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* 会員の皆様へ *
『 図 書 館 学 教 育 カ リキ ュ ラ ム の 改 訂 に お け る

「図書及び図書館史」の扱い方に関する要望』について

現在,文部省において司書講習科目について検討が加えられていることは,皆
さんご承知のことと存 じます。その過程で現在乙群中の選択科目のひとつである

「図書及び図書館史」が新たなカリキュラムでは姿を消すかもしれないという状

兄にあり,事態を憂慮した本研究会有志の間からわが I図書館史研究会"と して

も明確な意思表示をし,文部省をはじめとする然るべき筋に働きかけをするべき
だとの強い声が事務局に寄せられました。これを受けて,運営委員会で意見の集

約を図ったところ,以下の `要望書'の成案を得ました。これに関し,皆様方の

ご意向を確認 したいと存じます。ご賛同を頂ける場合には,添付の様式にご署名
のうえ,事務局宛お送りください。返信用封筒を同封しておきました。署名は,

原則として,本研究会会員としますが, この問題に関し深いご理解を示される方
がございましたら,併せてご署名頂ければ幸いです。事務の都合上, 5月末日

(消 印有効)締切とさせていただきます。返送分が少なければ,要望書のみを関
係機関に提出することにします。
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平成 3(1991)年 6月  日

文部大臣

井 上   裕 殿

図書館学教育カリキュラムの改訂における

「図書及び図書館史」の扱 tヽ方に関する要望

現在、文部省社会教育審議会、社会教育施設分科会、図書館に関するワー

キング・グループにおいて、現行の司書講習科目の見直 しが進められていま

すが、文部省から提示された改正案のなかでは、「図書及び図書館史」 (以

下 「図書館史」という)は削除されることになっています。 しかし、図書館

学のなかではきわめて重要な分野であり、そのため出版物が最も多い「図書

館史」を司書講習のカリキュラムから除外することは、図書館学の本質を理

解 しない軽率な措置といわなければなりません。

図書館そのほかの諸機関による情報サービスの発展著 しい現代社会におい

て、やや思弁の学ともみなされがちの「図書館史」が、新 しい司書講習カリ

キュラムから削除されるのは、あるいは一つの社会的風潮のあらわれかもし

れませんが、これは実に近視眼的な見解であって、図書館サービスの現実ヘ

の正 しい認識があるならば、こうした見解がいかに皮相的なものであるかは

、誰の目にも明らかであります。

まず、われわれが図書館サービスの理念を定立 しようとする場合、これを

現代社会の状況にもとづいて行 うことは容易ですが、現実の図書館はそれぞ

れの時代の歴史的環境のなかにあり、その時代の特質を反映 し、時代の制約

を受けながら機能せざるをえません。われわれの先人達が、崇高な理念のも

とに図書館サービスに献身 しながら、現実にはその時代の制約を受けて、心

ならずも誤れる図書館サービスを展開 しなければならなかったという歴史を

顧みるならば、理念を現実のものとするためには、その時代の諸条件を十分

に考慮 しつつ、さらに次の時代への展望をもっていなければならないことが

わかります。こうした現状と未来への認識をもつためには、図書館が本質的

に歴史的存在であることを理解 しておく必要があります。図書館員を育成す

るための教育のなかに「図書館史」が不可欠であるとする所以であります。

つぎに、図書館学は、資料の選択収集や整理、利用者へのさまざまな直接

的サービス、情報の処理や提供、図書館の施設や設備などに関する技術的な
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知識を個別に教授すれば良いとする意見もありますが、こぅした教育を受け

