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「学び」イベントに行ってきました

〈行って見よう！「学び」の場所へ〉

名著への旅　『決断の条件』(会田雄次）

これからの主な「学び」イベント39件掲載！
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笹氣出版印刷株式会社内「まなびのめ」編集部
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manabinome@sasappa.co.jp
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澤井　 　 清 先生
宮城学院女子大学学芸学部日本文学科教授

おじゃまします
学びの庭に

価値ある情報を検索し提供するのが図書館の使命

佐藤　義則 先生
東北学院大学文学部歴史学科教授

デジタル化時代の図書館

「まなびのめ」編集部　　只野俊裕　佐藤曜　川又進　笹氣義幸　遠藤洋子　伊藤智佳　小玉仁志　菅野保広
　　　　　　　　　　　　芳賀晃平　伊藤秀平　齋藤麻実　　　　オブザーバー：寺田征也(東北大学大学院)

￥0FREE ご自由にお持ち帰り下さい。

はがき、FAX、Ｅ-mailのいずれかで、

※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいた個人情報は連絡・発送作業にのみ
　使用いたします。

【応募締切】2009年11月30日　当日消印有効

懸賞懸賞

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。ご注意ください。

クイズ応募方法クイズ応募方法

正解者の中から抽選で3名様に図書カード1000円分をプレゼント

①住所②氏名③年齢④職業⑤電話番号⑥クイズの答え2つ
⑦内容についての感想を添えて編集部（下記参照）までご応募ください。
なお、お寄せ頂いたご感想は匿名にてWeb版に掲載させて頂くことがございます。

6
季　刊　誌

図書館の科学

第　　　号

協力：株式会社市瀬　有限会社阿部正志製本

図書カード
懸賞付

クイズあります

クイズの正解は締切後、Web版に掲載します。

2010年1月5日発行予定
おじゃまします
学びの庭に 　「素材（元素）を探る」次 号

テーマ   ：

「気」になる「氣」・・・当社は言葉を組版する職業として、漢字の本来の成り立ちである「本字」を大切にしたいという
思いがあり、社名に使われる本字の「氣」を使用することでその思いを表しています。

Web版は随時更新中！

http://www.manabinome.com
まなびのめ│ 検索
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この印刷物はグリーン基準に適合した印刷資材を使用して、グリーンプリンティング認定工
場が印刷した環境配慮商品です。
用紙は適切に育まれた森から生まれたFSC認証紙を使用し、インキは環境にやさしいベジ
タブルインキを使用しています。

各市民センターにも設置してあります。

1 仙台市太白図書館・太白文化センター
2 エル・ソーラ仙台（アエル内）
3 イズミティ21
4 エル・パーク仙台
5 宮城県教育会館
6 宮城県図書館
7 宮城県青年会館（エスポールみやぎ）
8 宮城県美術館
9 宮城県立こども病院
10 七北田都市緑化ホール
11 せんだいメディアテーク
12 仙台サンプラザ
13 仙台国際センター

14 仙台市シルバーセンター
15 仙台市科学館
16 仙台市宮城野図書館
17 仙台市若林図書館
18 仙台市縄文の森広場
19 仙台市青年文化センター
20 仙台市戦災復興記念館
21 仙台市博物館
22 仙台市福祉プラザ
23 仙台市市民会館
24 仙台市立通町児童館
25 仙台市立病院
26 仙台市歴史民俗資料館

27 仙台市榴ヶ岡図書館
28 仙台市野草園
29 仙台社会保険病院
30 仙台赤十字病院
31 地底の森ミュージアム
32 仙台文学館
33 東京エレクトロンホール宮城
34 東北歴史博物館
35 河北TBCカルチャーセンター
36 仙台市天文台
37 市民活動サポートセンター
38 東北厚生年金病院

20
青葉通

仙台西道路

P-B10004

mobile版には新イベント情報が
随時更新中
右記のQRコードから
アクセスください。

これからの主な

「学び」イベント このマークはイベント参加について
の有料・無料または事前申込の有無
について記しています。

有料 無料 要申込 申込不要

　ここに掲載する情報は、各研究・教育機関や施設が公開している情報
を基に掲載していますので、当社の責任で開催を保証するものではあり
ません。日時、内容に変更がある可能性がありますので、詳しくは各問
合先へご確認ください。
　有料・要申込の場合の料金や申込方法など詳細は Web 版に掲載し
ております。ぜひご覧ください。

開催
中

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

毎週土曜日    トワイライトサロン 「MA ☆（マスター）
土佐誠の宇宙が身近になる話 」
講　師　土佐　誠（仙台市天文台長）

仙台市天文台　オープンスペース　他

17:00 

▲

 17:45

T el  022-391-1300仙台市天文台

http://www.sendai-astro.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

東北大学サイエンスカフェ第 52 回 「学校を考えるっ
ておもしろい !! 〜学校は何をどこまですべきか〜 」
講　師　水原　克敏（東北大学大学院教育学研究科教授）

