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2019年度中堅職員

ステップアップ研
修（2）

平成31年7月16日

日本図書館協会

情報ニーズと図書館

鶴ヶ島市教育委員会 砂生絵里奈

日本図書館協会認定司書番号１０６０号

�あなたは、情報ニーズと聞いて、
何を思い浮かべましたか？

情報ニーズとは！？

�情報ニーズとは

何らかの問題を抱えた人間が、自分の知識や経験
によっては問題を解決できないと判断し、問題の処
理、解決に役立つ情報を外部に求めようとする認識
状態。情報ニーズは、質問という形式をとった「情
報欲求」として表現されることにより、情報ニーズ
を満たす情報の主題を、必ずしも明確な形で表現す
ることはできない、そこで、利用者の情報ニーズの
把握にあたっては、情報ニーズを引き起こした問題
状況や理由を理解することが重要になる。

『図書館情報学用語辞典』丸善出版 2013

情報ニーズとは！？

�ここでは…

個人の情報ニーズよりも、地域として
の情報ニーズ（地域課題）をどう捉え、
その解決に図書館がどう関われるかを皆
さんと考えていけたら…と思っています！

情報ニーズとは！？

�鶴ヶ島市教育委員会生涯学習スポーツ課
（指定管理の図書館の管理、小中学校司書の労
務管理と研修、子ども会担当）

�平成27年度までは鶴ヶ島市立図書館に勤務
�日本図書館協会認定司書1060号
�認定ライブラリー・ファシリテーター
�ビブリオバトル普及委員

�２０１７年６月「認定司書のたまてばこ」（郵研
社）を編著者として上梓

�２０１８年６月「すてきな司書の図書館めぐり～
しゃっぴいツアーのたまてばこ～」（郵研社）に編
集委員として携わる

�２０１９年６月「認定司書論文のたまてばこ」（郵
研社）を編著者として上梓

自己紹介

�情報ニーズとは

�地域課題のみつけかた

�課題解決につながる図書館サービス

（休憩）

�グループワーク

�まとめと発表

�？

本日の予定
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�情報ニーズと情報探索行動
1 個人の影響（個人の知識状態など）が個人の行動に及ぼ
す観点から情報ニーズを捉えるアプローチ

2 社会的な影響（職業など）が個人の行動に及ぼす立場か
ら情報ニーズの特性を捉えようとする社会モデル

3 個人的影響が社会的行動すなわち集団の行動に及ぼすと
いう視点に立つ社会認知モデル 個人の意思や目的が集団
の合意を形成し、集団の行動を決定するとの視点から集団
の情報ニーズを捉える

4 社会的影響が社会的行動に及ぼす立場。集団が組み込ま
れている外的状況（企業など）が社会的影響を生み、集団
の行動に影響を及ぼすという組織モデル

「図書館情報学ハンドブック」丸善出版 1999

情報ニーズとは！？

個人の影響

社会的影響

個人の行動

社会的行動

情報ニーズと情報行動の四つのモデル

認知モデル

組織モデル

社会認知モデル

社会認知

「図書館情報学ハンドブック」丸善出版 1999

�（図書館員の基本的態度）

第１ 図書館員は、社会の期待と利用者の要求
を基本的なよりどころとして職務を遂行する。

図書館は社会の期待と利用者の要求の上に成立する。
そして、ここから国民の知る自由の保障という図書館
の目的も、またすべての国民への資料提供という基本
機能も導き出される。したがって、図書館へのあらゆ
る期待と要求とを的確に把握し、分析し、かつ予測し
て、期待にこたえ、要求を実現するように努力するこ
とこそ、図書館員の基本的な態度である。

図書館員の倫理綱領（日本図書館協会1 98 0 .6 .4総会決議） 地域課題のみつけかた（皆さんの課題より）

�課題の集計
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自治体の課題 住民の課題

計画・統計・議

会等資料
アンケート調査

コミュニケー

ション

その他（SNSな

ど）

地域課題のみつけかた（皆さんの課題より）

自治体が抱える課題
� 総合計画
� 統計による地域分析
� 広報、他部署の報告書等
� 議会の一般質問等
� 他部署、他機関との連携

住民が抱える課題
� 利用状況の分析
� 利用者の話を聞く
� イベント等の開催(分析)

