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図書 館 に お け る 資料保存の実態と展 望
矢野

正隆

はし がき
1980 年代 以降 、図 書館 にお ける 資料 保存 の枠
組み が、大 規模 災害 や酸 性紙 問題 を契 機と して 、
修復 など の技 術的 な視 点か ら、 管理 を重 視す る
視点 （「プ リザ ベー ショ ン」）へ と転 換し たこ と
は、 本誌 の読 者で あれ ばよ くご 存知 のこ とで あ
ろう 。な によ り、 本誌 自体 がそ の諸 活動 の中 心
の一 つを 担っ てき た媒 体で あり 、過 去の 記事 を
一覧 する だけ で、 様々 な分 野の 関係 者が 、ど れ
だけ 多く の課 題に 取り 組ん でき たか を 窺 い知 る
こと がで きる 。
では 、こ うし た多 くの 活動 を経 て、 図書 館の
現場 では その 知見 をど こま で内 面化 でき たの だ
ろう か。 その 実態 を論 じる ため の 基 盤形 成を 目
的と して、「「 図書 館資 料保 存論 」に 関す る基 礎
的研 究」 と題 する 共同 研究 を組 織す るこ とに な
った （2015-2018 年度 科学 研究 費補 助金 ・基 盤
研究 （B） 15H02786 代 表: 小島 浩之 ）。 本研 究
は、 ①実 態調 査研 究班 、② 史的 経緯 研究 班、 ③
方法 論研 究班 の 3 つの 研究 班か ら構 成さ れ、 ①
では 、図 書館 の現 場へ の訪 問調 査、 及び 、質 問
紙に よる 定量 デー タの 収集 を、 ②で は、 過去 の
資料 保存 活動 を主 導さ れた 方々 への イン タビ ュ
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ーを 、③ では 、資 料保 存の 中で も図 書館 に特 有
の枠 組み を理 論的 に検 討し た。 その 成果 の一 部
につ いて は、2019 年 9 月 6 日に 開催 され た日 本
図書 館協 会資 料保 存セ ミナ ーで 報告 する 機会 を
得た 。そ こで 、本 稿で は、 この 口頭 報告 の内 容
をも とに 、上 記共 同研 究の うち 特に ①の 質問 紙
調査 に焦 点を 当て て、 現状 につ いて 判明 した と
ころ を纏 める とと もに 、博 物館 とも 文書 館と も
異な る図 書館 にお ける 資料 保存 の在 り方 につ い
て、 筆者 が考 えた とこ ろを 試み に提 示し たい 。

1. 「 プリ ザベ ーシ ョン 」の 実態
質問 紙調 査は 、 2018 年 9 月 から 10 月に かけ
て実 施さ れた 。対 象は 、 4 年制 以上 の国 公私 立
大学 ・高 等専 門学 校・ 研究 所等 の図 書館 全館 、
国立 国会 図書 館、 都道 府県 立図 書館 の全 館、 県
庁所 在地・人 口 20 万人 以上 の自 治体・東 京特 別
区の 中央 図書 館、 合計 1,709 館 であ った （有 効
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回答 892）。質 問は 全 22 問 で、 その 内容 は、 Ⅰ
資料 保存 につ いて の方 針や マニ ュア ル、 Ⅱ資 料
保存 のた めの 組織 、Ⅲ 建築 ・防 災・ 立地 ・環 境
管理 、Ⅳ 資料 の修 復と 予防 的な 保存 作業 、Ⅴ 生
物被 害の 発生 、Ⅵ 作業 者の 健康 被害 の予 防、 Ⅶ
資料 保存 に関 する 研修 や PR 活動 、と いう 7 つ に
区分 され てい る。 質問 の内 容は 「一 般図 書」 に
関す るも ので、
「貴 重」と見 なさ れ別 扱い され て
いる よう な資 料は 原則 とし て対 象外 とし た。 調
査結 果の 概要 は既 に公 表し てい るの で、 詳細 は
そち らに 譲り（ 小 島ほ か 2019、以下「概 要」と
略す）、こ こで は、「概 要」 では 触れ られ なか っ
た自 由記 述（設 問 22「 資料 の保 存に つい ての 取
り組 みや 、現 在お 困り の点 や疑 問点 、ご 質問 な
どを ご自 由に お書 きく ださ い」）から 、現 場の 声
とし て特 徴的 と思 われ るコ メン トを 拾い つつ 、
筆者 なり に現 状を 纏め てみ る。

2. 「 保存 」の 位置 づけ を巡 る顛 倒
まず 、資 料保 存に 取り 組み たく とも 、そ もそ
も何 を参 考に どう すれ ばよ いか 分か らな いと い
う声 が、 僅か なが らも 挙が って いる こと は無 視
でき ない（「資 料保 存に 関す る知 識の 、体 系的 な
学び 方が よく 分か らな い。」「現 在の 取り 組み が
適切 か否 か、 不安 に思 う」）。つ まり 、こ れま で
に多 くの 研修 ・セ ミナ ーが 企画 され 、厖 大な 記
録が 残さ れて いる が（ 矢野 2010、2018.5）、 こ
れら は必 ずし も現 場に 広く 行き 渡っ てい ると は
限ら ない とい うこ とで ある 。お そら く問 題は 、
情報 がな いと いう より は、 厖大 にあ る情 報の う
ちど れを 見れ ばよ いの かが 分か らな いと いう こ
とな ので あろ う。 確か に、 資料 保存 に関 する 文
献の 多く は個 別の 活動 事例 の報 告で あ り、また 、
図書 館情 報学 の教 科書 にお ける 資料 保存 に関 す
る記 載で、
「プ リザ ベー ショ ン」を中 心に 据え た
もの は、筆 者の 知る 範囲 では 一部 にと どま る（ 安
江 2008、 上田 ほか 2017 な ど）。 要す るに 、「 図
書館 司書 の講 習で は、 資料 保存 はあ まり ふれ 」
られ ない との コメ ント もあ るよ うに 、司 書課 程
中に 資料 保存 が含 まれ ない こと によ る参 照枠 組
みの 不在 が、 肝心 な情 報が 届か ない 一つ の要 因
とな って いる と思 われ る。

