文 教 児 童 委 員 会 資 料
平 成 30年 4月 19日 ・ 20日
教育委員会事務局中央図書館
新たな中央図書館の整備に向けた平成 29 年度の取組状況について（第 2 回）
新たな中央図書館の整備に向けた平成 29 年 11 月以降の取組状況について、下
記のとおり報告する。
記
I

検討内容の報告
1 基本設計について（参考資料 1）
「板橋区立中央図書館基本構想」（以下「基本構想」という）及び「板橋区
立中央図書館基本計画」（以下「基本計画」という）を踏まえ、新たな中央図
書館のフロア構成など基本的な事項や平和公園内の具体的な建設場所などを
定める基本設計を策定した。今後は、基本設計に基づき、詳細な実施設計作業
を進める。
2 板橋区立図書館蔵書方針について（参考資料 2）
板橋区立図書館では、社会の変化や多様化するニーズに対応するため、中央
図書館を核とし、地域図書館と連携して資料や情報提供を行っている。新たな
中央図書館の整備に際しては、新たに「板橋区立図書館蔵書方針」を策定し、
区立図書館全体の蔵書の充実や適切な管理を行うことで、板橋区立図書館全体
の魅力的なサービス向上をめざす。
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4

新中央図書館のＩＣＴ化の方向性について（参考資料 3）
新たな中央図書館の整備に際して、高度情報化社会に対応するため、ICT を
活用した魅力あるサービス提供と情報リテラシー及び利用者の利便性の向上
を図るとともに、区立図書館全体の効率的な事業運営をめざすため、ICT 機器
の導入検討を行い、今後の実施設計や新たな中央図書館の事業・サービスに反
映する。
いたばしラウンジの運営・事業展開に関する調査について
図書館利用者、公園利用者双方が利用する飲食・交流の場として設置する
いたばしラウンジ（カフェ）について、新中央図書館の利用者の交流の活性化
に資する快適なくつろぎ空間として整備するために、民間事業者と運営や事業
展開について意見を伺う対話型調査を実施したうえで、施設整備を行うことを
目的として実施した。
（1） 募集期間：平成 29 年 12 月 20 日～平成 30 年 1 月 16 日
（2） 応募事業者：8 者
（3） 対話調査日：平成 30 年 3 月 2 日、7 日
※1 事業者あたり 1 時間 15 分の対話を実施
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（4） 対話結果：対話結果の概要を平成 30 年 4 月（予定）に公表するほか、
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対話結果を踏まえ、事業者募集に向けた検討を進める。
（仮称）ボローニャギャラリーデザインコンテストについて
新たな中央図書館に併設する「いたばしボローニャ子ども絵本館」の内部に板
橋区とボローニャ市との友好の証として、
「（仮称）ボローニャギャラリー」を設
置する。ギャラリーの設置にあたり、ボローニャ市の文化イメージを伝えること
を主眼としたデザインコンテストを実施し、板橋区においては、ボローニャ市が
実施した第一次審査を通過した作品について第二次審査を実施し、今後、実施設
計に反映させる。
また、平成 30 年 5 月 13 日（予定）から一週間程度、最優秀作品の紹介など新
たな中央図書館の基本設計の紹介と併せて、区役所本庁舎 1 階ギャラリーモール
等を活用して展示を行う予定である。
≪参考：
（仮称）ボローニャギャラリー概要≫
（1） 外
形：W3.6m×D3.6m×H3m
（2） 外
観：独立したボックスとして成立するデザイン
（3） 内
部：展示機能＋絵本を読む小スペース等
（4） 展示内容：○ボローニャの文化・伝統・現在を伝える情報展示
○板橋区とボローニャ市の交流を伝える展示
○ボローニャ関連の絵本展示

Ⅱ

取組状況
1

中央図書館改築推進検討会の実施
【第 3 回検討会】
 日時：平成 30 年 1 月 18 日（木）
 内容：板橋区立中央図書館基本設計（案）、蔵書方針（案）、ＩＣＴ検討状
況の報告等
2 意見交換会（区民説明会）の開催
【第 3 回】
 日
時：平成 29 年 12 月 20 日（水）18：30～20：50
 場
所：常盤台地域センター
 内
容：新たな中央図書館のゾーニング図の説明、意見交換
 参 加 者：20 名
 主な意見：〇図書館のイベントや事業に区民ボランティアが参加しやすい
環境を整備してほしい。
〇駐輪場が溢れないように、利用時間に応じて使用料を徴する
など対策を講じてほしい。
〇公園の空気感を感じられる図書館づくりを進めてほしい。
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「広報いたばし」「ホームページ」による周知
記事掲載
 12 月 9 日号 「意見交換会」の開催について
 12 月 16 日号 「（仮称）いたばしラウンジ（カフェ）の運営に参画
を想定する事業者との対話型調査」の実施について
町会長会議での説明
 5 月 常盤台支部
 6 月 中台・前野・桜川支部
 12 月 常盤台支部
「魅力ある中央図書館建設だより」（第 8 号、第 9 号）の発行
 発行枚数：約 13,500 枚（1 号あたり）
 発 行 月：11 月、2 月
 配布対象：周辺町会・自治会へのチラシ回覧、幼稚園・保育園・小学校・
中学校の保護者、常盤台地域センター、区内各図書館窓口
※ 区ホームページにも掲載
出張意見交換会の実施
新たな中央図書館の建設に向けて、区民の方々の意見を伺うために、地域
のサークルやグループの方々の集まりに図書館職員が出向く出張意見交換会
を実施する。
上板橋第三中学校生徒とのワークショップ
新たな中央図書館に設置する青少年（ヤングアダルト）エリア等の設計や
事業・サービスの検討の参考にするため、
「未来の図書館ワークショップ」と
題した全 4 回のワークショップを実施した。
 第 2 回 平成 29 年 11 月 22 日（水）
テーマ：平和公園に行ってみよう
 第 3 回 平成 30 年 2 月 8 日（木）
テーマ：中央図書館に行ってみよう
 第 4 回 平成 30 年 3 月 14 日（水）
テーマ：中学生が行きたくなる場所を考えよう

Ⅲ

今後の予定
平成 30 年 7 月中旬
平成 31 年 1 月

計画通知提出
実施設計策定

平成 31 年 2 月
区議会付議
平成 31 年 3 月～
建設工事
※ 建設工事完了後、平成 32 年度中に開館する予定である。
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参考資料２
板橋区立図書館蔵書方針について（概要）
方針策定の背景
急速な社会状況の変化のなかで、公共図書館は区民の多様なニーズに応えた図書資料の
充実やＩＣＴ化への対応など、未来を展望した新たなサービスを提供することが求められ
ている。
そのようななか、平成 29 年３月、新たな中央図書館の整備に向けて策定した「板橋区立
中央図書館基本計画」において、新たな中央図書館の「蔵書マネジメント」を規定した。
今後、社会状況の変化や新たな情報媒体に対応し、図書館資料の魅力が持続する区立図
書館全体の蔵書構築の充実をめざし、各館の役割と地域の特色を活かしつつ、統一的な蔵
書マネジメントを行っていくため、新中央図書館の「蔵書マネジメント」に基づき、本方
針の策定を行い、資料収集・選定・保存・除籍などの方針（基準）を改定する。
板橋区立図書館の蔵書構成の現状と課題
１

中央図書館及び地域図書館
日本国内における書籍の総発行部数が年々減少するなか、板橋区立図書館全体の蔵書
数は、平成 20 年度末には約 126 万冊であったが、平成 28 年度末には約 143 万冊と増加
している。しかしながら、除籍冊数は
年々減少しているため、蔵書の内容・
状態ともに古い蔵書が多い状況である。
そこで、時代に合わせた図書の更新を
適切に行っていく必要がある。
また、地域図書館の「特色ある資料」
についても、周辺地域の環境が変化す
るなかで、利用者の要望や将来的な需要
を予測したものに改める必要がある。
この他、地域図書館の閉架書庫の状
態に即し保存に関する基準の見直しや、
レファレンス内容の多様化に対応して
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いく必要がある。
２ ボローニャ子ども絵本館
ボローニャ児童図書展から寄贈される絵本が蔵書の大半を占めるため、出版国や言語
に偏りがある。国際理解を深めるためには、様々な言語や内容の資料を充実する必要が
ある。また、より多くの方に外国語の絵本に親しむ機会を提供するためには、日本語の
翻訳文・解説文等を添付し、紹介を行い、
「絵本のまち板橋」の魅力を広く発信していく
必要がある。
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これからの板橋区立図書館の蔵書構成と取組
図書館への多様化かつ高度化するニーズに応え、地域資料やボローニャ子ども絵本館資
料など板橋区独自の魅力ある資源の有効活用を図るため、以下の項目を重点とし、蔵書を
構成するとともに、取組実現のため各種基準の改定を行う。
中央図書館

基本方針（＊）

各地域図書館

・区立図書館の中心的役割に応じた資料

・地域の図書館として、幅広く親しみやすい蔵書

・高度な参考図書、地域資料

・地域特性を考慮した体系的な資料

【特色：「絵本のまち板橋」の魅力を発信する資料の充実】
・絵本をはじめとした児童書、子育てに関する資料の充実
・国際理解を深めるいたばしボローニャ子ども絵本館資料の充実

蔵書構成

反映
板橋区立図書館資料の各種方針（基準）の見直し
・収集方針
・選定基準
・保存基準
・除籍基準
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板橋区立図書館資料の各種方針（基準）の特徴及び主な改正点
１

板橋区立図書館資料収集方針
本蔵書方針に記載されている蔵書構成と取組を実現するため、基本方針（Ｐ.２ ＊）
を改めて見直しを行う。
また、資料別に収集方針を規定する。児童図書及び青少年図書では、教育課程や調べ
学習に役立つ資料等、教育現場の求めに応じた資料の収集を追加する。地域資料では、
板橋区の特色ある産業や、交流都市・交流自治体等に関連する資料の収集を追加する。
さらに、ボローニャ子ども絵本館の収集方針を新たに追加する。

