講 演 要 旨

平成 19 年度第 2 回東海地区大学図書館協議会研修会（2008.3.5）

ここから拓いた！

お茶大図書館活性化のための５つの作戦
お茶の水女子大学図書・情報チームリーダー

茂出木

はじめに

理

子

らです。

お茶の水女子大学の茂出木です。本日は「ここ

つまり「人的支援」のスキルを高めるとは、人

から拓いた！お茶大図書館活性化のための 5 つの

を頼るスキルを身につけることでもあり、それは、

作戦」と題して、お話させていただきます。

井上さんのおっしゃる「確信犯」的な能力を身に
つけることでもあるとも言えるのではないでしょ

本題に入る前に、先ほどの井上さんのお話を

うか。

伺って、私が面白いなと感じたことをお話しさせ
ていただきます。様々な魅力的なキーワードが出

改めまして、ここで自分自身のことを紹介させ

されましたが、私が、特に、興味を持ったキーワー

ていただきます。私は、現在、お茶の水女子大学

ドは 2 つです。ひとつは「図書館サービスにとっ

の図書・情報チームリーダーという職にありま

て人が行うサポート（人的支援）は要である。」

す。大学卒業と同時に東京大学に採用されたので

ということ。もうひとつは「いい人だけじゃ仕事

すが、最初は、職員が一人しかいない理学部の教

にならない。仕事は確信犯的にやらなければいけ

室図書室からスタートしました。東京大学の総合

ない。」ということ、つまり、「人的支援」と「確

図書館を経て、学術情報センター（NACSIS）に

信犯」、この 2 つが魅力を感じたキーワードです。

異動しました。NACSIS では、目録情報システム、

井上さんはご講演の中で、お茶大の紹介として、

そして研修企画関係の仕事をしました。その後、

昨年度東京に他の用事で出張していたら、拉致さ

東京大学情報基盤センターに再び異動し、そこで

れるようにお茶大図書館に連れて行かれ、館長や

は利用者サポート、学術情報リテラシー関係の仕

職員を前に講演させられたというようなことをお

事をしました。その後、再び、国立情報学研究所

話しされていました。確かにそれは事実です。で

に異動し、目録システム、ILL システム、データ

も、井上さんのおっしゃるような「人的支援」「確

ベースシステム（GeNii）等の仕事をし、平成 18

信犯」を実行したまでで、ちっとも悪いことをし

年 4 月に現在のお茶の水女子大学に着任しました。

たとは思っていません。

このように、決して長い経歴ではございませんが、

まず、「人的支援」というキーワードですが、

大規模な大学図書館の中央館、一人職場の教室図

私は、人に上手く頼むスキルがないと、人をサ

書室での図書館現場の経験と NACSIS や NII とい

ポートすることはできないのではないかとも考え

う図書館の現場以外での経験、さらに、小規模な

ます。図書館職員というのは、非常にヒューマニ

大学図書館でのチームリーダーとしての経験があ

ティ精神に富む方が多く、「なにか学生の役に立

ります。そういう経験の中で得たことをお話しす

ちたい」「何かもっとできることはないかしら？」

ることで、本日お集まりのみなさまのご参考にな

と常に考えているのですが、なぜか空回りしてし

ることがお伝えできればと思っています。

まうことがあります。これは、人に頼ることがあ
まり上手でない、言い換えれば一人で頑張ってし

統計数字で語る

まうことが敗因のひとつではないかと思われるか
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さて、現在、所属しているお茶の水女子大学附

属図書館を「小規模な大学図書館」と申しました。

経

主催者の方から、今回の研修会の共演は同志社大
学の井上さんだとお伺いし、講演をお受けするに
あたって、私が「同志社大学のような大きな大学
さんのお話だけだと、参加された方々が『同志社
では無理』で終わってしまうといけないから、お
に立つかもしれませんね。」というように申しま
した。すると、
「お茶大さんに小さいと言われては、
東海地区は『うちなんか小小小小小小規模です。』
というところばかりです。」と返されました。「本
当だろうか？」というのがまず頭に浮かび、そこ
で、いろいろな統計数値をグラフ化し、東海地区
大学図書館協議会の参加館の中にお茶大が入った
場合どれぐらいの位置になるのかということを確
認してみました。