この調査の質問を構成するにあたって最も
留意 した のは、1980 年 代以 降の 資料 保存 活動 に
おい て強 調さ れて きた 「プ リザ ベー ショ ン」 と
いう 考え 方が 、ど れだ け現 場に 浸透 して いる の
か、 そし て、 日々 直面 する 問題 に対 して 、こ れ
がど の程 度有 効に 作用 して いる のか 、そ の実 態
を浮 き彫 りに する よう なも のに する とい うこ と
であ った 。特 に設 問Ⅰ Ⅱは その こと を意 図し た
もの であ り、 ここ では 保存 を巡 る「 意思 決定 」
が制 度的 に可 能な 形に なっ てい るか どう かが 問
われ てい る。

ただ し、 この こと は、 図書 館職 員の 知識 の問
題と いう こと より は、 そも そも 、図 書館 経営 、
大学 経営 とい った 枠組 みの 中で 資料 保存 が適 切
に位 置づ けら れて いな いと いう 点の 方が 、よ り
本質 的な 問題 だと 思わ れる。これ は、
「図 書館 内
のカ ビ等 に対 する 考え と、 大学 事務 局の 考え に
差が ある 為中 々予 算が 付け られ ない。」と いっ た
コメ ント から も窺 える 。 仮 に資 料保 存が 「蔵 書
の現 在と 将来 の利 用を 保障 する とり くみ」
（安江
2008, p.159）とい う意 味で 解さ れて いる のな ら 、
これ は図 書館 経営 の核 であ って 、人 員も 経費 も
まず 最優 先に 配分 され るは ずで ある 。更 に言 え
ば、 この 意味 での 「保 存」 とい う行 為は 、図 書
館職 員が 改め て調 べた り勉 強し なけ れば わか ら
ない よう な位 置付 けに して はな らな いは ずで あ
る。

資料保存に関する全般的な方針を文書にし
てい る図 書館 は、回 答の 半数 以下 にと どま り（ 設
問 1-2、
「 概要 」p.2-3）、ま た、その 方針 を経 常
的な 予算 の裏 付け をも って 遂行 する 専任 の担 当
者は ほと んど 設置 され てお らず 、資 料保 存の 業
務は 、現 場の 個別 的判 断に 任さ れて いる とい う
傾向 を示 して いた（設 問 3-4、
「 概要 」p.3）。こ
れま で、
「 プリ ザベ ーシ ョン 」と いう 言葉 を用 い
るこ とで、
「 図 書館 のマ ネジ メ ン トと して の資 料
保存」（安 江 2008, p.159） の必 要性 が繰 り返 し
強調 され てき たが 、少 なく とも 調査 デー タを 見
る限 りで は、 これ を制 度的 に支 える 枠組 みが 図
書館 界に 行き 渡っ てい ると は言 い難 い。 一方 、
自由 記述 をみ ると 、人 員や 予算 の不 足は 、現 場
にい る者 の実 感と して も、 大き な問 題と なっ て
いる こと がわ かる 。

もち ろん 、そ の実 態に つい ては 、こ うし た一
面的 な記 述で は尽 くせ ない こと も事 実で あり 、
もう 少し 具体 的な とこ ろか ら見 る必 要が ある だ
ろう 。収 蔵ス ペー スに 関す るコ メン トは 、こ れ
を考 える ひと つの 手掛 かり を与 えて くれ る。

長 き に わ た る 啓 蒙 活 動 に も か か わ ら ず 、「 プ
リザ ベー ショ ン」 とし ての 資料 保存 が浸 透し て
いる とは 言い 難い 原因 につ いて 、調 査に よる 定
量デ ータ から 全面 的に 論じ る準 備は 出来 てい な
いの で、 ここ では 、自 由記 述か らい くつ か特 徴
的な 論点 を提 示し てみ たい 。

2020.2

3. 「 保存 」と スペ ース
設問 22 の自 由記 述を 一瞥 した とき に、 最初
に目 に付 いた のが 「書 架の 狭隘 化」 への 言及 で
あっ た。 そも そも 、本 調査 でこ れに 直接 関わ る
設問 は含 まれ てい ない ので ある が、 自由 記述 の
2
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有効 回答 200 件弱 のう ち、こ の問 題に つい て 20
件以 上の コメ ント があ った 。も ちろ ん、 書庫 な
どの 環境 をど のよ うに 管理 する かは、
「保 存」の
中心 をな す課 題で ある が、
「 狭隘 化」の方 は、通
常「 保存 」と は別 に考 えら れる ので はな いだ ろ
うか。『医 学図 書館 』 59 巻 4 号（ 2012 年 ）の 特
集が「 蔵書 構築 : 集書 と除 籍」と題 して いる よ
う に 、 こ れ は 主 に 「 蔵 書 構 成 collection
development」の一 連の プロ セス の中 に位 置づ け
られ てこ そ意 味を なす （大 谷 2016）。逆 に言 え
ば、 修復 など 個別 資料 への 対処 に焦 点を 当て る
視点 から は、 この 問題 と資 料保 存と は結 びつ き
よう がな い。少 なく とも 、こ うし たコ メン トは 、
「プ リザ ベー ショ ン」 の意 味合 いで の「 保存 」
が視 野に 入っ てい るこ とを 示す もの と考 えて よ
いと 思わ れる 。

が、 最も 躓く のは 、① の「 必要 性」 であ る。 あ
る特 定の 1 冊 が「必 要」かど うか の判 断基 準は 、
所蔵 館に よっ て異 なる 以上 、単 純な 一般 化は 困
難で あろ う。 しか し、 これ は、「 残 す 」「 残さ な
い」 の判 断の 根拠 を、 内外 に対 して 明示 でき る
よう にす るた めに も、 現場 を知 る者 が可 能な 限
り詳 細に 考慮 して おく べき とこ ろだ と思 われ る 。
しば しば 図書 館に おけ る資 料廃 棄が スキ ャン ダ
ルの よう に扱 われ ると いう 事実 は（ 最近 では 平
川 2017; 高 知 県 立 大 学 等 永 国 寺 図 書 館 蔵 書 除
却検 証委 員会 2018 など ）、誤 解も ある とは 言え 、
そも そも 除籍 から 廃棄 まで のプ ロセ スが 、図 書
館経 営全 体の 中で 明確 な根 拠と とも に位 置づ け
られ ては いな いこ とを 示し てい るの では ない だ
ろう か。 そし て、 その 要因 の一 つは、「必 要性 」
判断 の枠 組み の不 在に ある ので はな いか 。

