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レファレンスツールの評価

五十嵐花織（調布市立中央図書館）

2021年度 ＪＬＡ中堅ステップアップ研修（1）
2021年12月6日（月）14時~16時30分
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Ⅰ．はじめに 2

・自己紹介

・資料について

・本日の概要とすすめ方

3

Ⅱ．本日のタイムテーブル 3

14:00～14:15 ガイダンス、講義

14:15～14：40 事前課題「あなたのおすすめするレファレンス

ツール」の発表、質疑応答

14：40～14：50 休憩

14：50～15：15 事前課題プレゼンテーションとグループでの検討

15：15～15：45 代表者による発表、質疑応答

15：45～15：55   休憩

15：55～16：25 コメント等（全体）及び講義

16：25～16：30 まとめ
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Ⅲ この研修の目指すこと 4

1.レファレンスツールの評価の観点を知り、どういう

レファレンスツールが良いレファレンスツールなの

かを実践例を通して考察する場とする。

2.レファレンスツールを使いこなしていくために大切

なこととは何かを考えるきっかけとする。

3.レファレンススキルの向上、情報の共有化のため

の日常的仕組みを考える場とする。
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Ⅳ． レファレンスツールとは －1－ 5

１. メディアの種類による分け方

(1) 冊子体（印刷物）

(2) デジタル情報（CD－ROM、Webサイト、オンラインデータベース）

2.  一次資料と二次資料

(1) 一次資料

図書、雑誌記事、新聞記事など）通読、「読むための本」である。

(2) 二次資料：レファレンスブック

情報源は、検索する情報の種類によって、事実そのものを

探索するものと書誌データを確認するためのものとに分ける

ことができる。

① 種類 a. 一次資料の内容を編集・加工したもの

例）百科事典、年表、ハンドブックなど

b 一次資料の検索の検索ツール

例）書誌、索引、目録など
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Ⅳ．レファレンスツールとは -2- (2) 二次資料：レファレンスブック 6
② 特性

「調べるための本」。それ自体から情報を引き出せるとともに、それを介して

種々の情報源にアクセスできる検索媒体。

通読するためのものではなく、一冊の本の必要な箇所だけ、特定箇所を参照

（refer）するような利用を想定してつくられている。早く、容易に目的の箇所に

たどりつけるように工夫されている。 工夫には、排列や索引が挙げられる。

a 排列

レファレンスツールの目的や内容との関係で、どのような排列原理が適切か、

有効かが決まる。例）五十音順、年代順など

b 索引

見出しに採用された排列原理とは異なる探し方に関して、索引を設けなけれ

ば、情報にたどりつくことができない。

例）漢和辞典で見出しとなる漢字の部画数順以外に総画数や音や訓からも探

せるよう索引がついている。

田村俊作編著．新訂 情報サービス論．東京書籍、2010.（新現代図書館学講座5）

小田光宏編著． 情報サービス論．日本図書館協会、2012、p.100-101、（JLA図書館情報学

テキストシリーズ 3-5）
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Ⅳ．レファレンスツールとは ー3ー 7

(3) Web情報源

① 一次資料に相当するもの

例）全文（フルテキスト）データベース、雑誌や新聞記事の本文、

辞書・事典、法律の 条文、判例の全文、音声・画像データなど

② 二次資料に相当するもの

一次資料にたどりつくための手がかりとして利用する。

例）索引、抄録、所蔵目録などの書誌データベースなど
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Ⅳ．レファレンスツールとは ー4ー 8