87,912 千円

40,462 千円

図 書 館
資 料 費

67,865 千円

28,246 千円

図 書 館
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4,422 ㎡

（日本の図書館

大学だからできるのだ。うちのような小さな大学
茶大のような小さな図書館での事例も何かのお役

費

統計と名簿 2006 による）

このように、統計の数値をしっかり把握するこ
とは、大学の経営陣に図書館活性化の戦略をご説
明する際にも説得力を持ちます。従って、何かス
タートさせようとしたときに、まず、自分の図書
館の立ち位置を客観的に理解すること、そして、
担当者が認識を共有することが大事なことだと考
えています。
さらに、お茶の水女子大学の組織の特徴は、平
成 19 年度から事務局というのをなくしまして、
非常にフラットな組織となったことです。図書・
情報チームリーダーである私の上司は、副学長、
学術・情報機構長でもある附属図書館長で、その
上はいきなり学長です。図書・情報チームには、
図書館を運営する職員のほか、情報系、つまり、
事務情報システムや全学情報基盤システムや IT
センターとのリエゾン的な仕事を担当する係が含
まれています。さらに、明治 8 年の開学からの大
学の歴史資料も図書・情報チームの管轄です。
「職場の見えない段ボール」を切り崩せ！
本日は、「ここから拓いた！お茶大図書館活性

図1

化のための 5 つの作戦」という演題でお話しさせ

図書館施設面積の比較

ていただいているわけですが、結論を最初に申し

お茶大の規模は、本日ここにお集まりの多くの
大学さんの規模と似たりよったりで、むしろ、図
書館の規模でいうと、施設面積、図書館予算など
は少ない部類であることがご理解いただけるかと
思います。

上げます。図書館の活性化をめざすにあたり、図
書館もひとつの職場ですから、まず、職場として
の活性化を考えなければいけないわけです。職場
を動かすのは職員です。私は、「職場の見えない
段ボール」が図書館の活性化、職場の活性化を阻
害しているというように感じています。この段

東 海 地 区 大 学
協議会加盟館平均

お茶の水女子大学

ボールを崩すために、お茶大ではいくつもの作戦
を展開したのですが、本日は 5 つにまとめてお話

学 生 数

3,215 人

3,250 人

しします。①全員会議、②楽をする発想、③多方

蔵書冊数

303 千冊

600 千冊

面展開、④アピール、広報、⑤ライバルの 5 つです。

図 書 館
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退職された方だったりします。このように、それ
ぞれの職場には、見て見ぬふりをしている段ボー
ルが積まれていることがよくあります。
これと同等のものが「見えない段ボール」とし
て職場に積まれていることを実感します。見えな
いだけにさらにやっかいです。「なぜ、こんなに
面倒なことを二重三重にしているのか」とか「ど
うして、それぞれの係で別々に同じようなデータ
リストを作って、それぞれでしか使わないのか」
とか、なんとなく変だと思っていても口に出して
はいけない職場の不文律、そういうものを全て含
図2

めて「見えない段ボール」だと考えます。これも

職場の見えない段ボール

そのままにしておけばよいと言ってしまえばそれ

まず、「職場の見えない段ボール」とは何か？
ということですが、最近出版された「不機嫌な職
場、 あなたの職場がギスギスしている本当の理
由」１） という新書があります。この中では、職場
が IT 化され、便利になり、かつ仕事も高度化し、
でも、その過程の中でもっとも大事なことが欠け
てしまった、それは、「人と人とのコミュニケー
ションによりうまく隙間を埋めていた部分」であ
り、そしてそのせいで、職場で鬱になってしまう
人も増え、「これは私の仕事ではない」の一言で
取りこぼされる仕事がでてしまっている、という
ようなことが指摘されています。私の考える「職
場の見えない段ボール」もこれに非常に似たこと
です。職場でのコミュニケーションの欠如で引き
起こされる様々な障害の全てが「職場の見えない
段ボール」です。
職場での見える段ボールはまだいいと思うので
す。先ほど自己紹介しましたとおり、私はいろい
ろと職場を異動していますので、新しいところに
行くとまずこういう不思議な段ボールが部屋の隅
とか廊下の角に置かれているのが目につきます。
ところが、長くその職場にいる方には、そこにあ
るのに見えない、見ないで済ませることができて
しまっているようなのです。そこで、
「この段ボー
ルはなんですか？邪魔じゃないですか？」と聞
くと「それは、○○さんが残した段ボールです。」
とか返されますが、その○○さんは 10 年も前に