一方 、資 料保 存に 関係 する 方針 が有 ると 答え
た図 書館 で、 圧倒 的に 多か った のが 「資 料の 除
籍」に 関す る規 程で あ った（ 設 問 2。84%が文 書
化さ れた 規程 をも って いた）。除 籍と は、一見 す
ると 資料 保存 とは 相反 する 行為 であ ると 考え ら
れる かも しれ ない が、 書庫 を維 持機 能さ せる た
めに は、 すぐ に嵩 張る 新聞 雑誌 を全 て保 持し 、
劣化 が進 み利 用不 能の 大量 の図 書を 一点 一点 修
復手 当す るこ とな ど考 えら れな い。つ まり 、
「蔵
書の 現在 と将 来の 利用 を保 障す る」 ため には 、
除籍 とい う過 程は 不可 欠な ので ある。
「保 存」の
ため の「 捨て る技 術」 とい う、 一見 矛盾 に思 わ
れるような表現がなされる所以である（木部
2001）。も ちろ ん、除籍 規程 を持 つこ とが 、そ の
まま、
「プ リザ ベー ショ ン」の浸 透に 直結 する わ
けで はな いが 、少 なく とも 収蔵 スペ ース を 維 持
する ため の最 低限 の条 件（ 全体 方針 と現 場の 認
識） が備 わっ てい ると は言 える だろ う。 では 、
何が 「狭 隘化 」問 題解 決の 障碍 にな って いる の
だろ うか 。

そこ で最 後に 、筆 者が ここ 数年 考察 して いる
図書 館資 料の 特質 につ いて、
「 残 す」
「 残さ ない 」
の判 断基 準と いう 視点 から 、改 めて 説明 して み
たい 。

4. 図 書館 資料 の特 質と その 「保 存」
2018 年に 改訂 され た日 本目 録規 則（ NCR）で
も採用されている『書誌レコードの機能要件
Functional Requirements for Bibliographic
Records（FRBR）』の 、
「 実体 element」第 1 グ ル
ープ （知 的・ 芸術 的活 動の 成果 ）に 掲げ られ て
いる 4 つ の区 分（ ①「 著作 work」、 ②「 表現 形
expression」、 ③「 体現 形 manifestation」、 ④
「個 別資 料 item」）は 、図 書館 資料 を構 造的 に
理解 する 上で 、重 要で ある よう に思 われ る（ 和
中ほ か 2004）。筆 者は これ まで 図書 館資 料の 媒
体変 換や アク セス につ いて 、こ の区 分か ら説 明
を試 みた こと があ り（ 矢野 2018.1、 2019）、 繰
り返 す部 分も 含ま れる が、 1 冊 の資 料を 除籍 す
るか 否か を判 断す ると いう 局面 につ いて 、ど の
よう に考 えら れる かを 示し てみ たい 。

自 由 記 述 を み る と 、「 資 料 の 不 用 決 定 を す る
際の 基準 とな る「 利用 価値 」の 判断 が難 しい 」
とい う声 があ るこ とは 無視 でき ない（ ほか に「 修
復を する/しな いの 判断 や、修復 方法 の選 択が 難
しい。」「 戦後 にな って から 大量 に刷 られ た同 一
の資 料を ，全 国の 各館 で懸 命に なっ て保 存す る
必要 があ るの かど うか。」と いっ たコ メン トが み
られ る）。これ らの コメ ント は、制度 的な 基準 で
は判 断で きな い部 分が ある こ と を示 して いる 。
たし かに 、そ の判 断の 指標 は、 ①現 物保 存の 必
要性 、② モノ とし ての 状態 、③ 利用 頻度 の 3 つ
の要 素か らな る「 保存 ニー ズ」 とし て定 式化 さ
れて いる（ 木部 2001）が 、現 場で 実際 にこ の「 保
存ニ ーズ 」と いう 基準 を当 ては めよ うと して み
たこ とが ある 人な らば 、そ の「 判断 の難 しさ 」
には 身に 覚え があ るの では ない だろ うか 。

例え ば、 スタ ンダ ール の小 説『 赤と 黒』 を考
えて みる と、
①「 著作 」の レベ ルと は、 文字 であ れ 、 絵画 で
あれ 、映 像で あれ 、同 じ作 者の 『赤 と黒 』と い
う作 品名 で示 され るあ らゆ るメ ディ アを 指す 。
これ を除 籍の 判断 の場 に適 用す るな ら、 そも そ
も、 その 図書 館で この 著作 が蔵 書と して 必要 か
どう かと いう レベ ルで 検討 する こと にな る。 例
えば 、理 工系 の専 門図 書館 で、 この 小説 が不 可
欠と 即断 する 状況 は考 えに くい だろ う。
②「表 現形 」は、
「著 作」の 実現 形態 を指 すが 、
これ は、文 字か 映像 か音 声か とい った 区分 から 、
テク スト の様 々な 版の 違い 、翻 訳の 言語 の違 い
とい った レベ ルで の区 分が 想定 され てい る。 こ

