい、人と人とがつ主よがりをもち、

多くの団体とも有機的拡結びつきを得

てコミュ二子ィを形成していくものだと

思います.図書館にId:.復興期に発揮で

きる重要拡機能を備えています.県立図

書飽は市町村図書館の活動を積極的に 〆/

主えていくI必要があるのです. j/ 

宮盛操国書館 a 

zLA/掛酬帥醐IiJl-H

鴨倒閣 /9:ぺ笥こて司固くださ仙
休錘目/ホー ロref.miya&i jp 
U A L/httl):州W州.\\bre!"Y.ロ

。
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[来志]村山市立図・館の概要と建設経

鈴についてお話を伺います.

(a山JjR柑山駅近くに、複合鮪設f甑葉

プラザjのφ綴として図竃館がオーブン

しました.収麗可能冊数は15万冊で、現

在{ま9万冊の所蔵です.村山市には、大E

9年から続く図・館があり、地元で殺し

まれてきましたが、老桁化のため新しい

国書館が要望されていました.ljZ成14年

霞に1:.市民や育譜苔による図・館構想

後討委員会が発足、具体的拡倹討がキッ

クオフと怒りました.平成17年には、行

政内部にも複合錨設プロジェクトテー

があると患ったからです.

また、これまで図書館を利用したこと

が毛よかった方々へのPRと、より織しま

れる図書館づくりのため、従来にない様々

怠イベントや仕組みを考えました.

(*慾〕イベントや仕組みとは、具体的に

はどん容ものですか?

[奥山〕代表的なものをと紹介すると、 1

つ目がr~e館からの躍り物筆業jです.

ムが置かれ、平成19年に公開プロポー 市長のリーダーシップと市民、行政との

ザルで設計奮が決定しました.塞本設計 協働により平成22年5月に開館しました.

が提示されてから、市民や小φ掌生との (**J図S館づくりに老えたことは忽

揺しあいが何度も重おられ、その都震設 にかありますか.

計者が出席し意見交換を重ねた結果、重 (.山〕矯惣の初期段階から、図書質料全

要主主設計変更ゃっンフロア化が実現し てにICタグを貼付管理する方針を打ち

ていきます.また、構想段階から話し合 出しました.従来、貴重な郷土資料は紛

いの錫には、必ず図書館糠員も多却させ 失を怖れ、簡架で保管管理していました.

ていただき、行政内部や外部の方々から ICを導入すれば、費量主主資料も全て、利

国・館〈、の理鯵が深められたことは、と 用者が直緩手に取ることが出来るよう

てもありがたいことでした. に怠ります.また包ルフ貸出機連事入でブ

更には、複合施霞コンセブト「受涜と ライパシーが守られ、80Sで無断持ち

学習によるにぎわいの創造jが掲げられ、 出し防止もできるなど、多くの寂生羽黒

[読書シティ宣言jのまち、村山市。

交流と学習の拠点として、

独自のイベントや仕組みを考案

村山市立図書館

&'"手 奥山典子{柏11枇8純綿鐘}

"曹手/*耳障銭ø治機編成禽佐倉・チームチームリーダー}

村山市では国民読書年に図書館がオ

ーブンしたことを記念して、小学校入学

と申学校入挙時の2園、事属望する本を露

呈する事業者を始めました.小学生は「は

じめの1 冊j 、φ掌生には「飛躍の1 冊jと

名付け、精望する本をプレゼン卜してい

ます.他の圏書館ではブックスタート事

業が行われていますが、村山市では、自

らの力で読める対象者に、自ら選んだ本

を賠ることに重要住を感じています.

更にこの贈りもの事業には、赤ちゃん

を授かったお母さんがお主主力切わが菩に、

I世界で 1 冊しか、ない総本jを手作りする、

fブレママd灘本づくり教室jもあり、誕生、

入学という節目を飾っています.

2つ目1彦、「器禁プラザ応援団jの立ち

上げです.図書館のすぐ近くに商店街が

あり、主旨に賛同してくださる店舗と図

書館、器禁プラザのまちづくり推進室と

が連機し、図書館刺用者カードを提示す

るとお得怠サービスが受けられる仕組

みを精築しました.図書館の笠録者鍛を

手作り絵窓

鎗やすことが第一の目的でしたが、剥用

者カードにステイタス住が生まれ価値

が高まりました.加盟店は年々増え、商

店街には新たなお寄様が詰れ、活住化に

一役買っています.

3つ目{手、 f夜の図書館jです.春夏秋冬

のをきシーズンに 11費、土曜日の21 時30

分まで開館を延長して行っています.閲

覧席以外の館内照明を落とし、嘗架照明

だけという大人のピターはシーンを演

出しました.この跨だけ館内はオーブン

カフ主にはり、飲み物をはじめ、職員手

作りのお費量予もチャリティで提供してい

ます.夜の図書館を待ちわびているファ

ンが、たくさんいるんです.

4つ自に I貸し切り園・館jです.近く

の小学校から、学年で自由に利用したい

んだけど、何とか出来宅よいかとの相談が

あったことがきっかけで、貧し切りサー

ビスをスタートしました.平日の閉館後

の2時間程度、線吾で自由に来館し、読告

を楽しんでもらいます.学年ごとの貸し

切り訟ので、お表逮と違える楽しみもあ

ると大変鰐評で、書紋と継続的に実施し

ています.貨切1:夜だけでなく、開館前

の朝のS適切や、企業の社員数爵やラども

会、友達のサークル貸切などにも刺用を

広げ、合わせて上手な図書館の活用滋ガ

イダンスも行いたいと、市報にも積極的

にアピールし利用を募っています.

(*窓〕合自のテーマでは、 f"騒動できる

利用者サービスの工夫jを挙げています.

(JI山]伺といっても、贈り物事業で本を

受け取る寺どもたちの表情です.教育長

から一人一人本を受け取る際、はちきれ

んばかりの笑顔と、ゆからのお礼の言葉

が聞かれるんです. fありがとう、一生の

室吻にします! Jそんはミ子供たちの一言

一言には力があり、見ているこちらも需要

動でウルウルしてしまいます.また、ブ

レママの総本っくりでは、これから生ま

れてくる赤ちゃんへの患いが形と谷っ

たママたちの笑顔には、内面からう低り輝

E 
.1肉の・ヨF

くよう怠キラキラした美しさを感じます.

最近{志、夫婦二人の総本合作もあり、微

笑ましく綴じています.

f人が獲しみ、何かを得る. J人が感性

を磨き、ステッブアップに損壊がるきっjJ、

けを提供する揚が図書館であり、本は世

代をつ芯げる力を持っていると縫信し

ています.また、様々主主イベントは図書

館時員や、開館前からバックアップして

くれたサボーターさんと協働で行って

います.臓員の前向き拡聾勢、憲欲、そし

て図書館サボーターとのいい関係のお

かげだと患います.

[渇E羽EJ最後に、合後の活動について展望

を伺います.

(JI山]総務省が全国の自治体の先進的

な取組を紹介する2011年度I市町村の

活住化施策77事例j に、村山市のf読書

シティ室言jプロジェクトガ嘘{狩1志した.

村山市は室市をあげて読書に取り組も

者抵のm・.

うとする f読書シティむらやまj宣言を

打ち出し、イベント活動や仕組み作りを

行っています'. r全国読書川柳コンクールj

創設も、その 1 つです.蚤近では家読(う

ちどく}のススメときわれていますが、

結果的に街読(まちどく〉へ発患できれ

ばと考えています.様々芯イベントを通

じて市民の皆さんに、本が身近にある隼

活って、ステキ!と感じてほしいです抱.

~e館はおもしろい、使い倒しちゃおう!

と惣じてもらえるように、会後も積極的

にチャレンジしていきたいですお.

(**J本日!志寅重なお跨簡をいただき , / 

まして、ありカ々とうございました. 正/

ervl 

。



。

['総司f;)本日は武蔵野市立fひと・まち・情

報創造館武蔵野プレイスJを鶴間し家

した.多くの賑わいを創出されている梯

密を繰りたいと思います.はじめに、保

棄についてお話をお伺いします.

[銅田]武鶴野プレイス(以下、プレイス)

は平成23年7月に7.tーブンし、 1年後の

来館者数{ま延べ140万人に上ります.襖

察見学の受入{ま100団体以上を数え、 1

自に3件の場合もあり、多くの方々に関

JDIと利用を頂いています.

さてプレイス!ま図書館をはじめとして、

生涯挙宮支援や市民活動支援、青少年活

動支援をきめた4つの機能を併せ持った て篠々毛主ザーピスが生み出される組織

施設です.特長{手、事業団が4つの機自信を 形態を追求した結果でした.一色クショ

指定管理者で一体的に運曽管理してい ンを越えた一体的活動が司能と怒り、複

ることです.私たちはI復合'機能.施設j 合機能の鑓設符笹を活力、しながら付加

と呼んでいます. 価値(情報や湯)を提供することで、本来

これまで公共施訟において複合施設 の来館目的以外の発見や刻果を期待し

ができても、単に機能の寄せ集めであっ ています.

て、各機能単体で管理造営がなされ、各 プレイスとは織を意味しますが、多種

機能が連携する際は一手聞が掛かつて 多様毛主活動が出会い・交錯する「揚j 、吾

いました.プレイスでは生涯挙習の大き どもからご年配の方まで多世代にわた

毛主鱈りで、指定管理者という事業体で蓮 る交流を生み出すf場jという語脈が.)8

告しています.これまでの固定的役割に められています.言わば、本や活動を遇

止まらず、剥用者の多様なニーズに応じ して人とひとが出会い、それぞれが持つ

従来の枠を超え、人々を魅ざする

「揚Jへのチャレンジ
制開的l::;.*6.欄絹綿武蔵野プレイス

."'.. 会鍾鰍節減人総蔵野生滋拳.鎖臭事誕ilZ蔵野プレイ丸事寮.
前田洋ー細長{鎗船〉

I n t ・ r v -ω 
鎌田清鷹t臓(lf.~)

情報を共有，交鍛し拡がら、知的拡創造

や交流が生み出されることで、im減社会

(まち)が活性化するよう谷公共施設を

目指しているのです.

[耳k*l図書館づくりに、考えたことにつ

いてお伺いします.

[前回]プレイスの開館時間は9:30-22:

00とし、開館日の全てに適用しています.

何故かというと、これまで公共施設を利

用でき毛よかった人たちにも利用してほ

しいと強く綴じていました.具体的には

ビジネスパーソン力切象です.ライフス

タイルの変化のφ、公共施設利用への潜

在的主主ニーズを拡げています.ただ時聞

の延長については暗債の勤務影綴等に

影響しましたので、結縄勇気がいること

でしたお.

次に雑誌に力を入れ、600アイテムを

朔えています.世田谷包立φ央図書館1:

興奮手/*本音宙線後概織式会祉企画チームチームリーダー}

800アイテムを郷えられていますが、分

館レベルでの数量はナンバーつンだと

自負しています.昨舎のIT情報が台頭す

るなか、自分にとって奇利で有益は情報

の譲得、選別する刀も悶われています.

§情報媒体の聾得については、即時世と

専門住という指揮で評価奄試みると、次

のように怠ると者えます.

11..歯車体 .,... 司車問tt

ネット 。 。

ー肩 関 。 。

-�. x 。

• • L::. L::. 

このなかで雑諜はクラフィック的に、

視鴬的訴求力があり、娘凝住もあり、多

くの人たちに手に取っていただけます.

雑誌をきっかけにしたネットや一般書へ

の探求への可能住もあるので、一つのツ

ールとして活用してもらうためにも縫

111斬事争遂第明興事'

音信を重視しています.ただし、誤解のは

いように@し上げておくと、ここでは、

即時住に着目した場合、敢えて一般書を

×に評価しましたが、そのことのみで一

般書の価値が損なわれるということで

は決してありません.

続いて、これまでの図書館は惨寂の鑑

みの揺でしたが、プレイス!ま従来の枠を

錨え館内は「吹き接けj締造で、日本一の

賑やかな図書館と啄んでいます.2Fに

はお母さん遣も寺ども達と一緒に凝し

めるよう、生活関連の一般書2.5万冊と

児童・3万冊奄配架することで殺害で続

書ができたりして、普段でいられる錫・

気軽に来られる鋸として創出できました.

当初、一般・を読んでいる人から「うる

さい! Jとクレームが来るのではと鎌倍

していましたが、剥用者は想像以上に露

密でした.

[鎌田]このざわつきが白地いいと思う

こともあります.なおB1Fには静の空閣

を設け、過ごぜるようにしていますので、

静と書簡の組み合わせた多様怠空間がこ

の施設にはありますお.また2Fの一般

Sの配架にId:NDCでは行っておらず、

本屋さんみたいにどん怠カテゴリーの

本があるのか見や1言いよう、ジャンル別

に配架をしています.

[*~刷新しく採用したことは怠んでし

た力、

I・田)ICタクの採用で自動貸出機、予約

錦、新港図書棚・今日返却棚を導入し、セ

ルフ化を実現できました.特に令日の返

却燭(d:利用者からも揖罪です.理由は普

段、返却処理された図書は記架するため

には時閣が事態かりますが、逆手にとり専

用の創を設けることで、利用者からの倹

素にリアルタイムに所在が分かるよう

にしています.利用者の-Bßにはこの棚

を楽しみにしている方もいて、 lFの賑

わいを創出しています.

[*翼民J 1 Fの力コ工にも本を持ち込める

のですよ拍.

[繍由l~や雑誌を持ち込めますし、力フ

工ではアルコールも依めるようにして

います.カフェの選定に当たってもプロ

ポーザル方式で4つの条件を提示しまし

た.①プレイスのミッションを活かして

ほしい、@そのためのイベント怠ども企

2・吹抜~t

画してほしい、③サービスの高いクオリ

ティを守ってほしい、@本の持ちあみや

アルコールも飲めるようにして様々伝

利用蓄に~じた環境を提供できるよう

にしてほしいという要求でした.だって

家吉本を続むときは飲み芯がらやって

いるではありまぜんか.万一、本宅~Ml領

した場合!手、図書館のルールに従って繍

償していただければいいのです.プレイ

スではビジネスパーソンのクールタウ

ンの場として活用されており、12 レクト

できる議療を提供できていると患います.

現在、事故や破鏡等のトラブルはほとん

どありませんよ.

(**J設立に当り大変だったことは主主

んでした力、

[網目〕プレイスの穂想の殿階から、お手

本に毛主るよう主主施設が主主く、日々の模索

を積み上げ拡がら、ソフトを作り上げて

いった感じです.複数の機能の遜銭と融

合1:正直、難しいところもありましたが、

主画的に先駆けた取り組みは実現でき

たかどうかはまだ倹証されていまぜんが、

少谷くとも誤った方向ではなかったと

患います.緩誌のボリコーム感、本宅E持

ち込めるカフ工、公共1J{B設として、図書

館として型磁り主主連告は、来館者の微に

t~i到していると患います.

