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和歌山市民図書館は市民の“知りたい”に応えているか？ 

蔵書管理と検索システムを中心に 

稲垣房子／大阪支部 

はじめに 

 『みんなの図書館』2020 年 11 月号において、カルチュア・コンビニエン・クラブ（以下：

CCC）が指定管理者として運営する”キーノ和歌山“内和歌山市民図書館の移転開館後について、

報告した。開架冊数 30 万冊という大規模図書館の割に、貸出のためカウンター（横に自動貸出

機 1 台）に並ぶ人の姿が少なく、読書しているより、くつろいでいるか、自習をしている人の

割合が多いという印象を持った。CCCは入館者数を

公表するが、貸出点数は公表しない、と言っている

ようなので、実態は分からない。 

 図書館の賑わいを否定するものではないし、貸出

冊数の多さが全てとは言わないが、市民の学びの場

になっているのだろうか？この稿では、市民の“知

りたい”に応えられる図書館として機能しているか

を考えたい。  

 

1.「和歌山市民図書館指定管理者業務仕様書」にみ

る、和歌山市の方針 

前号でもふれたが、「和歌山市民図書館指定管理者業務仕様書」和歌山市教育委員会教育学習

部市民図書館（令和元年 12 月）は和歌山市民の情報開示請求によったものである。26 頁にわ

たり指示が述べられている。一部引用する。 

第 1 総則 指定管理者が行う業務の内容及び範囲は本仕様書及び基本協定書、年度協定書、募集要項、

要求水準書、指定管理者から提出された事業計画書による。 

総則の 2．指定管理者による管理運営に関する基本的な考え方 

 図書館法及び公立
（ママ）

図書館の設置及び運営上の望ましい基準に基づき、これまでの本館及び西分館

の取り組みを継承・充実するととともに、新しい図書館の目指すもの（①まちの賑わいの拠点となる

図書館 ②すべての市民が利用しやすく、居心地よく滞在できる図書館 ③新たな利用者を呼び込

む図書館 ④郷土の歴史と文化を継承する図書館 ⑤市民の学びと課題解決の支援を行う図書館 

⑥まち歩きの拠点となる図書館）を具体化し、図書館サービスのさらなる向上を図るものとする。 

第 6 図書館運営業務 (p.6) 

3 蔵書構築及び蔵書管理業務 (p.14) 

（1）図書館資料の選定等 

①購入資料の選定 

・現行の方針、基準に基づき選定し、委員会の承認を得ること。委員会から要請があった場合、

選定に委員会職員を参加させること。また、市民ニーズや地域特性を考慮し、業務経験のある

複数の司書で選定すること。 

・新聞及び雑誌については、本館、西分館それぞれにおいて現行の水準（種類数等）を下回るこ

とがないよう購入することとし、利用状況に応じて毎年見直しを行い、委員会に選定リストを

 
≪2 階貸出カウンター≫ 
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提出すること。 

②図書資料の発注 (p.15) 

・図書館資料の購入にあたり、出版元や発売元の直販資料及び洋書等の専門店が扱う資料等で特

別な理由がある資料以外は、地元業者からの購入に努めること。 

（2）図書館資料の整理等(p.15) 

①資料の分類 

・収集した資料は日本十進分類法に記載の定められた分類法により、資料の内容に応じて規則

正しく分類しなければならない。そのうえで、指定管理者独自の配架方法を示す分類を追加

することができるものとする。 

・郷土資料、行政資料及び移民資料については、現行資料に準拠した分類を行うこと。 

②資料の装備 

・分類した資料は、分類に応じたラベルやバーコードを添付する等現行資料に準拠した装備を

行うこととする。ただし指定管理者独自の配架方法を示す分類を追加した資料については、

現行資料に準拠した装備を行った上で当該分類を示すラベル等の装備を追加するものとする。

装備に必要な消耗品は指定管理者が負担すること。 

④書誌情報作成 (p.16) 