せんだいメディアテーク　１階オープンスクエア

10月16日 （金）   
18:00 

▲

 19:45

T el  022-217-4977東北大学

http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

東北工大オープンカレッジ
「インターネットの伝送制御のしくみ」 

講　師　角田　裕（東北工業大学工学部情報通信工学科講師）

東北工業大学一番町ロビー　4 階ホール 60 名

10月23日 （金）   
18:30 

▲

 20:00

T el  022-723-0538東北工業大学

http://www.tohtech.ac.jp/news/lobby/opencollege.html

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

シンポジウム 「東北地方と自動車産業　−昨今
の経済危機を踏まえ、 さらに議論を深める−」 
講　師　半田　正樹（東北学院大学経済学部教授） 他

東北学院大学土樋キャンパス 6 号館 1 階　601 教室 300 名

10月24日 （土）   
13:00 

▲

 17:00

T el  022-264-6362東北学院大学東北産業経済研究所

http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/index.shtml

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

10月24日 （土）   企画展「仙台平野の弥生墓−おくりの場
所−」ギャラリートーク
講　師　地底の森ミュージアム学芸員

地底の森ミュージアム　企画展示室

14:00 

▲

 15:00

T el  022-246-9153地底の森ミュージアム

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/chiteinomori/index.html

場　所

主催者

URL

問合先

10月26日 （月）   企画展　「江戸のサイエンス」記念講演会
「科学の劇場−科学と見世物の間」

講　師　吉田　忠（東北大学名誉教授） 

東北大学附属図書館本館 2 号館 4 階会議室

13:30 

▲

 15:30

T el  022-795-5911 東北大学附属図書館

http://tul.library.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

10月29日 （木）   法学政治学研究所第 17 回学術講演会
「刑事司法と市民参加」 

講　師　三井　誠（同志社大学大学院司法研究科教授） 

東北学院大学土樋キャンパス 8 号館 5 階　押川記念ホール 300 名

15:50 

▲

 17:20

T el  022-264-6406 東北学院大学法学政治学研究所

http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/index.shtml

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

オープン・リサーチ・センター公開シンポジウム「近
代ヨーロッパを読み解く　−地域から見た国民国家」
講　師　下田　淳（宇都宮大学教育学部教授） 他

東北学院大学土樋キャンパス 8 号館 5 階　押川記念ホール

10月31日 （土）   
13:30 

▲

 17:30

T el  022-264-6552 東北学院大学オープン・リサーチ・センター、ヨーロッパ文化研究所

http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/index.shtml

場　所

主催者

URL

問合先

「コーチングの応用と実践」（1）〜（4）
（学都仙台コンソーシアム・サテライトキャンパス公開講座）
講　師　北村　勝朗（東北大学）

仙台市市民活動サポートセンター・6 階セミナーホール 65 名

10月 31日 （土） ・11月 7日  （土） 
13:00 

▲

 18:00

T el  022-795-3925学都仙台コンソーシアム・東北大学 

http://www.gakuto-sendai.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

12
DEC 12月5日 （土） ・12月12日 （土） 「スポーツにおける下肢部障害の予防学」（1）〜（２）

（学都仙台コンソーシアム・サテライトキャンパス公開講座）
講　師　高橋　陽介（仙台大学）

仙台市市民活動サポートセンター・6 階セミナーホール

13:00 

▲

 14:30

T el  0224-55-1121学都仙台コンソーシアム・仙台大学 

http://www.gakuto-sendai.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

「『まち』とはなにか。一緒に考えましょう。」
（学都仙台コンソーシアム・サテライトキャンパス公開講座）
講　師　李　東勲（石巻専修大学）

仙台市市民活動サポートセンター・6 階セミナーホール 40 名

12月  5日 （土）   
15:00 

▲

 18:30

T el  0225-22-7716学都仙台コンソーシアム・石巻専修大学 

http://www.gakuto-sendai.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

12月12日 （土）   公開講演会「“光は東方より”　−古代オリエ
ント文化のギリシア・ローマ文化への影響−」
講　師　高橋　秀樹（新潟大学人文社会・教育科学系准教授） 他

東北学院大学土樋キャンパス 8 号館 5 階　押川記念ホール 

13:30 

▲

 17:00

T el  022-264-6656東北学院大学ヨーロッパ文化研究所、オープン・リサーチ・センター

http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/index.shtml

場　所

主催者

URL

問合先

「暗号技術の話 −古代ギリシャ・ローマから現代へ−」
（学都仙台コンソーシアム・サテライトキャンパス公開講座）
講　師　川村　暁（石巻専修大学）

仙台市市民活動サポートセンター・6 階セミナーホール 40 名

12月12日 （土）   
15:00 

▲

 18:30

T el  0225-22-7716学都仙台コンソーシアム・石巻専修大学 

http://www.gakuto-sendai.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

「ウィルス感染・高齢者肺炎の予防法 (1) 高齢者呼吸器感染症の予
防法」（学都仙台コンソーシアム・サテライトキャンパス公開講座）
講　師　山谷　睦雄（東北大学）