[**1本誌のテーマ{剖感動できる利用

者サービスの工夫Jlを掲げています.

[鎌田]ネット上で倹察してみると個人

の方がTwltterやFacebookで、プレイ

スについてのコメントや写真をたくさん

投稿されています.利用者や来館者の感

動がSNSの場で情報発信されており、

むしろ私たちがb折れそうに谷ったと

きは、こういった情報をよく見る様にし

ています(笑入

[潟ta修]最後に、さき後の活動に関する展望

をお伺いします.

[前田〕プレイス主体が、いかに付加価値

のついた情報をさらに発信していくか

がポイントです.組織的毛主連幾を@にし

機能や人を融合しながら、市民サービス

の向ょに繋げていきたいと患います.主主

お国書館としての諜鍾としては、いかに

電否情報や電号書籍と共寄していくか

です.これまでの紙媒体と令後鎗却する

であろう零ラ媒体との住み分けの問題

が顕在佑していくのではないかと患い

ます.

さらには、生活に密着した利用者や市

民に役立つ課題解決型図書館としての

強化です.これまで以上に国・館の敷居

を低くし、嫌々悲情報を集約して利用者

に応じたサービスを提供することを目

指したいと患います.対面でしっかりと、

人でしかできないことをサービスへ注

力できるよう、業務の見直しも行ってい

きます.

。
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[**1本日は安曇野市ゆ央図書館を訪

問しました.はじめに安.野市φ央~.

館の概要についてお話をお伺いします.

[祭..1平成17年10月に5町村が合併

して艶生した安曇野市における図書館は、

5館のうち4館はいすれも手狭で資料整

舗が困難怨状況でした.また館内に懲う

場所も主主く交流の織には主主りにくい、IT

や視目志賀関係設備が整ってい毛よい、予ど

も・お年寄り・障害のある人などへのサ

ービスが充分に行われてい訟い、主主ど多

くの課題を抱えていました.平成20年の

市総合計画のφで国・館整備の方針が

打ち出され、 f信頼され、地繊の力と毛よる

図書館を目指してJをスローガンに、約

20万冊の新φ央館が平成21年に開館し

ました.

(**1図曾館づくりに、者えたこと・配

慮したことはなんでしたか.

(1際.濁]φ央館として建設されること

になり、φ核施設としての役割・機能容

と色々と考えることがありました.建設

予定地が穂高地区になり正直、駅と駅の

@問地点で、交通の使はあまりよいとは

きえません.そのようなφ、サービスの

あり方や充実した資料提供を考え I滞在

型Jを意議することになりました.

一番の特震はいす、ソファを数多く配

置している点です.座りJDI地がよく、ゆ

ったりとリラックスできます.施設的に

は高い天井と低いS銀、見渡せる開放感

があり、空間関与余裕はあります.照明

市民アンケートや市民満足度調査から
図書館サービスの強化を図る

I n t ・

も落とした演出をはじめ、館の奥にはガ

ラス壁一面のブラウジングコーナーが

あり、併設された公園も眺望できます.

[筒.J しかしを広がら、機能的には不便主主

ところもあります.収納率{手ダウンし、

管理面ではブラウジングコーナーが奥

になるので自が届きにくい点です.実際

に運きしてみて、課題が顕在佑してきま

した.ただ剥用者の視点では公置さの眺

めがいいので、非常に評判!まよいですよ.

[=負担1]図書館づくりに当り、平成19年

鹿に市民アンケートを実施しました.ア

ンケートで 1醤多い要望{ま、平日夜間開

館への期待でした.そこで当館の開館時

聞は9:00-22:00としています.土日

は昼間利用を想定し9:00-18:00です.

安曇野市中央図書館

&1;.. 膏4開温男〈鱒鮪輸包鮒鎗11)

制

小事事敏治償問糟糊融支畑鵬備制
憲民滞-.{畑開放刷会糊店側掛

図書学/木耳障錨司書{金側線禽禽絵企・チームチ-1..リーダー】

仕事帰りに立ち寄れるとのことで市民

満足度調査でも高い訴価を頂きました.

はお申掌生以下の学生に対しては18:

00までとし、帰宅の声掻けを行ってい

ます.

続いて2醤自として、配本等の俸の不

自由な方への配慮です.当館ではディサ

ービス蹄設や児童館、病院等への団体貸

し出しを行っています.市の中核病院に

Iå:常時 100冊配架しており、月に 1度入

れ笛えを行います.また得競3増資料を申

央館単油さ約6000枚に上り、周辺自治

体に肱べて充実させました.

こういったアンケートを重視し、図書

館ザーピスへ反映していきました.

[*2制図書館づくりにおいて、力を入札

たことは主主んでしたか.

(=鼠淘]図書館サボータ一制鹿です.月

に 1農のボランティア団体によるお話し

金、週に 1慢のお話サボーターによるお

話し会がおります.主主おサボーターの方

(å:個人を対象にしています.一般的に組

磁化されてきたボランティア団体にお

願いすることにはるのですが、当館では

個人個人を組織{むし、ボランティア活動

ー般・コーナー

が気軽にできるように工夫しています.

[木*1聴員構成をお知らせください.

[湾4・1館長とE膿員・臨時韓員で22ß

です.

(...1サボーターではお話しザボー

ターは約20也、国富の配架や修理・カバ

ー借り等の軽作業をφゆとした図・館

サボーターは約40名、朗読協力を頂く

有償ボランティアは17g登録されてい

ます.

(*窓]サボーターの方への教育はどの

ようにされていますか.

(..湾]定期的は研修舎を実施して、ス

キルアップを図っています.研修はお話

しサボーターは年3園、有償ボランティ

アは月 1 目、及び図・館サボーターは随

時内部講師や外部講師によって研修を

行っています.ベテランサボータ-1J官

邸役に怠ったりして、楽しんでいます.

個人ですから、本人のやる気次第で、ど

んどんでチャレンジできますよ.

(*2制契約期聞はありますか?

[祭lCl湾〕基本的には 1 年ですが、継続は

司能です.

(.柳]サボーターが図書館と市民のパ

イプ役的主主要事在ですよ.織想段階であっ

た、市民の共同事書面がありました.私た

ち行政から下ろすのではなく、アンケー

トに塞づいた図書館づくりが市民の共

同参画型になったと患います.

(*2制大変だったことは伺でしたか?

[銀銭湯〕開館当初、箆内での利用者の幾

宇野電話の使用ぜ嚇食等が目立ち、モラル

が低い状況でした.白書に素晴らしい図

書館ができたので、市民の方が図書館の

利用に初めて利用する方が多く、ルール

が分から主主かったことが挙げられます.

マナーの浸透については、個々への声掛

けを行っていく憲君、違辰(å:徐々に主主く

なっていきました.反対!こ I号供の声が

うるさいjとクレームを頂いた方には、

号供の性分と館内のつンフロアでの許

容範囲として説明することで、お亘いの

繁り合いの気持ち寄正大切にしていきま

した.

(*2隊]令固のテーマで!ふ f感動できる

剥用者サービスの工夫J lを挙げています.

[畿a湾〕開館時間・日数を長くしたことと、

声を掻けやすい雰囲気づくりに努めて

います.後遺マニコア川幼読み含いをは

じめ職員研修を通じて、サービスの質の

向上を図っています.この積み重却が、

企画展示等へのアイディア出し等に発

揮できていると患います.

(**1今後の発展についていかがでし

ょうか.

[1襲JIl.1まずは図書館システムのウエ

プ予約を実施したいと患います.現在、

館内の体制やルール作りに苦労してい

ますが、早期に実現したいと患います.

次に、人を引き付ける園嘗館を追求し

ていきたいです抱.魅力ある園・館{ま、

臨員がしっかりしています.職員がどの

よう怠考えを持ち、サービスを行ってい

るのか、強いては人づくりとして成長で

きる織として実現できるようにチャレ

ンジしていきます.

[情卿]安曇野市の観光や産業を大事に

している資額に対して、図書館力犠檀的

に絡み、資海情報の収集と発信、関連し

た情報の整理も行っていきたいと患い

ます.

Z長た、図書館に来たことがない人に却

して、定者E運んでもらう工夫を行ってい

きたいと患います.r図書館に来てみたら、

気づくことが沢山ありますよjってね.

[*2修]本日{ま貧重毛主お時間唱をいただき、

ありがとうございました.

児怠唱'コーナー

。
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[末現E]綾川町立生涯掌習センターの概

要と建設経緯についてお話を伺います。

[111.]綾川町役場の隣に、図書室と展示

室と研修室を組み合わせた生涯学習セ

ンターが開館しました.開架・聞架を合

わせて8万冊程度の図書館です。

緩川町は平成 18年に2町が合併し誕

生しました。これまでの図書館は老朽化、

狭胎化が奮しいうえに司書資格者もい

ないという、近代化の図書館サービスに

はほど遠い体制でした.

地域住民の皆さまからの図書館新設

に対する要望の高まりをきっかけに、ま

ことで、天井を高くとり圧迫感をなくし、

曲線を入れることでの空間への遊びI~\

の演出、ワンフロアを設計には配慮して

いただきました。

運営面では、指定管理者制度の導入で

す。残念ながらこれまで綾川町には図書

館連曽のノウハウがほとんどありませ

んでした。近隣の図書館職員の方々への

ヒアリンクや教育委員会内での議論等

を重担芯がら、綾川町の要求仕様書を作

成しました。図書館づくりでは、この仕

た綾川町は昭和48年より f教育の町J宣 [JII.]まず、図書館は多くの方が訪れる

言を掲げていましたので、教育委員会と 場であり、一般に本が侶きな人は自黙と

財政担当課にて図書館建設への協議が 来てもらえます.私自身、実は図書館担

キックオフされました。平成21年設計に 当になる以前は図書館を利用したこと

着手しましたが、教育委員会をはじめ役 がありませんでした.そこで図書館づく

場内でも図書館運営に詳しい職員が誰 りのポイントとして、今までに利用した

一人いない状態で手探りの申、設計事務 ことがない人をいかにして図書館に来

所との打ち合わせや近隣図書館に何度 ていただき、図書館利用を日常化してい

も通い、綾川町図書館のあるべき姿を具 ただくかを大切に したいと考えたこと

現化していきました。 です.具体的には、施設と運営でポイン

[木本]図書館づくりに考えたこと(配慮 卜を絞りました。

したこと、新しく採用したこと)はなにか 施設面では、気軽に入れる雰囲気や空

ありますか。 間作りです。設計者との打合せを重ねた

1 からの図書館づくり

鍍川町立生涯学習センター

臨し手 JII原篤(働11町教育委員会舘学習課誼)

問者手/木本拓郎{金制練式会社企画チームチームリーダー〕

様書作りが一番の苦労した点になりま

した。

[木本]指定管理者についてもう少しお

話をお聞きします。

[川原]緩川町では行政改革

の意識の申、民間にできる

ことは民間委託を検討す

るとの方針が打ち出され

ました。先ほどもお話しし

たように教育委員会にはこ

れまでノウハウがほとんど

なかったことに加えて、綾川町がこれか

ら司書の専門職を匡用し、図書館サービ

スをーから作り上げる時間もありませ

綾川町アイデンティティの展示様子

んでした。合目、全国各地で行政サービ

スの向上を図るために、ノウハウを持っ

ている指定管理者への委託が進展して

います。綾川町もそのよう主主主国の動向

を視野に入れ、指定管理者制度を導入し、

指定管理者と町とが連携して図書館サ

ービスを展開していく方針を固めました。

指定管理者は開館以来、多様なアイデ

ィアを駆使し、図書館サービスを提供し

ていただいています.特に町内の情報を

発掘し、テーマに関連した情報発信を積

極的に行っています。長い目で男たこの

効果については、吾どもたちに刻して記

憶され、綾川町のアイデンティティ形成

に期待しています。

[木本]令回のテーマでは、「感動できる

児童・コーナー

利用者サービスの工夫Jを挙げています。

[JII.]利用者サービスを童めた運営は

指定冨理者に委託していますが、私たち

教育委員会の立場として、インフラ整備

の重要性を改めて感じています。サービ

スを提供できる揚づくり、例えば図書館

の中に専用の学習室を設けることで、吾

供たちだけではをよく、町内外の方々に綾

川町に触れるきっかけになれば嬉しく

思います.ここは町の学びのステーショ

ンです。町民の皆さんの学びを応援して

いきたいと思います。

[木本]最後に、今後の活動について展望

を旬います。

[JII.]緩川町は指定管理者制度を導入

しましたが、町としても積極的に携わり 、

ー般・コーナー

おはなしコーナー

指定管理者と共々に図書館運営をして

いきたいと思います。教育委員会も利用

者の声を聞き、指定管理者と対話を重ね、

信頼関係の礎を築いていければと思い

ます。緩川町の情報収集と発信に期待し

て下さい。

[木*]本日 lま貴重なお時閣を頂きま~ l_.，て 、 / 

ありがとうございました。 バ/

。
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図書館づくりを通じて醸成された
価値観やキャンパス整備

I n t ・ v v s.ω 

[黛稼]平成24年5月に明治大学和泉図

書館後(以下、和泉図書館)が開館し、運

用がスタートしました.令回、国S館づく

りに髭わった様々主主方々をお招きし、こ

こ利宗図書館にて対談形式で図書館づ

くりについてお話をお伺いします.

はじめに和泉国・館づくりに考えた

ことについて、各お立織での話をスター

卜してみたいと思います.

(.)明治大学では文学創立130周年の

記念事業のーっとして、老朽化した和泉

国・館の建設計画を着手しました.当初

は図書館の単強計画でしたが、正門近く

の立地積緩や動鍛アプローチの重要性

を調講する一方で、不淘ー毛主アスフアル

ト舗装仕上げや既移授舎との位置関係、

明治大学和泉図書館

普 和損得隣人側蛾融制鵬}
折戸晶子伸縮人糊大学帽・紬輔.11側聞脚湯船
田申磁之(紙鰍網棚附鎗州側鮭輔蜘柵制}
山崎敏幸{蜘恰掛田平田脚十鎗州制第三繍蜘憎
DeS手，/*本衛隊{金鱗徐式禽縫企漏チ-Á '1-ームリーダー}

うっそうとした倒木による視諦憧の悪

さや踏さに課題もあり、大学の京関口と

してキャンパス主体の計画と捉え、解決

竜王国りました.この図・館をきっかけに、

学生の皆さんの記憶に残り、誇札、キャ

ンパスの原思賓と怠る施設が完成した

と患っています.

[街J5]今回、学内には建設要員会が組織

され、図書館聴員もその穆務局として携

わることができました.築50年が経過

し老朽化した上、掌生の教育荒撮機能が

時代の二一ズに合わ毛主く怒ってきたこ

とから、新図書館では、グループ挙習機

飽やリテラシ一教育をより充実さtさた

滞在型図.館を目指し、コンセプトを立

案しました.