筆者も現場で日々判断に迫られる身である
2020.2
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れも 、要 不要 の判 断は 、館 種に よっ て異 なる で
あろ う。
『 赤と 黒』を①「著 作」レベ ルで 必要 と
した 図書 館で も、1947 年か ら 48 年 にか けて 河
出書 房か ら「 スタ ンダ ール 全集 」の 1 冊 とし て
刊行 され た旧 字旧 仮名 の桑 原武 夫・ 生島 遼一 訳
を必 要と する とは 限ら ない 。よ り新 しい 翻訳 が
あれ ばそ れで よい とい う判 断も 十分 考え られ る 。
ここまでは、資料の内容（コンテンツ）が、
その 図書 館に とっ て収 集の 対象 とな るか どう か
の問 題で ある と言 える 。
③「 体現 形」は、オン ライ ンカ タロ グの 書誌 作
成単 位を 考え れば 理解 しや すい だろ う。
『 赤と 黒 』
の桑 原ら によ る翻 訳は、1960 年 に筑 摩書 房か ら
刊行 され た「世 界文 學大 系」第 22 巻 でも 、1971
年の「 筑摩 世界 文學 大系 」第 27 巻で も、テク ス
ト（ 表現 形） は同 一で ある が、 活字 や造 本と い
った レベ ルか らす ると 、別 物と 見な され 新規 書
誌が 作成 され るこ とに なる 。コ ンテ ンツ とし て
桑原 らに よる この 翻訳 を蔵 書に 加え る判 断を し
た図 書館 でも 、こ れら 刊本 をす べて 必要 とす る
とは 限ら ない 。そ のう ちの 1 つ があ れば よい と
判断 する とこ ろも 多い ので はな いだ ろう か。
④「 個別 資料 」は 、各 図書 館の 書架 に排 架さ れ
てい る個 別の モノ のレ ベル であ る。通 常、
「 複本 」
とは ③の レベ ルで 見た とき に生 じる 現象 であ り 、
④の レベ ルで はあ りえ ない 。あ る図 書館 で同 一
の 2 冊が ある から 1 冊 は除 籍す ると いう よう な
こと は、 ③の レベ ルの 話で あり 、④ では ③ま で
とは 異な る視 点か らそ の「 必要 性」 を判 断す る
こと にな る。 例え ば、 東京 大学 では 、河 出書 房
版「 スタ ンダ ール 全集 」の 『赤 と黒 』は 、総 合
図書 館と 駒場 図書 館に 1 セ ット ずつ 収蔵 され て
おり 、③ のレ ベル で見 るな らば 、複 本と みな さ
れど ちら かが 除籍 の候 補に なる 可能 性も ある 。
しか し所 蔵情 報を 見る と、 前者 は末 延三 次の 旧
蔵書 であ り、 後者 は一 高文 庫と して 禁帯 出扱 い
にな って いる 。つ まり 、体 現形 は同 一で も、 そ
のコ ンテ クス ト（ もと も と 誰が 所蔵 しど のよ う
な経 緯で 各館 に収 蔵さ れる に至 った か） 情報 は
1 点 1 点 でま った く異 なる ので あり 、こ の情 報
が重 視す べき もの と判 断さ れれ ば、 これ らは 同
一と は言 えな くな るの であ る。

以上 の説 明は 、図 書館 の現 場に いる 者で あれ
ば誰 もが 当た り前 とし てい るこ とで あ り 、真 新
しい こと は何 一つ ない はず であ る。 ただ 、論 点
を、 現場 を越 えて 共有 する ため には 、こ うし た
わか りき った こと も改 めて 言葉 にす ると いう 作
業が 必要 なの では ない だろ うか 。

むす びに かえ て
一方で、世間一般に は「捨てる」と「保存」
が相 容れ ない もの とい う根 強い 通念 があ り、 一
方で 、図 書館 経営 全体 の中 で「 保存 」の ため の
「捨 てる 」と いう 行為 が明 確に 位置 づけ られ て
いな い。 これ が、 現場 では 「保 存」 と「 除籍 」
が相 容れ るこ とが 当た り前 に認 識さ れて いる に
もか かわ らず 、そ して 、れ っき とし た「 除籍 」
規程 があ るに もか かわ らず、
「書 架の 狭隘 化」が
大き な問 題に なっ てい る原 因で ある と思 われ る 。
筆者 がこ こで 殊更 に図 書館 資料 の特 質に つい て
わか りき った こと を記 した のは 、こ うし た現 状
を少 しで も変 える ため には 、ま ず図 書館 の内 で
も外 でも 議論 を共 有で きる 基盤 を提 示す るこ と
が、 迂遠 に見 えて 、も っと も確 実な 第一 歩で あ
ると 確信 して いる から であ る。 ここ では 、紙 幅
の関 係で 、ご く基 本的 なこ とし か記 すこ とが で
きな かっ たが、
「 蔵 書構 成」
「 除籍」
「 書 架狭 隘化 」
とい った トピ ック は「 保存 」に は欠 かせ ない 。
これ らの 相互 関係 につ いて の考 察は 他日 を期 し
たい 。
（や の

まさ た か ・ 東 京 大 学 経 済 学 部 資 料 室 ）
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③と ④の 判断 基準 の違 いは 、図 書館 資料 の保
存を 考え る上 で非 常に 重要 であ ると 思わ れる 。
図書 館資 料が 復刻 や画 像デ ジタ ル化 によ って 代
替化 され たり 、複 本を 除籍 した り、 共同 保存 が
でき たり する のは 、こ のメ ディ アを ③の レベ ル
で見 てい るか らに 他な らな い。 この 場合 、刷 ら
れた 全て が同 一で あり 、極 端に 言え ばそ の 1 点
が残 りさ えす れば よい こと にな る。 しか し、 ④
のレ ベル では 、刷 られ た全 てが それ ぞれ まっ た
く別 のモ ノと して 見ら れる こと にな る。 コン テ
2020.2

ンツ は同 一で も、 それ 以外 の要 素（ コン テク ス
ト、 モノ とし ての 稀少 性な ど） が注 目さ れる た
め、 代替 とい うこ とが でき ない ので ある 。こ こ
では、大量 生産 物で ある と否 とに かか わり なく 、
1 点 1 点が 文字 通り かけ がえ のな いも ので あり 、
ここ で必 要と 判断 され れば 、劣 化に よっ て通 常
の利 用が 不可 能で あり 、か つ、 代替 物が ある と
して も、 これ はど んな こと があ って も残 さな け
れば なら ない 。

大 谷 康 晴 「 情 報 資 源 の 収 集 」 永 田 治 樹 編 『 JLA
図書 館情 報学 テキ スト シリ ーズ III-2 : 図書 館
制 度 ・ 経 営 論 』 p.123-126 日 本 図 書 館 協 会 ,
2016.3
木部徹「紙媒体記録資料の保存修復技術 : な
にを 選び 、ど う適 用す るか 」 2001,
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ど手 にす るこ との ない 資料 です。
「 和 本を 知っ て
残そ う、 使お う」 は、 入門 講座 かな と、 その タ
イト ルに 惹か れて 参加 しま した 。