た図書館員が経営する図書館は、個々の業務においては卓越していても、全

体としては有機的に機能しえず、機械的サービスとなりかねません。幅広い

視野をもった図書館員の血のかよったサービスがなければ、多 くの利用者は

尻ごみし、かつてのような住民に見放された一部知識人のみの利用する図書

館に逆戻りするで しょう。図書館がひとつの生命をもつ人格のごとく機能す

るためには、図書館を有機的全体として認識することが必要です。そして実

は、図書館の全体的な存在理由を追究する場が、ほかならぬ図書館史であり

ます。図書館のはたらきの総体が、現代と未来においてどのような意味をも

つものとなるかを探究する「図書館史」は、図書館学の理論や技術の全体が

現実とどのように関わるかを考える学であり、これを欠いた図書館学教育は

、生命のない技術者養成にすぎないと言わざるをえません。

「図書館史」はまた、図書館の先人達の苦闘の歴史でもあります。多くの

困難の中で、よりよき図書館サービスの実現に精魂傾けた先人達の歴史は、

図書館学を学び、これから図書館人生を歩 もうとする若い世代の人達にとっ

て、かけがえのない導きの糸となります。学生達は図書館史の講義や著作に

自分の未来を投影 しながら、図書館員としての生き方を学んでいます。「図

書館史」がカリキュラムから削除されたならば、学生達はどこで先人達の教

訓を学び、勇気づけを受けることができるので しょうか。

司書講習カリキュラムの改訂に関して、これは司書講習のカリキュラムで

あって、大学における図書館学専門教育や司書課程のカリキュラムを拘束す

るものではない、との説明を聞 くことがありますが、以上述べた諸点を考慮

すれば,講習であると大学教育であるとを問わず、カリキュラムから「図書

館史」を取 り去ることがいかに重大な誤謬であるかは、もはや多言するまで

もありません。

一歩譲って、司書講習では「図書館史」が不要であることを認めるとして

も、各大学の専門教育や司書課程のカリキュラムは司書講習のカリキュラム

にもとづいて編成されているのが現実ですから、もしも「図書館史」が司書

資格科目でなくなったということになると、コマ数削減に腐心する大学当局

が、大学のカリキュラムから抹消 しようとすることは必定であります。司書

講習カリキュラムの改訂は大学専門教育や司書課程のカリキュラムに直接的

な影響を及ぼすのです。

以上の理由により私たちは、司書講習のカリキュラムから

削除しよぅとする文部省の改訂案に反対いたします。この点、

「図書館史」を

ご賢察をもっ
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て再考 くださいますよう、署名をもって要望いたします。

図 書 館 史 研 究 会

事務局 : 図書館情報大学

寺田 光孝

日 本 の 図 書 館 の 紹 介 事 例

寺 田  光 孝

(図書館情報大学 )

我が国では外国の図書館の紹介はきわめて活発に行われてきたし,ま た今 日で

も行っている。近代諸国の後進国として出発 した日本としては当然なことであっ

た。 しかし,翻って日本の図書館事情が海外に紹介されたかというと,そ うした

例はそう多 くはないであろう。けれども全 くないというわけではない。文中にも

出て くるが,筆者は以前にそうした一つを紹介 したことがある。それは相互の交

流という点でも意味があろうし,ま た,外国の事例の紹介には誤差が付きまとう

という意味でも無視できない歴史資料の一うであるからである。そこで今回,年

代は近いがその一つを謂ば part Ⅱとして紹介することにする。Eugbne MOrelの

“Bibliothじ ques"1908に 見られる日本の図書館の紹介記事である。全文は短い

ものなので仮訳してみよう。

日本の図書館

日本はごく最近になって知 られるようになった。商業や戦争での急激な発展は

学問への心構えまた時間の暇を与えるであろうか。この点,た ちどころに然 り,

と答えることができる。

然りというのは,こ うしたことは戦争に先行する筈だからである。Andr6

Artonne氏はRevue des bibliotttques(I-3,1907)で このことについてわれ

われに報告 した。日清・日露の両大戦間の10年足 らずのうちに, 日本は図書館を

倍増させたのである。東京の帝国図書館は再建中であるが,43万冊を所蔵 し, う

ち 6万冊がヨーロッパのものである。館外貸出,近代的な改良等々がなされてい

る。1904-1905年には 137,364人の利用者が 701,218冊 を閲覧 したが,その内訳

☆☆☆
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は科学が 149,713冊,文学が 136,062冊,歴史・地理は 118,315冊,法学・政治