までです。しかし、これを崩さないかぎり、先に
は進めないし、職場の活性化、図書館の活性化も
起こりえません。
図書館は学生のために何ができるか
なぜかというと、大学図書館の使命を考えたと
きに、もちろん、多くの使命がありますが、「学
生のために何ができるか」に尽きると思います。
私は、学生のために図書館は何ができるかを考え
るときに、どうしてもやらなくてはいけないこと
が 3 つあると考えています。ひとつは、大学の中
で図書館が存在感を示し、根付くということです。
2 つめは、教員にとって図書館は頼れる存在であ
ると思ってもらうということです。そして、3 つ
めとしてなにより大事なことは、職員の意識です。
これは、ひとり、ふたり、非常に意識の高いやる
気のある職員がいるというだけではだめです。職
員の個性にばらつきがあったとしても、職員全員
が総意として、学生のために我々は頑張ろうとい
う意識が必要です。その点から考えると、私が先
ほどから申し上げている「職場の見えない段ボー
ル」というのは、3 つめの職員が働く意識を阻害
する何かです。
「あること」の共通認識と「崩していいものだ」
という理解
これを崩していくには、まず、職員全員で「そ
れがあること」を共通認識することが必要です。
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見える段ボールの例だと、「○○さんの残した段

作らないといけません。もうひとつは、成功体験

ボールは結局 10 年間誰も開けてこなかったけど、

というか、自分自身で何かをやったという自信が

特に困ったことはなかったですよね。一度開けて

大事です。研修会などでいろいろと話を聞いて、

中身を確認してみましょうよ。」と、そういうこ

知識が増えたような感覚を持ったとしても、自分

とを言い出すことです。見える段ボールだと崩す

自身で動かないとそれは自分の経験にはなりませ

ということは、「捨てましょうか？」というのが

ん。これは何も、大げさな体験、例えば新館建築

キーワードですが、見えない段ボールの場合は、

だとかそういうレベルの成功体験でなくてもいい

「変えていいよね」
「止めていいよね」が適切なキー

のです。小さなことでいいので、自分で考え、実

ワードになります。そのためには、前例、つま

行し、成し遂げたという成功体験をいかに多く、

り、なぜこういうやり方をしているのかを掘り下

自分の職場に巻き起こせるか、それこそがリー

げて、真剣に考えないといけません。これは、現

ダー的な役割の人に課せられた任務だと思いま

場の人が考えてくれないとどうしようもありませ

す。成功体験を非常勤職員も含めて全てのスタッ

ん。

フに持たせようと思ったら、お茶大図書館の場合

こういうことを考えるのに、適切な指摘として、
「地頭力を鍛える 問題解決に活かす「フェルミ推

では、最低でも 16 のプロジェクトを起こさない
といけないことになります。

２）

定」」 という本が評判になっています。この本の

非常に土台の土台のことばかり申し上げている

中では、物事、特に社会や職場で起こる問題には

ようですが、そういう職場としての体力づくりを

答えが決まっていないものが大半で、だから、こ

せずに、図書館の活性化、図書館の改革というよ

れからの職員に求められるのは、知識、人とのコ

うなことはできません。

ミュニケーションという軸だけではなく、「なぜ」
とか「どうやって」ということを自分のアイディ

お茶の水女子大学附属図書館の事例から

アとして考えられる能力が必要だと主張されてい

ここから少し、具体的なお話しをします。

ます。見えない段ボールがあることを認識するに

お茶大図書館では、図書館の改革は理念からス

は、「問題を見る力」「変だと思う感性」も必要で

タートしました。図書館のホームページに「附属

すが、いちばん困難なのが、変だと思うことを「他

図書館の理念と活動」のページを作り、日々の活

人に伝える力」です。スタッフ会議のような場で

動を記録しています３）。理念というものは、遠く

もこういうことを発言するのは大変勇気がいるこ

あって眺めているものではなく、それに向かって

とです。しかも下手に言うと「余計なことを言っ

私たちは毎日何をしていくか、そういう到達目標

て」とかえって、負のスパイラルに陥ってしまう

だと考えています。日々の活動というのは一つず

こともあるからです。