高知県立大学等永国寺図書館蔵書除却検証委
員会 『高 知県 立大 学等 永国 寺図 書館 蔵書 除却 検
証委 員会 報告 書』2018.12,
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小 島 浩 之 ほ か 「「 日 本 の 図 書 館 に お け る 一 般 資
料の 保存 に関 する 現状 調査 」集 計結 果の 概要 」
東京 大学 経済 学部 資料 室 , 2019.4,
https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/?
action=pages_view_main&active_action=repos
itory_view_main_item_detail&item_id=51786&
item_no=1&page_id=28&block_id=31
平川 千宏「京 都市 図書 館に おけ る桑 原武 夫旧 蔵
書 廃 棄 問 題 に つ い て 」『 図 書 館 雑 誌 』 111(9),
p.624-625, 2017.9
安江 明夫「資 料保 存」
『 新現 代図 書館 学講 座 8 新
訂図 書館 資料 論』p.157-172 東京 書 籍 2008.2
矢野 正隆「「 デジ タル 化」とメ ディ アの「 保存」 :
媒体 変換 にお ける 原資 料の 意味」
『 漢 字文 献情 報
処理 研究 』17, p.31-34, 2018.1
矢 野 正 隆 「 資 料 保 存 」『 図 書 館 界 』 61(5),
p.542-553, 2010.1; 70(1), p.275-286, 2018.5
矢野正隆「資料の活用と公開について : 東京
大学 経済 学部 資料 室の 取組 み」
『 年次 研究 報告 書
（ 日 本 大 学 文 理 学 部 情 報 科 学 研 究 所 ）』 19,
p.39-41, 2019.2
和中 幹雄, 古 川肇, 永 田治 樹訳『書 誌レ コー ド
の機 能要 件 : IFLA 書 誌レ コー ド機 能要 件研 究
グル ープ 最終 報告 』日 本図 書館 協会 2004.3

＜参 加 報 告 ＞

基調 講演 は佐 々木 孝浩 先生 の「 和本 に親 しむ
～そ の種 類と 特徴 につ いて ～」。本当 に和 本の い
ろは を丁 寧に 説明 して いた だき まし た。 印象 に
残っ たこ とは 沢山 あり ます 。日 本の 和本 が美 し
いの で、欧 米の 図書 館に も多 く所 蔵さ れて おり 、
最近 では イン ター ネッ トで 公開 する アー カイ ブ
の時 代に 入っ て、 その 解題 をつ けた いと いう 希
望に 佐々 木先 生も 応え るこ とが 多い 、日 本の 古
い本 に世 界の 認識 が高 まっ てい ると いう こと 。
大切 に保 管し てき た古 いも のを 現代 の研 究に 活
かし てい く技 術の 進歩 を感 じ、 それ を支 える 研
究が 連綿 と続 けら れて きた こと が素 晴ら しい と
思い まし た。 また 、装 丁に ヒエ ラル キー があ り
…装 丁で 内容 を読 み解 くこ とが でき る、 装丁 を
知り さら に改 装を 見抜 くこ とで 価値 がわ かる と
いっ た装 丁に 関す るこ と、 江戸 時代 には 、膨 大
な出 版物 があ った こと 、木 版が 、何 度も 刷る う
ちに 傷む とま た版 木を 作り 直し て印 刷す る、 元
の版 を縮 小し た小 本が 作ら れる こと 、大 きさ で
時代 的な 変化 が見 られ るの で書 誌記 載時 には 小
数点 以下 まで 必要 とい う細 かさ など 版に 関す る
こと 、興 味深 いお 話が 満載 でと ても 楽し い講 義
でし た。

第 105 回 全 国 図書館大会第 11 分科会
「和 本 を 知 っ て残そう、使おう
～ 保存と利用と取り扱い～」
伊沢 ユキ エ

昨年 、視 聴覚 資料 の説 明と 保存 、補 修の 実習
に参 加し て資 料の 扱い につ いて 得る とこ ろが 多
かっ たの で、 引き 続き 今年 も資 料保 存の 分科 会
に参 加し まし た。今 回の テー マは 和本 。い つも 、
新刊 をい かに 早く 受入 れ、 利用 者に 手渡 すか の
毎日 の中 で、 和紙 は保 存に 優れ てい る… とい う
ぐら いの 知識 しか 持ち 合わ せず 、和 本は ほと ん
2020.2

二講 目、 立正 大学 古書 資料 館の 田中 麻巳 司書
の「 和古 書を 開架 で－ 『保 存と 利用 』か ら活 用
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へ」 とい う報 告で は、 和古 書を 利用 する 新た な
サー ビス の形 態を 知り まし た。 和本 を提 供す る
ため に、 取り 扱い につ いて の注 意事 項が 学生 や
利用 する 市民 の方 にま ず理 解さ れる よう な研 修
や講 座を 開く など 普及 活動 に工 夫を され てい ま
す。 また 、こ の提 供サ ービ スは 、使 用後 には 職
員が 必ず 点検 し消 毒し て戻 すと いう 地道 で大 変
な作 業に も支 えら れて いる こと も知 りま した 。

博物 館・美 術館・・・・・・・・・・・・ 3
学生・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
その 他・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
（デ ジタ ル化 業者 /教育 委員 会・ 学芸 員 /
博物 館パ ート ナー 会員 他）
2. 業務 上の 参考 にな った か？
大変 参考 にな った ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ 22
参考 にな った・・・・・・・・・・・・・ 8
その 他・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
(業務 上は 対象 がな い等 )
無回 答・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3. 和本 の保 存に つい て取 り組 んで いる こと
特に なし ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ 11
取り 組ん でい る・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ 21
（ＩＰＭ／温湿度調整、書庫の清掃／修復
／保存容器、保護用紙活用／防虫剤／デジ

資料 を自 由に 手に 取っ て見 られ ると いう のは
重要 です 。横 浜市 中央 図書 館で も書 庫に 多く の
図書 が蓄 積さ れて いま すが 、目 指す 資料 にた ど
り着 くま でに 時間 がか かり 、も どか しい 思い を
され てい る利 用者 も多 く、 書庫 には 入れ ない の
かと 言わ れる こと もし ばし ばあ りま す。 貴重 な
和書 を公 開で 提供 する のは 英断 だっ たと 思い ま
すが 、古 い文 献を 研究 する 人、 特に 若い 学生 に
とっ ては 貴重 な経 験を 積む こと がで きる こと で
しょ う。

タル 化／ 目録 作成 ／職 員研 修 ）
無回 答（無 効含 ）・・・・・・・・・・・ 2
4. 今後 、分 科会 で取 り上 げて ほし い内 容
和本 につ いて 第二 弾（ 4）／和 本の 修理 実践
（2）／ 和本 の書 誌の 取り 方／ 古文 献の 資料
保存・修復／虫害について／修理全般／地
域資料について／写真の整理と活用／青焼
き写真の保存／デジタル化／酸性紙の保存