（4） 発信型
図書館からの発信による情報提供サービス。

自館作成ツールとして様々な取組みや、レファレンス回答事例紹介や

調べ方の案内、パスファインダーなどがある。

効果として、利用リテラシーのある利用者とは探索時間を節約したやり
とりが可能になる。図書館が知りたいという要求に応えてくれるところで

あるという認識が社会に根づいていくことになる。図書館側にとっても

探索マニュアルがあれば、時間の節約と調査漏れがなくなり、調査品質
が安定する。事例集との併用により、職員研修に利用できる。関係者へ
の作成配布は、調査時間の節約や講座参加の後のフォローや非参加者
への自習支援にもなる。
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Ⅳ．レファレンスツールとは ー4ー （4） 発信型 ① パスファインダー 9
a. 事例 a）国立国会図書館 「リサーチナビ」 調べ方案内

http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/index.php
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Ⅳ．レファレンスツールとは ー4ー （4） 発信型 ① パスファインダー 10
a. 事例 a）国立国会図書館 「レファレンス協同データベース」 調べ方マニュアル

https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdsearch/index.php?page=detail_man
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Ⅳ．レファレンスツールとは ー4ー （4） 発信型 ① パスファインダー 11

a. 事例 b). 東京都立図書館 「テーマ別に調べるには

－『知っていると便利』－シリーズ」
https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/search/tips/investigation/
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Ⅳ．レファレンスツールとは ー4ー （4） 発信型 ① パスファインダー 12
a. 事例 c.). 愛知淑徳大学図書館 パスファインダー

http://www2.aasa.ac.jp/org/lib/j/netresource_j/pf_j.html 

12
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Ⅳ．レファレンスツールとは ー4ー （4） 発信型 ② レファレンス回答事例集の事例 13
国立国会図書館 レファレンス協同データベース レファレンス事例

https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdsearch/index.php?page=simple&type=reference

&mcmd=25&st=update&asc=desc&rnk=1
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Ⅴ．レファレンスツールの評価の意義 14
1． 選定収集

レファレンスサービスは、信頼性があり、典拠となりえる情報源から
得られた情報を提供するサービスである。個々の情報源の評価は、
選定収集時にまず実施される。個々の情報源の特徴を把握し、レファ
レンスコレクションにおけるその主題の他のレファレンスツールとの関
連性も考慮しつつ評価が行われる。それはレファレンスツールを使い
分け、有効活用するためである。

2． 日常的評価

選定、収集してからがスタートラインである。日常業務において利用
者の情報要求に合ったかたちで、正確な信頼性のある情報（源）を効
率よく提供するため、評価が加えられる。それによってレファレンスツー
ルを使い分け有効活用していく。評価の内容は職員が情報共有し、レ
ファレンス質問の処理に活かしたり、調べ方案内やパスファインダー等
の作成、公開に役立てることができる。
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15
Ⅵ．レファレンスツール（情報源）の評価のポイント -1-

教科書類ではどんなことが評価のポイントと言われているのか、簡単
にみていきましょう。

情報の正しさや信頼性の評価はその情報を収載している情報源の信
頼性による。

根拠のある正しい情報とは、信頼性が保証されている情報源から得
られた情報である。

日本図書館情報学会研究委員会．情報の評価とコレクション形成．勉誠出版、2015、
(わかる！図書館情報学シリーズ 2)、 p.12.
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Ⅵ．レファレンスツール（情報源）の評価のポイント -2- 16

1．評価のポイント

(1) レファレンスブック

a. 長澤雅男、石黒祐子著．レファレンスブック 選びかた・使いかた．４訂版、

日本図書館協会、2020．p.14-26

以下が「着眼点」として挙げられている。

・製作に関わる要素（編著者、出版者、出版年）

・内容に関わる要素（範囲の設定、扱いかた、項目の選定、排列方法、検索手段、

収集情報の信憑性）

・形態に関わる要素（印刷、挿図類、造本）

長澤は「レファレンスブックの評価において最も重要な着眼点は、そこに記録され

ている情報が信頼できる正確な情報であるかどうかである。正確な情報はレファレ
ンスブックの生命である。」と述べている。
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Ⅵ．レファレンスツール（情報源）の評価のポイント -3- 17
b. 小田光宏編著． 情報サービス論．日本図書館協会、 2012、p.97-98、