[山偏]整備計画はプロポーザル方式で選

定後、打合せを霊拍ていくφ、当初の条

件と大幅に変更することに怒りました.

当初の条件では旧国・館の一部を猿し

新図書館を建てる計画で、図書館の位置

が限定されていましたが、キャンパス主

体の愚終形を視野に入れた I一括整備J

手法が大学側より提示されたことから、

E門からのアブローチや既寄綬曾との

適正な鱗糠間隔、キャンパス全体のうン

ドスケープを考慮した図書館の配置計

画が司能と毛よりました.

[国Iþ)段階建備奄一括で建笛えるとい

う計画条件の変患は、太挙制にとって太

さな決断だったと患います.その結果、

既寄図書館の代管施設として、工事期間

@はプレハブでの国書館の運用が必棄

と毛よりました.

[折J5)代替施設での図書館サービスに

ついては、掌生への不便が無いように、

国・館内部で協議を童相、無事運用奄行

うことカfできました.

(.)私たち施霞裂はよりよい施設を整

備すると同時に、コストマネジメントを

行います.移転・解体e建設といったトー

タルでコストを管理しなくては怒りま

せん.但し、代嘗施設であっても挙主へ

の図書館サービスのレベルを落とした

くはな力、った.

[折戸]図竃館でもお金を鈴けずにサー

ビスを提供することをテーマに協議し

ました.例えば、段ボール箱を活用した

書架を思いつきJ段積みに記架しました.

色々と工夫した結果、新しいアイディア

が決々と生れてきました(笑).

[山崎]段ボール箱の面倒について、何段

積めるか設計打合ぜで議題と怒りまし

た(笑).

(**]図書館サービスの運営置はどう

でしたか?

[鋳戸]基本コン色ブトとして、 I人と人・

人と情報を結13\-架け縫(リ工ゾン)"Jlを

婦げました.和泉キャンパスの特性とし

ては1.2年生が多く、教鍍諜程奄挙びま

すので、入学後聞も毛主い学生にとって、

図書館の毅居が高くなってしまっては

いけまぜん.気軽に入れて、みん毛主で利

用してほしいと患っています.こういっ

たφで、国・館サービスとして、初年次

教育の必要住を強く感じていましたし、

そこに力を入れています.

(*:1依]初年次教宵とはどんなものでし

ょう力、

[訴J5J大挙入挙直後の掌生に対して行

う導入教宵ですが、例えば、レポート修

成の方議や文融の採し方・集めJ5を身に

付けるための教膏怒とですね.これは、

どんな授業でも必要となるもので、授業

の一環として図書館組員カ喰えています.

また、若手生同士が討論したり、資料作成

を行えるグループ掌習の湯も充実させ、

導入教育の支績をしています.グローパ

ル芯コミュニケーションが要求されるφ、

討議できる煽が図・館にあります.一方

で、従来からの傍寂憧を保つ場所も必要

です.静寂と賑わい、乙の2つの要素を取

り入れながら、どう区切っていくかがポ

イントだったと感じています.

[国Iþ)それぞれカ智価する空間とは伺か、

具体的なイメージの共有化が重要でした.

そのために、図書館担当者と施設課担当

者、設計奮の3者で多くの図魯館を見学し、

ゾ一二ンク、空間をはじめ家異や照明等

のインテリア、9i-装・内装の繁符に至る

まで細部にわたって、関係者で議論を重

ねたことで、この図面館の克向性を見出

すことができました.

[冨〕確かに、コン色プトを掲げながらそ

れ奄完成させるまでのブロ包スでは40

以上の大学・公共施設の見学が非常に診

警になりました.その申で本挙に合った

図書館t訟を創りあげていき4ました.~た、

施設だけではなく、キャンパスの雰圃気

についても見学する視点を置いたこと

共同関東.. ヒコミ:J.:TーションラウンY2M

も良かったと患います(笑入

[鋳戸〕令までg・館のゾ一二ンクや家

異だけを見ていましたが、外壁について

も聞のを持ったことは面白tJったです拍.

施設外観の重要性も調講が高まりました.

特に印象に襲ったことは、キャンパスの

φでの図書館の也置です.学生たちが日

常的に通る動織に配置しなければなら

怠いと強く感じました.

〔竃]見掌やヒアリングにより得た情報

をレポートにまとめ、その図・館のI良

い部分H惑い部分J について分析し、み

ん訟でその認誌を共有化することが出

来ました.結集的にはその分析と認識の

共有化がその後の設計作業を進める上

で非織に役立ちました.

[山崎]一般的に入ってみたく怠るとか、

IC\惣良いとカ\言葉だけでは捉えにくい

所もあります.見学や協議を通じた共通

露識のお憾で、建屋をガラス張りにする

-r見えるJ-r輿昧の喰起jといったハ

ードウエアについての具体的怠提案が

行い易く怒りました.

また図書館とは単に本を借りにくる

だけではないf滞在型jだったり、クルー

プの様々拡活動ができるfうーニンク・

コモンズjといったものの具現イちに漕手

していきました.特に大挙制からの要望

で、「琶のソーニンクの設定jカ噌案でし

た.建吉性のあるザツシやガラスの反包

等の建築費抑の選定に細部にまで考慮

。
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。 図書館づくりを通じて醸成された価値観やキャンパス整備
明治大挙和泉図書館

しました.フロア毎に、又奥に向かう毎

にだんだれ広クラデーションし主主がらf静

けさ力明暗的に変化する空間ゾ一二ンクj

を実現しました.

[竃]機能を重視する図書館鴎員とデザ

インを加味する設計事務所のバランス

を取りながら、調整していくのは苦労し

ました担(笑).fiìáの良い園書館といわ

れるところはfアクティブ・ラ一二ングI

をキ 7 ドとして様々主主試行錯誤が

行われています.本施設の計画において

もその部分の語論が重要でした.

[回申]関係者の申で共有化していった

空間ゾ一二ンクは、下層階では、空流空

聞をCþID\に力ジコアルさを感じさせ、よ

層階へ行くと落ち着きと個人の集申度

のアップにつなげるよう芯計画でした.

設計釦では、 l'2F(ま刀ラス彊りの透明感、

3Fはルパを置け、4Fは外部の緑の

環境に親しみ毛広がら集中度を深めるオ

ンと~フの変他を意識しました.

[冒]そのφで、課題となってきたのが、

床面積に却し、膨太な蘭寄叡でした.そ

こで貝学先の事倒からヒントを得て、集

密密架を積層に出来ないかという要望

を設計者に依頼し、検討がはじまりました.

その積圃集密.架の占める面積が大き

かったため、どこにプランニングしたら

よいか‘置計者にも色々と検討してもら

いました(笑).

[山崎]積層集密書庫d浬間性やデザイン

性を考えると、当初lまポジティブ怠空圏

構成要素とは壱えていませんでしたが、

これだけの置の本が置か札るスペース

は他に芯いため、前面を吹振にすること

でその圧団的な本の力を量も端的に表

現できる場所に主主るので(;j:tct

いかと考えました.

[回申]映さ掻けに画した6層

分の積層集密書庫のショーケ

ース化l乱縞麗主主表装の大型本.

圧倒的1;j:本のボリュームにより、

掌生へ知器への興味と欲求を

高める『本の持つ刀」を引き出

しています.また、使われ方に

よって空流活動の場としても

擦がっていきます.その倒と

して先日、写真部がギャラリ

ーとして活用していました.

[揖15];:::の積層集密書庫(;j:開

架の扱いで‘配架されている

工リアには学生が自ら入って

いけるのです.直接、本を手に

取り、ブラウジングをし広がら、

判断することを重視しています.ですの

で近年、導入力者坦えている自動・庫計画

は一切考えませんでした.やはり利用者

への使い勝手を優先させたことが良か

ったと思います.

[置]集画書庫は一般的には閉架書庫で

すが、図.館の方針や、見学に行ってみ

ん芯で書諭したことから生まれた、新国

.館への思いを踏まえ、開架.架として

￠精層集密書庫を実現できたと思います.

[家事]その他、ゾーンごとの空間住や音

への配慮についてお聞か吐ください.

[回申]これまでの6人益事けの閲覧テーブ

ル1止2 ・ 3人が利用する度に 1 つの椅吾

が荷物置場に拡り知率が悪くなってい

ました.舎園、プライバシーを考慮した、

使いたく主よるキャレルができ芯い力、と様々

な工夫をしました.

[山崎]利用者の視点在重視し、書架や家

具や閲覧席など細かい配慮を行いました.

閲覧席の置立の高さや透明置までも、利

用者の気分や雰囲気で場所を遺ぺ、個人

の占奇度t:!選択できるようにしました.

また書架配置を斜めにしたことが大き

な特徴です.結果的に、利用者に本が近く、

q分の積膚集. . .  

本が見えやすい計画と芯りました.

[冒]敷地形状から生まれたひし形プラ

ンでしたが、そのグリッドの考え方を書

架配置に至るまで貫いた設計蓄の斜め

ハゆとだわりは強かったですね.

[山崎]平面形から主まれた斜めクIJッド

を構造計画やディティールにまさ展開

しました.書架や家具の形状、サッシュ

の方建や石割までも斜めクリツドとして、

計画全体を整合させていきました.その

ゆで運用面において、本当にこれで問題

が毛よいのか協議在重ねました.

[折戸]確かに、最初はひし形の建築プラ

ンの申で構造や曾架配置は直行グリッ

ドでしたね(実).書架を斜めに配置する

ことfël:，園内空調べてみましたが、あま

り事例が芯く珍しいことでした.そこで

事倒となる図.館に、.梨配置の使い勝

手について、利用者の声、管理者の声を

確語しました.

[山信]確かに.通路から見た時に、本が目

立ちます拍.

[編戸]他大学の見学者からも、 f本t:!見

えるjという評判をいただき、あらため

で本の刀を実感した次第です.

[木本]さて、次のテ マとしては図書館 います.

づくりでの苦労点についてお話をお伺 [軒戸]量計音からの説明だけでは理解

いします.課題や3奮のコンフリクトに でき主主いとごろは、告建材やインテリア

ついてはどのよう芯宅約力窃りました力、? などのモックアップの現物を見ながら

[回申]やはり一番の苦労点としては、冨 確鼠できた乙とは良かったです拍.図書

頭でも話した整備手話の変更という大 館醐員のIまlま全員がなにかしらのモッ

挙側の大きな判断がポイントだと思い クアップを見学しています.百聞は一見

ます. にしかすと言われますが、説明+体感し

[冒]そのことは、我々施設課及び図.館 て詔請を高めたことが非常に有意義で

の担当者が掌内を調聾するのに太変で した.

した.

[揖戸]お陰様で蔵書計画や色工リアの [木寧]量後に主主りますが、図書館を通じ

配置が要望通り叶って本当に聞かりま た期待についてお琶をお伺います.

した.との他、図書館にとって照明や音 [山崎]図富館の魅力を引き出し、魅力的

の対策!誌、閲覧や学習環境において非常 であり続けるためには、学生の方たちに

に重要怠課題きした. 利用し続けていただくことが一醤です.

[山崎]設計期聞が十分に取れたので、相 学生の利用を促すような様々拡企画に

遣も協議できました.高速道路が隣穫す 対して、建築計画や空間デザインが粟鞍

るという立地でしたが、遮音対策につい に対応でさることを期待しています.ま

ても色々と検証することができました. たキャンパス全体の外部空間も令回整

[回申]琶については外から.中から、学 備した部分からキャンパス主体へと展

生の声やフローリンクの音容ど色々な 聞してほしいと期待しています.

辰留を検討しましたね.また光について [因。]乙の計画の当初、大学側から質問

も斜光や柔らかい光なども考慮し、実際 がありました. r図書館におけるデジタ

にモツクアップさ辰信音や照置などを ルイ巴の進展君、本の寄在!ま蛮わっていく

再現することができました. のか?Jと.私たちは、図書館における本

[冒]閲覧空間の照度や光lW績について の役割があると考えていました.それは、

も語論を重ねました.和泉図書面の書架、 本のにおいを感じ、本に固まれることで、

閲覧空間には天井に照明がありません. 知富田欲を刺激するということ、その「本

見学先の図書館をヒントにし、間接うi6を の力」を量太隈に引き出し学生に刺激を

とりいれ主主がら光頭を直接見せない計 与える、セレンディピテイ難の高い空間

画にごだわりました.特に3Fのルーパ づくりを目指しました.本に近い閲覧席、

ーからの間接光による閲覧空間は読書 本が自に入る書架配置、そして、吹き掠

に量適毛主環宣言とすることが官きたと思 けに面した積圃集密.架などです.さら

誕包レンディピティ(se聞ndvlty):伺Iか老探しているときに、保しているものとはllUの価値あるものを見つける偉力・才簡

に、ラ ニンクコモンズや交流空聞を併

せ持った、新しい大学園.館のブロトタ

イブbできたと思います.

[冒]我々はキャンパス監備の中で学生

の学びの揚や活動の揚をつくったり整

偏したりしています.今回の図書館建設

はその一つですが、その中でこれからの

挙生がどのように施設を利用していく

のか、挙生自身が建物の使い方を自由に

者えアレンジして利用していってもら

えたらと思います.そういうことがおそ

らくいつまでも掌生に重され続ける因

書館に怠ると思います.

[街戸]今回の整備計画の狙いの一つに‘

学生の利用だけではなく、これから明治

大学を目指す畳鹸生への閉山も期待し

ています.合、和泉図書館では充分な掌

習環境や活動環境が董備されました.施

設に負け芯いよう怠、利用者サ ピλを

継続的に、力、つ時代の流れと共に新しい

サーピλの革大や発展につ主主げていき

たいと思います.

[木寧]本日は貴重怠お時聞をいただき

まして、ありがとう己ざいました.

舗肉フロア官甫
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掌生支援を目的とした

融合的なサービス

ICZ (Int8rna旬開日I (泌m刷nr，鎌田白n加1&)

濁協大学図書館(天野貞裕記念館}

緩同 羽田洋一暢猷糊輔.綿制}
議回 腸欄飽大崎鮒.側企冒鵬船

問書手./*本籍.<会側線式会総金量Eチームチ-Aリーダー}

間貸出eサポートfちRク

[*3修]今回、濁協大学図書館にお伺いし

ました.2007年に新館力鴨館して5年が

経過しますが、この5年閣の図S館運用

全般と自動iI摩の運用についてお話を

お向いしたいと思います.

[.18)麺協大挙図.館1:.2007年9月に、

教室主主どとの複合施設である天野貞裕

記念館内に移転して新図書館としてオ

ープンしました.天野貞箔記念館1:. 当

時の外国語署員膏研究所、情報包ンターお

よび図書館の教育研究支援に滋わる3

織聞の機能を笥機的に統合した、大学の

教育研究拠点となる建物です.