２

板橋区立図書館資料選定基準
板橋区立図書館資料収集方針に基づき、中央図書館及び各地域図書館における図書館
資料の選定にあたり具体的な必要事項を示すため、見直しを行う。各図書館における周
辺地域の状況、利用者ニーズ、時代の変化、要請に即して特色ある収集資料を改める。
また、資料別の選定方法を見直し、ボローニャ子ども絵本館の方針を新たに追加する。
（図）新たな各図書館の特色ある収集資料
館名

特色ある資料

清

地域資料、各地域館のサービスを補完するより高度な参考図書、区の特色ある産業に関
央 する資料、民俗学に関する資料、平和に関する資料、自然科学分野の資料、教育関係の
資料、多文化資料、情報通信技術の活用に関する資料
自然観察及び農業、園芸関係の資料、ライフイベント及び暮らしの手続き等に関する資
塚
料、赤塚地域の歴史・郷土に関する資料
水 地域活動に関する資料、昭和時代に関する資料、渥美清氏に関する資料

蓮

根 高齢福祉関係の資料、産業に関する資料、都内の地下鉄や交通に関する資料

中
赤

氷

川 行政・地方自治関係の資料、健康づくりに関する資料、商店経営に関する資料
高齢者の生きがい推進や生涯学習に関する資料、都市づくりに関する資料、郵便や手紙
高島平
に関する資料、青少年向け資料
スポーツに関する資料、加賀藩及び金沢市に関する資料、国史跡「陸軍板橋火薬製造所
東板橋 跡」や化学工業の研究・調査機関である公益財団法人野口研究所の関係産業及び近代化
に関する資料
小茂根 日本の歴史及び遺跡に関する資料、障がい者福祉全般に関する資料、青少年向け資料
西
志
成

３

家庭生活に関する資料、食生活に関する資料、食育に関する資料、青少年や障がい者の
就労や職業選択に関する資料
印刷製本及び光学産業に関する資料、街道に関する資料、青少年向け資料のうち特にス
村
ポーツに関する資料
芸術及び美術に関する資料、ビジネス支援及び企業支援に関する資料、東武東上線沿線
増
に関する資料
台

板橋区立図書館資料保存基準
板橋区立図書館の適切な蔵書構成を維持し、除籍せず保存する資料を明確化すること
を目的に新たに保存基準を策定する。
原則として５年を経過した資料のうち、資料的価値が高く将来的な利用が見込まれる
資料については、内容・形態・蔵書構成・資料的価値が時代に適しているか評価し、保
存することとする。また、区内の所蔵が最後の１点となった資料は、中央図書館の体系
的な資料収集、または、ボローニャ子ども絵本館の特定コレクションに加えることで有
効活用が見込まれる資料については、保存することを定める。
中央図書館では、板橋区立図書館の中心的役割を担う図書館として、区全体の管理及
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び調整を行い、参考図書や地域資料等の永続的な価値のある資料の保存に努めることを
規定する。
各地域図書館では、特色ある図書及び地域特性を反映した資料のうち、地域で長く利
用が見込まれる資料の保存に努めることを規定する。
４

板橋区立図書館資料除籍基準
板橋区立図書館として、常に新鮮で適切な蔵書構成の維持及び充実を図るため除籍を
行うことを目的に、新たに除籍基準を策定する。
所在が不明となった資料や回収不能な資料は事実発生日から原則２年後に、また、受
入後、利用がほとんどなく資料的価値のないものや他の資料で代替可能なものは原則５
年後に除籍することとする。その他、汚損・破損のため利用に供せない資料や盗難や事
故等による資料については、随時判断し除籍を行うことを規定する。
また、除籍した資料は、利用者への提供等により有効活用を図ることを明記する。

新たな中央図書館開館に向けての蔵書購入方針・スケジュール
蔵書方針に基づき、新たな中央図書館の開館に向けて、平成 30 年度以降の蔵書購入方針
は以下のとおりとする。
１

新中央図書館の開館時・最大収蔵時の冊数を算出
開館時（平成 32 年度）
一般図書

２２．５万冊

３８．０万冊

児童書

５．０万冊

６．５万冊

視聴覚資料

１．５万点

２．０万点

ボローニャ

３．０万冊

３．５万冊

３２．０万冊

５０．０万冊

合計（視聴覚資料含む）
２

最大収蔵時

蔵書方針内容に基づく各年度の購入方針
【平成 30 年度】 約２．１万冊
参考図書等のレファレンスに対応するために、長期に渡り保存することが想定される
蔵書を購入
【平成 31 年度】 約４．８万冊
様々な分野をバランスよく購入するとともに、板橋区コーナーを構成する地域資料を
収集
【平成 32 年度】 約３．６万冊
開館年であり、比較的サイクルの早い文庫や旅行ガイド等を購入
今後、配架計画やレイアウト検討と並行してラベルや装備の詳細を検討していく。
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本編
板橋区立図書館蔵書方針について
１

背景と目的
高度情報化、グローバル化、少子・高齢化など急速な社会状況の変化のなかで、図書
館は区民の多様なニーズに応えた図書資料の充実やＩＣＴ（＊）化への対応など、未来を展
望した新たなサービスを提供することが求められている。
板橋区立図書館は、図書館システムにより、蔵書（＊）の管理と利用者へのサービスを提
供している。中央図書館は、板橋区立図書館の中央館として、全館の蔵書をマネジメン
トする役割を果たすとともに、バランスのとれた蔵書構成（＊）で区全体を視野に入れた体
系的な資料の収集のほか、地域図書館の資料を補完する参考図書（＊）、専門書、板橋区の
地域資料などを収集している。地域図書館は、中央図書館の調整を受け、地域の図書館
として、一般的な資料の収集のほか、それぞれの地域の特色を活かした図書館資料を収
集している。
平成 29 年３月、新たな中央図書館の整備に向けて策定した「板橋区立中央図書館基本
計画」において、新たな中央図書館の「蔵書マネジメント」を規定した。
今後、社会状況の変化や新たな情報媒体に対応し、図書館の資料の魅力が持続する区
立図書館全体の蔵書構築の充実をめざし、各館の役割と地域の特色を活かしつつ、統一
的な蔵書マネジメントを行っていくため、新中央図書館の「蔵書マネジメント」に基づ
き、本方針の策定を行う。
そのため、現在の区立図書館の蔵書内容や貸出状況、レファレンス（＊）状況等を分析し
ニーズと課題を分析したうえで、資料収集・選定・保存・除籍（＊）などの方針（基準）を
改定することとする。

２

板橋区立図書館の蔵書構成の現状と課題
(1) 板橋区立図書館の管理、運営体制
板橋区立図書館は、中央図書館のほか、地域図書館 10 館、いたばしボローニャ子ど
も絵本館の合計 12 館がある。
中央図書館については、図書の貸出などのカウンター業務及び一部施設管理業務を
委託し、区立図書館の運営総括や総合調整機能などに対応するため区職員が運営して
いる。なお、中央図書館機能と地域図書館機能の２つの役割を持ち、提供するサービ
ス・事業の企画・実施や取りまとめを行っている。また、地域図書館に対し、地域の
特色に沿った資料の収集、専門書・参考図書の購入など、総合的に収集の可否を判断
し、助言する役割を担う。
10 館の地域図書館は、指定管理者制度を導入し、民間事業者の３者が指定管理者と
5

なり、管理運営を行っている。
いたばしボローニャ子ども絵本館は、来館者への案内や書架整理などの業務を委託
し、施設管理・運営はともに区職員が行っている。
（図表１）中央図書館と地域図書館の関係性イメージ
①板橋区立図書館行政の方針決定
②地域図書館の指導・調整
③全図書館の資料収集の調整
④図書館システムの管理運用
⑤施設管理の調整
⑥行政組織としての管理
⑦図書館懇談会の設置・運営
⑧今日的課題への対応

いたばし
ボローニャ
子ども絵本館

赤
塚
図
書
館

中央図書館
地域図書館機能

中央機能

地域図書館
清
水
図
書
館

蓮
根
図
書
館

氷
川
図
書
館

高
島
平
図
書
館

東
板
橋
図
書
館

小
茂
根
図
書
館

西
台
図
書
館

志
村
図
書
館

成
増
図
書
館

①利用者サービス（カウンターサービス／館内展示、図書館だより／障がい者サービス）
②図書館事業（お話し会／映画会／学校連携事業／地域連携事業／ミニ・ボローニャ・ブックフェア
／図書館を使った調べる学習コンクール）

各図書館は、図書館システムで結ばれ、全館の資料の状況を他館や自宅からも確認
することができる。予約した資料は、全館を巡回する図書館交換便で運ばれ、指定し
た図書館で受け取ることができる。

（2）中央図書館及び地域図書館の蔵書構成の現状と課題
① 日本国内における書籍発行数等の推移
（図表２）書籍総発行部数と新刊点数の推移
（単位：万冊）
書籍総発行部数

日本国内における書籍の新刊点数
は、平成 20 年から 28 年まで、78,113
万冊から 82,589 万冊の間で推移して
いる。また、書籍総発行部数は、平成

新刊点数

160,000
140,000
120,000
100,000

20 年には、147,038 万冊であったが、
平成 28 年には、113,769 万冊と約
23％減少している。
（出版ニュース社「出版年鑑 2017
資料・名簿編」より）

80,000
60,000
40,000
20,000
0
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② 板橋区立図書館の蔵書数・新規受入（＊）冊数・除籍冊数の推移と課題
（図表３）板橋区立図書館の蔵書数の推移
（単位：千冊）
1,450