（JLA図書館情報学テキストシリーズ 3-5）

印刷メディアの情報源の評価項目として、以下の4つの面からの評価を挙げ
ている。

① 製作と出版にかかわる面からの評価（編著者、出版社、出版年）

【編著者】その主題領域で著名な編著者であるのかどうか。執筆者の人選

は適切か。監修者を名目的に掲げていないか。署名入りかは信頼性の判

断にもなる。

【出版社】情報源の製作に定評があるか。実績を積んでいる出版社か。

出版社の性格からも、ある程度ではあるが判断することができる。

【出版年】どの時点での情報なのか。改訂や増刷がしばしばされている場合

には信頼性が高いものと考えることができる。奥付を確認し、版次や刷次な

どにも目を向ける。
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Ⅵ．レファレンスツール（情報源）の評価のポイント -4- 18
印刷メディアの情報源の評価項目

② 収載されている情報にかかわる面からの評価（収載している情報の範囲、
扱い方、正確さ、専門的か入門的か、学術的か一般的か）

収載している情報の範囲、扱い方、正確さを確認する。情報の範囲とは、

主題、地域、年代、言語の関して広がりがどうなっているか、制約があるか。

主題に関しては、情報源のタイトルに主題を示す言葉が入っていても、

内容的には関連領域を含んでいることも少なくない。まえがきや凡例などに

よってその広がりを確認する。

入門的か専門的か、対象は学術的か一般的かといった違いは入手できる

情報の違いともなる。利用者のニーズとも関係するが、回答段階で重要に

なる。

情報源として正確であることは当然のことであり、情報として誤りの多いも

のは低い評価になる。また誤植の箇所・多さや孫引きが多いもの、出典が

明示されていない情報源は同様に低い評価となる。
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Ⅵ．レファレンスツール（情報源）の評価のポイント -5- 19
印刷メディアの情報源の評価項目

③ 利用にかかわる面からの評価（見出し項目の選定、排列方法、検索手段）

事典の編纂方法については、大項目主義か、小項目主義か、おりまぜて編
纂しているものかによって利用の方法に影響が生じる。

どの様な排列方法を採用しているのか、凡例を確認する。

収載情報の検索手段は目次と索引が中心になる。わかりやすい構成の目

次や本文に対応する種類の索引が用意されているか、適切な索引語が用

意されているかも重要。

④ 〈もの〉としての情報源の形態にかかわる面からの評価

印刷と造本である。活字のポイントなどの読みやすさ、図表や写真が適切な
位置に配置されているか。

造本は繰り返しの利用に耐えられるようにつくられているか。

複写の利用にも耐えられるような堅牢なつくりとともに開閉は容易か。
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Ⅵ．レファレンスツール（情報源）の評価のポイント -6- 20
（2） Web情報源

コンテンツと検索の２つの側面が挙げられる。

① コンテンツ

・作成者（責任の所在、その主題領域の専門家なのか＝信頼性に関わる）

・作成目的・作成方針

・情報の範囲（正確性、客観性、最新性（より速い情報）、遡及性、選択性、網羅性）

・ホームページの構成（デザイン・見やすさ・使いやすさ）

・ユーザビリティとアクセシビリティへの配慮（初心者から上級者までを対象としたわかり

やすさ、利用のしかたの説明、マニュアルやヘルプ機能、階層の配慮、高齢者や障がい

者へ配慮）

・鮮度（更新頻度：アップデートされているか）

・まとめてある。情報源や領域を越えてみられる。一括でみられる。

・独自性（独自にデータを集めていてユニーク）

・信憑性（信頼性、専門性）

・安定性（いつ検索しても同様の内容が保持されていて、確認できる）書き換えや削除

リンク切れはないか。
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Ⅵ．レファレンスツール（情報源）の評価のポイント -7- 21
（2） Web情報源

② 検索

・利便性（便利で使いやすい）

・検索結果から次の行動に移れる。

a. 行動の根拠となりうるか。例）レポート作成に引用する。

b. 典拠などが掲載されており、次の探索行動に移れる。

・アクセスポイントが豊富で、多様な検索が可能。

・メニューがいろいろと用意されている。

田村俊作編著. 新訂 情報サービス論. 東京書籍、2010、 214p.（新現代

図書館学 講座 5）

小田光宏. 情報サービス概説. 日本図書館協会、1997、 244p.  （JLA図書館

情報学テキストシリーズ ４）
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Ⅵ．レファレンスツール（情報源）の評価のポイント -8- 22