仙台市市民活動サポートセンター・6 階セミナーホール 80 名

12月19日 （土）   
13:00 

▲

 14:30

T el  022-795-3925学都仙台コンソーシアム・東北大学 

http://www.gakuto-sendai.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

スペースラボ in 仙台市天文台【シミュレーション
から物理を感じる〜間違いから本質を導こう〜】 
講　師　内山　哲治（宮城教育大学准教授）

仙台市天文台 中学生 20 名

12月19日 （土）   
14:00 

▲

 16:30

T el  022-214-3415宮城教育大学・仙台市天文台 

http://rika.miyakyo-u.ac.jp/information/index.html 

場　所

主催者

URL

問合先

12月19日 （土）   「ウィルス感染・高齢者肺炎の予防法 (2) 肺再生医療への挑戦」
（学都仙台コンソーシアム・サテライトキャンパス公開講座）
講　師　久保　裕司（東北大学）

仙台市市民活動サポートセンター・6 階セミナーホール 80 名

14:45 

▲

 16:15

T el  022-795-3925学都仙台コンソーシアム・東北大学 

http://www.gakuto-sendai.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

「美味しいお肉の秘密〜宮城の牛肉と豚肉〜」
（学都仙台コンソーシアム・サテライトキャンパス公開講座）
講　師　須田　義人（宮城大学）

仙台市市民活動サポートセンター・6 階セミナーホール 70 名

12月19日 （土）   
17:00 

▲

 18:30

T el  022-377-8414学都仙台コンソーシアム・宮城大学 

http://www.gakuto-sendai.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

東北大学サイエンスカフェ第 54 回×脳科学
GCOE 脳カフェ　「病は氣から　〜脳腸相関〜 」
講　師　福土　審（東北大学大学院医学系研究科教授）

せんだいメディアテーク　１階オープンスクエア

12月26日 （土）   
14:00 

▲

 17:00

T el  022-217-4977東北大学

http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

定　員

定　員

尚絅学院大学オープンカレッジ2009後期　
コミュニケーション・英語・ハングル・イタリア語・
アート・ことば・文章・健康スポーツなど
22講座開講

問合せ・申込先　尚絅学院大学エクステンションセンター
TEL 022-381-3315　FAX 022-381-3325
E-mail:extension@shokei.ac.jp
http://www.shokei.jp/institution/extension/

定　員

60 名定　員

10
OCT



おじゃまします
学びの庭に

「読書の秋、図書館に行こう！」という氣分も高まるこの季節。図書館にちなんだ学術の話を聴いてみよう、
と思い立ちました。

「図書館情報学」のそもそもから現在まで、情報技術の進歩とともに歩まれた宮城学院女子大学・澤井清先生に
まずはお話を伺いました。

価値ある情報を検索し提供するのが 図書館の使命
はがき、FAX、E-mailのいずれかで、①住所、②氏名、③年齢、④職業、⑤電話番号、
⑥クイズの答え2つ、⑦内容についての感想を添えて編集部（最終頁参照）までご応募ください。
※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいた個人情報は連絡・発送作業にのみ使用いたします。

応募
方法

【応募締切】2009年11月30日　当日消印有効

懸賞懸賞
クイズ

Q.1　日本で唯一国立の納本図書館と言えば？

正解者の中から抽選で3名様に
図書カード1000円分をプレゼント

図書カードを当てよう！

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。佐藤義則先生の記事もご覧ください。※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。佐藤義則先生の記事もご覧ください。