� アンケート調査
� 民間業者との連携
� SNS等の活用
� フィールドワーク

�フィールドワークとは！？

未来の図書館、はじめませんか？ 岡本
真/森旭彦著 青弓社 2014

フィールドワークのすすめが書いてあり、愚
直に市内を歩いてみたら…

何かを見つけたわけではないけれど、腹が決
まった気がしました！

地域課題のみつけかた
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地域課題のみつけかた
つるがしまどこでもまちライブラリー

つるがしまどこでもまちライブラリー一覧

番号 名 称 開館日 住 所 連絡先 オーナー 備 考 開設

1 ＠鶴ヶ島市役所

月〜金
8:30～17:15
土
8:30～12:00

鶴ヶ島市大字三ツ木16-1
鶴ヶ島市役所1階ロビー

049-271-
1111

生涯学習スポーツ課
砂生 絵里奈

ロビーの本棚を利
用したまちライブ
ラリー

H28.1

2 ＠ハーモニー
火～土
10:00～17:00

鶴ヶ島市大字脚折1922-7
女性センター図書室

049-287-
4755

女性センター
新井 永江

女性センター図書
室の本を使ったま
ちライブラリー

H28.6

3 ＠Ｗａｔer Ｓｈｉｐ Ｃａｆｅ
火・土
11:00～14:00

鶴ヶ島市下新田227-2
Ｗａｔer Ｓｈｉｐ Ｃａｆｅ

090-7830-
0314

小鮒 美和

旅と食をテーマに
した本が集まる、
カフェのまちライ
ブラリー

H28.9

4 ＠ギャラリー明日荷
金
13:00～17:00

鶴ヶ島市藤金895-33
ギャラリー明日荷

sanae-
ueda0305@m
bg.nifty.com

植田 早苗
住宅街の小さな
ギャラリーのまち
ライブラリー

H28.1
0

5 ＠議会図書室
月～金
8:30～17:15

鶴ヶ島市大字三ツ木16-1
鶴ヶ島市役所3階・議会図書室

049-271-
1111

鶴ヶ島市議会
図書委員会委員長

日本初、議会図書
室のまちライブラ
リー
閲覧のみ

H29.1
1

6 ＠小春びより
火～金
11:00～17:00

鶴ヶ島市下新田9-5
cafe小春びより

049-285-
6621

永島 ふさ子
一般住宅のカフェ
のまちライブラ
リー

H30.2

7 ＠つるカフェ

月･火 11:00～
17:00
※つるカフェの営業
日・営業時間による

鶴ヶ島市大字上広谷10-6
ベルリードウメノ101号
チャレンジショップつるカフェ

049-227-
3186

鶴ヶ島市商工会

チャレンジショッ
プのまちライブラ
リー
銀幕カフェでは昭
和の映画を上映
閲覧のみ

H30.8

8 ＠富士見市民センター
毎日
9:00～22:00

鶴ヶ島市富士見五丁目11-1
富士見市民センターロビー

049-287-
1661

富士見市民センター
新堀 律子

富士見市民セン
ターロビーのまち
ライブラリー

H31.2

9 ＠ｃｏｎａｙａ
水曜日を除く毎日
11:00～18:00

鶴ヶ島市脚折町三丁目18-20
ｃｏｎａｙａ（こなや）

049-299-
7314

岡野 美春

野菜たっぷりの定
食のある、カフェ
のまちライブラ
リー

H31.4

今後の企画（予定）

�＠Ｗａｔｅｒ Ｓｈｉｐ Ｃａｆｅ
「さくまひできライブラリーコンサート2」2019.7.15

テーマは海！ SOLD OUT