2．評価の事例： 調布市立図書館

レファレンス質問の処理票である「レファレンス申込・回答記録」【別
紙資料1】に日常的によく使用するコアのレファレンスツールを載せて
いる。

探索にあたってはそのツールをみたかどうかをチェックする。回答

プロセス記入欄では、使用したツールとどんなワードで検索したかを
簡潔に記入する。それはどんなツールをどんなワードで探索し、どん
な手順で展開したのかが見て取れるような再現性がある記録内容に
するためである。さらに職員間でツールに関することも含め情報を共
有する研修的な意味合いもある。毎朝のレファレンス質問の処理の
方向性を確認する打ち合わせでは、「レファレンス申込・回答記録」に
記載されているレファレンスツールのチェック状態も確認している。
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Ⅵ．レファレンスツール（情報源）の評価のポイント -9- 23

「日常的によく使用するコアのレファレンスツールを載せている」、それ
が評価の成果であり、評価結果と言える。

「このツールをまだ見ていないようだからこのツールをみよう」や 「あの

ツールはみた？」、「次に○と○のツールをみてみないと」といったことを

レファレンス処理の過程で行っている。それこそがツールの評価結果で
ある。

日常的にやっていることであり、知らず知らずに大事なことをやっている
のに、流してしまっている。皆さんが日常的にあたりまえにやっていること
が大事なことである。

評価をしないと手当たり次第にみていくことになる。

日常的に評価していること、それを次のレファレンス質問に活かそうと
することは大事なことである。

23

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -1- 24

1．実施の目的

（1） 日常業務における役立つツールを知り、なぜそのツールが

評価されているのか、評価の観点を考える。

（2） 受講者間での情報共有化：他の受講者がどのようなツール

をあげているのか、どのような観点から評価しているのか。

評価の観点に対する理解を深める。

(3) いま説明した教科書や他館の評価と比べてみて、どのような

評価が良いのか整理する。

事前課題のねらい：日常業務で知らないうちに評価していたことを
意識してもらい、どんなことをポイントにして評価していたかを再認
識する。

24
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Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -2- 25

2．2021年の受講者のおすすめするレファレンスツールは？

(1) 印刷体情報源 ランキング＆年度比較 【別紙資料2】

(2) Web情報源 ランキング＆年度比較 【別紙資料3】

(3) 他年度との比較

①「JLA中堅職員ステップアップ研修（１）「レファレンスツールの評価」

吉田昭子講師：2004年、2009年、五十嵐担当:2012年、 2014年、2021年

②五十嵐担当の2012年、2014年、2021年は、印刷体については、「雑誌も可」とし、

Web情報源については、「検索エンジンを除く」、「有料オンラインデータベース

可」としている。

③国会図書館及び国立情報学研究所として票を換算している。

(4） 2021年実践例：受講者はレファレンスツールをどのように使っているか。

① 印刷体情報源実践例 【別紙資料 4】

② Web情報源実践例 【別紙資料 5】
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Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -3- 26

26

(5) 受講者内訳
受講者の館種内訳 2004年、2009年、2012年、2014年、2021年の比較

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -4- 27

3．【事前課題①】の発表

事前に提出いただいていた「あなたのおすすめするレファレン
スツール」を1人ずつ発表。

発表の内容は、事前に提出いただいた「印刷体情報源」と

「Web情報源」の中からあなたがおすすめする情報源を各1点
ずつ選んで、全体会で各1分間で説明します。どんな点が良い
のか合わせて簡潔に発表をお願いします。

【事前課題①】の発表を受けて

27

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -5- 28

4．【事前課題②】グループ討議と討議結果の発表の実施

教科書類で評価のポイントと言われているものを簡単にみて
きましたが、どんなことがポイントとして言われていましたか。

皆さんが日常的に感じていることを出していってください。

教科書が言っているどんなところは重なって、どんなところは
重なっていないのでしょうか。

「印刷体情報源」と「Web情報源」を評価するときに、重要な視
点とは何か。グループ内で各自、それぞれ1つあげて、1分間の
説明をする。グループ討議を行い、その結果を全体会で3分で