図書館学から図書館情報学へ

　図書館には、市民の皆さんにとって身近な公共図書館だけで

なく、日本で発行された全ての出版物を収集する国立国会図書

館や、大学図書館、専門図書館など、いろいろな種類があります。

図書館と聞くと好きな本を借りて読めるところというイメージ

があるかもしれませんが、歴史を遡れば、専門的な資料を収集・

整理・保存して、求めに応じて提供することこそが本来の使命

でした。日本の国立国会図書館は 1948 年に米国をモデルに開

設されましたが、米国の国立図書館は、議会図書館だけでなく

医学、農学の計 3つがあります。

　利用者が求めている情報を提供するため、図書館員には「最

適な資料」を見つけ出す力、つまり検索能力が必要です。今で

はインターネットを通じて様々な情報、データベースにアクセ

スすることができますが、かつてはそうではありませんでした。

　医学を例にとれば、新たな治療法や実験結果は、まず論文と

して学術雑誌や図書として発表されます。医師や研究者の求め

に応じるため、図書館は題名や研究者名、さらには何について

書かれているかという「主題」を書き出し、膨大な目録を作り

続けてきました。こうした高度な知識と能力を持った図書館員

を養成するための学問が、図書館学だったのです。

　しかし 1946 年にコンピュータが登場すると、やがて目録の

電子化が始まります。他の分野に先駆けて進んだのは、医学論

文の検索システムでした。ワシントンにあったコンピュータを

使っての技術開発の後、これを遠隔地から操作して検索できる

オンライン化が実現し、さらには図書館や国によって異なって

いたファイル形式の標準化

が進みました。電子化によっ

て情報検索の速さと正確さ

は大きく向上し、図書館学

も、情報処理を扱う情報学

と融合した図書館情報学へ

と変わってきたのです。

　今では医学に限らず、さまざまな専門分野の資料の文献目録

が電子化されています。大きく見れば、自然科学から始まっ

て、法律学などの社会科学、文学などの人文科学へと広がって

いきました。目録や文献そのものが電子化され、検索できるよ

うになったことで、時代による研究動向の変化を明らかにする

といった「計量的分析」も可能になりました。また、図書館の

利用のされ方を分析することで、より良いサービスの提供につ

なげることも可能になっています。

　今は家庭にもインターネットが普及し、誰もが自分の求める

情報を検索できる時代になりました。しかしインターネット上

の情報は膨大な上に玉
ぎょく

石
せき

混
こん

淆
こう

で、本当に欲しい情報、確かな情

報を手に入れられるとは限りません。ましてや高度に専門的な

情報が必要な場合は、それがインターネットで入手できるのか、

無料なのか有料なのか等も確かめなければなりません。現代の

図書館にはいっそう質の高いサービスが求められているのです。

資料情報の電子化に立ち会う

　私は大学卒業後、慶應義塾大学の医学分野の専門図書館であ

る、北里記念医学図書館（のちに慶應義塾大学医学情報セン

ター、現・慶應義塾大学信濃町メディアセンター）に勤務しま

した。1937年創立のこの図書館は、歴史、蔵書数、文献提供サー

ビスの質の高さに加えて、学外の医学研究者の利用を受け入れ

る開放性でも知られています。

　1968 年から、私は慶應義塾大学の大学院で、図書館・情報

学を 4年間学びました。米国からもたらされた新しい技術を

使いこなす図書館員を養成する課程に、委託研究生として派遣

されたのです。手書きで記入した紙のカードを使って資料を探

し出す方法から、コンピュータのデータベースで検索する方法

へと、日本の図書館が変わる最初の場面に立ち会いました。

　米国は 1964 年から医学論文目録のデータベース検索を開始

していましたが、　その入力作業の一部（日本の代表的な医学雑

誌 100誌）を北里記念医学図書館で実施していました。（この

ことで、1972 年から協力国である日本に磁氣テープが政府間

交渉で日本科学技術情報センター＜現：JST＞に無償提供され

る。現在の入力は米国で実施。）米国から帰った研究者の指導の

もと、私たちは主題分析の索引方法や新しい検索方法を学びま

した。医学論文のデータベース入力や検索には、医学の専門知

識が欠かせません。朝から夕方 5時まで図書館勤務の後、6時

からは専門家のレクチャーを受けて医学知識を勉強しました。

　こうして北里記念医学図書館は、それまで困難な情報探索を

まずマニュアルで提供できる体制を整えました。当時は、日本

の図書館として最大の約 100名というスタッフを擁していて、

うち10名が医師や研究者への情報探索の対応にあたりました。

女性が多くを占める図書館員が、高度に専門的な要求を理解し、

医学の索引誌を駆使して、的確な情報を提供することに、医師
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や研究者を大いに驚かせたものです。そして、いずれは日本で