1,427

1,400
1,350

1,312

1,300

1,333

1,349

1,369

1,381

1,401

1,264 1,274

1,250
1,200

板橋区立図書館全体の蔵書数
は 、 平 成 20 年 度 末 に は 、
1,263,981 冊（一般：999,457 冊
／児童：264,524 冊）であったが、
平成 28 年度末には、1,426,745
冊（一般書：1,123,145 冊／児童
書：303,600 冊）となっている。

1,150

※

いたばしボローニャ子ども絵本館除く

特別区における区立図書館の蔵書数は、23 区中第８位となっている。
（日本図書館協会「日本の図書館 統計と名簿 2016」より平成 27 年度末時点実
績にて比較した。以下の特別区における区立図書館の順位は、全てこれによる。）
また、区民一人あたりの蔵書数は 2.58 冊となっており、23 区中第 17 位となって
いる。
（図表４）板橋区立図書館の新規受入冊数及び除籍冊数の推移
（単位：冊）
購入冊数

寄贈等

年間除籍冊数

100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000

板橋区立図書館の蔵書の新
規受け入れのうち、多くを購
入が占めている。
平成 28 年度末では、新規受
入の 46,193 冊のうち、42,546
冊が購入であり、受入冊数の
うちの約 92.1％を占めている。
なお、平成 22 年度の購入冊
数が急増しているのは、地域
図書館の清水図書館の開設及
び赤塚図書館の改築に伴い、
蔵書数が増加したためである。

10,000
0

※

いたばしボローニャ子ども絵本館除く

7

年間の除籍冊数については、平成 20 年度では 86,164 冊であったが、平成 28 年度
では 20,188 冊となっている。平成 20 年度の除籍冊数が突出しているのは、前述の
地域図書館である清水図書館及び赤塚図書館の改築に先駆け、除籍を進めたためで
ある。
特別区における区立図書館の平成 27 年度の受入冊数は 23 区中第 17 位、購入冊数
は 23 区中第 15 位、除籍冊数は 23 区中第 21 位であるが、それぞれ人口あたりでの
順位は、受入冊数は 23 区中第 23 位、購入冊数は 23 区中第 22 位、除籍冊数は 23 区
中第 22 位である。
また、蔵書新鮮度（＊）及び蔵書更新率（＊）は、いずれも 23 区中第 23 位と低い水準
にある。これは、内容・資料状態ともに古い蔵書が多い状況となっていることを示
しているものであり、昨今の高度情報化社会の中では、多様化する区民のニーズに
応えていくため、時代の情勢にあわせ図書の更新（＊）を適切に行っていく必要があ
る。
また、相互貸借（＊）における他自治体図書館からの借受数についても、平成 18 年
度では 8,830 件であったのに対し、平成 27 年度においては 12,634 件と、約 1.4 倍
となっている。
（出典：平成 18 年度実績…日本図書館協会「日本の図書館 統計と名簿 2007」
平成 27 年度実績…日本図書館協会「日本の図書館 統計と名簿 2016」）
この増加率は、特別区立図書館の中でも４番目に高い水準であり、このことから
も板橋区立図書館のみでは、多様化する区民のニーズに十分に応えられていない状
況であることがうかがえるため、より一層蔵書の充実を図る必要がある。
③ 中央図書館及び地域図書館の蔵書数と構成比
（ア）蔵書数
中央図書館の蔵書数は、平成 28 年度末には、219,652 冊（一般書：177,367 冊
／児童書：42,285 冊）となっている。なお、特別区における中央図書館の平成 27
年度末時点での蔵書数としては、23 区中第 21 位となっている。
地域図書館の蔵書数は、平成 28 年度末には、1,207,093 冊（一般書：945,778 冊
／児童書：261,315 冊）となっている。
（図表５）板橋区立図書館の蔵書数及び一般書と児童書の蔵書数と構成比
全体

一般書

児童書

板橋区立 図書館全体

1,426,745

1,123,145

303,600

構成比（％）

100.0

78.7

21.3

219,652

177,367

42,285

100.0

80.7

19.3

1,207,093

945,778

261,315

中央図書館
構成比（％）

地域図書館 合計

※
※
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平成 29 年３月 31 日時点
いたばしボローニャ子ども絵本館除く

（単位：冊）

地域図書館は、区民に身近な地域図書館としての全分野の基本的な図書の収蔵、
提供に加え、現行の「板橋区立図書館資料選定基準」に定められている「各図書館
の特性」に基づき、特色ある資料を収集している。また、現行の「板橋区立図書館
保存図書マニュアル」に基づき、分担保存を行っている。
しかしながら、
「各図書館の特性」については、周辺地域の状況が制定当時と変化
しているため、現在の周辺地域の状況及び各地域図書館の利用者の要望や将来的な
需要も予測したものに改める必要がある。
保存についても各地域図書館の閉架書庫が既に飽和状態にあるため、板橋区立図
書館として、時代の情勢にあわせた蔵書群を構築するため、保存に関する基準につ
いても見直す必要がある。
（図表６）各図書館の特色ある収集資料と保存図書の分担
館名

特色ある資料

保存図書の分担

赤

各地域図書館の収集範囲を超える専門的資料や資料的価値の 中央図書館蔵書図書、郷土行政資
央
高い高価な資料
料、参考図書
塚 自然観察農業関係の資料、赤塚地域の歴史・郷土行政資料
なし

清

水 小説や家庭書、実用書

なし

蓮

根 高齢福祉関係の資料及び児童用資料

なし

氷

川 行政、地方自治関係、医療、健康問題、商店経営等の資料

なし

中

高島平 地域福祉や高齢者の生きがい推進、生涯教育に関する資料

0門、1門、青少年図書のうちマスター
データが児童書のもの、児童書

東板橋 スポーツ・加賀藩関係を主とした郷土資料

6門、7門（760～799）、8門

小茂根 障がい者福祉全般に関する資料、児童書

2門、9門

西
志
成

台 家庭生活に関する資料
3門
労働問題、工業関係資料、志村地区および板橋区の歴史、郷
村
4門、5門
土行政資料
増 ビジネスおよび芸術関係の資料
7門（700～759）

（イ）蔵書構成比
板橋区立図書館全体の蔵書構成比については、一般書の日本十進分類法（＊）によ
る分類では、９門の文学が最も多く 40％を占めている。ついで、３門の社会科学
14.8％、２門の歴史・地理 9.5％、７門の芸術の順となっている。
（図表７）板橋区立図書館の一般書における分類別の蔵書構成
（単位：冊）
0
総記
板橋区立
図書館全体
構成比
中央図書館
地域図書館
合計 ※2

1
2
哲学
歴史
・宗教 ・地理

3
社会
科学

4
自然
科学

5
工業

6
産業

7
芸術

8
語学

9
文学

郷土
行政
※1

文庫
新書
※1

31,123 45,319 106,686 166,712 76,516 85,347 38,411 98,784 24,860 449,387 34,777 155,216
2.8
7,258

4.0

9.5

14.8

6.8

7.6

7,395 17,173 30,644 10,824 13,115

3.4

8.8

7,136 14,364

2.2

40.0

3.1

13.8

3,774 65,684 12,157 17,615

23,865 37,924 89,513 136,068 65,692 72,232 31,275 84,420 21,086 383,703 22,620 137,601

※1 「郷土行政」
「文庫新書」は内数
※2 いたばしボローニャ子ども絵本館除く
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（図表８）板橋区立図書館の一般書における分類別の蔵書構成比
（単位：％）
0
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④ 中央図書館及び地域図書館の館外貸出及びレファレンス状況
（ア）貸出状況
板橋区立図書館における貸出状況は、平成 20 年度には、2,765,798 件（一般図
書：2,022,966 点、児童書：742,802 点）であったが、平成 28 年度には、2,969,600
点（一般図書：1,976,424 点、児童書：993,176 点）となっている。
（イ）レファレンス状況
板橋区立図書館におけるレファレンス状況は、平成 20 年度には、55,946 件（内
訳：事実調査（＊）566 件、資料調査（＊）9,976 件、所蔵調査（＊）45,404 件）であっ
たが、平成 28 年度には、57,023 件（内訳：事実調査 1,510 件、資料調査 11,483
件、所蔵調査 44,210 件）となっている。
内訳を比較すると、単なる資料の所蔵調査ではない事実調査及び資料調査の件
数がそれぞれ増加しており、利用者の要求が多様化していることがうかがえる。
⑤ 各アンケート調査における蔵書に関する回答結果（抜粋）
平成 27 年度の基本構想検討時以降に実施した各アンケート調査における蔵書に
関する項目の回答結果は次のとおりであった。
●「図書館利用者満足度アンケート調査」（平成 28 年度実施）
地域図書館が毎年実施する「図書館利用者満足度アンケート調査」の結果に
よると、
「蔵書構成と品揃え」について、
「やや不満」が 15.1％、
「不満」が 2.9％
と、
「基本的サービス」の全 12 項目中で不満を感じる割合が唯一 10％を上回っ
ている。
●「板橋区立平和公園利用状況調査」（平成 28 年度実施）
「板橋区立中央図書館基本計画」の検討に先駆け実施した「板橋区立平和公
園利用状況調査」の結果によると、「中央図書館の望む姿（あり方）」では「蔵
書が充実している」について全体の 51.1％の回答があった。これは、全 14 項目
中３番目に高い値である。
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●「区民アンケート調査」（平成 27 年度実施）
「板橋区立中央図書館基本構想」の検討段階で行った「区民アンケート調査」
の結果によると、「新中央図書館に期待する事項（基本的な機能）」では「蔵書
や資料を充実する」が全 11 項目中最も高い割合となっている。