説明する。記録の方はグループ討議で重要な視点としてどんな
視点が出たかを記録してください。発表の方はそれを紹介して
ください。

28

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 29

4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて

事前に提出いただいた「あなたのおすすめするレファレンス
ツール」のランキングで上位になった各情報源を中心に取りあ
げて、ポイント部分を具体的に紹介する。

29

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 30
4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて ① Web情報源

国立国会図書館サーチ https://iss.ndl.go.jp/

30
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Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 31
4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて ① Web情報源

国会会議録検索システム https://kokkai.ndl.go.jp/#/

31

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 32
4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて ① Web情報源

日本法令索引 https://hourei.ndl.go.jp/#/

32

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 33
4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて ① Web情報源

NDL ONLINE https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/

33

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 34
4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて ① Web情報源

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/

34

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 35
4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて ① Web情報源
写真の中の明治・大正 －国立国会図書館所蔵写真帳から（東京・関西・東北）－

https://www.ndl.go.jp/scenery_top/

35

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 36
4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて ① Web情報

e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/

36
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Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 37
4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて ① Web情報

楽譜ネット https://www.gakufu.ne.jp/GakufuNet/

37

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 38
4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて ① Web情報

絵本ナビ https://www.ehonnavi.net/

38

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 39
4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて ① Web情報

ＣｉＮｉｉ Ａｒｔｉｃｌｅｓ https://ci.nii.ac.jp/

39

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 40
4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて ① Web情報

ＣｉＮｉｉ Books https://ci.nii.ac.jp/books/

40

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 41
4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて ① Web情報

国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1

41

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 42
4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて ① Web情報

国土地理院 地理院地図（電子国土Web） https://geolib.gsi.go.jp/node/2555

42
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Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 43
4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて ① Web情報

ウィキペディア
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%

83%BC%E3%82%B8

43

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 44
4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて ① Web情報
e-Stat 政府統計の総合窓口 https://www.e-stat.go.jp/

44

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 45
4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて ① Web情報
先生のための授業に役立つ学校図書館活用データベース

http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/

45

Ⅶ. 受講者へ事前課題の実施結果 -6- 46
4. 「【事前課題①】、【事前課題②】の発表を受けて ②印刷体情報源

・『広辞苑』 第7版 岩波書店 2018 2冊

・『ポプラディア －総合百科事典－』 新訂版 ポプラ社 2011 12冊

・『角川日本地名大辞典』 角川書店 1978-1990 47冊及び別巻2冊

・『国史大辞典』 吉川弘文館 1979-1997 17冊

・『世界大百科事典』 改訂新版 平凡社 2007 31冊及び別冊

・『日本大百科全書』 第2版 小学館 1994－1997 26冊

・『理科年表』(年刊） 丸善出版 1925-

・『絵本の庭へ 児童図書館基本蔵書目録』 東京子ども図書館 2012

・『業種別審査事典』第14次 (4年毎）金融財政事情研究会 2020 10冊

・『現代日本文学綜覧シリーズ』 日外アソシエーツ 1982－

・『大漢和辞典』 修訂第2版 大修館書店1989-1990 13冊及び別巻2冊

・『日本国語大辞典』 第2版 小学館 2000-2002 13冊及び別巻

46

Ⅷ 良いレファレンスツールとは？ -1- 47

評価のポイントをすべて満たしたものがベストなレファレンスツールか。

どこが強くてどこが弱いのか、レファレンスツールの特性を知り、注意して使
い分けていく。ツールの評価がなければ使い分けもできない。

時間的な制約などを有する実際のレファレンスサービスの中で、利用者が
求める資料や情報を適切に提供することが可能なツールが良いレファレンス
ツールと考える。

内容が正しく信頼性があるのは大前提であり、調べると出てくる収録率が
高く、参考文献や典拠が明記され、次のステップに移れるもの、索引などの
検索手段が使いやすく、的確に案内されているもの、内容が整理され、よくま
とまっているものは調査時間の短縮に繋がる。