国信館の麓書数{ま開架・関架合わせて

約87万冊を所蔵しています.歯科奄主

題ごとに各階に配置し、資料・間第席・力

ウンタ-~ど基本的なレイアウトを各

フロアほぽ其過にする主主ど、わかりやす

く使いやすい図書館、長時間滞在型の図

書館を目指しました.天野貞補記怠館の

東側は教室ゾーンと怠っており、3階ま

でのどのフロアからでも入館できるので、

授業の前後忽どに利用しやすい構造に

主主っています.(園1)

[**)利用者サービスの特長について

お話をお伺いします.

(.園]各階に配置した質料の分野に応

じたレファレンス・カウンターを3ヶ所

設置するほか、貸出・返却カウンターを2

1.)所に、PC貸出・サポートデスクを 1 ヶ

所におく毛主ど、手厚い人的サポートを展

関しています.

最大の特長!手、掌生支援を目的とした、

国信館とは異毛よる組織が併設されて、融

合的な学生支援サービスが実現できて

いることです.

まず、情報利用環績の面で{志、館内の

{図 1)天J!f4~高値念鎗(/)・2・è分煩ごとのØI

SF 

4F 自・・e

情報機器とサポートの充実が挙げられ

ます.図書館内に{広告障に分散して多

くのPCを設置していて、無線LANを通

じて持ち込みPCでのネットワークの利

用も司能です.図書館2階に併設された

教育嗣究室援色ンターのPC貨出・サボ

ートデスクで!乱費出用のノートPCを信

りられるほか、図書館のスタッフでは十

分に行えない、PCに関するサポートも

受けることができます.さらに、隣緩し

ているMM(Multlmedla)工房では、艶画

や音声などデジタル情報の編集加工が

可能怠機鎗を揃え、専門のスタッフのサ

ポートが受けられます.

また、濁協大巻の特徴である語学教育

に関連して、図書館3僧にl乱発話トレー

ニンクブース、語学資料コーナー、AVコ

ーナーを設置して語学学習のための工

リアとしていますが、これに隣接して、

語挙挙習のサポートと受読の揚である

ICZ(lnternational Communication 

Zone)があります.ここでは、損業時間

タ1でも、外国語や州国文也に触れること

ができ、等部・学科・学年を越え、日本人

挙生も留掌生も外国人学生も気楽に受

流できる場となっています.

天野資格記念館r:キャンパスのφ央

に笹躍し、掌食も隣接しています.掌生

の生活動線主にあるので、国・館以ヲ1の

各施設も多くの掌隼力寄り用しています.

(**)~るほど.掌生麦援がキーワード

ですね.図・館者E活用してもらうために

は伺か工夫はありますか?

[羽田]入館者数や費出冊敏を見ると、本

学図書館の利用は他大挙にくらべて多

いほうです.これは本掌の掌生が非常に

勉強織のであるためだと患います.図書

ICZ .. 敏.

・a
aF 強制町・鴛.・x!l! .. 司~ ICZ ..  役室、C札.~

容 を崎製.!J.1iI絡線~.ヱ"'.滋割1 .. .帯電野史実..MMヱ. .. 検筆、C鮎』陸自E

1F ・e.f!雪量・居酒!!. .. 吟 ヱントランス 令。 灘

百/贋・.ゾーン 中央/IOZ ./後室ゾーン

館では、施設を整え資料を充実さぜるこ

とはもちろんですが、さらはる利用唄記

のために、より多くの挙生に有効に活用

してもらうための情報リテラシー教育

として、各種ガイダンスや授業・ゼミの

単位台セミナーを実施しています.

[量目]ガイダンス，包ミナーは3段階で

行っています.第1段階I(j:新入生を対象

にした図.館の概要や簡単は使い方に

ついてのガイダンスです.第2段階は 1

年生を対象にした初年次教育です.資料

の探し方やデータベースの使い方等、も

う少し掘り下げた利用や活用方議に関

して知ってもらいます.第3段階はゼミ

単位、授業単位でのフリーなガイダンス

です.これは先生方の個別の申込を受け

要望に沿って実施しており、多くの先生

方の授業に図書館の色ミナーを取り入

れていただいています.

情報刺用11境としてI:.~.館内の

PCは常設の144台のほか、教育研究荒

提センターの貸出用PCが144台ありま

すが、剥用者の要望が年々高まっている

こともあって、台数を開館当初よりもか

なり熔やしています.また、現在はブリ

ンタも無料で枚数上限も設けず利用で

ぎる環焼にあります.挙隼!彦、図書館の

資料だけで谷くPCを使ってデータペー

ス等も活用しながらブレゼン資料やレ

ボート論文をfl:成することが可能とな

っていま写.

コピーe.プυンタ

天野』砲翁憶念.総~d')・にþされている.

臓に数aゾーン

中S砲にICZ (lntematt口nalCommuntcaUon Zone) 
置にe・.ゾーシ

6・.~り、m・.へのアクセスが可笛.

灘保健センター、争ヤリアセンター、園限発捻センター、

書冊目臨屋ltギvラリー.:JJフzなど

。
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挙生支援を目的とした融合的怠サービス
濁協大学園書館

今後も図書館では利用者の情報利用 ていませんが、図書館単狙では芯く、園

環境の充実とともに、学生の学習や研究 -館をきめた天野貞箔配意盟主体でラ

活劃の支握を行っていきたいと考えて 一二ング・コモンズが持つべき要素を備

おります. えているのでは芯いかと思います.園書

[木傘]レファレンス・カウンターが各階 館としては、新図醤館で刷用者サービス

にあるとのことですが? や掌習環境を整備し、利用者の多犠芯要

[注目]資料や情報の探し方をサポート 求に応じたゾーン二ンクを行ったことで、

するためのレファレンス・カウンタ を 『滞在型園書館Jが実現できているので

3階までの各階において、全専任職員で はと考えています.

対応しています.色々の職員が担当主題 [木寧]利用者サ ピλの課題について

を持ち、主題別に分かれている各障のレ お伺いします.

ファレンスカウンターに入るように芯 [羽田]今後の図書館の課題として、園書

っています.また、即答できず、継続調査 館が積極的芯姿勇をもって利用者サー

が必要と毛ょった質問については、全専任 ピスを広げるととが必要だと患います.

珊員に対して情報共有を行い、全聴員が 倒えば、遺書ツアーや読書室、ピブリオ

そのフ才ローを出し合うことで、回告を バトル等、学生が自主的に参加する企画

作成していきます.これにより、聴員の です.それには掌生自らが参画する曹囲

スキルアップも目指しています. 気づくりが欠かせません.これからの園

[木事]職員の方は何名いらっしゃいま 書館fa;資料や場所を提供するだけでは

すか? なく‘学生が自主的に考え、企画・実施す

[撞田]現在奴週富館専任麓員lま18名古す. ることで成長できる機会を提供してい

各人が担当主題分野の質料選定も行つ く必要があると考えています.

ています.カウンター業務と遺書の主題 また、本や雑誌といった紙媒体だけさ

が結びついていますので、アメリ力芯ど fd:芯く、電予ジャーナルのほかデジタル

で見られる、学位を修めた専門家とまで 資料の提供にも舵を切っていく必要が

はいきませんが、サブジェクトライブラ ありますが、まだ十分芯取り組みができ

1)アンに近づくための第一歩といえる ていません.令後の課題として窺ってい

でしようか.自分の主題を意脅しつつ業 ると思います.

務を行いますので、多少主主りとも担当し

ている主題に強い鴎員が成長してきで [木寧]自動書庫の現在の利用状況はい

いると思います. かがでしょうか.

[**1ラ一二ンク・コモンズについては [掴田1 1 日の出庫は平均50~100件程

いかがでしょうか? 置です.蔵書の半分である40万冊を自

[溢田]当館では特定の揚所を指してラ 国・庫に格納していますが、自動・庫に

一二ング・コモンズという名和は使用し 格納しているのは主に古い図書や利用

鎖直の低い質料です.

たとえば雑誌は3~

4年の年隈を決めて、

縛鍵ヨーナー

古くはったものを随時自動書庫に格納

しています.利用者からの出納要求があ

ると、カウンター内に出庫されますので.

力ウンターの業務委託スタッフが取り

出し、利用者に提供しています.

[木本]自動書庫についての当初の期待

値と稼働後の評価についてお伺いします.

[羽田]導入前l率、一部の教員や珊員から、

直築資料をブラウジンクできなくなる

点について懸意の声が上がりました.日

図書館の書庫では、教員も図書館璃員も、

ブラウジングにより周辺の聞係図書を

見つけることヵーできましたが‘自動書庫

の揚合は、蔵密検察(OPAC)画面さの

書誌情報をキーに 1 間ずつ出庫して確

認し怠ければなりません.導入。ら5年

経った舎でl乱不満の声1よ閏か主よく主主り

ましたが、資料の探し方が変わったこと

は確かです.

[盤固]自動書庫にある資料を探せない

ために、閣架にある資料だけ古レポート

を作成したりしている掌生がいると思

います.せっかくある資料が活用さ杓広

いのは鶴念なことです.自動書庫の置料

を活用するには、麗.検索(OPAC)を

使いこ在すことが必要不可欠です.タイ

トルや著者名だけではうまく見つから

主主いケースもありますが、分類や件名砿

どを活用して倹索することで、直聾のブ

ラウジンク以上に効果的・網羅的に資料

を発見できることもあります.そのため

には資料直理の由曙でのデータの肩車

の向上と蔵書模索(OPAC)システムの

機能向上が重要に怠ってきます.資料を

提供する側、刺用する倒の共通理解が芯

ければ、自動書庫資料が十分活用されず

死蔵される可能性はありますね.そのた

め、利用者数胃.(J)fcよかで働書検余(OPAC)

鎗笛トIr-=ンタブース

の使い方を十分に理解してもらうとと

もに、使いやすいシステムとしていくこ

とが、自動書庫を活用するためにも重要

です.

自1111庫を導入するととで、司じスペ

ースでの費料の収容能力が格段に上が

ります.また、資料管理も適切に行える

ので、出較的利用が少ない資料を自動書

庫に収納することで、膨大な.康スペー

スを抱える曲聾がなく主主り、その分、利

用者に開敵するスペースを確保するこ

とができました.ただ、自動書庫を採用

するかどうかで、利用者の使い勝手は大

きく異なってきます.遵入に醸しては、

増え続ける蔵書を管理するための施設

置備や各種サービスのための人的資癌、

そのための貴用等を勘案した図書館運

告主般に関する判断が求められます.こ

れは各大掌や図書館の事情によって冥

怠ると思いますので‘どちらがベターか

は一概には言えませ'fvt)..

[木本]最後に、自動書庫の運用について

課題をお伺いします.

自助書店

出納ステーション

[羽田]どん拡システムで管理されてい

るとはいえ、やはり人闘が操作するの君、

人的ミλにより資料が行方不明に怠る

可能世はゼロにはできまぜん.

[**Jどのよう芯状詞で起ごるのでし

ょう力、?

[酒田]過去、大量の入庫作業を行ってい

た時など、エラー防止メッセージやブザ

ーを無視して、強制的に入庫ボタンを押

しコンテナを入庫してしまったことが

あったようです.またたいへん薄い縫誌

が帽の雑誌に挟まってしまった状態で、

そのまま格納されていたこともありま

した.ほかに、資料に複数の資料IDが貼

ってあるのに‘ 1 つのみを読み込んで入

庫してしまった倒はともありま9.雑誌

は固定コンテナを採用して、同ーの雑誌

が同じコンテナに収まる運用にしてい

るので発見されるケースが多し切ですが、

なかには見つけきれず不田本となるも

のもあります.

[温固]自動書庫の場合、塁本的にはシス

テム管理されていますので書庫の申に

格納されていることが前提ですが、一度

園・錨情.セミナールーム

出庫した後、薗出もされず、自動書庫に

も戻っておらず、不田本と主主るケースが

あります.出庫請求した際に、 I既に取り

出し済みjという表示が続いたり、自動

書庫に戻らず開架書架にまぎれていて

発見されるととで、不明本状態にあるこ

とが初めて発覚します.ごのような出庫

後の不明本についても気をつける必要

があると思いま9.

[木本]確かに人的ミスについては課題

方噴ります.あるユーザー積雪はデイリー・

ウイークリー・マンλリーとチェックし

ながら、業務の一環として不明本の確認

をされていました.

[温田]たとえば『出庫から一定期闘を経

過して戻ってきてい芯い図書のリスト』や、

『出庫実績ペスト100Jみたい怠リストが

簡単に出るといいですね.利用額庫が高

い貰料fd:開架に出したり、今後の資料選

定の番考資料としても活用できそうです.

[木本]本日fa貴重怠お時聞をいただき

乱てありがとうござしました

調也大学園書館

山謹器:;SFO
嗣醐日1笠芸品開(8，月中冊、

休館日/日・-祝日、~

U A L/誌うたぷ思想。凶]p/llbraryl
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利用者を熟知した

「こころJ を打つサービス
大学共同調周樋闘浩人人間文化研究橿欄

国際日本文化研究センター
箇し手 歌麿公代

C大学共同利用様開法人人間文化研究概構

館内の機子

国晦日本文化研究センター情報管理施霞資料錬課長J

問書手/木本拓郎(金'坤賦会社企画チームチームリーダー)

[木本]国際日本文他研究センターの概

要についてお伺いします。

[棋麿]国際日本文佑研究センター(以下、

日文研)は、大学共同利用機関法人・人間

文化研究機構の6機関のうちの1機関です.

昭和62年(19B7年)に創設し、今年5月

に創設25周年を迎えた日本文化研究機

闘です。その研究は、単に日本という地

繊の文化研究を行うのではなく、 I世界

の申の日本J 、「アジアのφの日本Jとい

った幅広い観点力、ら日本を捉え、従来の

掌問領域の垣根を越えた発想を大切に

しているという点に特徴があります。また、

加えて世界の日本研究を支援すること

を重要な使命としています。

具体的な活動としては、次の4つが挙

げられます。

1 つ自は、共同研究です。園内外の大学

等に所属する研究者が参加する共同研

究会を主催し、特色のある様々な研究テ

ーマに取り組んでいます。この共同研究

は、一つのテーマにつき約3年の期間に

行われます。平成24年度は19の研究課

題について共同研究がなされ、ごれらの

成果を発表する国際研究集会も随時間

催されています.

2つ自は、外国人研究者の招轄と研究

五握です。海外各地域から、 日本研究者

コレクションの一部

外像[包醸の)餅U

を公募し、年間 15名ほど招きそれぞれ

のテーマにおける日本研究の進展を多

面的に支援しています.