（3）いたばしボローニャ子ども絵本館の蔵書構成と課題
いたばしボローニャ子ども絵本館の蔵書数は、平成 29 年４月１日現在で、26,216
冊（約 100 か国、70 言語）となっている。また、現在の閲覧室には、約 8,000 冊を
配架しており、いたばしボローニャ子ども絵本館独自の分類（出版国の大陸別、国
別、画家名順）を使用している。
欧米における絵本の黄金期といわれる 1930 年代以降の絵本の中には、世界各国で
翻訳され、現在でも長く読み継がれている作品が多く存在する。しかし、ボローニ
ャ児童図書展（＊）から絵本の寄贈を受け始めたのは 1993 年以降であり、それ以前の
著名な作品の層が薄く、利用者からの要望に十分に応えられていない。
（図表９）絵本館の蔵書 出版年代別資料数

（単位：冊）

また、ボローニャ児童図書展に出展する国・地域は欧米諸国が中心であるため、
寄贈される絵本の出版国やその言語には偏りがある。絵本を通じて子どもたちが
様々な国・地域の文化や言語に幅広く触れる機会を提供するためには、一層の資料
の充実が必要である。また、今後アジア・中東・アフリカ出身の住民へのサービス
を充実させるためにも、これらの地域の絵本をその出版状況に応じて収集する必要
がある。

11

（図表 10）絵本館の蔵書 出版国比率

（図表 11）絵本館の蔵書 地域別比率

現在のいたばしボローニャ子ども絵本館資料の書誌（＊）データは、独自に作成した
ものが多く、他の区立図書館資料の書誌データと比べると、項目数や情報量に違い
がある。今後、新中央図書館への移転にあたり、検索上の利便性向上とより的確な
資料提供のため、他の区立図書館に準じた形に書誌データを追加、修正していく。
また、蔵書のほとんどが海外絵本であるいたばしボローニャ子ども絵本館の資料
のうち、翻訳ボランティアが作成した日本語によるあらすじを添付している資料は
全体の約３％である。今後、新中央図書館において、一般への貸出を予定している
資料から優先に、専門業者による日本語の翻訳文・解説文等を添付し、内容の紹介
を行い、資料がより有効に活用されるようにする。

３

これからの板橋区立図書館の蔵書構成と取組
高度情報化社会となり、多様な社会問題に取り巻かれている現在、図書館の置かれて
いる環境も変化している。
図書館の利用についても、単なる読書のみならず、課題解決を目的とした利用が増加
している。例えば、高齢化社会の進行を背景として区民が介護や医療に関する情報を求
めたり、学習意欲の高い区民が研究用の資料を求めたりなどというように、図書館への
要求が多様化かつ高度化している。加えて、家庭における読み聞かせから教育課程の改
訂によるアクティブ・ラーニング（＊）を始めとした協働学習やＩＣＴ機器を活用した調べ
学習等まで幅広い対応が求められている。また、板橋区の行政資料を始めとした市販さ
れていない重要な地域の情報が掲載された資料や、ボローニャ児童図書展から寄贈され
た世界の絵本を中心としたいたばしボローニャ子ども絵本館資料は、板橋区独自の魅力
ある資源であり、その活用が求められている。
以上のことから、板橋区立図書館は、区民の身近な地域の情報拠点として、これらの
要望及び社会情勢の変化に対応するため、区民の日常生活に役立つインターネットを始
めとしたネットワーク情報源も含めた多様な資料収集を継続的に行っていく必要がある。
「板橋区立中央図書館基本構想」及び「板橋区立中央図書館基本計画」を実現するた
め、以下の項目を重点とし、蔵書を構成していく。
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基本方針
① 中央図書館
中央図書館は、板橋区立図書館の中心的役割を担う中央館としての機能に応じた
バランスのとれた蔵書構成の維持に努め、区全体を視野において、体系的に資料の
収集を行うほか、区民の疑問や課題を解決し相談に対応するためのより高度な参考
図書や地域資料、さらに各地域図書館のサービスを補完するための資料の充実に努
める。
② 全館共通
中央図書館及び各地域図書館は、地域の図書館としての機能に応じた蔵書構成の
維持に努め、地域特性を考慮して体系的な視野で資料の収集を行う。
基本的・入門的な一般教養書、文芸書、暮らしの本、趣味・娯楽の本等、各分野に
わたり幅広く親しみやすい蔵書構成に努める。特に、区の特性を考慮し、絵本等の
児童書及び子育てや教育に関する資料の充実に努める。さらに、大学教養課程程度
の学術専門書及び一般的な調査研究に必要な参考図書や地域資料も積極的に収集す
る。
(1) 生涯を通じこころの豊かさを支える蔵書
区民の生涯にわたる学習を支援し、多様な読書への興味を満たすため、豊富な資料
を確保し、区立図書館全体でバランスのとれた蔵書構成とする。常に新鮮で適切な蔵
書構成の維持に努め、資料及び情報の更新を行う。
収集する資料は、図書のほか、逐次刊行物（＊）、視聴覚資料等とし、形態を問わず広
く資料の収集に努める。
一般図書は、基本的・入門的な一般教養書、文芸書、暮らしの本、趣味・娯楽の本
等、各分野にわたり幅広く親しみやすい蔵書構成に努める。また、障がいのある利用
者や高齢者のための資料として、点字図書、大活字本（＊）、録音資料、デイジー（＊）図
書等、利用者の状況に配慮した資料を収集する。さらに、外国語資料、いたばしボロ
ーニャ子ども絵本館の外国語絵本及び世界の文化に親しむことのできる資料等を収集
することにより、多文化資料の充実を図る。
逐次刊行物は、図書資料と比較してより新鮮な情報を提供できること等を考慮し、
各分野にわたり幅広く収集する。
視聴覚資料は、録音資料及び映像資料とし、記録的・教養的価値のあるものを中心
に幅広く収集し、さらなる充実を図る。
(2) 課題を解決する蔵書
区民の様々な課題の解決をサポートするため、参考図書、専門書等の充実を図る。
特に、中央図書館では、各地域館のサービスを補完し、区民の疑問や課題を解決し相
談に対応するためのより高度な参考図書、専門書の充実に努める。
参考図書は、利用価値が高く、信頼性がある辞典、事典、年鑑、白書、図鑑、地図、
名鑑、統計書、法規集等の資料を体系的に収集し、様々な課題に対応する。専門書は、
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区民のニーズや蔵書構成等を考慮し、体系的にまとめられたものを中心に収集するこ
とで資料のさらなる充実を図る。
また、レファレンスに役立ち区民のニーズに応えるものとして、オンラインデータ
ベース（＊）の充実を図り、より網羅的な情報を提供することで様々な課題に対応できる
環境を整える。
(3) 学校・家庭・地域と連携する蔵書
子どもたちが読書の楽しみや喜びを発見し、読書習慣の形成と継続に役立つよう、
年齢や成長に応じた資料をバランスよく収集する。資料は、絵本、読み物、知識の本、
紙芝居等、基本的なものから新しいものまで幅広い範囲から厳選し、かつ豊富に取り
揃える。
プログラミング教育の導入等、その時代の学校の教育課程に即した資料や調べ学習
に役立つ資料等、教育現場の求めに応じた資料の収集を通じて、学校連携事業の充実
を図り、子どもたちの読書活動を支援していく。
また、家庭や地域における様々な読書活動を支援するため、近隣の区施設や教育施
設、保育施設、高齢者施設、医療機関、地域団体等と積極的な連携を図り、蔵書に反
映させる。児童図書は、年齢や成長に応じた資料のほか、特に「絵本のまち板橋」と
して積極的に絵本を収集し、乳幼児の頃から親子で絵本に親しむことのできる環境を
整える。一般図書は、子育てに関する資料のほか、読み聞かせやブックトーク（＊）に関
する資料等、家庭や地域で活用される資料の充実を図る。また、各団体等のニーズに
応じた資料の収集に努め、地域における読書活動の支援に役立てる。
さらに、いたばしボローニャ子ども絵本館では、ボローニャ児童図書展から寄贈さ
れた絵本のほか、古典的名作や各受賞作品、出版の少ない国・地域の資料等の収集に
より、さらなる資料の充実を図る。
(4) 地域の魅力や特色を発信する蔵書
① 地域資料及び各図書館の特性について
（ア）地域資料について
板橋区とその関連地域の自然・歴史・文化・社会等に関する地域資料を、公文
書館や郷土資料館などと役割分担しながら、幅広く収集し、保存するほか、板橋
区にゆかりのある人物等に関する資料を幅広く収集する。
特に、中央図書館では、区の独自の地域資料を収集し、保存する。光学や印刷
等の区の特色ある産業や、交流都市・交流自治体等に関連する資料の積極的な収
集を通じ、区の魅力を発信するほか、板橋区史編纂に携わった民俗学者・櫻井徳
太郎氏に関する資料及び民俗学に関する資料を紹介する。さらに、
「板橋区平和都
市宣言」の理念に基づき、平和に関する資料のさらなる充実を図る。
地域図書館は、地域の特性を考慮した特色ある図書の収集に努め、魅力や特色
を生かした蔵書構成に努める。また、これらの資料のうち、地域で長く利用が見
込まれる資料等の保存に努める。
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（イ）各図書館の特性について
現行の「板橋区立図書館資料選定基準」に定められている「各図書館の特性」
について見直しを図り、各図書館の特色ある収集資料を次表のとおりとする。
なお、絵本を始めとした児童書、子育てに関する資料については、区全体の特
色として、各館で資料の充実に努める。また、青少年向け図書については、地域
図書館において拠点館を設け、充実を図る。
（図表 12）新たな各図書館の特色ある収集資料
館名