経済が 109,705冊,神学10,905冊である。大学図書館は1872年からで比較的新 し

いが,1905年 3月 現在 341,146冊 (和漢書 198,569冊 ,洋書 142,577冊)と 小冊

子10万冊所蔵という世界最大級の一つである。洋書の増加は年 8千冊を下回るこ

となく,和漢書のそれは1906年 には10,648冊であった。

帝国図書館は朝早 く開館 し,夏季には7時に開館し,夕方 9時に開館 している。

1903年 には利用者29,486人で,請求図書 は 165,255冊 であ った。東京大学は

1897年 に学生数が 1,620人で,世界で45番目であったものが,10年後には13番 目

となり 5,062人 であった。東京にはさらに大橋図書館 (和書 4万冊,洋書 4千

冊),政府所管の「内閣文庫」の優に55万冊をこえるものがある。

さらに, 日本全土にも図書館がある。京都には,学生数 1,412人の大学がある

が,冊数は分からない。 しかし,府立図書館は3万 4千冊を所蔵 している。秋田

では 4万冊,水戸では 1万冊,成田には 2万 5千冊あり, この大部分は仏教関係

である。最後に,これから 100万の人口になろうとしている大阪では,真にアメ

リカ式の公立図書館がある。

自然のままながらしかも手入れの行き届いた小さな岩で取 り囲まれたごく小さ

な湖,そ こには大輪の花が浮かんでいるが,その湖を背後にもつ中之島大公園に

なにか しらそぐわない,醜いものが釜えている,それが図書館である。

それにはドームがあり,大名がメロン帽を被っているようである。 4本のコリ

ント様式の柱が笑うまいとする厳かな切り妻屋根を支えている。ギ リシア風のア

クテリオンは両方の隅が追り上がり日本風の外観を与えている。ここの三角形は

端正であり,渦巻き装飾のついたバラ窓があり,ルネサンスの大阪を表 している。

上部はよく磨かれた御影石,下部は煉瓦造 りであり,内部は鉄製である。この図

書館は 3千平米以上である。

私はフランスの多 くの都市にこんな公立図書館があってほしいと思う,それら

は古い仏教寺院を模 したものになるであろうが。

この贋の教会堂は丸屋根と4つの十字の袖からなっている。一階は荷解・製本

室,喫煙室,洗面所,便所がある。直接正面階段を上った三階には玄関ホール,

階段状で外から事務室と分かる大円形室があり,こ こは建物の 4分の 1を 占める。

十字の袖の一つは書庫になっており,他の 2つの袖は大閲覧室で三階が雑誌用閲

覧室,三階が図書の閲覧室である。 4つ 目の袖はサロンと図書館のサービス部 ,

三階には婦人室と児童室それと記念ホールがある。玄関ホールの上には特房1閲覧

室がある。

朝の 8時か ら夕方10時 まで開館 していて, 日曜日はない。一般入館料は 2銭
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(1ス ウ)で 4冊借りられる。10冊の特別入館料は 5銭である。12枚綴 り,ま た

は30枚綴 りの割引は一回 2サ ンチーム (8厘〕となっている。

大阪でのこの自由図書館の最初の試みは1890年頃まではなかった。この図書館

は大阪の自力長者,住友氏の贈与によるもので,氏は建物の贈与の他に図書購入

費として 137,500フ ランを寄贈 している。そしてこの図書館は1900年から1904年

にかけて建てられた。翌年の1905年 3月 から1906年 3月 の若千の統計がある。

1905-1906生F

和漢書

洋 書

収 集

2,627

945

寄 贈

5,347

126

計 (1906年 3月 )