3つ目は、国際研究協力です。海外の日

本研究者への支撮のため、海外でのシン

ポジウムや「日本研究会Jなどの国際的

研究協力活動を行っています。

4つ目は、教育事業です。総合研究大学

院大学(博士後期課程)の文化科学研究

科国際日本研究専攻が設置されています。

国際日本研究専攻の大掌院学生は、人文

科学・社会科学・自然科掌に渡る国際的・

学術的な日本研究を行っており、日文研

は優れた日本研究者の育成活動も行つ

ています。

[木本]図書館の役割についてお伺いし

ます。

[税店]私たちの図書館では先程お話し

した日文研の使命を果たすために、日本

研究の研究者の研究活動や大学院教育

活動に必要な研究資料や情報の提供を

行っています。日本研究に必要怠参考図

書やそれぞれの研究テーマに墓本的に

必要な I基本図書j に加えて、特徴的なコ

レクションを数多く所蔵し、収集してい

ます。

[木本]特徴的なコレクションとは何で

しようか?

古写真[髪結い]

(国際日本文化研究センター所蔵)

[歌麿]創設時から収集している日文研

の柱となるコレクションは、当センターで、

「外書Jと厚んでいる「外国語で書かれた

日本研究書J(以下、外書)です。その他に

も近世風俗資料(名所図会、艶本、妖怪絵

巻、臨絵等)、古地図や幕末明治期の古写

真があります。日文研ではこれらのコレ

クションの電吾イじを設立当初から推し

進め、現在では様々なデータベースが作

成され、日文研のホームページから公開

されています。多くの貴重な資料が公開

されていますので、是非、ご覧ください。

[木事]さて、 2010年に「第二図書資料館

(外書館)J(以下外書館)が建築され続い

て2012年に貴重書室が改修工事により

埋設されています。これらの新しい施設

の聾備計画に当たって配慮した点につ

いてお伺いします。

[歌麿]蔵書数の増大で保寄スペースの

狭陣化が顕著とはったことへの対策と

して、以前より外書館の建設を計画して

いました。その際、配慮したポイントは、

①資料保存環境の整備、②省エネ、③地

震対策、④利用者利便性の向上です。

まず、外書館についてお話しいたしま

す.資料保寄環境については、まず、温湿

度管理があります。力ピの発生しやすい

環境であった 1 階には除湿装置を壁内

鎗絵[総を押える鹿島大明神]
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利用者を熟知した Iこころj を打つサービス
園際日本文化研究センター

に設置し、併せて各階書架を申1~\に温度 整えました。また、蔵書数とスペースを

湿度計を置き日々計測、記録しています. 考慮し、多くの電動集密書架を導入して

また、紫外線による資料の劣化を防ぐた いますが、安全パーに加え包ンザー感知

め、開架エリアの窓には紫外線防止シー 式とし、利用者が書架から退出したタイ

ルを鮎り、加えて紫外線防止仕様のレー ミンクで自動的に書架の開口部の占有

ルカーテンも採用しました.他にも図書 が解臆されることで利便性の向上も付

の倒れからくる資料のゆがみや傷みを 加できました。

防ぐために磁石式のブックエンドをこ 次に貴重書室の潜設についてお話し

まめに置いています。 いたします.新しい貴重書室は、 1994年

省エネの点では、照明に人感センサー に建設された「図書資料館Jの3階に位置

を採用しています. しています.貴重書の電吾化作業を行う

地震対策においては、電動集密書架を 「情報工房J;を同じフロアに設置するブ

免震構造とし、書架の転倒を防ぐ仕様と ランに基づいた改修により従来の貴重

しました. 書室に加えより広い「貴重書室2J;を設け

利便性の面では、各階に無線LANを ることができました.このことによって

設置しインターネットへの接続環境を 合までの貴重書室に入りきらなかった

図書資料館の館内

磁石支ア'':/クヱンドをZまめにE置

温度・温度計にて目々附測とa

貴重書室2の室内

落下防止パーの設置 パンチング孔を開けた側ä

貴重資料は全て収めることができ、ほっ

としています.新しく準設した貴重曹室は、

紫外線の出ない蛍光灯を採用し、地震対

策として書架に落下防止用パーを設置、

湿度管理として、壁画に湿度調整ボード

を貼ることや書架の側板にパンチンク

孔を聞けたものを採用しました。

[木率]温度・湿度測定はどのように実施

されているのですか?

[核廃]開架エリアの各所にデジタル式

の温度・湿度計を十数個配置しています。

日々、職員が測定値を記録し、館内の温

湿度をチェックしています。このデータ

を積み童相令後の適切な資料保容環境

の参考にしていきたいと思います.

[木*J本誌の今回のテーマとして「感動

できる利用者サービスの工夫Jを掲げて

います。どのようはサービスに取り組ま

れているのか、ご紹介願います.

[叡塵]感動できる利用者サービスとい

うテーマを伺って、最初はとても華々し

い特別なサービスのことかと思い戸惑

ったのですが、これは、 I利用者のこころ

を打つサービスjという意味と捉えられ

るのではないかと思います。言い鎮えれ

ばI利用者を知っているサービスJです。

日文研の図書館を訪れる研究者は、非

常に広範囲かつ多阪に渡る研究テーマ

を持っています。日文研では、これらの

利用者に対して、研究に必要な資料や求

める情報をきめ細いコミュニケーショ

ンをもとに把握しサービスをしていく

というこれは創設当初からの良き伝統

があると思います.日本研究者及び日本

研究者を志す利用者一人一人にそうい

った姿勢で臨むといった伝統を今後も

生かしていけば、 f感動できる利用者サ

ービスJが見えてくるのだと思います.

また、海外の日本研究者という I利用

者を知るJためには、世界の日本研究の

状況、研究施設や日本資料の状況につい

て知ることが大切です。日文研では、毎年、

欧州で開催される日本資料専門家欧州

協会総会(EAJRS)に研究者とともに図

書館聡員を派遣し、所蔵している日本研

究資料の紹介や人的ネットワーク作り

を行っています。こうした機会を通じて「利

用者を知るJとともに I利用者に知って

もらうj努力をしていきたいと思います。

[木本]最後に、今後の展望についてお話

をお伺いします。

[棋鹿]まずは日文研の特徴あるコレク

ションを一層充実させていきたいと思

います.

発展性としては、コレクション形成の

中核である外書の資料収集について、ヨ

ーロッパや北米の資料が充実していま

すが、より多言語を視野に入れ、東アジ

ア地域の日本研究書の収集にも力を入

れていきたいですね。また、コレクショ

ンをはじめとした資料の保寄環境への

取り組みも一層整えていきたいと思い

ます。さらに、大学共同利用機関として、

内外の日本研究者を支援するため、日本

研究の研究支援拠点として白文研図書

館の信在と資料についてより広くアピ

ールし情報を発信してまいりたいと思

います。

[木本]本日は貴重なお話をいただき、あ

りがとうございました。
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袋線ラウンジ注量E

会員制ライブラリーf副ZCOLIJ (銀

み万:ピズコリ}隊、2012f家4月{こ鍾岡

市海辺過に方ープンした.BIZCOLlt�. 

.徴的忽ビジネスパーソンが緩い、事百1と

穆ピジニ終スを"むことで企緩や継続に

"開腹するrmの集編・交流・創港j鍵点を

目鎗している.rBIZCOLIJと駐車ピジネ

ス (BIZ) とコミュニケーション

(COMMUNICATION上そしてライブ

ラリー(LlBRARY)の繍文曾縁組み会

わtまた漣組である.

人がつながる、

1. シンクタンクf九経銅Jが運曽

BIZCOLI(みシンクタンク、財団法人

九州経済調査協会{略都、九経調)が運曽

している図・館である.九経調!ま昭和

21年の設立以来、勉嬬経済のデータや

書籍を収集しており、それらを活用した

会員向けの経済図・館を運告してきた.

この経済図書館は、利用者が必要な情報

を得ることに加え、摩書員がシンクタンク

としての専門的な立場から経済の疑問

質問に嘗えてきた.

九経舗は2012年4月、福岡市の大ち

から渡辺通の喝気ピル「共創館jに移転

-叫 ~il~

f 可r I 
アイデアが生まれる
会員制ライブラリー fBIZCOLリ

財団法人九州経済調査協会・BIZCOLI

R. 岡本洋事{欄法人;h.州制椴帥輔鵬抑制蛾}

した.共創館は2012年2月に銭工した方 供している. アイデアの創出や思考を漂めるしか、

フィスピルで、九州を代表する経済団体 ①ピジ.'1lスの震新情".アイデアの提侠 けとして、ブックディレクター幅允孝氏

が入居している.鮭済団体の聴員の利用 BIZCOLlさ Iå:_書籍・映像、研究会等 の協力のもと fビジネスパーソンが仕§

や共同のイベント開催に加え、天狗と得 により、ビジネスに役立つ憲新情報やア の原点を考えるJI・籍コーナーを設け、

多のφ聞に位置する立地によって、九州 イデア・ヒントを提供している.業界の 発惣法やデザイン関連の書籍をそろえた.

全域から多くの来館が期待されている. 変{乙や収支モデルがわかる曾籍、業界の 九州の発展にむけて必ず知っておくべ

最新動向が把握できる専門縫詰をそろ き主基礎的拡資料や書籍者をならべており、

2. r知の集積・交流・創造j えている.新聞・企業・人事データベース 九州経済の諜題と方向性が一目でわか

拠点にむりて のf白経テレコン21 J を導入し情報収集 る「九州経済・発展戦略マップjを展示し

経済図書館はインターネットの普及 のスピードアップをはかり、ビジネスス ている.また、地元企業や行政とのコラ

とともに、刺用者が年々滅少していたこ クールとの協力により企業経堂やマー ボにより、ユニーク怠tt!J元企業の映像放

ともあって、「共創館jへの移転を機に名 ケテインク関連書第を充実させている. 映、デザインに優れた製晶、古地図や鎗

務やコン色プト、レイアウトを大幅に見 情報の鮮度を重視し、書籍は刊行後5年 画毛主ど唱を展示している.

直した.BIZCOLlはビジネスパーソン までのものをφJCIに開架している.書籍

の交流と、その交涜から生まれる人脈形 の情報はどんはに新しくても、刊行され

成やアイディアの創出に力者E入れている. るまでに獄カ月経過することもあって、

コンセブトは九州におけるf知の集槙e 自治体や企業の公開質料、新聞記事を展

交誠・創造j鎚点であり、コンセプト実現 示し、ビジネスマンが震新の情報に触れ

のために以下の3つの機能を利用者に提 ることができるように工夫している.

。

@ビジネス入自民の形餓

BIZCOLlでは利用者向士、利用者と

当会研究員との人脈形成を促進するた

めに、包ミナー・交流会を 1 週間に 1-2

回開催している.シンクタンクとしての

調査研究成寮の発表に加え、企画力やビ

ジネススキルの向主に役立つI事業色ミ

ナーj、文化教援を修得するためのfまち

閲覧ゾーンの(f知の森J)には・鰭 1

万冊〈別置きの開架書館{ご約19万冊を

所趨)とともに、 1950年代に設計された

シンプルなデザインの筒菩26闘がある.

会員専用のミーテインクルーム(24;g J収

容)(å:、長さ約7メートルの巨太ホワイト

ボードがあり、勉強会やワークショップ

に利用されている.マイデスクゾーン(個

'Eミナー jをスタートさぜた.その他、 室)に{広人間主掌に塞づいて設計され

BIZCOLl以外の企業や団僚の色ミナー た高機能テェア15席が設置され、長時

でも、コン包プトにフィットする内容で 簡の業務・仕事に集φできる.月単位で

あれば会場d瀧供や集容で協力している. 契約できるロッカーも準備している.

さらに会員の興味あるテーマに基づいて、 .架では、刺用者が・籍者を手に取って

BIZCOしlスタッフ力活員同士の交流促

進に努めている.

@スキルアップのための細書空間の鍵供

近年、街φの力フエでは、ビジネスパ

ーソンがパソコンを持ち込んで作業を

している婆をよく見かける.公共図・館

は開館時間、立他怠ど、多忙怠ビジネス

パーソンにとっては利便性に欠け、知識

習得や企画・作成等に集φできる空間

もない.8IZCOUでは15のブースを設け、

静かに集φできる空間をつくっている.

3. レイアウトとサービス

支流ラウンジの窓は床から天井まで

ガラス面になっており、光を取り入れる

開捜感のある空間と怠っている.また、

霊1ëJ;本の背表紙が壁画から数センチ飛

び出しており、BIZCOLlの象徴的なデ

ザインとはっている.ラウンジの中央に

はパーカウンターを備え、イベント開催

時にアルコールを提供することもできる.

ラウンジは打合せや怒談だけでなく、イ

ベント会混としても利用される.企画展

示ゾーン(f知の回廊J)には天鉾まで続

く書掛か濁り、映像蹴映や創昂展示を行い、

優れたデザインやアイテ.アにふれるこ

とで、みる蓄の感住を刺激している.

いただくための工夫をしている.スペー

スの許す限り書籍の表紙を見せる形で

配架し、関連の新聞記事、図表、害奏、模

型をあわせて並べ、利用者の倍奇JDIを刺

殺している.また、ビジネスの繁聾を弛

掘するしかけとして、レゴなどの玩具、

飛び出す鎗本、函館、写真集をそろえて

おり、支流ゾーンにはクラッシッっき業

やIJAZ2力切れている.

BIZCOLlは腎朗会員からの会慢で遥

告されており、20銭以上のビジネスパ

ーソン奄ターゲットにしている.当金貧

卸会員企業・団体に所属されている方は、

平日10-18時まさは無料で利用できる.

18時以降の利用については、月額，個人

4.000円の利用プランが用意されている.

このほかにー趣向けの刺用プラン(月額・

個人6.000円-)， 1 日利用プラン(1 日

1.700円-)がある.拡お、空間デザイン

や什器選定においては、t也元デザイナー

の協力者E得た.

4. 図・館の既害保怠を超えて

7.tーブンから半年カ唯過し、 1 力月の

利用者数Iå:約800gと順調に増加して

いる.イベント参加者や会議室利用者を

加えると、毎月約1.000名が来館してい

~q)U 

ることに拡る.

9月には、九経調のオフィス部分とあ

わせて日経ニューオフィス貫を受賞した.

知の交涜拠点づくりにむけたソフト面

での多様忽取組みに加え、宮崎・新鱗岳

の火山灰を混合した煉瓦、佐賀・七山の

和紙を利用した照明器具芯ど、勉元の素

材や伝統工芸昂を活用した内装や什器

が評価された.

これ力、らも、勉繊のビジネスや経済に

密慧した圏書館を実現したいと考えて

おり、合後、利用者向士が情報やノウハ

つを共有するコミュニテイの形成を目

指すことにしている.同じ興昧を持った

グループや同織の資格取得を目箔す人

の集まりといった、多様怠コミコニテイ

の形成によって、ビジネスの質を高める

ことに寄与したい.また、マーケテイン

クの勉強会やビジネススクールの同窓

会主主どの鵠致を検閲φである.