つ取り上げると小さなものばかりです。わざわざ
ホームページに記録するほどのことはあるのか？

チーム内コミュニケーションと成功体験

というご意見もあるでしょう。しかし、こういう

このように「見えない段ボール」を崩すことを、

ことを記録していくことは、先ほど申し上げた「成

「あることの共通認識」と「崩していいものだと

功体験」、「変えていいんだという認識」「やろう

いう理解」2 つのポイントから考えますと、職場

としていること、やったことをどう伝えていくか

としてやらなければいけないことが見えてきま

の訓練」、そういうもの全てにつながっていきま

す。ひとつは、チーム内コミュニケーションを取

す。

る方法を考えなければいけません。もちろん、個

最初に申し上げたように、お茶大図書館の状況

人個人のコミュニケーション能力を伸ばすという

はけっして恵まれたものではありません。建物は

ことも必要なのですが、職場としては、コミュニ

狭い、予算も少ない、言い出したらきりはありま

ケーションをうまくとるためのシステム、環境を

せん。まずこの厳しい現実を直視しました。もっ
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とも、私がお茶大に着任してびっくりしたことは、

てみたら変だと思うことが、数年いると不思議だ

職員の中で、年間の図書館予算を知らない職員が

とも変だとも思わなくなり、誰もそのことを口に

ほとんどだったということです。あり得ないと思

しなくなります。幸いと申しますか、平成 18 年

いました。年間いくらで自分たちの図書館を運営

の夏に、この研究センターが別の建物に移ること

しているかを知らないで「予算がないからできま

になり、跡地がぽっかりと空きました。ではその

せん」の言い訳はないだろうと憤りさえ感じまし

跡地をどうしたいのか？ということが図書館に課

た。こういうことも「職場の見えない段ボール」

せられた課題だったのですが、ここで「リベラル

のひとつです。でも、年間予算を知らなかったこ

アーツ支援図書館」というキーワードが活躍しま

と、あるいは、知らされなかったシステムが変だ

した。研究センターが使っていたため、非常にこ

ということを認識さえすれば、ことは簡単で、知

まかく間仕切りされていた部屋の壁を全てできる

ればいいだけの話です。

だけとり壊し、そこにラーニング・コモンズとい
う名称で学生スペースを新たに創りました。そし

弱点を利点に転化

て、1 年かけて、できるところから少しずつ変え、

ベンチャー企業や中小企業の成功談の本を読み
ますと、共通項として、欠点だ、弱点だと思われ

整備をしてきました。まだまだ発展途上だともい
えます。

ていたことを逆手にとって事業を起こしたことが
書かれています。これを参考にお茶大図書館でも、
規模が小さいという弱点を利点に転化することを
考え、それには、「大学と協働する図書館」とい
うキーワードを考えました。つまり、大学の動き
にすばやくひっついていく、学内で孤立しない作
戦をとることです。協働するといえば、きれいに
聞こえますが、もう少しドロドロした言い方をす
れば、大学と心中する覚悟ということです。この
キーワードから具体的なフロアープランを考え、
出たキーワードが「リベラルアーツ支援図書館」
でした。ちょうど同時期に大学全体で教育改革が
検討され、リベラルアーツというキーワードが出
されていましたので、それにタイミングよく乗じ
たものでもあります。
施設面の改善
施設面の改善ですが、まず目につきやすいこと
から改革をスタートさせました。
図3

施設面での改善

お配りした資料にもあるとおり、お茶大図書館
は、大変不思議な状態にありました。つまり、図

もちろん、井上さんのお話しにあったように、

書館 1 階のメイン部分を学内の研究センターに貸

学内で新しい施設を作るという計画があったとき

していて、利用者スペースと図書館の事務室が分

に、図書館がその計画にうまく入りこんで、イン

断されているという状況にありました。これもひ

フォメーション・コモンズやラーニング・コモン

とつの「見えない段ボール」だと思います。初め

ズのような新しいスペースを確保するというのは
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すばらしいことです。しかし、そうそうおいしい