41,680

4,686

3,572

来館者  学生 39,467

実業家 12,801

言+    88,397

請求図書  和書 327,250

洋書  14,938

9,045 (?〕       46,366

教師及び公務員 2,309 兵± 574

女性 3,042 その他  30,204

請求図書の明細を見るのは興味深い。文学 。語学が22.9%,医学が18.3%,諸

技芸16.1%,歴史・地理12.2%,他 はずっと少なく法学が 4.5%,宗教 1.3%等

々。

和書に占める洋書の割合は産業 。商業部門で高 く,文学では至って低い。

46種の英米の雑誌, 5種の ドイツの雑誌がある。他の諸国のものはリス トに見

られない。大衆に対する教育の効果の例を見出す必要があれば, 日本はその恰好

の例を提供 しよう。西洋人が じかに最もよく知っている例としてはまず戦争の例

があげられるが,そのほかにもある。日本は謂ば既成の学問をわれわれから買っ

たのであるが, 日本はそれらを自分の好み, 自分の流儀にした。観察力に富むこ

の国の国民の創意にあ応、れ辛抱強い独創性は一科学以上にその痕跡を付けた。生

物学は日本から耐えぎる貢献を受けている。地震の学問はこの国から生まれた。

そう,商業や軍事の発展のなかで日本は学問への心構えと時間の暇を見出してい

るのである。それ故, これらの多様な表現を選 り分け,一方に速度を他方に運動

を置き,ほかならずその一方を選ぶことが誰にできようか? 進歩というものは

肌につける白粉ではない。素晴らしいのは勇敢なことではなく,お金を見つける

ことである。勝利という驚 くべき努力の結果借金で首が回らない日本は, しかし
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ながら,勝利への資源を忘れなかった。日本は大砲を買うとともに本を買ってい

るのである。

E.Morelは この文章以外にも文中で日本について何度か言及 している。所謂当

時の列強の諸国にあとから仲間入 りした国として,オース トラリア,カ ナダとと

もに日本にも注目しだしたということであり,当時から勤勉な国民との印象があ

ったようである。この文章は第 1部第 10章の「図書館の地理学」のなかの一つで,

ここでは世界各国が扱われていて日本だけが特出されているわけではない。出典

は明確にされていず,何に由っているのかは分からない。また,Artonneの記述

と比較するとArtonneの方が全般にわたっており, しかも記述は正確であるよう

に思われる。この Morelの記述はArtonneの ものと重複を避ける気持ちもあった

のか,大阪府立図書館を際立たせる結果となって印象批評的である。Artonneの

ものもそうだが,記事は好意的と言おうか,お世辞の部分すら見 られるが,確か

に当時日本の台頭には驚きの念もあったろうが,外国については欠点が見えにく

いということも,敵対視の時は別として,一般論として考えに入れるべきである。

時あたかも戦後45年,丁度明治維新後40年近 くの当時の状況と今日の状況は軍

事的成功 と経済的成功 とい う違 いはあれ,似通 ったところが見 られる。Le

Mondeな どは「デタントの孤児, 日本」という記事を書きまくっている感さえあ

る。戦前社会に舞い戻るようなことはありえないにしても,難しい局面に入った

ことは確実であり, 日清 。日露戦争後の図書館の昂揚期が結局一時的な徒花に終

わっただけに,現在のそれがそうならぬようにと思わずにはいられない。

*拙稿 「80年前の日本の図書館の紹介」 (日 仏図書館研究 No.13,p.27-29)

参照のこと。

第 9回 図書館史を考える京都セミナー 開催の御案内

1991年の図書館史研究会セ ミナーを、次のような要領で開催することになりま

した。今回のセミナーは、戦争を一つの柱に、戦争が図書館界に与えた影響、さ

らに戦争が現代の図書館界に提示 している問題などを、幅ひろく問題提起 してい

ただき討論 しようとするものです。奮って御参加下さい。

★日時,場所

☆☆☆
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コミュニティ嵯峨野 1991年 8月 31日 (土)～ 9月 1日 (日 )

(京都,」 R京都駅から山陰線で20分,JR嵯峨駅下車すぐ)

0616京都市右京区嵯峨天龍寺広道町 3-4
★プログラム

テーマ「戦争 。検閲 。図書館の自由と図書館の歴史」

″ ① 初 日

12:30～13:30 受 付

13:30～ 13:40 大会委員長挨拶 岩猿敏生

〔司会 石井 敦 (東洋大学) 記録 高島涼子 (北陸学院短期大学)〕

13:40～14:30① 河井弘志 (立教大学)