も米国と同じようにオンライン検索で、より早く、より的確な

情報検索ができることを待ち望んでいました。

　私自身は 1974 年、新設の防衛医科大学校に移り、これまで

学んだ知識を基に、1978 年我が国初の公衆電話回線によるオ

ンライン情報検索を実施しました。米国で、通信環境が整って

医療業界向けのオンラインサービスが始まったのは 1971 年で

す。日本にも 76年に導入されましたが、当時は専用回線の使

用料が月額 70万円もしました。78年に電電公社、今のNTT

が公衆回線をデータ通信用に開放

したことで、電話線を通じたデー

タベースへのアクセスが可能にな

ります。受話器をセットする端末

を使い、電話代とデータベース利

用料を氣にしながらでしたが、日

本でもようやくオンラインでの情報検索が普及し始めたのです。

　1980 年から宮城学院女子大学で図書館司書の養成に携わる

ことになった私は、82年、端末を導入して学生に情報検索を

学ばせました。83年には「国文学研究資料館」の国文学論文

目録データベースにアクセスしてオンラインによる文献の情報

検索を行いましたが、これは人文科学分野における日本で初め

ての例です。

市民の学びと図書館サービス

　資料のデータベース化は、専門的な研究論文から、やがて一

般図書や新聞記事にまで広がりました。オンライン化は国境を

越え、今ではインターネットで世界中が結ばれています。学術

雑誌はデジタル化が進み、論文は図書館で印刷物を探すのでは

なく、研究室のパソコンで検索して入手するものになりました。

　論文以外でも、文書のデータベース化が急速に進んでいます。

今でもデジタル化されていないものや、インターネットで存在

が確認できても、入手できなかったり利用料が必要な資料もま

だまだたくさんあります。しかし技術の進歩によって、情報へ

のアクセスがたいへん容易になったことは間違いありません。

　公共図書館は、資料の貸出、児童サービス、郷土に関する質

問への回答や資料の提供などの役割を果たしてきました。これ

からは健康や医療、生涯学習、ビジネス、行政、法律などにつ

いて、有益な情報が提供できるよう努めなければなりません。

そのためには司書を十分に配置する必要がありますし、司書も

また自己研鑽に励む必要があります。

　市民の皆さんには、図書館についてもっと知っていただいて、

積極的に活用していただきたいと願っています。公共図書館に

は本以外にも様々な印刷資料、視聴覚資料、電子資料がありま

すし、ネットワーク化によって、その図書館にない資料も県内

の他館から取り寄せて貸し出すことができるようになっていま

す。県内に無ければ、国立国会図書館から取り寄せて無料で閲

覧したり、これは有料ですが、雑誌記事のコピーを入手するこ

ともできます。判断や行動に自己責任が求められる時代にあっ

て、図書館は問題の解決が一ヶ所で期待できる「ワンストップ

サービス」の、頼れる機関だと言うことができます。

　図書館サービスの最終目標は、利用者個人を援助するレファ

レンスサービスであり、図書館員の仕事は、資料を駆使して最

も的確で、信頼できる正確な情報を提供することです。加えて、

専門の情報機関や専門家を紹介したり、データベースを使って、

過去・現在の新聞記事や雑誌記事を探し出したりすることもで

きます。来館が困難であれば、相談は電子メールや電話・FAX

でも可能です。

　学びに志しておられる市民の皆さん、公共図書館は市民の税

金で運営されています。遠慮することなく大いに質問し、利用

していただきたいと思います。

（取材＝ 2009 年 8月 27日／宮城学院女子大学・人文館 3階東会議室にて）



おじゃまします
学びの庭に

図書館って単に本を借りたり読んだりするだけの場所ではないんだ、とわかってきました。
そもそもの図書館の役割、進化した情報技術 ･･･、いろいろと奥深い話に、興味をそそられたり、考えさせられたり。
もうお一人「図書館情報学」の東北学院大学・佐藤義則先生のお話も聴いてみましょう。

デジタル化時代の図書館
はがき、FAX、E-mailのいずれかで、①住所、②氏名、③年齢、④職業、⑤電話番号、
⑥クイズの答え2つ、⑦内容についての感想を添えて編集部（最終頁参照）までご応募ください。
※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいた個人情報は連絡・発送作業にのみ使用いたします。

応募
方法

【応募締切】2009年11月30日　当日消印有効

懸賞懸賞
クイズ

Q.2　図書館の起源とも言われる紀元前3世紀頃建設の図書館は？

正解者の中から抽選で3名様に
図書カード1000円分をプレゼント

図書カードを当てよう！

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。澤井清先生の記事もご覧ください。※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。澤井清先生の記事もご覧ください。