事メモはそこで話されたことをきちんと理解して

話が多くの大学に起こるとは思えません。そうい

いないと書けないわけですから、ぼんやりと会議

うときに、うちは弱小だから無理だとあきらめず

に出ていることが許されません。また、全員会議

に、現在の条件の中で、知恵をしぼりできる限り

と言ってもカウンターにいる 2 名の職員だけは

のことをやるというのは決して無駄なことではな

ぜったいに出席できないわけで、この 2 名が疎外

いと思います。

感を持たないために、分りやすい議事メモを作る
責任があります。

５つの作戦

この会議のもうひとつの目的は、人に何かを説

次に 5 つの作戦のことをお話します。

明する、分らないことを質問する訓練の場でもあ

「学生のために図書館は何ができるか」という

ります。とはいえ、いきなり自由に発言しろと言っ

大きな目標に向かっていくには、まず、職員力と

ても無理があります。このために、次にお話しし

いうものを鍛え直す必要があります。これは、職

ます「多方面展開」ということがからんできます。

員個々の能力がいくら優れていても、あるいは

つまり、いろいろなプロジェクトを同時並行で

個々の専門性が高いがゆえに、職場としてはうま

行っていますので、その担当者は、係員でも非常

くまわらないということがあるからです。

勤職員でも、何かしら報告説明する必要が出てき
ます。しかも、全体の時間は 30 分と決めていま

①全員会議

すので、要領よくかつ分りやすく説明することが

現在、お茶大図書館では、隔週で館長以下、カ

求められます。

ウンターに出る 2 名の職員を除いた職員全員（も

こういう会議は、少人数の職場だからできるこ

ちろんこの中には図書系以外の職員や非常勤職員

とで、中小規模大学の利点だともいえます。職員

や派遣職員も含まれます）で会議を行っています。

が多い職場ですと、係長会議とか主任会議のよう

朝の 30 分を使って行っていますが、特筆すべき

な形になり、係長の力量によって、下への伝え方

は、立って行っているということでしょうか。普

に温度差が出るというようなことが私の経験でも

通に会議室などで座ってやりますと、弊害として、

あります。この全員会議も、「見えない段ボール」

まず誰がどこに座るかということを非常に気にし

切り崩し作戦の一環ですから、会議中に「予算が

ます。つまり館長が真ん中でその隣はチームリー

ない」とか「前例がない」というのは NG ワード

ダーで、そうすると私はこの辺かしら・・・みた

です。

いなことを探りあい、結果、いちばん参加してほ
しい若手職員が端っこの方でおとなしくしている

②楽をする発想

というような事態になります。また、どこに誰が

一方、日々働く意識では「楽をしましょう」と

座るのかで悩むので、最初の 5 分間ぐらいが無駄

いうことを掲げています。そもそも、図書館の仕

になります。この 5 分がもったいないです。この

事の基本にはルーティンワークがあり、これをき

会議の目的は、単なる報告会ではありません。単

ちんとこなしてこそ図書館の業務はなりたつわけ

なる報告はチームの一斉メール等で知らせればす

です。ここを大学に理解してもらうというのが大

むことです。この会議で大事なことは、これから

事なことなのですが、それが難しいのもまた現実

やろうとしていること、気にかかっていることな

です。一方、職員としては、ルーティンワークだ

ど、そういうプロセスの共有です。また、毎回議

けでヘトヘトになっていてはもったいないと思い

事メモは必ず作成します。議事メモは若手職員の

ます。なので、少しでもルーティンワークから解

輪番で作成しています。これも訓練の一環です。

放されることを考えることは悪いことではないと

チーム内の会議ですから、時間をかけてきっちり

いうことを、まず理解しなければいけません。こ

としたものを作るわけではありません。ただ、議

れはさぼれとか自分の嫌いな仕事を人に押し付け
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ろということではなく、同じ結果を出すなら労