�＠鶴ヶ島市役所＆＠議会図書室
かるたｄｅ植本祭 2019.9.21 14～
つるがしま郷土かるた
彩の国21世紀郷土かるたの体験

新たなまちライブラリー
老人ホーム
くれよん

つるがしまどこでもまちライブラリーの
位置付け

� 指定管理者TRCと協力体制（仕様
書に担当課と指定管理者で協力し
て進めることを明記）

� 頑張らず、ゆるっとやる！

� 仕事とプライベートの境が曖昧→
それが良い！

� みんなが参加して創る図書館が一
番楽しい！

� 楽しいから、いろいろやってみた
くなる！自然に増えてゆく

� まちライブラリーを拠点とした地
域交流の場がまちに広がる

� 異世代交流ができる

� 小さな図書館のつながりが社会を
変える！

� 大切なのは、地域の

まきこみ力＆まきこまれ力

地域のつ
ながり

＠鶴ヶ島市
役所

＠ハーモ
ニー

＠Water
Ship Café

＠ギャラ
リー明日荷

＠議会図
書室

＠小春び
より

＠つるカ
フェ

＠富士見市
民センター

＠ｃｏｎ
ａｙａ

課題解決につながる図書館サービス

�ものがたり選書論（鈴木均氏）

�瀬戸内市民図書館もみわ広場

�紫波町図書館

�ＡＬＡ（アメリカ図書館協会）

�札幌図書・情報館

ものがたり選書論

�世界はよりよくありうるという確信
�「どんな悲しみでも、それを物語に変えるか、それについ
て物語れば耐えられる」ハンナ・アーレント『人間の条
件』より

�司書が提供すべきものは「情報」ではなく、「ものがた
り」

�「価値論」でも「要求論」でもない、「目的論」が「もの
がたり論」的選書

�すなわち、いわゆる良書を選ぶための選書でも、利用者の
要求に迎合するのでもなく、ものがたりをつくるための選
書

�地域の課題に積極的に向き合う、まちをつくるための図書
館のありかたが「ものがたり」←図書館の本質

浦安市立図書館司書 鈴木 均 氏
平成３０年５月６日逝去
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瀬戸内市民図書館もみわ広場

としょかん未来ミーティング（市民のワーク
ショップ）で意見を重ね、基本計画を３段階に
わたって策定した「瀬戸内市としょかん未来プ
ラン」

�lib.city.setouchi.lg.jp/kihonkousou.pdf

H23.5

�lib.city.setouchi.lg.jp/miraiplan.pdf H24.3

�lib.city.setouchi.lg.jp/setouchi_lib/miraipla

n2013.pdf H25.3

市民目線の図書館 いつか行ってみたいです！

�意味の流れの無限ループ
→思想（出版世界）
→政策（蔵書世界）
→実践（貸出＆技術）
→表象（出力・貸出結果）
→意思の現れの発見（利用者行動の発見）
→政策の再生産（利用者との共犯関係としての選
書）
→思想の紡ぎ直し（出版世界へのアプローチ変
革）
「鈴木均さんを送る会・3じのおちゃにきてください」に嶋田学さ
んが寄せたメッセージより

鈴木均さんと嶋田学さんの会話

紫波町図書館

紫波町オガールプロジェクト
� 補助金に頼らず、市中銀行からの借り入れで施設を整備し、農産
物を卸してくれる農家を事前に募集し、出店料により運営してい
る。全体の事業計画から逆算して、低い建築費に抑えたこと
や、 テナント収入が安定して見込めるため、立派に黒字運営さ
れている。