「第二帝国時代の大学図書館」

14:30～ 15:20② 油井澄子 (国立教育研究所)

「フランスの図書館では一―公権力の介入をめぐって一―」

〔司会 塩見 昇 (大阪教育大学) 記録 前川和子 (大谷女子短期大学図書館)〕

15:50～ 16:40③ 岡村敬二 (大阪府立図書館)

「北京近代科学図書館のく日本 >」

一―ニューヨーク日本文化会館図書館との比較から一―

16:40～ 17:30④ 山口源治郎 (札幌大学女子短期大学部)

「図書館と戦争責任一一図書館法理念との関わりで――」

18:00～20:00 懇 親 会

② 2日 目

〔司会 寺田光孝 (図書館情報大学)記 録 松野高徳 (椙山女学園大学図書館)〕

9:30～ 10:20⑤ 奥泉和久 (横浜女子短期大学図書館)

「十五年戦争と図書館」

10:20～ 11:10⑥ 深井耀子 (阪南大学)

「ホロコーストと現代の図書館 (カ ナダなど)」

11:10～ 12:00⑦ 村岡和彦 (大阪市立図書館)

「戦争・知的自由とA.Lo A.」
〔司会 天満隆之輔 (羽衣学園短期大学) 山本順一 (図書館情報大学)〕

13:00～ 15:30総括討議

事務局からのお知らせなど

♯ 発表40分で議論,意見の表明は総括討議に持ち越す
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実 施 体 制

大会委員長   岩猿敏生

大会事務局長  石井敬三 (大阪府立図書館)

大会委員

塩見 昇 (大阪教育大学)       川崎良孝 (椙山女学園大学)

馬場俊明 (京都産業大学図書館)   深井耀子 (阪南大学)

前川和子 (大谷女子短期大学図書館)  中川泰弘 (京都府立図書館)

村岡和彦 (大阪市立図書館)

参加者募集要項

1.定 員 ………100名 程度 (ニ ューズレターNo.42で は50名 としましたが、

反響が大きく参加希望が多そうなので上方修正 しました。知

人友人を誘ってどしどし御参加下さい。)

2.宿 泊 ………御希望により和室 4人の相部屋を数室御用意いたします。

御自分で手配される方は、公立学校共済の嵐山保養所 「花の

いえ」が、会場に比較的近いです。

3.懇親会 ……… 1日 目の18:00よ り懇親会を計画 しております。 (希望者の

み)

4.食 事…… 2日 目の朝食は、会場内レス トランで自由に取っていただき

ます。 800円です。また、昼食は会場内レス トランで取って

いただきますが、数の関係で予約が必要です。1,000円です。

(会場外にも若千食事を取れる所はあります。)