情報技術が変わると図書館も変わる

　図書館情報学は、図書館の実務に足場を置く学問です。実務

者が自分の勘や経験、所属する組織に頼るのではなく、一般原

則に則って業務を遂行できるよう理論化を図ってきましたし、

実務者の養成にもあたってきました。図書館のあるべき姿を考

える上で、利用者の視点を欠かすことはもちろんできません。

図書館評価、情報利用行動研究などが、現在の私の主な研究対

象分野です。

　時代によって、求められる図書館や情報のあり方は変化しま

す。図書館の歴史は紀元前のアレクサンドリア図書館まで遡る

ことができますが、市民の皆さんにとって身近な公共図書館が、

英国、米国など各地に設立され始めたのは 19世紀の中頃でし

た。市民革命・産業革命を経て暮らしに余裕のある市民が登場

したことで、余暇を有効に使うための読書が広まり、図書館は

近代国家に不可欠の社会装置になったのです。

　公共図書館に限らず、19世紀は図書館、そして書物そのも

のにとって大きな変革期でした。グーテンベルクが活版印刷

を発明したのは 15世紀でしたが、大規模な印刷出版が始まる

のは、18世紀末から 19世紀の初めになってからのことです。

1840 年代には、パルプから紙を作る技術が発明されたことも

あり、出版印刷はさらに盛んになります。また 19世紀は学術

研究が発展し、大学が整備されて研究者が制度化された時代で

もあったのです。情報の流通量が増大し、図書館の設立が進ん

だことによって、資料の収集、保存、分類、整理を研究する図

書館学も進展し、実務者を養成する学問として、英国、米国で

特に盛んになりました。

　1950 年代後半に米国でコンピュータが利用され始めると直

ぐに、図書館の資料目録や論文索引の分野での適用が開始され

ました。はじめ目録カードの編集作業に導入されたコンピュー

タは、やがてカードの記載内容をデータベース化することで検

索・出力することができるようになり、効率は飛躍的に向上し

ます。また、米国では 1971 年に医学関係文献のデータベース

のオンライン検索の利用が開始されました。オンライン化が進

んで大学図書館ではその活用が必須となり、図書館員には、研

究者の代わりにデータベースにアクセスして必要な情報を検索

する能力が求められるようになったのです。

　私は大学図書館に20年間勤務した後で研究者になったので、

システムの設計に携わるなど、図書館員として日本の大学図書

館が変わって行く現場に居合わせました。今では日本でも各地

に公共図書館が設置され、たくさんの図書が貸し出されるよう

になっています。蔵書データのオンライン化も進みました。し

かし情報技術の発達によって、図書館や情報のあり方は、さら

に大きく変わろうとしています。

学術論文はオンラインで流通する時代に

　全ての研究は、先行する業績の上に成立します。従って大学

や研究者にとって学術雑誌の購読は欠かせません。1990 年代

半ばからの急速なインターネットの普及を背景として、現在で

はデジタル化された論文を掲載する「電子ジャーナル」が常識

となっています。現在では年間 250 万とも言われる数の論文

がオンラインで検索され、ディスプレイで読まれる時代となり、

印刷・製本された学術雑誌を購入し続ける機関は減少しつつあ

ります。

　しかし問題がないわけではありません。1970年代から学術雑

誌の価格が消費者物価をはるかに上回る率で上昇を続け、今で

は国際的に権威のある雑誌は非常に高価なものとなっているの

です。この原因としては、新たな研究分野の出現や研究分野の

細分化に伴った研究者数の増大、その結果としての学術論文数

の増加、商業出版社の参入と規模の拡大などがあげられていま

す。ネットワークにより流通が格段に容易になる一方で、重要
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な情報へのアクセスが