紫波町図書館
� 手塚美希氏「図書館は、まちづくり、人づくりをするところで
す」「１５分すきま時間があれば、まちにでかけます」

� 紫波マルシェと協力して食材と本を結びつけたり、「出張としょ
かん」で図書館から遠い地域の農家に全国の農家の裏技映像を見
せに行っている。

地方創生大全 木下斉著 東洋経済新報社 2016

町の未来をこの手でつくる 紫波町オガールプロジェクト 猪谷
千香著 幻冬舎 2016

紫波町図書館

ＡＬＡ（アメリカ図書館協会）
「図書館を地域変革のリーダーにするプロジェクト」

研修

自分たちの地域が、どういう状態にあるかの分析（住
民構成、発展段階、地域特性など）を行い、そのうえで

�地域に見合った戦略の立て方

�地域住民の声の集め方

�解決のための方策の立て方 の方法論を学ぶ

↓

�「あなたはどんな街に住みたいか」

�「あなたはこの街にどうなってほしいのか」

�「それはあなたにとって、なぜ大切なのか」

を繰り返し聞いていく。

ＡＬＡ（アメリカ図書館協会）
「図書館を地域変革のリーダーにするプロジェクト」

成果
�ニューヨーク州レッドフック（人口1,900人）

図書館員（1名）、副町長、住民ボランティアで戸別訪
問

信号に問題があることが発覚→直してもらうことに成功→
図書館予算倍増、新たな図書館職員の雇用へ

�コネチカット州コロンバス（人口12.5万人）

ハートフォード図書館「治安が悪い」地域に入って話を
聞くと、警察に根強い不信感があることがわかった。

図書館に警察と住民を呼び、対話集会→ショーの開催を
企画→「ストップ・バイオレンス！」と叫び、踊る少年た
ち。拍手喝采する聴衆、見守る警官たち。一体感が強まっ
た。
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ＡＬＡ（アメリカ図書館協会）
「図書館を地域変革のリーダーにするプロジェクト」

結論

• 図書館員が地域をより理解し、地域により
深く関与すればするほど、地域もまた、図
書館と図書館員の役割を理解する。

• 地域を支援する図書館は、図書館を支援す
る地域を持てる。

• 図書館が地域の声を集め、変革をリードす
れば、地域を強くできる。

図書館雑誌２０１８年２月号
ALAが展開する「地域を変革する図書館」プロジェクト
豊田恭子氏（パーソン・マーステラ）

ALA2018年の年次大会よりプログラムのテーマ（豊
田恭子氏のメールより)

・音楽を使ったアウトリーチ活動
・ウィキペディアを使って図書館サービスをリッチにする
・幼児からのSTEM（科学技術）教育
・若者のメンタル・サポート
・年配者向け最新IT使いこなし講座
・中高生が自分たちで作る居場所
・リスクにさらされる政府資料
・認知症にやさしい図書館づくり
・家族で学ぶ情報リテラシー
・建築家と医者の異色コラボで実現した健康コーナー
・３Dを使った新しい教育プログラム
・問題を可視化し職員のモチベーションをあげる統計の取り方
・家族を通して地域を変える
・シェアードプリント（印刷媒体の共同保管）
・公園、美術館、他の公共施設との連携プログラム

ＡＬＡ（アメリカ図書館協会）

ＡＬＡ２０１９年の年次大会ジャパンセッション2019.6.22

「革新的なアイディアで図書館を変革する！ よりよい
地域づくりに貢献する日本の公共図書館活動」
１「イノベーションは日本の公共図書館をどのように
変えてきたか」（慶応大学名誉教授・田村俊作）

２「小さな町の図書館が地域のハブになるまで」
（岩手県紫波町図書館・手塚美希）

３「超高齢化社会の認知症にやさしい図書館づくり」
（鳥取県立図書館・松田啓代）

４「将来の街のリーダーを育てるビジネス支援活動」
（広島市立中央図書館・土井しのぶ）

ＡＬＡ（アメリカ図書館協会）

レファレンス中心の最新貸さない図書館！

・返却本から見えるニーズ

・半年で4件の起業

・棚は司書の花壇

札幌市図書・情報館

�グループで１つの地域を選び、その地域
で、組織としてどう地域課題を見つけ、
課題解決につなげるかを考えて発表する。

グループワーク

�ＳＷＯＴ分析を使ってみよう

グループワーク

https://cyber-synapse.com/株式会社シナプスＨＰより



6

鶴ヶ島市に当てはめると…

� 強み

� 機会 � 脅威

� 弱み

鶴ヶ島市に当てはめると…

� 強み（S）

施設の広さ

地域ネットワーク

利用者レベルの高さ

資料が豊富

� 機会（O）

市長の交代

施設の大規模改修

IHIの鶴ヶ島進出

� 脅威（T）

人材不足

財政難

建物の老朽化

� 弱み（W）

図書館応援団の不足

選書レベルの低さ

スタッフの継続性

�組み合わせ解釈するクロスSWOT分析

グループワーク

https://cyber-synapse.com/株式会社シナプスＨＰより

SWOT分析のやり方では、強み、弱み、機会、脅威を、マト

リックスで組み合わせ解釈をすることで、多面的な分析をするこ
とがポイントです。
● 強みと機会
強みを活かし機会を攻略する戦略を考える(S×O)