全国的にも、BIZCOしlと同様の機能

を持つ施設は移在しておらず、図書館の

既寄緩怠にとらわれ広い、新た毛主知の拠 ノ/

点として挑戦を続けていく. ρ/ 
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(!R)llIll車専管鱒術館{以下、純情}の新 園{東京都目黒区)から鰐戚されていま 現しました.自然史標本線と総合研究練

信分.(寮~UIJ前宿区}除、.成24t緊4月. した.そのうち新宿分館には、動物・地学・ が鍛工し、既得の資料康2棟が法修され

..JG(8(景潟県つくば市)1こ移隠しまし 人類・理工学の4研究都があり、同時にそ て理工挙資料練に生まれ変わると、いよ

た.そのa果.5研究飾{こよる研究徳島健と の資料が所蔵されていましたが既に過 いよ標本・資料と研究室の大穆動力、台ま

400汚点者E越えるJiYi..2広・資事尊が銀総 飽和状態にあり、資料のー援は、植物研 り、やがて平成24年4月、筑液研究施設

し、筑漉初究IB肢として新たにスタート 究SIIと実験植物園b~aるる筑波地区の資 b(始動しました.

しました.それ広伴い.自然se.J広僚と 斜度に分徴して所蔵されていました.

11会iH~~標がlti~提言されZ院した. そこで私たちは、分散所鵡を打開して 自然史標本棟の概要

郊率的主主研究を行うこと、研究都の枠を 自然史標本棟には、約200万点の艶初

これまで?の斜博から 謡えた新しい績断的な研究者を行なうこと、 標本、約24汚点の地掌標本、 16万点余り

筑波研究施設ヘ さらに事務業務を集結して効率化をは の人類縁本を収鵡し、植物・菌類縁本約

斜陽は上野(奈京都台東区〉に本館を かることなどを掲げて、筑溜飽区への移 170万点の一部を収蔵し主主くてはならず、

おき、新宿分館、筑波地区、付属自然教膏 転者を決断し電光石火の勢いでそれが実 かつ令後約10年間に想定される標本信

折宿分館の筑波移転と

然史標本棟の建設

R ・ p 0 r t 

分毛E収蔵するよう設計されました.収麓

する標本の形状は多畿で、動物の裂j製や

雪俗、液漫標本、昆虫や貝類毛よとの乾燥

標本、岩石・鉱物・化石などの重量物、人f号、

植物の押し護領本主主どが宮まれるため、

床面積と芙井高を露大限に活用して収

広大な鍵m・4白田の一角に1í1寵された白書IlI!.京事I(.í)と

鎗合iI_③.iIJt・.IlI!fIoo...M4i署警'.11績@、資'珊2

a:ilは篤移の緒隊司?、混線a匝隊混:t!t!資縄線にli:修された.

鍋除鉄大蛸明績を叙館する綻路島稽.

2・・・・・の*・&'1率、ガラス織，.しに;:;:
(1)&績を目の当たりにする.

独立行政法人目立科学博物館

禽持判明{蹴榊糊鎗治制鵬組蝿欄輪開グJレーブクJレープ船

麓能力を高めるとともに、標本の形状・

性状、管理条件にそれぞれ対応した梅遣

が求められ去した.さらに一部公開型の

収鵡室{収蔵展示室)を設けました.

。でも圧巻訟のが痕浸線本望です.渡

漫標本と!志、標本を工タノールはどの渡

体の申で保寄するもので、科慢では吉く

から魚類、無脊縫動物、蜘妹類、鴫乳類、

両生・腿虫類、鳥類宅よと犠々は動物の液

浸標本を収集してきました.そのため、

数が膨大容だけで芯く容器の大きさや

材質も後々芯渡漫標本が、新宿分館の複

鍛の標本室に分徴しており、研究者はこ

れらを一向に収鵡できる縁本室を待ち

望んでいました.それを実現したのがこ

の波浸標本室で、床面繍約1.000平米の

フロアー全体{ご、移動櫛(間口900mm'

奥行き500mm'高さ3.100mmの才一

ブン棚を8連x70到、 10遼x70到}配置

しました.穆動制の駆劃方式には、料博

の標本室では初めての電動式を採用し

ました.液浸標本の住状!ま様々で、非常

に脆弱で衝穆を嫌うものも多く含まれ

..  な・・の淑lI.調~奴鷲ずる滋lIftヨI!:.

夢でした.それ奄実現すべく設計された

のが、天舛高いっぱいにスチール製の引

き出しを重抱た移動遡でした.増麗等に

よる引き出しの飛び出しを防ぐために、

強力マグネットによる安全策も講じてあ

ります.

昆虫標本室も、貝類乾燥器本室と並ん

で収鷲能力を著しく向上することがで

きました.昆虫標本{乱ドイツ箱とよば

れる完全に規俗化された標本箱に保管

されているため、斡惇では従来力、らドイ

ることtJ、ら、鍬æにマイコン制御された ツ箱を積層して収納するキャビネットを

システムを用い、スロースタート・スロ

ーストップが信道化される条件設定を

行毛よいました.

貝類の乾燥標本室{貝殻接本を収蔵)

も見事怠出来栄えです.本l博のこの分野

!彦、河村コレクション{河村良介氏(1898

-1993年}収集}、機鉾コレクション{機

舛欽一縛士(1910.....1993年)収集)と

いう世界屈指の2大コレクションのほカ\

歴代研究者が銀祭した膨大主主標本奄所

蔵しています.ところが新宿分館では、

それらがコレクションごとに収蔵され

ており、分類群ごとにコレクションを再

探聞してきました.このキャビネット司王

新調して移動砲に設置し、さらに新宿分

館で使用していたものも動員すること

でこれまでの2倍近い収鵡能刀を健保し

ました.

ナショナルコレクション
としての料i専の標本・資料

お↓博の標本・資料収集のポリシーは、

日本およびその周辺旭燭・湾紙の自然史

標本と科掌・技術史資科をはじめとした

理工学資料を収集し、ナショナルコレク

ションの構築を目指すことにあります.

織成したいというのは研究者の長年の 科憾のコレクションは霊的に膨大拡だ

...闘の..111:・..舗には銀本に先立てた鍾をのit可r

1IIJ山陵センサーf:鎗閣It...マイコンの織24:.漕イヒした.

けで毛主く、生物分類掌の謹鍵と怒るタイ

プ標本、絶滅種や絶漉危慣種の標本、生

きている絶滅危倶纏物、さらに理工挙資

料では重要文佑贈をきんでいます.もち

ろん、惨笥なるものだけを収集するので

はなく、ありふれた普通種の収集にも努

めており、員..ともに我が国の最高水

準にあります.

調書m化により司It..<収加後カ司1:.めた良猿絵揖繊dと

昆虫繊本.. 

しかし、収集、保書事・管理、研究が一体

と怠つてはじめてその水準が維持され

るものです.今回の筑渡著書転、とりわけ

自然史標本棟の新築と、既得の標本庫を

理工学資料棟へと疎修したことにより、

標本・資制の保寄・管理の貨が劇的に向

よしました.最高水準にある標本・慣料

を収集、保苦手・管理を行毛よい、それらに塞

づき広範芯研究を展開すること、さらに

それらの研究成票に基づき展示や教育

普及活動を行うことが、ナショナルコレ

クションを策するナショナルミュージ

アムの責務です.科縛{ま筑漉研究庖設を

得ることにより、ようやく世界屈指の名

門博物館内とーした/

。
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私どもの飛鳥資料館は田和50年 しがし、当館は開館以来37年が経とう 遠足でミ子供遣が訪れます.何度も来てい

(1975)に開館した‘奈良文他財研究所 としており、蟻々芯問題が出てきています. ただけるリピーターの方々がいます.こ

の博物館です.6世杷lこ飛鳥寺が建立さ 者朽化に関るもの、社会のニーズや時代 うした方々に少しでも喜んでいただく

れてから藤原京を経て、8世紀初頭に都 の変化、来館者の措少と高齢化など、間 ために、用烏官業しく歴史に接してもら

が平輔京へ移るまでの聞を飛鳥時代と 題は教えだしたらきりがありません.そ うために、どん在理由や困難があろうと

呼んでいますが、この時刊の飛鳥-藤原 のどれもが深劃な問題で解決は一筋縄 も、良い博物館にしてい力、ねばなりませ

地場における奈良文化財研究所の研究 にはいきまぜん. ん.そして、 f良いJという状態を長く維

成果を毘示すること、そしてこの旭属へ そして当館は小さな博物置ですので、 持していかなければなりません.一部の

来られるお客穣達のガイダンス施設と 園や県の大き怠博物館と比べると、どう マニアや研究者にだけ侶まれるよう芯

しての役割を果たすことが当館の建て しても人的にも予算的にも限りがあり 施設ではなく、寺供から大人まで幅広く

られた目的です.これまでに400万人以 ます.さらに僕自身も、一人で沢山の仕 飛鳥の文化や歴史に楽しんで接してい

上のお害犠がと来館され、その役割を十 事があります.しかし、飛鳥には遠方力、 ただき、この地場を研究する意義と成果

分に果たしてきました. らも沢山のお客さんがお越しに主主ります. を多くの人に知ってもらうような姿が

小さな博物館のすになれ

Report 

当館の本質的芯あり方だと思っています.

こういった良い展示の恨底には、もちろ

んそれを下支えする研究、展示公問、収

蔵環境、何よりも働く人々の志が無けれ

ば始まりません.古すが、素晴らしい展

示はどうしたら創ることができるので

しようか.大き怠博物館にしかでき主主い

のでしようか.僕はそんなことは無いと

思ってます.

僕が自をつけたのは、「これが普通、こ

れが常議」という部分です.皆さんが考

値立行康法人園主主化尉-

奈良文化財研究所飛鳥資料館

成田 E帰館胡研蜘糊開館掌檀概即

えている常調は本当に正しいものでし

ょうか. rこれが当たり前・琶からこうや

っているからjという部分に大き広蓋と

し穴があると僕は思っています.それを

決めた当時は憲昧があることだったの

かもしれませんが、現在においてはさほ

ど効果が無かったり、社会のニーズが変

化していたり、檀端な話で言えば、誰か

が決めた量初の常詰が間違えている力、

もしれません.小さ芯博物揺で複々なこ

とにお悩みの学芸の方、樽物館に闇る伺

らかのお仕事やボランティアをされて

いる方々、皆さfvの苦労!ま、憎物館業務

に闇る一人として十分にわかっています.

毎日様々な工夫を撮らしていらっしゃ

ると思いますが、あえてI常識jに挑んで

みてはいかがでしょうか.何かがガラ 1)

と愛わるかもしれません.閏塞的忽現状

の打聞を求める芯らぱ、これまでの常識

に挑むぐらいの覚悟が必要だと思って

います.そして‘いつまでもf常割Jに対

して郷み続ける盗勢が必要だと思って

います.

ダイナミッつに常現や構造を改革す

る他にもやれる己とは沢山あると思い

ます.僕も仕事で地方の小さ主主博物館に

行くことが多いのですが、日本全国のど

飛島責斜箇の剣.

重要文化財山国~*圃廊 写真コンテスト入賞者へ『飛局資料鼠官位JQ)鍵与

と実行力、組惜の使い古、仕事の置先順

位の判断、日々のちょっとした工夫、一

見するとあたりまえのようですが、己れ

らの常詰に挑んでみると、皆さfV(J)博物

館を取り替く蟻々怠重量境が大きく変1~

するのでは芯いでしょう力、改革を人任せ

政治任せにしてはいけまゼん.まず自分

からです.

飛鳥資料館は昨年度から2-3年かけ

て大改装を進めています.僕は、この改

装を単なる内装と展示物のリニューア

ルという意味では捉えていません.無駄

を省き、必要なところには予算をつけダ

イナミックに更新.他機関、民間企業、ボ

ランティアとの新たな連携.速報住や柔

昆齢，、見割譲好健 軟性.何十年先を見通してやるべきごと

こも人・時間・お盆が足りずに困ってい

るのを自α定当たりにしてきました.ですが、

アレがないコレ11鳴いから何もできない!

と言っている聞にもでさることは沢山

あります.もちろんちょっとしたことです.

館内の曙つ己の撲をきれいにする、剥が

れた壁紙に糊唱をつけて直す、展示物を見

まとまらず、みん谷の意見を取り入れる

うちに、発案した鹿階での個性がだんだ

んと打ち消さ札、果てには優右目の意義が

薄札、これといって特徴の無い平凡芯仕

事になってしまったご経験はないでし

ょうか.そう怠ら主主いためには個人~少

人数で思い切ってやる仕事、大人数で協

て首をかしげている人に解説してあげる、 力して成し渥げるとと、目的や仕事量砿

古くなった看板をパソコンで作り直し どを劃案して、関るべき人数を判断し芯

てみる、休みの日に伺かイベントを聞い ければいけません.伺きもかんきち1人

てみる.そうした、『ちょっとしたことJ

の積み重ねが最後には大きな差になる

のでは芯いでしようか.

そしてI~がけて欲しいのは、社会的に

自分遣の博物館がどう見られているか?

と客観視することです.もし、自分が一

働力人だったら自分の陣物館に来る力な?

家族・友人・恋人を自分の博物館に連れ

てこようと思うかな?自分が吾供だっ

たら遊びに来るか芯?そうした害観住

宅E踏まえると、いろん怠ことが見えてく

るような気がしませんか?

また、組舗内での仕事の進め方も気を

Eらねば怒りません.仕事に閣る人を多

くすれば、作業人員・意見・アイディアは

増えるでしょう.しかし、意見や侶みが

で作業、逆に全てを皆で薄く作業という

やり方では、必要以上の困難に出会った

り、いいアイディアを生かせ主主かったり、

満足できる結果は生まれ広いと思います.

個のメリットー組舗のメリットの二つをう

まく組み合わせるべきです.

仕事官遭遇する種々の問題の申には、

一定の猫予期闘を過ぎると、麗怠拡がら

どうにも怠らない手遅れという事態が

あります.そう怠ら主よいためには、自分

自身の仕事の置先順位がみえてくるは

ずです.何が何でもI今Jやり遭r1~!:t札

ぱ主主ら主主いこと、逆に回りに迷躍をかけ

てでも延期し怠ければなら芯い仕事、橿

論的には中止するという判断もありえ

ると思っています.ダイナミック怠尭想

JDIがけるべきことは山のようにあります.

そして、ソフトハード面での改革を成し

遂げ、申小調模博物館の成羽事倒として

全国に飛鳥資料館を紹介できるような、

小さ芯博物館の合にしたいと者えてい

ます.

当盟lふさまざま話新た~~みに挑戦

しています.飛鳥の地域や文化までをも

巻き込むような変革へ挑戦したいと思

っています.これらの改革を「改悪jでは

怠く、巨久的に続く「改良1にしなければ

なりません.飛鳥の合後に期待していて

ください.