ことが職場の活性化を妨げていることを知ること

力は少ないほうがいいということです。そして、

です。

ルーティンワークから解放された時間と労力を
使って、面白いことを考えたら？ということです。

③多方面展開

「楽をしましょう」の発想のもう一つは、一人

職員が成長するには仕事を通じた刺激が必要で

で頑張らないということです。一人というのは個

す。したがって、特に 20 代、30 代の若手職員が

人という意味と、図書館単独でという意味があり

毎日毎日、当たり障りなく自分の仕事をすること

ます。学内の他の部署で、資金や人手やアイディ

だけを考えている職場というのは、非常に危機的

アを出してくれるところを探して、積極的に手を

な状況ではないかと思います。

組むということです。お茶大図書館ではこの手法

先に申し上げたように、成功経験を有している

で、大学院 GP の教育と手を組み、学生の ILL 料

職員が多くいる職場には力があります。だから、

金無料化を実現させました。学生の手を借りる

職員に成功経験を積ませるために、いろいろ多方

という意味では、LiSA（Library Student Assistant）

面にやらなくてはいけないという側面もあるので

プログラムをスタートさせています。LiSA も大

すが、大学の経営陣に図書館をアピールするには、

学全体で力を入れている「キャリア教育」「女性

一箇所だけではなかなかアピールできないという

リーダー育成」の一環という位置づけでスタート

側面もあります。たとえば、見えやすいところ、

しました。決して図書館の都合で学生を便利に使

ラーニング・コモンズを創って入館者数 40％アッ

おうという試みではないのです。もちろん、学生

プなどという動きは大変わかりやすい動きです。

に図書館の仕事を手伝ってもらうというのは、大

しかし、図書館職員であれば、それだけじゃだめ

変な側面もあります。つまり、相手が誰であれ、

だと、地道な仕事を積み重ねないと意味がないと

自分がやっている仕事を人に説明し、やってもら

いうことも分っているはずです。けれども、その

うというのは意外と難しいことだからです。LiSA

地道な仕事だけじゃ、経営陣などにはアピールし

プログラムは、図書館の職員にとっては、人に説

ないということもまた事実です。したがって、改

明する訓練にもなっています。

修工事のような見えやすい改革と遡及入力のよう

「楽をしましょう」の発想では、チーム研修会

な見えにくい改革をペアで取り組むべきだと考え

ということも実施しています。これも大げさなこ

ました。そうでないと、建物の改修のような箱物

とではなく、1 回 30 分ぐらいの研修会で、今年度

だけに注力していると、図書館の底力というもの

は 15 回ほど実施しました。講師はそれぞれの職

が失われていくことになります。

員が順番に担当します。例えば、一時的に急いで

また、さきほども申しましたとおり、職場で起

大量にタトルテープをいれなくてはならない作業

こっている課題には答えがわかっていないものが

が発生し、担当の係だけではとても間に合わない

大半です。だから、まず何か動くことで次に打つ

ということが起こりました。このときは「タトル

べき手が見えてくるということがあります。将来

テープの入れ方講習会」というのが実施されまし

を見通せとか 5 年後の計画を立てろとか言われま

た。教える側、講師をやる職員にとっては、自分

すが、頭の中でグルグル考えるだけで、一歩も踏

の仕事が楽になり、教わる側の職員にとっては、

み出せないでいるなら何一つうまく行かないだろ

自分の担当以外の仕事を身につけるチャンスにな

うと思います。

ります。

お茶大図書館では、多少粗いなと思うことでも、

「楽をしましょう」の発想というのは、自分の

動くということを進めてきました。これも小規模

仕事を自分一人で抱え込むことが結局自分を苦し

図書館だからできることです。うまくいかないと

めることだということを知ることと同時に、職場

なれば、さっさと撤退すればいいだけのことで、

全体としては、一人だけしか知らない仕事がある

始動も軽ければ、引くのも早いというのができま
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す。これが大きな組織、あるいは NII のような全