また、田中 氏は 、学 内に 留め ず、和書 の魅 力を
IFLA で世 界の 図書 館員 に伝 える こと も熱 心に
され てい ると 伺い 敬服 しま した 。一 方で デジ タ
ル化 を進 め広 くイ ンタ ーネ ット で公 開し 、も う
一方 で原 本も 大切 に活 用す ると いう 、時 代の 進
歩に 歩調 をあ わせ た和 本の 在り 方を 学ぶ こと が
でき た楽 しい 時間 でし た。
（い ざわ

／資料保存の実践実例共有／小予算ででき
る資料保存／内容は問わず（資料保存分科
会を ）続 けて ほし い
5. 現場 で困 って いる こと
人手不足（目録作成、整理、時間の不足を

ゆ きえ ・横 浜市 中央 図書 館）

含 む ）（ 4） ／ 予 算 不 足 （ デ ジ タ ル 化 ） ／ 知
識を 持っ た職 員が いな い（ 2）／ カビ・酸性
紙等 対処 がで きて いな い（ 4）／閲 覧手 続き
の煩 雑さ ／地 図の 保管
第 105 回 全国 図 書館 大 会 第 11 分 科 会

6. 今回 の分 科会 への 意 見 ・感 想

参 加 者 アン ケ ート 結 果 （ 回 収 34 名 ／ 参 加 者 51 名 ）

よ か っ た 、 勉 強 に な っ た （ 12） ／ 元 気 に な

1. 所属 する 機関

った ／実 技時 間が 短い（ 3）／ 和本 につ いて

図書 館・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ 22

の分 科会 継続（2）／ 和本 以外 の修 理等 も習

（公 共 11/学 校 1/大 学 5/専 門 4/そ の 他 1）

いたい／司書の資格の取得教科に、資料保

公文 書館・資料 館等・・・・・・・・・・ 3

存を 入れ るよ う、 はた らき かけ てほ しい
＊ご協力ありがとうございました

2020.2
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の閉 架書 庫に 収め られ てい たそ うで 、サ ービ ス
面で の方 針変 換や 新体 制の 実現 には 、様 々な 調
整と ご苦 労が あっ ただ ろう と思 う。 組織 改編 に
あた って 学内 での 図書 館と 蔵書 の役 割や 存在 意
義を 自問 され る中 で、 まず 利用 あり きと いう 柱
が据 えら れ、 それ を支 える ため の体 制が 確立 さ
れた のだ と想 像し てい る。

＜参 加 報 告 ＞ 資料保存委員会主催
「利 用 の た め の資料保存」の現場を訪ねる
－立正大学古書資料館－ 」

田﨑

淳子

立正 大学 古書 資料 館は 江戸 期の 資料 を核 と
する 和古 書の 専門 図書 館で 、お よそ 8 割 の蔵 書
を開 架で 利用 でき ると いう 特色 を持 って いる 。
希少 性の 高い 蔵書 に対 して はま ず保 護や 保存 面
を優 先し て利 用方 法や 範囲 を設 定す る機 関が 多
い中 、同 館が どの よう にし て こ の積 極的 なサ ー
ビス を実 現し てき たの かと いう 疑問 は、 図書 館
関係 者で あれ ば必 ずや 湧き 上が って くる もの と
思う 。
和 古書 の開 架で の提 供に あた って は、 現在 資
料保 存業 務と 利用 者指 導が 2 本 の柱 にな って い
る。 温湿 度の 計測 ・調 整、 巡回 、清 掃と いっ た
環境 管理 に努 める と同 時に 、資 料に 合わ せた 保
存容 器を 用意 して 守り 、劣 化の 補修 にあ たっ て
はオ リジ ナル の状 態重 視で 可逆 的な 手当 てに と
どめ ると いう 、基 本に 忠実 な資 料保 存対 策を 果
たさ れて いる こと が紹 介さ れた 。ま た、 利用 指
導に 当た って は、 館内 での マナ ーや 利用 方法 に
関す る動 画を 作成 、公 開さ れる など 、学 生へ の
浸透 を意 識し た対 応を され てい るこ とが わか っ
た。

2019 年 12 月 16 日（ 月）、 資料 保存 見学 会に
参加 して 立正 大学 古書 資料 館を 訪問 した 。こ の
見学 会に 先立 って 、11 月 22 日（ 金） の全 国図
書館 大会 資料 保存 分科 会で は和 本の 資料 保存 を
テー マと し、 同館 の田 中麻 巳氏 から 「和 古書 を
開架 で－ 『保 存と 利用 』か ら活 用へ －」 と題 し
た事 例報 告を いた だい てい る。 本見 学会 は当 初
その 現場 を実 際に 訪ね ると いう 位置 づけ であ っ
たが 、三 重県 で行 われ た分 科会 に参 加で きな か
った 東京 近郊 の参 加者 が多 いこ とも あり 、当 日
は先 のご 報告 内容 を含 めた 内容 での 手厚 いご 対
応を いた だい た。 資料 保存 委員 を含 めた 参加 者
は定 員一 杯の 16 名 であ る。当日 一同 を待 ち受 け
てい たの は、 帙に 収め られ た和 古書 が整 然と 並
ぶ木 製書 架と それ らに 囲ま れた 広い 閲覧 机、 そ
して 見学 者た ちの ため に机 上に 準備 され た様 々
な形 体の 和古 書の 数々 、と いう 壮観 だっ た。

ま ず同 館の ライ ブラ リア ンで ある 田中 麻巳 氏
から、古書 資料 館の 成り 立ち とこ れま での 経緯 、
現状 が紹 介さ れた 。移 転し た付 属中 学校 ・高 等
学校 の図 書室 跡の 再利 用と いう 形で 付属 図書 館
がス ペー スと 調度 を引 き 継 ぎ、2014 年に 和古 書
専門 部署 とし ての 古書 資料 館が 開館 した との こ
とで ある 。そ れ以 前、 和古 書は 立正 大学 図書 館
2020.2
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に 小此 木敏 明専 門員 から、古書 資料 館の 蔵書
を活 用し た学 内外 への 支援 につ いて お話 いた だ
いた 。文 学部 文学 科日 本語 日本 文学 専攻 コー ス
1 年次 の必 修「 ビブ リオ グラ フィ ー入 門」 には
古書 資料 館で の授 業が 1 回 組み 込ま れて おり 、
クラ スご との 担当 教員 と連 携し て、 教材 とす る
蔵書 の選 定や 必要 に応 じた 授業 のサ ポー トを 受
け持 たれ てい る。 写本 と版 本、 版木 と活 字本 、
書型 の違 いな どの 現物 を通 じて 理解 して もら い 、
多く の複 本が ある 蔵書 （日 蓮宗 関係 資料 の「 草
山要 路会 註」は 30 冊も の所 蔵が ある そう だ）を
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学生 に手 渡し て書 き入 れの 有無 など 個々 の差 異
の確 認や 、簡 単な 書誌 作成 など も体 験し ても ら
った との こと であ る。 蔵書 を潤 沢に 用い て閲 覧
室で 行わ れる 授業 は、 初学 者へ の書 誌学 の手 ほ
どき の場 とし て最 適で あろ うと 思う 。館 内に は
和本 の装 訂の サン プル が展 示さ れて いて 、と て
もよ い試 みだ と感 じた 。