特色ある資料

清

地域資料、各地域館のサービスを補完するより高度な参考図書、区の特色ある産業に関
央 する資料、民俗学に関する資料、平和に関する資料、自然科学分野の資料、教育関係の
資料、多文化資料、情報通信技術の活用に関する資料
自然観察及び農業、園芸関係の資料、ライフイベント及び暮らしの手続き等に関する資
塚
料、赤塚地域の歴史・郷土に関する資料
水 地域活動に関する資料、昭和時代に関する資料、渥美清氏に関する資料

蓮

根 高齢福祉関係の資料、産業に関する資料、都内の地下鉄や交通に関する資料

中
赤

氷

川 行政・地方自治関係の資料、健康づくりに関する資料、商店経営に関する資料
高齢者の生きがい推進や生涯学習に関する資料、都市づくりに関する資料、郵便や手紙
高島平
に関する資料、青少年向け資料
スポーツに関する資料、加賀藩及び金沢市に関する資料、国史跡「陸軍板橋火薬製造所
東板橋 跡」や化学工業の研究・調査機関である公益財団法人野口研究所の関係産業及び近代化
に関する資料
小茂根 日本の歴史及び遺跡に関する資料、障がい者福祉全般に関する資料、青少年向け資料
西
志
成

家庭生活に関する資料、食生活に関する資料、食育に関する資料、青少年や障がい者の
就労や職業選択に関する資料
印刷製本及び光学産業に関する資料、街道に関する資料、青少年向け資料のうち特にス
村
ポーツに関する資料
芸術及び美術に関する資料、ビジネス支援及び企業支援に関する資料、東武東上線沿線
増
に関する資料
台

② いたばしボローニャ子ども絵本館資料について
ボローニャ児童図書展から寄贈された世界の絵本を中心とし、さらに翻訳絵本や
海外で出版された日本の絵本も収集し、対比して展示、提供等を行うことで、子ど
もの頃から外国語の絵本を身近に感じることができるようにする。
また、国際理解、多文化理解を深めるきっかけとなるよう、それぞれの国・地域
を代表する絵本や、様々な国・地域の文化や社会についての資料を幅広く収集する。
さらに、友好交流都市協定を結んでいるボローニャ市や、絵本の寄贈元であるボ
ローニャ児童図書展に関する資料の充実を図ることで、理解を深め、よりよい交流
の継続に資するよう努める。
あわせて、いたばしボローニャ子ども絵本館の所蔵する外国語絵本を地域図書館
においても展示やイベントの実施に活用することで、
「絵本のまち板橋」を区立図書
館全体で推進していく。
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(5) 情報活用を支援するための取組
ＩＣＴの利用環境を整備し、電子書籍の活用やオンラインデータベースの拡大等に
よる新たな媒体の資料提供を行うことで、多様化する区民のニーズに対応する。
また、国立国会図書館デジタルコレクション（＊）等、他図書館や関係機関のアーカイ
ブ（＊）の活用や連携強化などにより、区民への幅広い情報提供を行う。さらに、学校Ｉ
ＣＴに対応した情報資源についても学校と連携し取組を検討していく。

４

各種基準
上記の取組を実現するため、下記に記載する各種基準の作成・見直しを図る。
(1) 板橋区立図書館資料収集方針
本蔵書方針に規定した蔵書構成と取組を実現するため、基本方針を改めて見直しを
行う。
また、資料別に収集方針を規定する。青少年図書及び児童図書では、教育課程や調
べ学習に役立つ資料等、教育現場の求めに応じた資料の収集を追加する。地域資料で
は、板橋区の特色ある産業や、交流都市・交流自治体等に関連する資料の収集を追加
する。
さらに、ボローニャ子ども絵本館の収集方針を新たに追加する。
(2) 板橋区立図書館資料選定基準
板橋区立図書館資料収集方針に基づき、中央図書館及び各地域図書館における選定
の具体的必要事項とするため見直しを行う。各地域図書館における周辺地域の状況、
利用者ニーズ、時代の変化・要請に即した特色（図表 12 参照）に改める。
また、資料別の選定方法を見直し、ボローニャ子ども絵本館の方針を新たに追加す
る。
(3) 板橋区立図書館資料保存基準
板橋区立図書館の適切な蔵書構成を維持し、除籍せず保存する資料を明確化するこ
とを目的に、新たに保存基準を策定する。
原則として５年を経過した資料のうち、資料的価値が高く将来的な利用が見込まれ
る資料については、内容・形態・蔵書構成・資料的価値が時代に適しているか評価し、
保存することとする。また、区内の所蔵が最後の１点となった資料は、中央図書館の
体系的な資料収集、または、ボローニャ子ども絵本館の特定コレクションに加えるこ
とで有効活用が見込まれる資料については、保存することを定める。
中央図書館では、板橋区立図書館の中心的役割を担う図書館として、区全体の管理
及び調整を行い、参考図書や地域資料等の永続的な価値のある資料の保存に努めるこ
とを規定する。
各地域図書館では、特色ある図書及び地域特性を反映した資料のうち、地域で長く
利用が見込まれる資料の保存に努めることを規定する。
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(4) 板橋区立図書館資料除籍基準
板橋区立図書館として常に新鮮で適切な蔵書構成の維持及び充実を図るため除籍を
行うことを目的に、新たに除籍基準を策定する。
所在が不明となった資料や回収不能な資料は事実発生日から原則２年後に、また、
受入後、利用がほとんどなく資料的価値のないものや他の資料で代替可能なものは原
則５年後に除籍することとする。その他、汚損・破損のため利用に供せない資料や盗
難や事故等による資料については、随時判断し除籍を行うことを規定する。
また、除籍した資料は、利用者への提供等により有効活用を図ることを明記する。

５

新たな中央図書館開館に向けての蔵書購入方針
本方針に基づき、新たな中央図書館の開館に向けて、平成 30 年度以降の蔵書購入方針
は以下のとおりとする。
(1) 新中央図書館の開館時・最大収蔵時の冊数を算出
開館時（平成 32 年度）
一般図書

最大収蔵時

２２．５万冊

３８．０万冊

児童書

５．０万冊

６．５万冊

視聴覚資料

１．５万点

２．０万点

ボローニャ

３．０万冊

３．５万冊

３２．０万冊

５０．０万冊

合計（視聴覚資料含む）

(2) 蔵書方針内容に基づく各年度の購入方針
【平成 30 年度】 約２．１万冊
参考図書等のレファレンスに対応するために、長期に渡り保存することが想定され
る蔵書を購入
【平成 31 年度】 約４．８万冊
様々な分野をバランスよく購入するとともに、板橋区コーナーを構成する地域資料
を収集
【平成 32 年度】 約３．６万冊
開館年であり、比較的サイクルの早い文庫や旅行ガイド等を購入
今後、配架計画やレイアウト検討と並行してラベルや装備の詳細を検討していく。
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５

用語解説
英字
ＩＣＴ
Information and Communication Technology（情報通信関連技術）の略。
情報・通信に関連する技術一般の総称。
あ行
アーカイブ
図書館の所蔵する資料をデジタル化して記録し、データベース化して保存した
もの。インターネット上での公開・検索などが可能。
アクティブ・ラーニング
課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習。
受入
図書館が購入・寄贈・交換等により入手した資料を自館の蔵書とするために行
われる手続き作業のこと。
オンラインデータベース
過去の雑誌記事や新聞記事、法令や判例などをデータベース化したもの。キー
ワードや日付などによる検索が可能。
か行
更新
内容の古くなったものを除籍し、新しいものと取り替えること。利用者にとっ
て魅力的な、利用価値の高い資料を中心とした蔵書構成を維持するために、定期
的な除籍・更新を行って、資料の新陳代謝をはかる必要がある。
国立国会図書館デジタルコレクション
国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を検索・閲覧できるサービ
ス（収集・保存したウェブサイト、ＣＤ/ＤＶＤ等のパッケージソフトは除く）。
ホームページ URL：http://dl.ndl.go.jp/
さ行
参考図書
特定の事柄について調べる場合に便利なように構成された資料のこと。
辞書・辞典・年鑑・図鑑・名簿等。
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事実調査
レファレンスのうち、質問に対して出典を示しながら、必要な情報をそのまま
回答すること。
書誌
図書・文献のリスト。主題別、時代別、地域別、国別、言語別、人物別などで
編さんされ、書誌を検索するための書誌の書誌もある。
除籍
図書館資料のうち何らかの理由で不用とされたものを除去し、目録や登録原簿
等の当該資料の記録を抹消すること。
所蔵調査
レファレンスのうち、自分の探している資料がどこの図書館で所蔵しているか
を調査すること。
資料調査
レファレンスのうち、質問に対して必要なまたは有効な資料を紹介して、回答
を得るまで一緒に資料を探すこと。
相互貸借
図書館の相互協力のひとつ。利用者の求めに応じて図書館間で資料の貸借をす
ること。
蔵書
図書を収集し所蔵すること、また、所蔵している図書のこと。
蔵書構成
図書館資料を収集し、その蔵書を作り上げること。蔵書構築ともいう。またそ
の作り上げられた蔵書の構造・構成のこと。
蔵書更新率
蔵書数に対する受入数と除籍数の和の割合。
蔵書新鮮度
蔵書数に対する受入冊数の割合。
た行
大活字本
通常の図書よりも大きな字で印刷されている本。
19