5.諸費用…… ①参加費 2,500円。②宿泊費 4,500円.③懇親会費 7,000円 。

④ 2日 目の昼食代 1,000円 .以上の内該当の金額、を申し込

み確認後事務局の指定する日座へ振り込んで頂きます。領収

書は当日会場でお渡しいたします。

6.お申し込みは、①住所、氏名、所属。②会員、非会員の別.③宿泊希望の

有無.④懇親会参加希望の有無.⑤ 2日 目の昼食予約希望の有無.をハガキ

に明記して下記へ。締め切りは、6月 20日 (木)と させて頂きます。

尚、申し込み受付後、事務局より受付確認のハガキを発送 しますのでその

指示に従って、費用を振り込んで下さい。 (こ れは、宿泊定員超過等の場合

に御迷惑を掛けない為の措置です。)用紙は、郵便局備えつけのものをお使

い下さい。

* お問い合わせ、お申し込みは
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石井 敬三

(郵便振替

(

◎」R嵯峨野線嵯峨駅下車           徒歩 l分です

◎京福電鉄嵐山線嵯崚駅下卓          徒歩3分 です

◎市バス・京都バス角倉町又は野々官バス停下IF 徒歩5分 です

まで。

付録 会場案内図

コミュニ巧ニイ嵯峨野
京都府勤労者研修センター

京都市右京区嵯蛾天組寺広遭gr3番地の4

TEL(075)871-9711

会場の京都府勤労者研修センター=コ ミュニティ嵯峨野は、洛西の名勝嵐山に

ほど近いJR嵯峨駅前にあります。」R京都駅に新幹線等でお越しの方は、 「京都市

内行き」の乗車券を持ったまま在来線乗り換え口より0番ホームの山陰線 (嵯峨

バ スイ亭瀬戸川町

.ゝ 、しは ら堤

樺    粂

嵯織駅前
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野線)に御乗車下さい。

嵐山は、最近タレントショップ等の現代風俗でも有名になりましたが、勿論昔

ながらの保津川下り、鵜飼、花火もお楽 しみいただけます。1991年 4月 開業の観

光 トロッコ列車は、会場前の嵯峨駅が始発駅となっています。

会場付近は、道幅が狭 く休日には交通規制が行われています。駐車スペースも、

ィ   あまり広 くありませんので、恐れ入 りますが、車での御来場は御遠慮下さい。

」R山 陰線 (嵯峨野線)ま たは京福電車嵐山線を御利用下さい。

Information

保津川下 り....」 R亀岡駅より徒歩約10分の乗船場から、会場へ徒歩約20分

の下船場まで所要時間約 2時間。保津川遊船6

す  6 鵜飼.....・ 嵐山通船a
・  観光トロッコ列車 嵯峨野観光鉄道 (」 R西 日本で情報入手可)

図書館史関係文献目録 1990(稿)追 補

・ 石井 敦編 図書および図書館史  雄山閣  1990.10 265p.(講座 図

書館の理論と実際 :10)

・ 稲村徹元  新出資料による『図書館管理法』原型の考察一― 「学校書籍館

管理一班」未定稿の成立と東京図書館―― (参考書誌研究

第38号 p.1-27;1990。 9)

・ 親子読書地域文庫全国連絡会  歩んできた歩んでいく 20年の歩み

1990.11  139, 84p.

1   ・ 鹿児島県立図書館史  同館  1990.3 245p.
・ 佐藤 尭編 青柳文蔵とその文庫の思想像  東山町教委 (岩手県)

1990.3   53p.

。 司書講習の三十年  桃山学院大学社会教育センター  1990。 12 169p.

・ 市民図書館の記録一―新聞切 り抜き帳  高知市民図書館  1990.9 79p.
・ 敦賀市立図書館史稿  同館  1990。 3 160p.
。 富山県立図書館の50年  同館  1990。 11 152p。

・ 枚方市立図書館十五年誌  同館  1990。 3 170p.

・ 升井卓弥  山口県立図書館史稿  私家版  1990.8 106p.
・ 山田 勉  沖縄の図書館と図書館人  沖縄図書館史研究会刊

1990。 7  278p.

―
ll―



。 早稲田大学図書館史―一資料と写真で見る 100年一― 早稲田大学図書館編
。刊 前,304p.1990.5.15

* 事務局より

1991年 5月 25日 現在の本研究会会員は, 133名 であります。まだ,本年度会 ″

費未納の方は至急最寄 りの郵便局よりお振り込み ください。宛名の紙片に90,

91と 書かれているのは当該年度の会費を納入済ということです。また,A会員

とあるのは機関誌『図書館史研究』 8号の予約をされている方 (2000円 )を示

し, B会員とあるのは機関誌を含まない会員 (1000円 )です。過年度会費未納

で振替用紙の裏面に何の意向も示されていない場合は,過年度会費に充当した

うえで処理をいたしました。不明な点がございましたら事務局までご連絡 くだ   
｀

さい。

最近入会された新入会員 2名 を紹介 しておきます。なお,人事異動等変更の

あった方は,是非ご連絡を願います。

新入会員
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