須班元奴さんが串いるwo阻DOR斑Rとコラポした

『先の回廊2012一面る古@毘憶ー』 ブ〆
抽金H旗揚入国立文化財暢構
ZM仰釧抑制箇
所在地/濠酬師fF日制興11601
関側関日目福田と掛川白〕‘
悼皿 H， 1U胡濁回昨同1情月回乎i
U fI L /h附悦p広;1.川W'N隅臥刷M叩II.P""'".~"'"

。
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Ulu広lH声rn埋麗文化財センター是)1 1 本構想jが策定され、是) 11録文館の建設 主文化財の多くは木製品でした.木製昂

縄文館の概要についとお伺いします. に着手し、平成23年に開館しました. には漆塗りのものが多く、考古掌的にも

(..)) \戸市埋麓文佑財包ンター是川 施設の大きな機能に2つがあります. 重要広縁所に怒っています.その繁晴ら

縄文館{以下、是川縄文館H彦、国の史跡 1つが是川選釦や風張漕iðiを遇して圏内 しい出主昂を展示するに当たり、常設展

である是川澄鯨に隣接され、縄文出土昂 でも有名な八戸の慢れた縄文文化を発 示の構成では2つの往を老えました.

を現婚で見学いただける施設です.これ 信すること、もう 1つは埋趣文化財包ン 1つ目が美術工芸畠の緩怠展示手法を

まで是川週節の施設として、是川考古館 ターですので市内の埋趨文化財の発掘・ 取り入れ、来館者へじっくりと見て頂さ

(昭和38年建設〉、八戸市歴史民俗資料 調査研究、出主文化財の記録・聾建保得 たいスペースと、もうひとつが発絹現場

館(昭和50年建設に八戸市縄文学習館(平 主主どを行い主主がら、市民への教育普~活 の再現をイメージさぜ、漕錨iの縁寺を掌

成6年建設)がありましたが、館設が狭い 動を行っています. ペるスペースです.さらに国宝の含怠土

上、老朽化も深刻に怠り、環焼の整った (**1是)1 1縄文館の特長につい亡お伺 備を展示する専用の鶴屋f菌室展示室j

保寄と展示施設が求められことにはり いします. を設け、多くの来館者を勉ヲしています.

ました.平成9~にI是川縄文の皇霊備基 [lJ!穆]是川遺跡I~低湿地だったため出 常設展示には憲新の調査研究の報告も

可掘成果や体験交流等を通した
文文化の発信

八戸市埋蔵文化財センター是JII縄文館

店し努 事館員E保仰細波側センタ-fllr閣制脚)

I n t ・ rvi.ω 111!8司~~気l!(禽働徐食禽鑑企慣チームチームリーダー}

常鍛易示司E

最示し、市民や来館蓄がハ声の勉刀を再

発見し、誇りや蜜着が感じられるように

努め、埋鵡文化財の重要性を伝えていま

す.

[*2依}館の体制についてお伺いします.

(..1是川縄文館は埋鵡文化銅色ンタ

ーですので、埋蔵文化財の保鍵と調琶・

研究、公開活用を担っており、2つのクル

ープで梅成されています. 1つは縄文の

里整備抱進グループで、展示や教胃普及

を担当、もう 1つの埋鵡文化財グループ

は漕跡の発揮調査を担当しています.

[家志]絡設作りに、警えたこと(配慮し

たこと、新しく採用したこと)は伺だった

のさしょうか?

[字.J是川遺跡に隣緩する施設として

の符徴をどのように出すかということ

がひとつのポイントでした.展示lふ縄

文の美をどのようにみせるかということ、

また国重である合穆主偶をどう象徴的

に見せていくかということもいろいろ

倹討した点です.集8面ではより多くの

方に利用して欲しいと患い、親しみゃ楽

しんで過ごしてもらうように、力フ工や

ミュージアムショッブも併設されてい

ます.

さらに是川縄文館には約50gのボラ

ンティアが登録されています.館内外の

ガイドやさまざまな体儀講座の指導に

携わって頂いています.

[*2広]今回のテーマël~ ， r感動さきる

利用者サービスの工夫J;を挙げどいます.

賓館での取り組みを教えさ下さい.

[lJ!II]当龍!ま是川遺跡、風張遁師lなどの

発掘成集をふまえた展示や体験交流等

を過して、優れた縄文文絡を発信してい

きます.また八声市内の漕臨から出土し

た各時代の埋蔵文化財の積極的怠公開・

活用に努め、埋灘文化財保護の重要性を

伝えていきたいと思います.

さらに現在、北海道と北東北三県によ

る縄文遺跡事草の世界文他遺産登録をめ

ざした取り組みが進んでいます.世界に

是} 11遺跡等の・れた縄文文化を発信し

ていく大き信機会ととらえています.

(**1本日I~質量はお誌をいただき、あ

りがとうございました.

鎗鎗織示室

-主民示盆 組怠文化a首センターの敏資.&'の国自明パネル

。



[**J富山県立の高志の国文学館が~

ーブンしました.高志の国文学館に関す

る鋸要と経緯についてお伺いします.

[111測]高志の国文掌館{以下.文学館)[.ふ

富山市の中山部に、富山県ゆかりの作家

や作自の魅力を紹介し、誰もが気軽にrl5'、

るさと文掌jに親しみ‘学ぶことができ

日賑わっています.文学館の整備段暗か

ら携わった者としては、この1 年の聞で、

文学館周辺を書めて、とても素晴らしい

環境になったことを大変撞しく思って

います.

文学館畳備の握緯については、牢成

20年度にふるさと文学の藍興策につい

て検討する有謡音による歪員会が誼置

されたことカ唱まりでした.この委員会

からは、 I富山県の厳しくもあり雄大な

る揚として、平成24年7月に閣館しました. 風土で宵まれたふるさと文掌をとおし

オープニングから3か月あまりで5万人 て先人の!~を知り、郷土の良さを伝えて

を超える方々にご来館いただく主主ど、連 いくことは大変重要であり、ふるさと文

掌の撮興を進めるべきjという報告を聖

けました.また、国時期に実施した県民

アンケートでは、 Iふるさと文掌の撮興

に取り組むべきIとの回告が絢90%、 I文

学の脹輿拠点を整備すべきとjの回答が

柏75%と、ふるさと文学の置輿に肯定

的な回答が予想以上に高いことがわか

りました.

これらをふまえて、平成21 年度から

は文学館の整備について具体的拡検討

が進められ、昭和50年代に建てられ者

栢化が進んでいた知事公館を廃止・改修

し、隣獲する県青地も活用して文掌瞳を

体験型展示など
楽しみながら掌ぶ仕掛けで
地元ゆかりの文掌を紹介

高志の国文学館

E 回 tervie 刷
置し手 JrI澗貴{耐の国文明主任}

聞書手/京本語首位則撤式禽祉企冒チームチームリーダー〉

整備することに芯りました.その後、平 園守として5年間赴任した障に223首も 介し、ふるさとを回り、学ぶ機会を創出

成22年に設計、ljZ成23年には工事に着 の取を万葉集に残した万葉のゆかりの する情報発信拠点であることが文学館

主し、このたびの閣館に至っています. 地です. の特長です.

[**]高志の国文挙館の特長について 現代においても多くの惇家や漫画家、 このほか文学館内には文佑活動を行

お旬いします. 映画監督を輩出しており.富山県を舞台 うサークルの活劃拠点と怒る研修室や

[JI!澗]富山県は万葉集を繭さんしたφ にした文学作品も多数あります※.こう 庭を男芯がら食事ができるレストラン

ID\人物といわれている大伴家持が越申 した富山県ゆかりのふるさと文学を招 を併置していま写.己のレストランには

型民掴図書駅噛民姐末、角111源豊富といった作家を・出しているほか、宮本輝の『彊JlIJ.柏原民主の『血噛J.新田次郎のI包岳点の毘』など.富山を舞台にした支若手作目

も多量自あります.さらに富山県l<t，映画さは渇田津二郎や本木克英、アニメ~I高値目守を、温函さは.3-不二縫@、障害・F・不二雄らを生んさいます.

旗手スペ{ス

。
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全国的にも有名なイタリアンの落合輯

シ工フの直営店が出店しており、乙ちら

も浬日多くの剥用者で賑わっています.

[木本]文学館整備の段階で、配慮されて

いること、新しく採用したことはどのよ

うなことでしょうか?

[J1I.1まず.桜の名所としても有名で風

情のある松川べりから文学館へのアブ

ローチをメインとして、舎回の整備に併

せて文学館南側の隣接地や松川|の遊歩

道も一体的に整備しました.また、周囲

の閑静芯住宅街に配慮し建物の高さを

釦えるなど、周辺環境との調和にも配慮

しています.

また、旧知事公館の広くて掃豊かな庭

を活かした配置と怠っており‘館内のラ

イブラリーやレストランから見る庭の

眺めはとても間態的です.

況に、館岡のレイアウトについてですが、

有料ゾーンばかりでは毅居が高く怠っ

てしまうので、有料ソーンの展示室のlま

かに、読みたい本を自由に手に取って庭

に面したソファでゆっくりとくつろいで

時闘を過ごせるライブラリーや給本な

どを読んでいただく親吾スペース芯ど、

無料ゾーンを広く設けました.来館者の

アンケートで寄せられた意見きもごう

した無料ゾ ンが設けられていること

まして、ありがとう己ざいました.

商事の国文学館

iti懇藷襲撃協側
企画展示:闘拡お措宇

Lム主忽諸勢力ムス?シドアルエヂY

圏固1 園田lIiI'圃~

占るさと文学の薦

Zントランス・ライブラリーヨーナー

で気軽に入りやすくありがたいとの評

価もいただいています.

展示の面では、この文孝館ではいわゆ

る文挙のみならず映画やアニメ8どい

ろいろ芯ジャンルの企画展を開催して

いく予定であり、それぞれmジャンルや

規模に応じて自由にレイアウトできる

よう、司動式展示パネルや展示ケースを

採用しています.

常設展示室についても可動壁、司動パ

ネルを活用し、展示内容に少しずつ査他

を加えていくことにより、『常に何力、新

鮮な発見ができる施設Jとして、飽きが

こない展示をICIがけ士夫していきたい

と考えています.

[**1今回のテーマではJ感動できる

利用者サービスの工夫jを挙げています.

賓館での取り組みを教えて下さい.

[111.] まだ開館して聞も主主いので、「感

動できるサービスの工夫jとまき言える

取り組みかどうかわかりませんが、富山

必るさと文学の国庫

県ゆかりの文掌の魅力を紹介するにあ

たって.ケースの申に本や原稿を並べる

だけでは主主く、映嫁や音を組み合わせた

体酸型展示もあれば、手で動かしてみる、

手に取ってみる、芯どいろいろ芯仕働け

を取り入れて楽しみながら学んでいた

だくように工夫しています.

き言後も来瞳蓄の方がどのような展示

やサービスを求めているのかを常に把

揮して、改善していきたいと思います.

[**1鼠後に、今後の活動について展望

をお旬いします.

[JII潤]磁々な企画展やイベントを閣催し、

年齢を閏わず誰もがf文学館に行ってみ

ょうかjと思っていただけるような、気

軽に楽しめる賑わいのある施設にして

いきたいと思います.

[ホ*J本日は貴重怠お時聞をいただき

。
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[木恵]本日は、高志の国文学館を設計さ

れました株式会社シーラ力ンスアンド

アソシェイツへ訪問しました.設計され

た井原さんと磁告さんへ高志の国文掌

館の施設づくりとそこで壱えたことに

ついてお話をお伺いします.

[鈴鹿]この計画は富山県の旧知事公館

を法修し、県ゆかりの作田や作家の屋示・

収蔵・人々が気軽に集まることのできる

場を有したミユージアム棟を摺築する

ことで、県の文学館としての再生を期待

されていました.【写真A】私たちシーラ

力ンスアンドアソシェイツ(以下、CAn)

がプロポーザル雪景.秀に選定され、こ

の計画に箆われたことは名琶なことです.

文学館というミュージアム施設拡ので、

基恋的には槍々な展示白や収蔵品が主

投に芯ります.そ札に加えて魅力的怠環

境も大切です.プロポーザル時に提示さ

れていた要望やスペックを満たすように、

意匠と眼蔵保杏環窮および利用者の居

住環境の機能の2つのバランスを考慮し

設計を進めました.プロポーザルや打ち

含わせでは一貫してI土聞と蔵jという

コン色プ卜を用い、それに基づいた説明

をすることで、イメージの共有を図りま

した.

f蔵H去、言葉の通り貴重主主展示畠や収

鶴田を収納する薗であり、担立した閉鎖

立聞と蔵Jが作り出す空間に、

自然光が活かされたミユージアム

Intervie 刷

写耳目

的な空聞です. r麓Iは全部さ7つありま宅r.

それぞれm蔵に展示室、収蔵庫、荷解き

室や掌芸室、研修室などの機能や性格を

与え容がら分散配置させ、「廟jそのもの

に空間バリエーションを与えることが

できました.展示の蔵を分散させる己と

で、来館者力唱を行き来するような動線

計画とし、空閣のメリハリをつくる己とで、

展示物の面白さがより感じ取れるよう

に意苗しました.

「土間J fd:、薦と蔵との閣を繋ぐ開放的

な空間君す.回避住を持たせることで、

揖式会祉シーラカンスアンドアソシェイツ

建物全体に水平方向への奥行と広がり

が生まれています.2つの異なる盲さの

天井があり、自然先を寓窓より取込むこ

とで、空気感を感じ取れるようにしてい

ます.また、空気、熱や音芯どに却して、

外部からの緩衝領域としての性格を持

たせています.【写真B】

[*本]配慮したこと、新しく採用したこと、

工夫したことはどんなこと空しようか.

[持庫]まずは、ミコ

ージアム施設容の

で光や温度湿置等

の影畢に十分に配

慮し毛よければ毛より

ません.そこで、蔵

の構造に壁式のコ

ンクリ一卜を採用し

ています.というの

.L宇 井原正揮(シニア7'}シヱイト}
.谷直昭

.8手ノ末意範B(.. ・a霊会鑑企冒チームチ-1.>.リーダー1

も、コンフリー卜lま鼎容置が多いために

外的な環嵐変佑に左右されにくい特性

があるからです.また、庭園が眺望でき

るライブラリをはじめとしたI土間jの

構造では噌 I趣jの壁式コンクリートがI土

間jの屋根を憐成する鉄骨トラスを支え

ており、それにより.柱の怠いf土間I空

間および片持ち13mの庇を実現してい

ます.【写真C]

写寓C

次仁、新しく採用したごととして、~

断熱工法を実施したことです.私たち

CAnは学彼等の教育値設の設計を多く

手島けており、その置計では光や毘等の

外的な空気を積極的に取り込み、親自然

由主主環境を作ってきました.しかし、今

回のよう芯ミコージアム施設の場合、収

菌畠保護およと理費環境の安定のために‘

外的怠環境の遮断力軍求されます.この

二律背反の条件に対して、これまでの経

践を踏まえ、パッケージンクされた建物

内に外的拡環焼をどう取り入れていく

かがポイントでした.ミュージアム施設

では特に自然光力噸達されるため、発注

置と共に検討を重担ました.結果として、

周窓のあるニヒ間部の展示空間には光に

彊い紙や書籍の展示を避けてパネル・モ

ニターといった展示物を配置した上、窓

には電動のブラインドを仕込み、建築空

間の豊かさと展示空聞のスペックのバ

ランスを取っています.また、屋圏に面

した長さ21mの壁を3mx7mの大きな

ベアガラス3枚で構成し.外部への視線

の連続性や抜けを作っています.その大

開口から眺めるI万票の庭jの‘時間・天気・

季節・歩く人々によって移り変わる風祭や、

様々な光の状態を感じることがきき、~

剖環境を肉剖に取り込むことができた

のでは無いかと思います.