● 弱みと脅威
弱みを克服し脅威を攻略(W×T)
● 強みと脅威
強みを活かし脅威に対抗(S×T)
● 弱みと機会
弱みを克服し機会を攻略する戦略を考える(W×O)

鶴ヶ島市に当てはめると…

� 強み

施設の広さ

地域ネットワーク

利用者レベルの高さ

資料が豊富

� 機会

市長の交代

施設の大規模改修

IHIの鶴ヶ島進出

� 脅威

人材不足

財政難

建物の老朽化

� 弱み

図書館応援団の不足

選書レベルの低さ

スタッフの継続性

事後課題
�皆さんの働いている職場で…

�組織としてどう地域課題をみつけ…
�どう課題解決につなげるか…

�まちづくりの観点から書いてみてください。
�Ａ４ １枚 具体例でも想定でも可 ９月末まで
�ポイント→ひとりで考えない（必ず誰かに相談す
る）

�ベストは館長に相談、ベターは上司に相談、それ
も無理なら同僚に相談（相談した人の役職名を記
入）多ければ多いほど良いです！SWOT分析ができ
るとなお良いです。

事後課題 昨年の結果（誰に相談したか）

�相談相手

9

6

1 1

2

0

3

6

9

12

上司及び同僚 上司 同僚 なし 不明
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昨年の結果（何人に相談したか）

�相談人数

8

3

5

1

2

0

3

6

9

12

３人以上 ２人 １人 ０人 不明

昨年の結果（話し合った内容）

�相談内容
12

6

4 4
3

9

0

3

6

9

12

他部署連携 地域連携 高齢者サービス

医療サービス 児童サービス その他

昨年の結果（地域課題解決具体例）

�図書館スペースの地域への開放
�コミュニティスポット
�住民との交流会議
�企業連携
�大学病院と連携
�認知症カフェでブックトーク
�回想法キットの貸出
�病院、市役所に本棚
�地域に関する展示
�地元作家読書会＆まち歩き など

�積極的に外へ出てつながりましょう！

�お互いの名刺交換、講師との名刺交換はすんで
いますか？（名刺がない人はいませんか？）

�フェイスブックのなかには、ビックリするよう
な全国の図書館網があり、図書館の最新情報を
つかんだり、図書館界の重鎮とお友だちになる
こともできます。仕事へのヒントもたくさん転
がっています。

�もちろん、情報ニーズへのヒントも！！

�今日の帰り、お時間のある方はお茶しましょ
う！

つながるススメ！

�図書館情報学用語辞典 日本図書館情報学会用語辞典編集
委員会編 丸善出版 2013

�図書館情報学ハンドブック 第２版 図書館情報学ハンド
ブック編集委員会編 丸善出版 1999

�未来の図書館、はじめませんか？ 岡本真/森旭彦著 青
弓社 2014

�出版ニュース 2018.2月中旬号 「私たちの図書館と
「ものがたり」」ｐ4～10 ㈱出版ニュース社

�ＬＲＧ 2018年冬号第22号「特集図書館とコミュニ
ティ」ｐ6～ｐ69 アカデミック・リソース・ガイド㈱

�地方創生大全 木下斉著 東洋経済新報社 2016

�町の未来をこの手でつくる 紫波町オガールプロジェクト
猪谷千香著 幻冬舎 2016

�図書館雑誌2018年2月号 「ALAが展開する「地域を変革
する図書館」プロジェクト」ｐ98～ｐ100

参考図書

ご清聴ありがとうございました