逐次刊行物
一般にひとつのタイトルをもとに、終期を予定せず、巻号・年月次を追って逐
次刊行される出版物。新聞・雑誌等。
デイジー
Digital Accessible Information System の略で、視覚障害などで活字の読み
が困難な人のために製作されるデジタル図書の国際標準規格。
図書分類法
図書その他の図書館資料を、体系的に順序よく、また必要に応じて取り出しや
すいように排列しておくために考案された特定の体系（システム）。
な行
日本十進分類法
日本における標準的な図書分類法（＊）。ＮＤＣと略称する。
０門 総記、１門 哲学・宗教、２門 歴史・地理、３門 社会科学
４門 自然科学、５門 工業、６門 産業、７門 芸術、８門 語学
９門 文学
は行
ブックトーク
あるテーマに沿って複数の本の内容を順序立てて紹介すること。
ボローニャ児童図書展
毎年春に開催される児童書専門の国際的な見本市。
1964 年にイタリアのボローニャで開始。
ら行
レファレンス
図書館職員が利用者に対して情報や資料の入手を支援すること。また、適切な
情報や資料の入手が容易になるように、資料や情報を整備すること。
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参考資料３
新中央図書館のＩＣＴ化の方向性について（概要）
図書館におけるＩＣＴ化の動向と導入目的
ＳＮＳ等での情報収集や電子コンテンツの閲覧が普
及するなど、情報化社会が進展しているなか、多量の

【図１】特別区ICT機器導入調査
H29年6月（板橋区除く）

書籍資料や情報を収集し、多くの方に提供する公共図
書館においては、ＩＣＴを活用した事業運営、利用者
サービスの提供が求められている。

導入予定なし
4区

特別区の図書館においても、板橋区を除く２２区の
うち１３区が導入済で、５区が導入を検討している。

導入検討中
3区

導入している自治体では、自動貸出・返却機、セキュ
リティゲート、予約資料受取システムなどを導入し、
利用者サービスの向上と業務の効率化を図っている。

合計

導入済み
13区

22 区

導入予定
2区

そこで、板橋区立中央図書館の新たな整備に際して
ＩＣＴ化による魅力あるサービスを提供するとともに
図書館の魅力向上につながる効率的な業務運営をめざしていく。

新中央図書館のめざすＩＣＴ化の主な特徴

あなたの“知り
たい”を叶える
図書館へ

板橋区の魅力を
発見できる
図書館へ

便利で快適な
図書館へ

•オンラインデータベースの拡充を図り、利用者が手軽に専門分野
の情報を入手できる環境を整備
•インターネットに接続するツールを持たない方にも利用者用パソ
コンやタブレット端末の貸出を行い、情報格差を解消
•レファレンス業務に必要な環境を整備し、課題解決をサポート
•サピエや電子書籍を活用したユニバーサルサービスを展開
•地域資料（行政、郷土資料）収集の強化・充実のため、アーカイ
ブ化を検討
•「絵本のまち板橋」として、絵本の魅力を伝えるため、電子書籍
サービスを開始
•デジタルサイネージ、ＳＮＳ等を通じて、イベント、地域情報、
図書案内など、区の魅力的な情報を提供

•ICタグを活用し、自動貸出機・自動返却機・予約資料受取システ
ム・セキュリティゲートを導入し、快適なサービスを提供
•蔵書点検ハンディで、特別整理を効率化し、開館日数を削減
•Wi-Fiの整備で、各種電子サービスを充実。災害時の情報収集にも
有効
•座席予約システムを導入し、利用者自身で心地よい空間を確保

1

機器の利用イメージ（案）
【借りる資料を館内で見つけたら】
①本を置いて

②カードをかざすと

貸出完了！

窓口カウンターに寄らず、待ち時間もなし！

【館内での様々な調べ物にも】

館内 Wi-Fi を活用した電子書籍や商用データベースを利用し、調べ物をする環境が充実！

【特別整理期間の資料点検では】

1 冊ずつ取り出すことなく資料にかざすだけ

今後の課題・検討事項
１

実施設計（平成３０年２月～平成３１年１月）の中で、下記について検討し、設計に反映させる。
(1)

新中央図書館での運用を見据えたＩＣＴ機器の配備及び運用計画

(2)

新中央図書館に併設するいたばしボローニャ子ども絵本館の蔵書データやＩＣＴ機器運用

２

平成３０年度中に、新中央図書館ＩＣＴ機器を活用した下記のサービス内容について検討する。
(1)

日常的な調べ物から専門情報まで、利用者ニーズに即したデータベースの選定

(2)

電子書籍を活用し、蔵書方針に即したデジタル資料・コンテンツの導入方針

(3)

障がい者や来館困難な方に向けたサービス内容

３

今後の区の動向や新中央図書館での導入効果を見極めながら、下記について継続的に検討する。
(1)

学校の教育課程や調べ学習に対応した電子情報の収集・提供内容や学校図書館との連携、実施方
法

(2)

子どもたちの読書活動の推進に資する読書通帳機の導入

(3)

区立図書館全体でのネットワーク運用を目指した、地域図書館へのＩＣＴ機器導入計画

2

本編
新中央図書館のＩＣＴ化の方向性について
１

背景と目的
近年、スマートフォンやタブレットの普及に伴い、インターネット環境に手軽に触れ
ることができ、ＳＮＳ(＊)などでの情報収集や電子コンテンツの閲覧など、情報化社会が
進展している。
多量の書籍、資料や情報を収集し、多くの方々に提供する公共図書館は、とりわけＩ
ＣＴ（＊）を活用した事業運営、利用者サービスの提供が求められており、蔵書検索や貸
出予約等のサービスは「電子自治体オンライン利用促進指針（平成18年７月28日総務省
発出）」に基づきオンライン化が図られてきた。
また、現在の図書館では、図書館に所蔵されている図書や雑誌などの紙媒体の資料の
提供に加えて、ＷＥＢ（＊）情報、オンラインデータベース（＊）など多様な電子媒体によ
る図書館外の情報をも提供するサービスが求 【図１】特別区ICT機器導入調査
H29年6月（板橋区除く）
められ、多量な情報の中から利用者の多様な
ニーズに即した質と信頼性の高い情報を迅速
導入予定なし
・的確に提供することが重要となっている。
4区
特別区の図書館のＩＣＴ機器の導入状況を
導入済み
13区
みると、13区が先進ＩＣＴ機器を導入したサ
合計
導入検討中
ービス展開を行っており、２区が導入予定、
3区
22 区
３区が検討中である（図１参照）。導入を行
導入予定
っている自治体では、図書館資料へのＩＣタ
2区
グ装着により、自動貸出・返却機・セキュリ
ティゲートを導入し、貸出返却等手続きの短
時間化、資料の盗難防止を図っているほか、
予約資料の受取システムの整備が進んでいる。【図２】H28年度 板橋区立図書館
図書予約状況
また、蔵書点検・整理のための休館期間を短
縮するなど、利用者サービスの向上と事務の
窓口
の効率化を図っている。

板橋区においては、平成16年度より開始し
たインターネットにおける図書館資料の予約
が年々増加している。現在は８割以上がイン
ターネットからの予約によるものであり（図
２参照）、今後もインターネットを使ったサ
ービスのニーズが増加すると見込まれる。ま
た、図書の貸出や返却などについては、図書
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12.5%
ＷＥＢ
81.8%
館内
OPAC

5.7%

館システムを導入し運用しているものの、最新のＩＣＴ機器を使った貸出・返却やレフ
ァレンスサービス（＊）及び電子資料の提供は充分に実施できておらず、さらなる図書館
機能の充実とサービス向上が求められている。
そこで、板橋区立中央図書館の新たな整備に際して、各種ＩＣＴ機器・システムを導
入し、利用者サービス及び図書館の魅力向上を図るとともに、効率的な業務運営をめざ
していく。

２

板橋区立図書館におけるＩＣＴ化の経過及び現状と課題
(1) 経過
昭和59年

高島平図書館開館時に区立図書館で初めてコンピューターシ
ステム導入

昭和61年10月
同年12月

氷川図書館電算化 高島平図書館との間でオンライン化開始
東板橋図書館開館 ３館オンライン化開始

昭和62年

中央図書館電算化 ４館オンライン化開始

昭和63年

小茂根図書館開館 全館オンライン化
⇒ 全館の蔵書購入・管理がシステム上で実施可能となる。

平成16年10月

インターネット蔵書検索システム稼働

同年12月

インターネット予約システム稼働
⇒ 利用者についても館内ＯＰＡＣ（オンライン蔵書目録）及
びインターネットによる蔵書の検索・予約がリアルタイムで
可能になる。

平成20年

館内でインターネットによるオンラインデータベースの提供
を開始
⇒ 各図書館にインターネット検索席（２台）を設置し、商用
等のオンラインデータベースの利用が可能になる。

平成28年３月

ボローニャ子ども絵本館所蔵の蔵書検索システムを区立図書
館のシステムとデータ統合し、インターネット検索開始
⇒ 絵本館の周知と利便性の向上を図るとともに、個人貸出に
向けた蔵書管理が可能になる。

平成29年１月

データセンターを利用したクラウド（＊）システム導入
⇒ セキュリティ向上と省スペース化を進めた。

(2) 現状と課題
① 各図書館で提供しているオンラインデータベースは、区立図書館として種類を分
散して提供しており、各館ごとでは利用できる種類が少ないため、利用者の課題解
決に資するタイムリーな情報提供の充実に向け、種類を拡大していく必要がある。
② 利用者用インターネットパソコンが、需要数と比較し台数が少なく、供給率を高
めていく必要がある。
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③

電子書籍や地域資料のデータ化などのデジタルサービス展開を行っていないため、
導入に向けて検討を進める必要がある。

④

利用者の利用目的や利用状況が多様化しているため、個々の利用者のニーズや年
齢、障がいの状況等に配慮した、ユニバーサルサービスを提供していく必要がある。
⑤ 外国語の蔵書や情報提供が不十分なため、グローバル化に対応し、多言語の書籍
や他の国の文化等を紹介する図書や情報等の提供を充実する必要がある。
⑥ ボローニャ子ども絵本館の世界各国の絵本等を広く紹介し、
「絵本のまち板橋」と
して、情報発信を強化する必要がある。
⑦ 学校連携、学校図書館支援に資するため、学校の教育課程や調べ学習に対応した
電子情報収集・提供を進めるとともに、情報リテラシー（＊）及び情報利用・検索方
法の学習機会の提供を行う必要がある。
⑧ 資料の貸出・返却等は、委託職員等がカウンターにて、利用者と対面で業務を行
う方式で蔵書管理を行っている。繁忙時には、利用者の待ち時間が生じているため、
改善を図る必要がある。
⑨ 盗難・紛失を防ぐセキュリティゲート（ブックディテクションシステム（＊））は、
成増図書館のみの設置である。区立図書館全体で盗難・紛失率を抑えるためには、
セキュリティゲートの導入拡大を図る必要がある。