法双 六（「 証果 増進 之図 」） の展 示用 の複 製な ど
も面 白く 拝見 した 。
ま た、対 外的 な PR に も努 めて、2017 年、2018
年の 図書 館総 合展 のポ スタ ーセ ッシ ョン では 連
続で 受賞 され てい る。2018 年に は国 際図 書館 連
盟（IFLA）年次 大会 でも ポス ター 発表 を行 った 。
どの よう な体 制が あれ ばこ のよ うに 精力 的な 活
動が でき るの かと つ い つい 考え てし まう が、 現
在の 人員 は田 中・ 小此 木両 氏と カウ ンタ ース タ
ッフ 2 名 の 4 名と いう こと で少 々驚 いた 。本 見
学会 では 、何 を使 命と 考え てど のよ うに 取り 組
むの かと いう 業務 上の 姿勢 に対 して も改 めて 刺
激を いた だけ たと 思う 。文 字通 りの 「利 用の た
めの 資料 保存 の現 場を 訪ね る」機 会で あり 、様 々
な便 宜を 計ら って くだ さっ た立 正大 学の 関係 各
位に 対し て改 めて 御礼 を申 し上 げた い。

利用 促進 のた めに は、定 期的 な展 示を 行わ れて
いる 。利 用指 導を 兼ね た資 料保 存に 係る 内容 の
もの もテ ーマ とし て複 数回 取り あげ られ てい る
そう だ。 学外 者に 対し ては 蔵書 を教 材に した 変
体仮 名読 解の 連続 講座 を実 施さ れて いる 。カ リ
キュ ラム が終 了し ても 熱心 に閲 覧利 用を 継続 す
る人 もい るそ うで 、生 涯教 育の 良い 場と なっ て
いる こと がう かが えた 。オ ープ ンキ ャン パス や
ホー ムカ ミン グデ ーで の来 館者 を引 き付 ける 企
画に つい ても お話 をう かが い、 以前 作ら れた 仏

（た さき

じ ゅん こ・ 資料 保存 委員 会）
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『学校資料の未来-地域資料としての保存と活用-』
● 地 方 史研 究 協議 会 編
● 岩 田 書院
● 2019 年 5 月
● ISBN

2,800 円 ＋ 税

978-4-86602-069-3

第 1 章 学校資料とはなにか（学校組織文書と公文書館／学校資料と教員が向き合うこと／学校所蔵資料の
特徴と調査の課題）
第 2 章 学校資料を守り、受け継ぐ（学校資料をどう伝えるか／地域博物館と学校資料／学校資料の保存と
活用／学校統廃合における資料保存）
第 3 章 学校資料で地域の歴史を語る（明治初年小学校創立期の学校史叙述と史料／学校資料の利活用
とその保存／学校史編纂と学校資料／台湾に残る日本統治時代の学校資料）

本 書は 、地 方史 研究 協議 会が 2017 年に 行っ たシ ンポ ジウ ムで の報 告を 踏ま えて 内容 を充 実 さ
せ、 地方 史研 究の 立場 から 学校 資料 の保 存・ 活 用の 未来 を展 望す るた めに 出版 され まし た。
学校 は地 域と とも に存 在す るも ので あり、「学 校資 料」 には 、日 誌や 会議 録、 指導 要録 など の 公
文書 、学 校新 聞や 便り 、写 真、 要覧 、周 年 誌 な どの 生活 ・活 動記 録、 門札 や公 印な どの モノ 資 料
が含 まれ ます 。
第 1 章に は文 書館 専門 員・教 員・教 育学 研究 者 によ る資 料認 識に 関わ る論 考、第 ２ 章 に は 保 存 ・
活用 の経 験を 踏ま えた 論考 、第 ３章 には 学校 資 料を 活用 した 歴史 研究 の事 例を 主と した 論考 が 収
めら れて いま す。 執筆 者は 多彩 で、 大学 の研 究 者の ほか 、中 学校 高等 学校 の教 員、 博物 館の 学 芸
員、 郷土 資料 館館 長、 市役 所の 担当 係長 、公 文 書館 専門 員な どが 、学 校資 料の 保存 ・活 用の 経 験
を踏 まえ た論 を展 開し てい ます 。
多 くの 事例 で資 料が 失わ れる 危機 に触 れら れ てお り、一方 で 、資 料を 活用 した 素晴 らし い教 育
実践 も語 られ てい る点 が印 象的 です 。学 校と い う場 に関 わっ て作 成・ 収集 され た地 域資 料な ら で
はの 保存 と活 用の 課題 、そ の難 しさ と奥 深さ を 考え るた めに 必読 の一 冊で す。
（横 山
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BOOK

『公文書館紀行(第二弾) 取材から見えてきた「今、問われる公文書」』
● 長 井 勉/著
● 丸 善 プラ ネ ット 株 式会 社
● 2019 年 5 月

1,500 円 ＋ 税

● ISBN: 978-4-86345-427-9

刊行によせて
序章 近年の公文書館
第一章 公文書館をたずねて
第二章 「公文書」という国民の知的共有財 （不祥事は予測されていた？/新しい公文書管理を求めて
/公文書管理条例の制定をめざす自治体からの報告/公文書を巡る地方自治体の話題から）
第三章 高い識字率誇る江戸時代の文書管理
第四章 「明治一五〇年」関連施策で動き出したデジタルアーカイブ
あとがき