・一般書及び児童書は原則として TRCMARC、視聴覚資料は原則として Toccata MARC により

書誌情報を作成するものとする。ただしこれらの MARC が無い資料及び郷土資料、行政資料

及び移民資料については、指定管理者が書誌データを作成すること。分類や件名は現行の基

準で付与し、標目をはじめ各データ要素について常に検証して書誌コントロールをはかるこ

と。 

仕様書の文書には、和歌山市教育委員会が旧図書館事業の継続を強く打ち出していると読め

る。選書は委員会の承認を得ること求めている（通常は行われない）。特に分類配架は日本十進

分類法を基本として、そのうえで、指定管理者独自分類の付加を許可している。 

多くの図書館は日本十進分類法を採用した上で司書の専門的能力で、利用者に資料を提示す

る工夫をしている。住民の知的好奇心を呼び覚ます資料展示を目にするのは図書館を訪れる楽

しみのひとつである。 

総則の 2 にあげられる「指定管理者による管理運営に関する基本的な考え方」⑤「市民の学

びと課題解決の支援を行う図書館」は市民の自立的な学習活動をサーポートする機能と読める

が、現運営をみるかぎり、すっぽり抜け落ちている。 

CCC が提案するライフスタイルはファッション雑誌に紹介されるようなおしゃれな感覚が

ある。蔦屋書店がしゃれた小物を図書や雑誌と販売するのはすぐれた戦略だ。しかし、図書館

に求められるのは地元の農業・漁業・観光等、産業振興に役立つ資料だと思う。この 20 年間、

日本の図書館界が追求してきたものは、単なる賑わいではなかったはずだ。 
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２. OPAC（利用者用検索機）が使いにくいのはどうしてか？本が探せないのはなぜか？ 

市民図書館のOPACはツタヤ図書館共通の iPad

仕様で、おしゃれだけど、高齢者、障害者、子ども

にはとても使いにくい。iPad を使い慣れている筆

者にも、使いにくい。 

今年 9月になって、2016 年 5 月開館の西分館＝

河西ほほえみセンター内（CCC が指定管理者）を

訪問して驚いた。駅前図書館で、あれほど使いにく

いと思った CCC 仕様の OPAC はなくて、旧図書

館で使っていた、極めてシンプルだけど、使いやす

い、画面が大きく、表示文字も大きい、（どこの図書館にもある）OPACがそのまま使われてい

たし、成人の図書の分類排列も NDC だった。駅前の市民図書館の OPAC を CCC 仕様にすべ

て変える必要があったのだろうか？デスクトップのインターネット端末も 3 台あった。市民か

らは「西図書館の方が使いやすいし、本がすぐ見つかる。」という声を聞いた。ある人は駅前と

西分館の関係を中国と香港に例えて「一国二制度が維持されている」と表現した。長年のヘピ

ーユーザーからは検索システムの変更は極めて評判が悪い。西分館はアクセスの悪い地域だが、

利用者は多いと聞いた。 

駅前市民図書館は、旧図書館の蔵書のうち多くのものが 3階および書庫に配架され、NDC分

類を引き継いでいる。2階と 4 階は CCCが提案するライフスタイル分類を採用している。 

「ツタヤ図書館」のいわゆる「ライフスタイル分類」の配架と検索システムについては、す

でに武雄市立図書館開館時からその欠陥がなんども指摘されている。 

ツタヤ図書館独自の資料区分については、川瀬綾子氏と北克一氏を中心とした研究者の詳細

な論文があるi。CCC が指定管理者として運営する「ツタヤ図書館」を資料管理の視点から分析

しているので、詳細はそちらをごらんいただきたい。システム上の欠陥は、検索結果の抜け落

ちも発生させている。 

 

3．ライフスタイル分類が活かされない、検索システム 

2 階と４階の配架は、ライフスタイル分類を特徴としている。大ジャンル、中ジャンル、

仕切り、細目、という階層で分けているが、ジャンル別だけでは、下位概念まで指定して

も、検索はできない。NＤＣ単独指定だけでも結果は表示されない。なんのためにジャンル

別検索があるのか、理解できない。「検索条件に不足があります。もう一度やり直してくだ

さい」と表示される。この表示がなんどもでると、だんだん、腹が立ってくる。高梁市立図

書館の「検索条件に不正があります。もう一度やり直してください」と表示されるより、

改善されたのかも？失敗すると、条件をクリアしなければ次に進まない。蔵書数の多い大

阪府立図書館でも、NDC 単独の検索は可能である。 

 
≪書架の中にうめこまれたこども用

OPAC4 階に 2 台≫ 
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「有吉佐和子文庫」の蔵書はどうして探せばいいのだろう。『新聞集成大正編年史』や『図説