かえって困難となる状

況が生まれています。

　これに対して近年で

は、学術論文を「イン

ターネット上で誰でも

が制約無しに読めるよ

う」にするという「オー

プンアクセス」の考え方が広まりつつあります。学問・研究の

成果は次世代に引き継がれるものとして、基本的にはオープン

に、容易に入手、利用できるようにされるべきものでしょう。

米国や英国では公的な助成を受けた研究成果の無料公開を義務

付けるケースも出てきましたし、ハーバード大学をはじめ所属

する研究者に対して機関のデータベース（リポジトリ）での論

文公開を義務付ける大学も出ています。

　デジタル化の流れは学術雑誌にとどまりません。ご存知のよ

うに、米国の Google（グーグル）は、インターネット上の情

報を検索する仕組みの最大手です。検索結果の画面に広告を掲

示することで収入を得て、巨大な企業に成長しました。この

Google が進めている「ブック検索」というプロジェクトが大

きな議論を巻き起こしています。これは、超高速スキャナによ

る画像データの作成と、ソフトウェアによる画像データから文

字データへの変換によって、世界の大きな研究図書館にある約

1500 万の図書の全てのページをインターネット上で利用可能

（図書の全文検索機能と画像データ表示によって）にしようと

いう壮大な計画です。すでに約 700 万点の図書について作業

が完了しており、一部はすでに公開されています。デジタル化

を進めているのはGoogle だけではありません。こうした作業

の結果、膨大な図書の内容をオンラインで検索できるようにな

るだけでなく、図書や論文間の相互のダイナミックな結びつけ

（リンク）によって必要とする情報の発見と入手が格段に向上

することが期待されます。またデジタル化によって、目が不自

由な人のための音声ソフトによる読み上げが容易になる点も見

逃せません。

　「ブック検索」については、米国の著作者団体と出版社協会

が著作権侵害で Google を訴えましたが、昨年 10 月に当事者

間での和解が成立しました。この訴訟はクラスアクション（一

部の被害者が全体を代表して訴訟を提起）であったため、和解

はデジタル化した図書の著作権者全てに効力を持つことになり

ます。このため現在も、この和解を認めるかどうか連邦地方裁

判所での審理が続けられていますが、この和解が学術研究者の

利害を代表していないことや、Google によるビジネスの独占、

私企業に知的生産物のゆくえを委ねることへの懸念や反対意見

が数多く表明されています。

　電子ジャーナルや「ブック検索」をはじめとしたデジタル化

は、「知の生産と公開にかかる費用」つまり執筆や査読や編集

にかかる費用を誰が負担するのか、誰が保存（継承）に責任を

持つべきなのか、そして誰が知識や情報を所有するのかという、

政策面での大きな課題をももたらしているのです。　

図書館の将来は市民が決める

　こうした時代にあって、市民の皆さんが利用する公共図書館

はどう変わって行くでしょうか。現代は変化が激しく、子ども

の頃や若い頃に習った知識・技能だけでは不足してしまいます。

大人になった後も学び続ける必要がある「生涯学習社会」です。

生活・仕事に役立つ情報や、専門的な興味・関心に応えられる

適切な資料を、自分で探し、使いこなさなければなりません。

　こうした、自ら学び続ける「セルフラーニング」において、

これからも図書館は有用であり続けるはずです。自宅や職場か

らインターネットに接続できても、必要な、価値のある情報を

見つけ出すことが難しい場合もあるでしょう。わが国でも図書

館が契約する有料のデータベースをサービスする公共図書館も

出始めています。一方、インターネット上のコミュニティでは、

しばしば狭い人間関係の中で議論が先鋭化してしまいがちで、

それが適切な判断を妨げる危険性も指摘されています。また、

ネットだけでなく、リアルな書棚を眺めることで見えてくるこ

とも少なくありません。これからの図書館には、開放的な学び

の場としての機能も期待されるでしょう。

　しかし忘れてはならないのは、公共図書館が今後どうなって

行くのかを決めるのは、利用者である市民の皆さんだというこ

とです。無料の貸本屋としてのみ使おうとすれば、図書館はそ

うなっていきます。1994 年に採択されたユネスコの公共図書

館宣言は、民主的な社会を実現するのは、情報を見つけ出し評

価する能力を身につけた「見識ある市民」であると謳
うた

いました。

現実の社会のありように立脚しつつ、将来を含めて「良い図書

館とは何か」を市民の皆さんとともに考えていきたいと願って

います。
（取材＝2009年9月2日／東北学院大学土樋キャンパス・3号館佐藤義則研究室にて）



「学び」イベントに行ってきました

「市民の声」を交流しましょう。
「参加体験記」募集中！「参加体験記」募集中！参加体験記

「学びイベント」の参加体験記を募集しております。
◎投稿先「まなびのめ」編集部　Webからも応募できます。

名著への旅

「まちづくりの発想」
田村　明 著
岩波新書

（1987年12月21日　第1刷発行）

第 2回

　「ネズミを使って研究していた時は何処からも声はかかりませんでし
た。」そう笑顔で講演されているのは「運動生理学」を研究する宮城
教育大学の前田順一教授。宮城県教育委員会・文部科学省報告書及び
2006 年度に各都道府県教育委員会が公表した体力・運動能力調査報告
書により宮城の子どもたちの体力、運動能力の現状を分析して今後の課
題についてお話を伺いました。中学 1 年男子、高校 3 年男子の 1500m
持久走の 40 年で 50 秒程記録が落ちている年次変化。小学校 5 年生
の立ち幅とびの例では 47 都道府県中、男子 47 位・女子 46 位。また
2006 年の肥満傾向児出現率では年齢 11 歳においては宮城がダントツ
1 位。いずれにしても喜ばしい数字ではなく軽視できないでしょう。生
活すること自体が運動する事だった時代を考えると、運動するのは体育
の時間のみ、好きなものだけを食べ、TV ゲームは長時間、あげく睡眠
不足で体調不良。一見恵まれたようで実は心身ともに悪影響ばかりの背
景がそこにあります。
　宮城の子どもたちの体力・運動能力の低下は、僅かな身体活動でも生
きていけるようになった「便利な」生活と環境に原因があるようです。
特に体重の移動をともなう種目での体力低下は著しく、体脂肪量の増大
にともなう体重の増加に問題があります。食の摂取量と日常生活でのエ
ネルギー消費量のバランス。子どもたちの運動量を確保する為には大人
から率先して行動様式を変えていくことが必要なのです。『隗より始め
よ』教授から締めくくりのメッセージです！　　　　（名高 PTA・Y.E.）

＜宮城県 PTA 指導者中央研修会　講演及びシンポジウム＞

　■「宮城の子どもたちの体力・運動能力の現状と課題」

　　　　講師　国立大学法人 宮城教育大学 教育学部教授　前田　順一　氏

2009 年 7 月 29 日（水）13:00 ～ 16:00　宮城県庁行政庁舎 2 階講堂

＜ワンコインプラネタリウム＞

　■「武田こうじの poetry reading」

　　　　　　　　　　　　出演者　（ナレーター）　詩人　武田こうじ　氏

2009 年 8 月 23 日（日）　仙台市天文台　プラネタリウム

　子供たちは夏休み終盤の日曜日ということもあってか、天文台は多く
の家族連れや若い人で賑わっていました。
　私が見たワンコインプラネタリウムとは、100 円というリーズナブ
ルなお値段で蠍座に関する簡単な説明、そして星座に関する詞をプラネ
タリウムが彩る、満天の星空を見上げながらナレーターで詩人の武田こ
うじさんが朗読する詩を拝聴するというものでした。上映時間も 20 分
と氣軽に参加できるもので、興味深い星座の話、例えば「蠍座の次は射
手座ですが、射手座が弓矢で狙っているのが蠍座なので、蠍座の人は射
手座の人には注意しましょう」など、ユニークな意外に知らない自分の
星座のお話は大変興味深かったです。何より満天の星空を仰ぐことで日
常から少し離れてリフレッシュできるとてもいいイベントでした。
　8 月は蠍座をクローズアップしていましたが、ワンコインプラネタリ
ウムは毎月その月に空に見える星座を取り上げていたり、まったく違う
企画もあるらしいです。何よりその時クローズアップされる星座の人は
生年月日を証明できるものを提示すれば無料で見ることができるという
のは魅力的です。（笑）　　　　　　 　　（仙台市若林区・男性　LIKU.）