本 書は 、2017 年 に刊 行さ れた 『公 文書 館紀 行 公文 書館 を取 材し て見 えて きた 現状 と課 題 』
の続 編と して 著者 の長 井勉 氏が 全国 の公 文書 館 現場 を訪 ねて ルポ した 記録 集と 公文 書管 理に 関 す
るエ ッセ イと も言 える 書で ある 。
序 章で は、近年 次々 と市 町村 公文 書館 が誕 生 して いる 長野 県を 中心 に、ここ 数年 のう ちに 開 館
する 公文 書館 を紹 介し てい る。 第一 章で は前 著 に引 き続 き、 著者 が訪 れた 全国 の公 文書 館か ら の
現地 ルポ を紹 介し てい る。 本書 の特 徴は 著者 と 現場 担当 者の 一問 一答 形式 でテ ンポ よく 書か れ て
いる 点で ある 。聞 いて ほし いと ころ をズ バリ 聞 いて くれ てい る点 も本 書が 増刷 され てい る理 由 の
一つ であ ろう。第二 章で は、筆者 が 2009 年の 公 文書 管理 法成 立か ら現 在に 至る まで の公 文書 管 理
に関 わる 国の 不祥 事を 回顧 する とと もに 、そ の 問題 点や 改正 すべ き点 につ いて 、国 内の みな ら ず
南米 コス タリ カの 事例 から、改革 すべ き点 を指 摘す る。特 にア ーキ ビス トの 存在 は不 可欠 であ り、
公文 書館 だけ でな く各 省庁 にア ーキ ビス トが 派 遣さ れ、そ の指 導管 理の 下、
「政 府に 忖度 しな い 文
書管 理」 の徹 底に より この 国の 公文 書管 理が 健 全化 され 、世 界第 2 位 の住 みや すい 国を 獲得 し た
とす る点 は傾 聴に 値す る。 第三 章で は 、 江戸 時 代の 文書 管理 の在 り方 や そ の具 体的 な事 例に つ い
て紹 介し 、も とも と日 本人 の識 字率 が世 界で も 高く 、記 録文 書も 各地 の名 主や 庄屋 宅に おい て 厳
格に 管理 され てい たこ とを 改め て紹 介。 残念 な がら 、こ れら の文 書が 個人 宅で 保管 され てお り 、
行政 の支 援が 無い こと が多 いこ とを 嘆く 。第 四 章で は、 明治 150 年を 記念 して 全国 で実 施さ れ た
様々 な取 り組 みか ら、長 野県 のデ ジタ ルア ーカ イブ ~事業 を取 り上 げ、その 有用 性を 評価 した 上 で、
デジ タル 化を 目標 とす るの では なく 、地 道な 調 査や 研究 の先 にデ ジタ ル化 技術 によ って 多角 的 に
活用 する ビジ ョン を人 と組 織が 日ご ろか ら求 め てい くこ とが 大事 と述 べて いる 。
本 書は 、こ の国 の公 文書 管理 が危 機的 状態 に ある こと を十 分に 認識 した うえ で、いま 何が 必 要
なの かを 読者 に訴 えて いる 。そ の回 答は 読者 自 らが こた えな けれ ばな らな い。 是非 とも 第一 弾 と
とも に読 まれ るこ とお 勧め した い。
（新 井浩 文・ 資料 保存 委員 会）
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資料保存委員会の動き
2019 年 11 月 定例会
2019 年 9 月 6 日

日 時：2019 年 11 月 13 日（水）

資料保存セミナー

場 所：日本図書館協会会議室

「図書館における資料保存の実態と展望」

出 席：8 名（オブザーバー含む）

日本図書館協会研修室 参加者 18 名

内容：
報告事項 （「ネットワーク資料保存」：121 号構成／
HP リンク切れあり要修正／大会分科会：当日の部屋
と控室の利用、大会事務局から未着のもの確認、機
材、備品、持参品確認）

2019 年 9 月 定例会
日 時：2019 年 2 月 18 日（水）
場 所：日本図書館協会会議室
出 席：9 名（オブザーバー含む）

2019 年 11 月 22 日

内容：

第 105 回全国図書館大会第 11 分科会

報告事項 （「ネットワーク資料保存」：120 号アップ
済、121 号候補検討／セミナー：資料保存セミナー
「図書館における資料保存の実態と展望」感想、科研
「日本の洋式製本の技術伝播に関する歴史的研究 :
洋装本資料保存のための基盤整備」次年度候補、そ
の他候補検討／見学会：立正大学古書資料館 12 月、
NDL 資料保存課 1 月で調整／JHK シンポジウム：
JLA 理事長が登壇、委員会は受付と司会を担当す
る）
協議事項（図書館大会： 配布資料・大会申込書／
分科会運営スタッフへの大会参加費・旅費・謝金払
いについて／案内文状況確認／当日分担／タイム
テーブル、集合時間等検討）

「和本を知って残そう，使おう
扱い」

～保存と利用と取り

参加者 51 名

2019 年 12 月 定例会
日 時：2019 年 12 月 11 日（水）
場 所：日本図書館協会議室
出 席：7 名（オブザーバー含む）
内容：
報告事項 （「ネットワーク資料保存」：大会感想以外
原稿整理中／見学会：12/16 立正大学古書資料館
当日予定、1/20NDL 資料保存課広報確認、次年度
候補／セミナー：候補検討、大会分科会のアンケート
から和本のワークショップを望む声がある／大会分科
会：反省と感想、記録、交通費精算の確認）

2019 年 10 月 15 日
第 13 回資料保存シンポジウム（共催）
「文化資料のゆくすえ－令和に期待するもの 」

その他（台風 19 号被害と資料救済作業について）

一ツ橋講堂 参加者 145 名

2019 年 10 月 定例会
ネットワーク

日 時：2019 年 10 月 23 日（水）

資料保存

第 121 号

2020 年 2 月

場 所：日本図書館協会会議室
編集・発 行：日本 図書 館協 会

出 席：9 名（オブザーバー含む）

〒104-0033

内容：

東京 都中 央区 新川 1-11-14

電話 03-3523-0816

報告事項 （「ネットワーク資料保存」：バックナンバ
ーホームページアップについて、『水濡れから資料を
救おう！』の紹介について／見学会：12 月立正大学
古書資料館の定員、1 月 NDL 資料保存課の広報／
台風 19 号被害について）

資料 保存 委員 会

FAX03-3523-0841

URL http://www.jla.or.jp/committees/
hozon/tabid/96/Default.aspx
＊ 文 章・写 真 の無 断 転載 は お断 り いた し ます 。

協議事項（図書館大会：申込状況（定員に達した）
／レジュメ等配布物準備／当日確認 ）
2020.2
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