３

新中央図書館のめざす方向性
利用者サービスの魅力向上及び利便性向上、図書館の管理運営業務の効率化をめざし、
下記のとおり、新たな中央図書館は、ＩＣＴ化を進めた図書館運営を行う。
さらに、区立図書館全体における利用者サービスの向上、効率的な運営に向けて、費
用対効果等も勘案したＩＣＴ機器の導入拡大を検討する。
観点

利用者
サービスの
魅力向上

図書館エリアのＩＣＴ化

その他のＩＣＴ化

●オンライン及びデジタル資料の提供 ● Ｓ Ｎ Ｓ 等 双 方 向 型 の 情 報 提
を拡大する。
供、利用者からの意見聴取を
●外国語書籍や音声読み上げ機能を利
行い図書館サービスの向上を
用し、グローバル化・ユニバーサル化
めざす。
に対応した電子書籍を導入する。
●ＩＣタグや館内ＯＰＡＣを活
用し、貸出本などの動向デー
●館内ＯＰＡＣ（＊）について利用者の年
代、嗜好にあわせ、おすすめ本を紹介
タを収集し、利用者ニーズを
する等、機能の充実を図る。
把握することで、選書や利用
●デジタルサイネージによる案内を導
者サービスの改善につなげ
入する。中央図書館の事業案内はも
る。
とより、地域図書館のイベントや区 ●レファレンス事例データベー
政情報等を提供する。
スの提供やＷＥＢによるレフ
（＊）
ァレンス対応を実施する。
●サピエ や電子書籍を利用したユニ
バーサルサービスを実施する。
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観点
利用者の
利便性向上

図書館エリアのＩＣＴ化

その他のＩＣＴ化

●公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ（＊））を ●図書館のホームページ等は地
設置する。
域図書館の情報も合わせ、わ
●パソコン、データベース利用席を増
かりやすく最新の情報提供を
設する。
行う。
●読書席や学習席にパソコン用電源を ●ＷＥＢによる蔵書の検索、予
設置する。
約機能を充実する。
●ＩＣタグを使った自動貸出機・返却 ●ＩＣＴ機器の導入により効率
機設置する。
化された人的資源を、レファ
●予約資料受け取りシステムを設置
レンス業務に充て、個々の利
し、無人で資料受け取りを可能にす
用に応じた資料・情報検索を
る。
支援する。
●図書館近接の屋外にもＷｉ－
Ｆｉを設置し、災害時に情報
収集が可能となるようにす
る。

４

新中央図書館のＩＣＴ化の主な特徴
(1) あなたの“知りたい”を叶える図書館へ
図書館利用者の“知りたい”ことを的確に迅速に最大限サポートできる仕組みを作
ります。
 オンラインデータベースの拡充を図り、利用者が手軽にタイムリーに専門
分野の情報を入手できる環境づくりを行います。
 インターネット環境に接続するツールを持たない方にも利用者用パソコ
ンや貸出タブレット等の提供を行い、デジタルディバイド（*）の解消を図
ります。
 レファレンスカウンターにおけるＩＣＴ機器を設置し、レファレンス業務
の強化を行い、利用者の“知りたい”をサポートしていきます。
 レファレンス事例のデータベースを作成・公開し、効果的で効率的なレフ
ァレンス業務を実施します。
 サピエや電子書籍を活用したユニバーサルサービスを展開します。
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(2) 板橋区の魅力を発見できる図書館へ
板橋区の特色ある資料・情報を集約し、わかりやすく公開することで、板橋区の魅
力を発信します。
 地域資料（行政資料、郷土資料）の収集を強化・充実し、アーカイブ化の
検討を行うことで、持続的に特色ある資料・情報提供を行うとともに、郷
土愛を育みます。
 「絵本のまち板橋」として、外国の絵本の電子書籍サービスを開始し、翻
訳機能や読み上げ機能などを用い、絵本の魅力を伝えていきます。
 デジタルサイネージの導入により、イベントや広報だけでなく、地域情報
や図書の案内等、映像でわかりやすく情報を提供できるようにします。
 ＳＮＳやデジタルサイネージなどのＩＣＴを活用し、区の魅力的な情報の
発信、受信ができるようにします。

(3) 便利で快適な図書館へ
ＩＣタグや先進のＩＣＴ機器を導入し、利用者が便利で心地よく図書館サービスを
利用し、読書や情報収集、学習できる環境を整備します。
 自動貸出・返却機や予約資料受け取りシステム等ＩＣタグを利用した機器
を導入し、窓口での待ち時間を０にします。
 蔵書点検ハンディを導入し、特別整理を効率化することで閉館日数を削減
させ、利用者がより利用しやすくします。
 公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）を整備し、便利にパソコン・タブレットが
利用できることに加え、緊急時には、情報の収集可能な通信拠点として機
能します。
 学習室等の座席予約システムの導入により、利用者自身でスムーズに座席
や会議室予約・利用ができるようにします。
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５

新中央図書館に導入するＩＣＴ機器一覧
(1) 開館時に導入するＩＣＴ機器
機器概要・機器イメージ写真

導入方針概要（利用イメージ）

【ＩＣタグ】

●図書館における基本業務である図書等資料
の「貸出」
「返却」
「保存・管理」の自動化・
セルフ化が可能
●セルフ化による利用者の利便性向上

１

小型の電子装置の一つで、IC チップとアンテナに ●貸出業務などの業務効率化・省力化
より構成されるタグ。物品（本）などに装着され、 ●他の複数のＩＣＴ機器と連携・発展的活用
識別情報やその他の情報を記録。電波を利用して、 ●従来のバーコード型では１冊ずつの読み込
これらの情報の読み取りや書き込みが可能。

みが必要だったが、ＩＣタグ型では複数冊
まとめての一括読み込みが可能

【自動貸出機】
●利用者自身が自動貸出機を使って貸出手続
きを実施
●カウンターでの利用者の待ち時間がなくな
る。
●図書館スタッフに借りる本の書名等を見せ
ることがないため、利用者のプライバシー

２

を保護
●カウンター業務省力化によって、図書館ス
タッフはより高度な知識を必要とする業務
ＩＣタグ読み取り機械の一つ。機器に本を置くだ

（レファレンスなど）に注力可能

けで、本に貼り付けられたＩＣタグ情報を読み取
り、貸出手続きが可能。
（参考：大和市立図書館/
大和市文化創造拠点 SiRiUS）

【自動返却機】

●利用者自身が自動返却機を使って返却手続
きを実施
●カウンターでの利用者の待ち時間がなくな
る
●図書館スタッフに返却する本の書名等を見
せることがないため、利用者のプライバシ
ーを保護

３

●カウンター業務省力化によって、スタッフ
はより高度な知識を必要とする業務（レフ
ァレンスなど）に注力可能
ＩＣタグ読み取り機械の一つ。機器に本を置くだ
けで、本に貼り付けられたＩＣタグ情報を読み取
り、返却手続きが可能。
（参考：大和市立図書館/
大和市文化創造拠点 SiRiUS）
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機器概要・機器イメージ写真

導入方針概要（利用イメージ）

【予約資料受取システム】

●予約が入った資料は、職員が取り置きし、予
約本置き場へ配架
●来館した利用者は予約本置き場にてスムー
ズに本を手に取り、自動貸出機で貸出手続
きを実施
●カウンターでの利用者の待ち時間がなくな

４

る
●従来はカウンターで予約本の取り次ぎを行
なっていたが、システム導入によりカウン
図書館のウェブサイト（＊）等を通じて予約した資

ター周りの省スペース化が可能

料を、利用者が受け取れるシステム。
（参考：武蔵 ●予約本の取り次ぎ作業の省力化とカウンタ
野プレイス 予約資料コーナー）

ー業務の省略
●利用者のプライバシー保護

【蔵書点検用ハンディリーダー】

●本の背表紙からかざすだけでデータを読み
取ることが可能
●大量の本を一括で処理することが可能
●書架に配架したままでハンディから本を探
索することが可能なため、不明資料が館内
にあるか確認できる
●外国語資料（特に非アルファベット）の検索

５

に有効
●蔵書点検の大幅な時間短縮と職員の省力
化・業務効率化
ＩＣタグ読み取り機械の一つ。本に貼り付けられ
たＩＣタグを読み取り、システム内データと即時
に照合させることが可能。

【セキュリティゲート】

●アラームが鳴った場合に、利用者に貸出手
続き処理が完了しているか確認
●不注意による無断持ち出しや盗難を予防
し、区の資産を保護
●入館者数カウンターとして機能し、入館者
数を把握

６

ＩＣタグ読み取り機械の一つ。貸出手続きが済ん
でいない資料（ＩＣタグ付き）を持ってゲートを
くぐると、アラーム音が鳴る仕組み。
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機器概要・機器イメージ写真

導入方針概要（利用イメージ）

【図書館 Wi-Fi】

●紙資料のみならず、電子書籍を含むデジタ
ル資料を提供し、情報環境を創出
●利用者が保有しているスマートフォンやＰ
Ｃ・タブレットでインターネットを利用で

７

きる
●研究・学習環境支援に供する電子書籍活用
●緊急災害時の非常用通信拠点として機能
図書館内であれば、どこでも誰でもアクセス可能

●施設の外周を含め災害時の通信手段に活用

なインターネット環境を整備。

【電子書籍】

●アナログの紙の書籍にはない便利で多様な
読書機能を利用者へ提供
→多言語翻訳、読み上げ機能、文字サイズの変
更、画面色の変更など
●24 時間いつでも本が読める環境創出
●読書環境のユニバーサル対応