でも、その新館建築に対して、職員の誰一人嬉し

国組織だとすばやい撤退は、まずできないことで

い気持ちでなければ、どうやって広報ができるで

す。

しょうか。小さいところでも小さいなりに、お金

多方面展開を進めるには、「楽をする発想」で完

がなくてもないなりに、頑張ってやったことでま

璧主義から少し手を抜くことを覚えるとともに、

ず自分たちが幸せであることを認識し、広報をし、

セクション主義、つまり「これは○○係の担当で

そのアピールがまた幸せを呼ぶという上向きなス

私には関係ない。」というようなことから脱却し

パイラルに持ち込むことが上策です。

なければいけません。これも、大きな組織ではな

そういう意味で広報は、外に向かってアピール

かなか難しいことで、セクションをはっきりさせ

しているつもりが、じつは職場の内部に向けても

なければ動かない職場というのもあります。なの

重要な位置づけになります。つまり、どれだけ多

で、セクションを越えて多方面展開をするという

方面展開し、一つずつの成果は小さいものであっ

のは、中小規模組織に与えられた特権ともいえま

たとしても、広報をすることで、自分がやった

す。また、多方面展開するには、即断即決ともい

ことは大変役にたっている、大学の中で評価して

うべき、すばやい決断が求められます。即断即決

もらっている、図書館の活動の中に組み込んでも

するためには、関係者が情報を同じく共有してい

らっている、ということが意識できるわけで、そ

なければできません。ここで、全体会議でやるプ

れがまた次の活動の活力になるということが、間

ロセスの共有というのが活きてきます。

違いなく起こっています。

④アピール・広報

⑤ライバル、あるいは仮想敵国

企画をたてる際には、たてる最初の段階で、こ

最後にライバルを具体的に持つということを挙

れができた際には「どう広報するか」
「どうアピー

げます。いろいろな図書館の活動を見るたびに「セ

ルするか」というゴールをまず考えています。ゴー

ンスがいい」と思うことは多々あります。正直

ルのイメージが明確であればあるほど、それに向

悔しくなるほどです。そういう、大学の規模や国

かうエネルギーが出やすいからです。広報の話は

公私立の違いを超えて、同業者として負けたくな

話し出すと長くなるのですが、先日、別の研修会

い！と思うようなライバルを具体的に持っていま

で広報のことをお話しさせていただくことがあり

す。 もちろん、全部はとても真似できませんが、

ました。その時、勉強したことですが、広告と広

「センスがいい」と思ったアイディアを盗むとい

報は似ているけど違うものです。広告がその商品

うのは悪いことではないと考えています。お茶大

やサービスを買ってくれという「Buy Me」のア

図書館では、昨年、ラウンジのソファーを新しく

ピールであることに比べ、広報というのは、
「Love

したいと考え、その参考にしようと、近郊のいく

Me」のアピールで、商品やサービスを愛して欲

つかの私立大学図書館の見学に行かせていただき

しいというよりはもっと広く、会社であれば会社

ました。明確な目的があっての見学でしたので、

の姿勢とかイメージとかブランドと呼ばれるもの

先方に失礼なことを聞いたかもというぐらい真剣

を愛して欲しいという活動です。「Love Me」の

なものでした。本日もこの研修会の後で見学会が

ポイントはいくつもあると思いますが、一言でい

予定されているようですので、見学に行かれるか

うと、愛されたいと思っている私、図書館や図書

たは、漠然と見るだけではなく、何かこれは盗ん

館職員自身がハッピーな状態であることだと思い

でやろうというぐらいの明確なターゲットを決め

ます。いろいろ頑張って何か成し遂げたときに、

てご覧になることをお勧めします。

「私たち今いい状態だよね」という嬉しい気分を

また、ライバルは大学図書館だけではなく、ホ

共有していないと広報なんて絶対にできません。

テルとか書店とかインターネット業界とかいろい

新館ができたというような嬉しいニュースのこと

ろアイディアが取れそうなところを常に目配りし
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ているというのも楽しいことだと思い、実行して

りません。

います。
個人として何をするべきか
図書館活性化の必殺ボタンはあるか？

最初に、図書館活性化のための職場の組織とし

最後に、よく図書館活性化のコツは何か？と聞

て目指すべきこととして、「成功体験」と「チー

かれるのですが、活性化の必殺ボタンがあるわけ

ム力を高めること」をお話ししました。組織とし

ではないと思います。 敢えて、3 つ挙げるとした

ては、そうだと思いますが、個人としては、それ

ら、①共通目標を持つこと、②職員の間に発言、

だけに甘えてはいけないとも考えます。すなわち、

参加の壁を作らないこと、③一人で仕事を抱え込

個人としては、過去の自分の成功体験に固執しな

ませないことだと考えます。共通目標というのは、

いという勇気を持たないといけません。また、雰

こういう広報がしたいというような目標でも構わ

囲気のいいチーム、力のあるチームに属している

ないと思います。とにかく、共通目標を職員全員

と自分の実力も付くのですが、チームの力に自分

が納得していることが大事です。納得するための

が甘えないという覚悟も必要です。職場の活性化

プロセスとして職員の間に発言、参加の壁を作ら

のためのシステムとは別に、職員個人として、こ

ないことが重要な要素です。ヒトゴトだと思って

の二つが大事だと考えています。

いる職員がいないということです。それはどんな
発言でも真面目に聞くということでもあり、同時

以上で、私からのお話を終わらせていただきま
す。

に言った側は言ったことに責任を持つということ
です。そういうことを進めて行き、ある仕事はあ

１）高橋克徳［ほか］著．不機嫌な職場：なぜ社員

る一人の人しか判らないという状況をなくすこと
が最終的には必要です。これは最初に申し上げた

同士で協力できないのか．講談社．2008
２）細谷功著．地頭力を鍛える：問題解決に活かす

「職場の見えない段ボール」のもっとも大きな原

「フェルミ推定」．東洋経済新報社．2007

因にもなっていますが、自分しか知らないことで

３）お茶の水女子大学附属図書館ホームページ

優位に立っていると思っていることが、そもそも
バカらしいことだと悟ることまで行かなければな
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（http://www.lib.ocha.ac.jp/rinen.html）