工夫した点は、立地環境として周囲が

住宅街に固まれていることと南北どち

らからもアゴ口ーチできる必要があっ

たごとから、施設のファサード刺を表‘

裏のない構成にしたごとです.南側アブ

ローチは、桜並木で知られる松川からの

観光の立ち寄りを窟誼しています.庭で

ひと休み出来ることはもちろん、開館時

はライブラリにも立ち寄れますし、無料

ゾーンで休憩したり、北に通り抜けたり

できるようにしています.辰苅の北側ア

ブローチl志駅からの来苗や地域住民の

東1 ファザード.建築物の'D:IIIl(デザイン〕

立ち寄りを憲司しています.そうなると、

裏側に配置するべきパックヤードの外

側からの見え方仁ついて、丁寧に検討す

る必要があります.内側でもパックヤー

ドの割線が重芯ら主よいようにし、包キユ

リティに配慮して、眼蔵庫を2Fへ配置す

ることで、刺用者が哀を感じ無いように

工夫しています.

[・曾]プロポーザルプランから、実施設

計由骨格は大きく変わっていません~ r蔵j

とf土間jのコン包ブトを基lこ、スペック

の折り合いをつけるよう協語を重担ま

した.建物で使用している素材や意匠に

ついては、知事へのプレゼンテーション

で、思い切った判断もいただきました.

[持恩]知事の後押しもあり‘県産材であ

る杉材ルーパ一、ガラス、アルミ鋳物、和

紙を各所に取り入れています.特に、ア

ルミ鋳物パネルId:外壁や内壁に多く使

用されています.アルミ鋳物パネルの表

面Id:.和紙の僚主主背景の上に、ヤマボウ

シやイロハモミジ等の越申万葉の中に

詰まれた植物の葉を触らし.文学留にふ

さわしい意匠を実現しています.これら

のパネルは職人が1枚ずつ製作している

ため、総数800校にも及ぶパネルは1枚

として同じものはありません.製作の各

プロセスにおいて富惇畠やモックアッ

プを伺産も作りながら仕績を決めてい

きました.【写真D】

[木本]苦労したことについては、どれ広

己とでしょうか.

[持鳳]やはり、室内環境を安定させるた

めのスペックが寓かったととで9.その

申で自然光を取り入れることについて、

クライアントとどとに着地点を置くか

写真D/ー核ごとに配置される植物4樹脂}

決まった順路は作らないようにしてい

ます.その」こで、どうやって管理運曽し

ていくかを建築的に対応しています.一

般部の壁と統ーした管理用の扉や消火

柱パネルのディテールの追求、措置展示

スペースの出口に設置をした自動ドア

への床埋込エンジンの探用主主どにより、

管理運曽のために出て来ざるを得ない

日常的なものを視線から橿力排除し、姻

象的芯麗のイメージを保持する乙とで‘

非日常的容空聞を作っています.

[木事]置後に、高志の国文学館への期待

について伺います.

[持鳳]高志の国文学館は、単純芯展示空

間だけでは芯い、研修室やレストラン、

公園的なランドスケープを併置した複

合施設です.文掌に興味がある人はもち

ろん、興昧が芯い人でも、公園やレスト

ランに行った際、ついでに文掌に触れる

ことで新た芯発見ができる.そういった

ことを期待しています.文学館のためだ

けに来る人は元々文学に輿昧があるわ

けですから.1+1=2ではなく、3や4に

なるよう芯色々なシナジ一効果ができ

るといいですね.

[・81文学館l立美術館芯どと出較すると‘

まだまだ認知されていない施設でしょう.

市街地にあり、公園や並木道に近い文学

館芯ので、気軽に立ち寄れて、文孝に馴

染むことのできる杏在であり続ける事

ということに苦労しました. を期待しています.

またミユージアム施設の燭合、基本的 [**1本日は貴重怠お話をいただき、あ

毛主順路lま一筆書きであることが多いの りがとうございました. ノノ/

ですが、この計画では蔵を左右に配置し ジ/

た己とでシークェンス※2は作りつつも、 /j 

鐘差金祉シーラカン^アンドTlシエイツ ー

)1(2 シークェンス;霊震では、I穆E臨するごとで変化菅る軍色uø奇に変わっていくデザインJの乙と.

通巴オフィスCM 4出血."7:kJ!ñ'媒ピ即
所在処/舗前中附1号、世〓
,. E L/由記・四円目 晶_..... alV'lii.n 空間【館、面〕吋椀など‘櫨々な蝿面で周いら札る.
U R L/柳川酬四一…

。
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総務購買もさめた全館で取り組まれて 管理や瀬真宗薬剤に関する知識の欠如が

いる点がポイントさすお. 起因しました.

(**1それでは、はじめ{こ熊本市現代美 [竃湾〕絡に当館では複合ピルの為に爆

術館のIPM実践に至るきっかけについ 擦の経騒がありませんでした.却IU農業者

とお話を伺いたいと患い志す. と掌芸との協議カι十分に容されておらず、

(2広田〕熊本市現代美術館のエントラン (.畠〕熊本市現代美術館では2年前に繋 鱒窯業者への過信がありました.この事

スすぐに設けられているホームギャラ 剤煉真宗による大きな事古賀を起こしてし 放を真訟に辰省した』こでより良い館tFり、

リー(美術図書室〉はとても雰囲気が素 まい、所育者や寄託館をはじめ、多くの 意書焼づくりに館主体の運営システムの

蔽ですt).美術館としての癒しの空間を 関係者の方々に多大毛よると迷惑をお蕗 変更に着手することに怒りました.ちょ

綴じ取れます.そのギャラリーの片蹄!こ けしました.美術館では展覧会作品の貸 うど九州国立得物館(以下、九縛}より文

はトラップを見かけました.今回はIPM し借りの度に、必要に応じた繋剤燃黙の 化財保帯研修案内があり、研修に参加し

の取組みについて穏を伺いますが、熊本 実施を行いますが、その繋剤燦燕への固 たことでIPMを知るきっかけになりま

市現代美術館では挙主主員だけではなく、 定畿怠と、他方で私たちの作畠への保寄 した.

全館一丸でのIPMへの取組み
."'.tfo 

熊本市現代美術館
m治子〈手織主任特船
鷲鹿江.<，宇都主任特A珊}
鯵谷和a民舗勝掛

I n t ・ rvi.ω

(2広田]この事欲はどこでも謡こりえた

ことを十分に認識し拡けすUëtなりません.

ζれZ棄さの薬剤依容が臭化メチルの金

廃以降、ぞれに代わる文化財霧定隷剤及

び資料保移管理手法の周知が行き渡つ

ていないこと、さらにもう少し踏み込ん

ぜ言えiま、資料の隼鞠復書刻策そのもの

が実!J殺げ~外部委託2ぎれていることが

毘省すべき点でした.

(*~制研修をきっかけにした館内での

取組みについてお話を旬います.

(.湾]平成22年に3日間の九tt研修を

終え、当館が日常管理署を伺もできてい芯

かったことに気づきました.倒えば九博

では揚所によって温温度のバラツキが

あることを把握されていますが、当館で

はそのよう主主演療の遣いや変化は把握

していませんでした.それは当館が新し

い施設設備の為に過信し、環境づくりの

関e・
2位回先予防JtI厨lt1l術館禦建司E特信研究員}
木耳障Ii.CA_式会鎗企:Wチ-A '1'-b.リーター}

必要住を鑑も感じてい毛よかったという

ことでした.早速、館内の展示室や収蔵

庫の数tJ、所にトラップと温湿度記録計

を配置し、自分でIむし・カピ記録ノートj

をtF成し記録を取り始めました.

(.11)冨簿さftp)九樽研修報告力唱点に、

Iむレカビ記録ノートjの情報共有が進 l剛チームの糊暢子

みました.それまで虫やカピ、環焼づく 〔杉谷〕研修報告を受けて、みん主主でやろ

りへの意誌が毛よかったので、非常に刺識 うと怒ったのですが、「みん~jとはどこ

を受けました.特にIむし・力ピ記録ノートj まで共有していけばいいのか?という

には袋詰めした実際の虫が癒付してあり、 疑問もありましたしJ挙芸のみん怠jで

場所と時簡を記録されていますので、リ あって総務担当の私が修業をやるとは

アルな資料にはります.(笑)贈員全員に 当初は患いませんでした.

回集し始めてしばらくしてから、事務局 (*111さは総務の杉谷さんが九博の研

長が施設図面に虫の捕霊場所のマッピ 修に行くことは大変だったのでは広い

ンク在してくれました.マッピンクから c!しよう力、

どこに虫が多くいるのかが判別できて 〔杉谷〕事故については設か一人の費佳

重宝しましたし、このマッピンクtJ、ら臨 では毛主く、館主体としての愈鎚と取組み

員全員の意識の変化奄感じました. が重要だと患いました.ですから研修に

番参加するのに、総務だから行かないとの

道訳肢はありませんでした.

[竃湾〕事成23年の九博研修報告会の申

では、福悶市美術館の掌霊と総務がー箔

に、IPM活動を報告されていたのです'. r総

務でもやれることがあるけという言葉

と実態が印象に務り、当館では杉谷さん

がそのIPMを担えるパートナーと毛ょっ

たことに頼もしさを感じます'.2年跡カfむ

し・力ピ記録ノートJf温震・謡展記録jを

一人で継続してみて、夏とさきの環境変化

や虫の活動する時期を知ることができ、

当館の環携に関する個住を把握するこ

とができ去した.当館にとってのペース

修りに毛ょったと患います.これからは杉

谷さん、蔵座さん、私の3名でIPMをチー

ムで行う環焼力fできました.

[蹟畠]展示室や収蔵庫の各所へのトラ

ップの配置、回収、記録ノート奄取り芯が

ら、温湿度計で室肉環境を記録していま

す.温湿度計は展示室にデジタル計、収

蔵庫に毛壁記録計を使用しています.実

は毛聾記録計及びデジタル計も開館当

初から湾入していたのですが休眠の状

鯵でした.(笑)トラップに捕獲した虫も

杉谷さんがデジ力メで撮影し、同定を行

っています.霞近寄虫懇興が欲しいと購

入希望者を畏けました. (笑)

私が担当しますホームギャラリーの

本欄やカーテン下の銭気、天井の間接照

明部のホコリ取り毛主ど、きさまでやってい

怠かった当たり前のこともするように

なり、掃除しながら新たな気づきを感じ

ています.

(2隣国}美術館の多くが行っているのは

館内空舗をベースとした、あるポイント

の温度・温震の設定値管理だけぜす.で

も実態は展示室では来館者や康示ケー

ス等の什器によって温湿度{こバラツキ

が隼じ、収鵡庫においさは収鶴個や1&鶴

品等によってバラツキが発生します.そ

もそも、部屋の高い所fffい所でも異なり

ます.IPMは複数個所で実際の温度・漉

穫の実測値そ把握すること君、発生原因

を特定し対処でき去す.IPMでは機械任

せにするのではなく、実僚の現場を知ら

降一 二二 - -

主広ければ怒らないのです.

(*2制最後に合後の活動の発展につい

てお穏をお伺いし去す.

(..1当館1;1:開館してから10年余り、IP

M活動についてはまだ始めたばかりです.

IPM活動については正直、職員みん与に

とって「後から出てきた業務jであるこ

とは否めません. flPM業務jと言えるほ

ど巴常業務へ楚とし込めるよう、気持ち

を切り変えることが重要だと詔議しま

した.九博での研修{志、意譜の変化を与

えてくれる貧重な時閣でした.資料保寄

に関する知議向よだけではなく、IPMの

理念を共感でき、特に研修に多加した他

館の活動や状況を知るのも非翁に勉強

にも怠るし、面白い 11 年、 2年と経験者を

積み重抱怠がら、全館員がflPM業務j に

携われるように発展さtきたいと患います.

1908のボランティアの方をはじめ、ミ

コージアムショッブやレストランの濯誉

会社、さらにピル管理会社もさめた外銀

とα漣撲を拡げていきたいと患います.

[杉谷llPM研修や実践活重却をしていると、

IPMIま来館者サービスでもあるのでは

谷いかと感じることもあります.個人の

意識の変化と共に、館全体の港曽・管理

にも影包を与えてくれました.一極に学

惹と総務は底分されますが、 flPMj竜王合

言葉に共通の目標ができたことで、他の

業務についてもお豆い共有することが

できたし、各々の業務への理解も可能に

なったことが大き芯ポイントでしょう.

包古都内が到立化し毛よいように、さらに臆

員間連携の発展を期待していきたいと

思います.

(.湾]よりよい館づくり、環窮づくりへ

着手したばかりです.当館のIPMチーム

ホームギャラリー@輔m・宣〉

は総務の杉谷さん、ライブラリアン(図

書館司書〉でもある鵡僅さん、学芸の私

のパックグランドが遣う混成チームです.

これまで学芸はtF昂を申j邸に、総務は人

をφIC\に見ていた各専門の携点や館の

運営管理の視点で手を合わせて進めて

いき、来館者サービスへつ訟がるように

発展していきたいと思います.館内では

10年計画で、幹都もさめた全プロパー

膿買が九得研修奄受講するプランも鱗

想しています.また、きさ年の当館のボラ

ンティアの研修旅行では九博の詰湧ボ

ランティアとの交流を計画しています.

聴員とボランティアの方々とともに、

IPMを蟻哉した美術館の濡漢づくりに

取り組むことで、自分たちの自信に繋げ

ていきたいと患います.

(*II)flPMj;をキーワードにした総務

と学芸の一体調惑は見事です扮.見習いた

いものをす!これ家で文化財の扱いは学

芸のブロの領域とされていましたが、文

化財径総合的にまもることはイコール

総務担当にとっても来館者サービスの

-B重であるという観点は興昧深いとと

ろです.また館内外に広がるミコージア

ムにかかわる色々は立湯の人たちの交

流もこれから楽しみです.

01\芯l~日(;1:貴重はお時聞をいただき…… 

。
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