８

→高齢者、視覚・聴覚障がい者、外国人など
●書籍の紛失・磨耗・汚損・破損の懸念が不要
●システム上で貸出や返却手続きができるた
スマートフォンやタブレット、パソコンを通して

め、未返却者への対応が不要、業務の省力化

デジタル版の書籍を読めるシステム。
（参考：潮来市立電子図書館
https://itako.libraryreserve.com/10/50/ja/）

【デジタルサイネージ】

●中央館や地域館の情報をはじめとする図書
館・地域情報の発信
●視覚的にわかりやすい館内全体図や本を表
示できる
●イベント情報などの発信
●タッチパネルなどを使った双方向性の情報

９

発信も可能
●多様な種類の広告やチラシを省スペースで
数多く表示することが可能
●中央図書館だけではなく、地域館や地域情
電子ディスプレイなどを用いてデジタル情報を発

報などを積極的に発信可能

信するシステム。
（参考：福智町図書館・歴史資料

●広告収入を得ることができる

館 ふくちのち）
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機器概要・機器イメージ写真

導入方針概要（利用イメージ）

【座席予約システム】

●利用者は館内の専用端末またはインターネ
ットを通して、学習室の席などを予約し、利
用
●席や学習室、貸出用諸室の利用機会の均等
化
●窓口受付ではないため、利用しやすくなる

10

学習室の席や貸出し用諸室などを館内の専用端末
またはインターネットなどで予約できるシステ
ム。
（参考：ゆいの森あらかわ 座席予約システム
端末）

(2) 現在導入済みのシステムで、継続利用する機器
機器概要

導入方針概要（利用イメージ）

【図書館システム】

≪現行の機能≫
●貸出・返却業務
●検索・予約機能
●書誌情報管理業務
●統計機能
●レファレンス機能

1

≪新中央図書館での利用イメージ≫
●周辺機器の追加によるサービスの拡張
●IC タグへの情報付与、読み込み等管理がで
きる
●自動化書庫、貸出機、サイネージ、席予約な
ど様々なシステムと連携
●電子図書館の構築

【館内ＯＰＡＣ（WEB OPAC）】

≪現行の機能≫
●利用者自身で蔵書検索
●所蔵館の状況確認
≪新中央図書館での利用イメージ≫

2

●配架されている場所を確認できる。
●蔵書冊数が増えるため検索機器の利用頻度
の増大
●館内 Wi-Fi と合わせて WEB OPAC の効果的利
用
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機器概要

導入方針概要（利用イメージ）

【インターネットパソコン（データベース ≪現行の機能≫
検索用）】

●データベースの提供
●インターネット接続端末を持たない利用者
への情報提供
≪新中央図書館での利用イメージ≫

3

●職員によるレファレンスの拡充により利用
増
●国立国会図書館データベースのほか、デー
タベースの種類を拡大し、ニーズに合った
情報提供
●席予約システムと連動した運用

(3) システム改修時に導入を検討する機器
機器概要・機器イメージ写真

導入方針概要（利用イメージ）

【読書通帳機】

●貸出手続きが終わったあと、読書通帳機に
個人の読書通帳を通して、読書記録を記帳
●読書記録の見える化により、読書活動の推
進を期待できる

1

読書通帳（利用者の読書履歴を記録する銀行預金
通帳に似せた図書館専用の通帳）に借りた本のタ
イトルと貸出日などを自動記録する機械。
（参考：読書通帳機 mini
http://www.uchida.com/company/news/press/
151110.html）
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６

新中央図書館ＩＣＴ機器活用イメージ

【借りる資料を事前に予約したら】

予約照会機・自動貸出機を使ったセルフ手続

【借りる資料を館内で見つけたら】
①本を置いて

②カードをかざすと

貸出完了！

窓口カウンターに寄らず、待ち時間もなし！

【館内での様々な調べ物にも】

館内 Wi-Fi を活用した電子書籍や商用データベースを利用し、調べ物をする環境が充実！

【特別整理期間の資料点検では】

1 冊ずつ取り出すことなく資料にかざすだけ
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７

ＩＣＴ化に要する諸経費
ＩＣタグ関連機器を導入することにより、ＩＣＴ機器運用に伴うカウンター業務の人
員の減員が見込まれるため、窓口業務委託経費の減額によるランニングコストの削減効
果が見込まれる。さらに、デジタルサイネージ導入による広告収入など、収入の確保に
も取り組んでいく。
なお、運用後のシステムや機器更新については、設計段階からライフサイクルコスト
を見据え、メンテナンスを適切に行いながら、費用対効果を検証のうえ対応していく。

８

今後のスケジュール及び課題・検討事項
(1) 【平成３０年２月～平成３１年１月

実施設計】

平成３０年２月から始まる実施設計の中で、下記の課題について検討し、設計内容
に反映させる。
① ＩＣＴ機器の具体的な配備案の再検討について
新たな中央図書館における運用を見据えたＩＣＴ機器の配備及び運用計画を検討
する。
② 新中央図書館に併設するいたばしボローニャ子ども絵本館のあり方について
いたばしボローニャ子ども絵本館の蔵書データやＩＣＴ機器の取り扱いについて
の検討を深める。
(2) 【平成３０年度中】
新中央図書館での運用を見据え、平成３０年度中にＩＣＴ機器を活用したサービス
内容について検討し決定していく。
① データベースの選定について
日常的な調べ物から専門の情報まで、適切でタイムリーな情報を提供し、レファ
レンス業務にいかせるよう、利用者ニーズに即したデータベースを選定する。
② デジタル資料の選定について
電子書籍の導入に伴い、蔵書方針に即したデジタル資料・コンテンツの導入につ
いて方針を決めていく。
③ 障がい者や来館困難な方に向けたサービスについて
障がい者や来館することが困難な方を対象とした、電子書籍等を用いたサービス
や内容を検討する。
(3) 【今後継続的に検討】
今後の区の動向や新中央図書館開館後の導入効果を見極めながら、導入について継
続的に検討する。
① ＩＣＴ機器を活用した学習支援について
児童・生徒の読書活動及び学習支援を図るため、学校と連携し、学校の教育課程
に即したデジタル資料や調べ学習に役立つ電子情報等、教育現場の求めに応じた情
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報収集・提供内容を検討する。併せて、学校図書館との連携について実施方法等検
討する。
② 読書通帳機について
子どもたちの読書活動の推進に資する読書通帳機について、先進自治体の実績等
の費用対効果を検証し、システム再構築時の導入の検討を行う。
③ 地域図書館のＩＣＴ化の進め方について
地域図書館については、区立図書館全体でのスケールメリットを活かしたネット
ワーク運用をめざし、ＩＣＴ化を進める必要がある。
そのため、新中央図書館へのＩＣＴ機器導入効果等の検証に加え、平成３０年度
の新たな協定期間における指定管理者によるＩＣＴ機器の先行導入及び事業展開を
踏まえたうえで、地域図書館へのＩＣＴ機器導入計画について検討を行う。

９

参考とした施設
下記の大学図書館や公立図書館を視察したうえで、利用者サービスの魅力向上、利便
性・管理運営面の視点から検討を進めた。
【視察場所】
● 墨田区立ひきふね図書館
● 北区立中央図書館
● 大和市文化創造拠点シリウス
（図書館・芸術文化ホール・生涯学習センター・屋内こども広場の複合施設）
● 明治大学和泉図書館
● 大東文化大学板橋キャンパス内図書館
● 荒川区立ゆいの森あらかわ

【用語解説】
英字
ＩＣＴ
情報通信技術
Information and Communications Technology の略
ＯＰＡＣ
図書館資料の書誌情報（タイトル、著者名等）や所蔵情報を電子化し、利用者が使える
ように整備されたオンラインの蔵書検索システム
Online Public Access Catalog の略

15

ＳＮＳ
ＷＥＢ上で社会的ネットワークを構築可能にするサービス
Social Networking Service の略
ＷＥＢ
インターネット上で文字・画像などをレイアウトして見せ、簡単にアクセスできるよう
にするための公開・閲覧システム
Ｗｉ－Ｆｉ
パソコンやテレビ、スマホ、タブレット、ゲーム機などのネットワーク接続に対応した
機器を接続する、無線ＬＡＮ（＝無線通信を利用してデータの送受信を行うＬＡＮシステ
ム。Wireless Local Area Network）の規格のひとつ

ア行
ウェブサイト
ひとまとまりに公開されているＷＥＢページ群。また、そのようなページ群が置いてあ
るインターネット上での場所
オンラインデータベース
ネットワークを経由し遠隔地から利用できる、検索や蓄積が容易にできるよう整理され
た情報の集まり

カ行
クラウド
データをパソコンや携帯端末などではなく、インターネット上に保存する使い方・サー
ビス。クラウドコンピューティング（Cloud Computing）の略

サ行
サピエ
視覚障がい者を始め、目で文字を読むことが困難な方々に対して、さまざまな情報を点
字、音声データなどで提供するネットワーク
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情報リテラシー
コンピューターやＩＴネットワークを活用して、情報やデータを扱うための基礎的な知
識や能力

タ行
デジタルディバイド
インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に
生じる格差

ハ行
ブックディテクションシステム
貸出処理をしていない図書館資料を持ったまま出入口に設置したゲートを通ると警告音
が鳴るシステム

ラ行
レファレンスサービス
利用者が学習、研究、調査を目的として必要な情報、資料を求めた際に、図書館員が情
報そのものあるいはそのために必要とされる資料を検索、提供、回答することによってこ
れを助ける業務
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