47

Ⅷ 良いレファレンスツールとは？ -2- 48

(1) 評価の観点は一面ではない

ツールをどんな時に、どのように使うか。利用者の情報要求と
の適合性からの側面もある。

例えば、同じ国語辞典で、どういうときに『広辞苑』を使って、
どういうときに『日本国語大辞典』を使うのか。どう使い分けをし
ているのか。

対応するレファレンス質問が違ってくる。

48
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Ⅷ 良いレファレンスツールとは？ -3- 49
（2） ツールを知る

どんなツールなのかを知ることが肝要である。まず、どういうコン
セプトでつくられているのか、どういう方針でつくっているのかが

大事である。さらに何が収載されているのかを確認する。印刷体では
凡例を確認することが重要。まえがきやあとがき目次にも目を通す。

Web情報源の場合には、そのサイトやデータベースについての説

明箇所、検索の仕方といったガイドに目を通す。このツールはどうい
う使われ方を想定しているのかを念頭に置いて、収載情報の範囲や
排列はどうなっているか、検索手段を確認しつつ、使ってみる。

Web情報源では、試験的に実際に検索してみる。印刷体でもWeb

情報源でも同様である。

誰を対象にしているのか。どんな目的でつくられているのか。ツー
ルを知ることによりレファレンス質問に適合した、ツールの使い分け
や効率よい探索が可能になる。

49

Ⅸ 評価を生かす -1- 50

（1） レファレンスツールの評価のスキルを活かす

情報や情報源を評価するスキルは、課題解決型サービスや生活
や学びの支援のために図書館が発信するメニューやツールの作成
に活かすことができます。

図書館の学びの支援の実践例として以下を紹介します。

「神奈川県立図書館 トピックスのとびら」

図書、雑誌、新聞、視聴覚資料、インターネット等の情報から、時事
的な話題を複合的な視点から紹介しています。利用者が選んだトピ
ックスから学びを進められる仕組みになっています。

どういった資料を紹介するのか、情報や情報源を評価するスキルが
活かされると考えます。

50

Ⅸ 評価を生かす -2- 51
実践例 神奈川県立図書館 トピックスのとびら

https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/publications/public-relations/topicsnotobira/

51

Ⅸ 評価を生かす -３- 52

（2）自己研鑽から組織力向上に向けて

組織として「チーム力」を上げる仕組みが重要である。様々なキャリアの職員は

レファレンスツールに関する知識、探索方法は個々人で違っている。印刷体情報源
を使いこなす職員やWeb情報源を駆使する職員など、アプローチの仕方はそれぞれ
である。

感覚でやっていることを言語化、文章化して、こんな調べ方がある、こんなツールが
あってこんなふうに使える、といった個々の職員が有する知識や技能を共有すること

によって、個人プレーから組織プレーに変わる。

調布市立中央図書館では処理した「レファレンス申込・回答記録」の情報を職員間
で共有できる仕組みにしている。

類似のレファレンス質問の回答記録が参考になり、処理時間の短縮と回答の精度

を上げ、回答品質を保つことに繋がる。

52

Ⅸ 評価を生かす -４- 53

（3） 内部研修

a. 国立国会図書館の「レファレンス協同データベース」の事例検

討の講義に参加したことがある。公開事例を対象に関心のある分
野を選んで、どのような質問が多いのか、質問傾向を分析する。

その作業のなかで良い事例と問題があると思われる事例を自分が
考える基準に沿って選び、それぞれの選択理由を明らかにする。各
自が自分が設定した基準と共にそれを発表して質疑応答をする。

職員がレファレンス処理全般について学ぶことができ、ツールを使
いこなすことにも繋がる。

b. 類書比較

同じ主題を扱っているレファレンスツールを同じワードで探索や検
索をして比較する。ツールを知ることに繋がり、使い分けが可能に

なる。

53