日本文化史大系』等が作品作りにいかされたことを考

えることも楽しい。案内もホームページから探すのは

難しい。ようやくページにいきつくと、有吉佐和子文

庫の美しい写真は見られるが、蔵書に何があるのか、

検索できない。有吉佐和子の作品を研究する人が「有

吉が実際に読み、作品の制作に資料された蔵書」群を

特定するのは難しい。大ジャンルに「有吉佐和子文庫」

があるが、下位概念も「有吉佐和子文庫」になってい

るのは意味不明だ。 

目的の本を探すてがかりの 6 桁の書架番号も小さ

く、黒地に白抜きの書架見出しも、字が小さく、とても見えにくい。蔦屋書店仕様だが、健常

者の若い層のみを対象としているデザインだ。 

 

４. 調べ学習に使えないこども資料 

いうまでもなく、学校教育における図書館活用

の重要性はますます大きくなっている。児童生徒が図

書館を使いこなし、学ぶ力を養う基礎である日本十進

分類法をなぜ、採用しないのであろう。学校との連携

をどう考えているのだろう。筆者は 4階の「学ぶ」と

いうコーナーをなんども巡り、どのようにして、目的

の資料をさがすのか、試してみたが、配架システムが

なかなか理解できなかった。使えない検索システムの

詳細を述べる誌面はないが、ひとつだけ、例をあげる。 

こども資料も大ジャンル、中ジャンル、小ジャン

ル、仕切り、細目という階層で分けている。その階層が論理的ではない。大ジャンル「児童

書」、中ジャンル「絵本」小ジャンル「知識絵本」と分けられ、さらに“仕切”で「いきもの」

となり、さらにその仕切の中が細目「どうぶつ」「とり」「みずのいきもの」「むし」「その他

のいきもの」となっている。“仕切”というのは、図書館界ではない概念であるが、準備段階

で、ライフスタイル分類と排列について、市民が質問したときに「それは分類ではなく、

仕切です。」？？？？と説明された。結局、大中小の下をさらに分けようとして、概念がな

かったので、無理につくった言葉と思われる。小ジャンルには「有名作家の絵本」という

なんとも曖昧な概念が存在する。 

「仕切」とその下位概念「細目」が子ども用検索機では「ことばでさがす」で知識絵本とテ

ーマ別絵本を対象に、アイコンで示されているが、子どもにとって、役に立つとは思えな

い。 

 

 

 

≪有吉佐和子文庫≫ 

≪こども用 OPAC「ことばでさがす」≫ 
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まとめ：図書館はファッションではない。すべての人に開かれた「公共の知的空間」である 

ライフスタイルを提案する蔦屋書店を否定しているのではない。公共図書館がおしゃれな空

間であるのもいいことだ。 

公共施設は設計段階で、障害を持つ人（高齢者や子どもなど、身体的弱者も含む）の意見を

聞くべきだし、当然障害者が使いやすい設計でなければならい。「障害者差別解消法」（平成二

十五年法律第六十五号）の合理的配慮を持ち出すまでもなく、手の届きにくい書架、点字ブロ

ックのない閲覧室、音声ガイドのないトイレ等、一見しただけで、公共施設としての欠陥が見

える。特に使いにくいWEB サイトとOPACには、合理的配慮の視点が抜け落ちている。高齢

者からは中二階の駐輪場に昇降する際に怖い思いをした、と聞いた。障害者のある人への対応

は、職員に手助けを依頼しないと使えないというのではなく、自力で支障なく使える施設であ

りたい。 

利用者、特に子どもは検索で資料がみつからないと、二度と使いたくないと思うか、「自

分のやり方が悪い」と思う。図書館システムが不完全なのだ。こんなに図書館への信頼を

裏切る検索システムがあるだろうか？ 

開館後にぎわう和歌山市民図書館の運営を、すべての市民が使いやすい本当の意味の市

民図書館とするには、今後、運営者が市民の声をしっかり受け入れるかにかかっている。 
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