名著への旅第 7回

『決断の条件』
会田雄次 著
新潮社　新潮選書

（1975 年 6 月 20 日　初版発行）

参加体験記

これからの主な

「学び」イベント このマークはイベント参加について
の有料・無料または事前申込の有無
について記しています。

有料 無料 要申込 申込不要

　日本人にとって決断することが苦手なのは昔も今も変わらぬ
ようだ。本書が発行された 34 年前、その序論には「今私たちは
この決断の世界へ突入していく運命にある」と述べられていた。
　決断の条件とその基になる人間学について、イタリアルネサ
ンス期の外交官、良くも悪くも『君主論』で有名なマキャヴェ
リの言葉、中国古典の『韓非子』『孫子』『六韜（りくとう）』
などを引いて論説している。専門の歴史研究に裏打ちされた透
徹な目は、人間の本性をその極みにまで踏み込んで捉えている。
　明智光秀の謀叛、大塩平八郎の乱、盧溝橋事件、キューバ危
機……。歴史はこう見なければならなかったか、の念ひと方な
らぬものがある。
　国際化の一段の進展、経済の後退化、企業間競争激化の現代
にあって、決断の重要性は増すばかりであるが、本書は古今の
戦乱や政治上の視点に終始せず、むしろ我々が属する一般社会
での決断に主眼を置いている。いつの時代でも色褪せない本物
の思想・考究がここにある。 　　　　　　　　　　　　　（曜）

mobile版には新イベント情報が
随時更新中
右記のQRコードから
アクセスください。

　一度出向いてみたいと思っていた同館の館長講座に初めて行ってきま
した。開館 30 ～ 40 分も前から会場に入って、今回のレジュメを熱心
に読んでいる方が多いのには正直びっくりしました。
　進藤館長の講義は分かりやすく、語り口も大変親しみのあるものでし
た。フルに 90 分スタンディングでお話されていたので、体力もなけれ
ば出来ない仕事なのだなと思いました。
　白河郡は陸奥国内陸部の最南端に位置し、軍団も置かれ 25 郡を有し
た大郡として重要視された郡ということです。現在の白河市、西白河
郡、東白河郡、石川郡の範囲にあたります。地理的位置から分かるよう
に、白河国造は下野、那須との関係が密接で、この地方の国造と同族で
あったということから、白河郡家の瓦の系譜は 7 世紀末から 8 世紀前
半には下野地方の影響が強く、同じく 8 世紀前半の多賀城の創建と共に、
その瓦の文様がいち早く採用されたものと考えられ、大きくこの二つの
影響を受けているということでした。 
　講義後に見学した「こども歴史館」では、1200 年前の多賀城跡出土
の瓦が手で触れられるように展示してあり、そのずっしりとした古代人
の心意氣を肌で感じることもでき、とても有意義な午後の休日となりま
した。　　　　　　　　　　　　　　　　　（宮城郡利府町・男性　H.S.）

2009 年 9 月 5 日（土）13:30 ～ 15:00　東北歴史博物館 3 階　講堂

＜東北歴史博物館館長講座＞

　■『東北古代瓦の系譜』　　第 9 回　「陸奥白河郡家軒瓦の構成」

　　　　　　　　　　　　　講師　東北歴史博物館　館長　進藤　秋輝　氏10
OCT

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

公開講演会
「身近にあった！アンモナイトの宝庫」

講　師　永広　昌之（東北大学総合学術博物館教授）

仙台市科学館 2 階　特別展示室

10月31日（土）
13:30

▲

15:00

Tel 022-795-6767東北大学総合学術博物館・仙台市科学館

http://www.museum.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

音楽を通して見た国際理解　国際理解の第一歩を、音楽から踏み出そ
う！ 第 3 回　身近で話そう　〜宮城県の学校における実践例〜 
講　師　宮城県内小中学校教諭

宮城教育大学 2 号館 220 教室 40 名

11月  3日（火）
13:30

▲

16:00

宮城教育大学・( 独 ) 国際協力機構東北支部（JICA 東北） 

Tel 022-275-5540

場　所

主催者

東北福祉大学開放講座「古文書解読入門」
（全 5 回）

講　師　細井　計（東北福祉大学特任教授）

東北福祉大学 50 名

11月 5日（木）〜
13:00

▲

14:30

Tel 022-301-1197東北福祉大学

http://www.tfu.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

11月 6日（金）〜みやぎ県民大学「電子が決めるモノの性
質：見えない電子の世界を見る」（全 4 回）
講　師　髙橋　正彦（東北大学多元物質科学研究所教授）

東北大学多元物質科学研究所　科研棟 S 棟セミナー室 40 名（18 歳以上の県民）

14:30

▲

16:30

Tel 022-217-5204東北大学多元物質科学研究所・宮城県教育委員会

http://www.tagen.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

東北工大オープンカレッジ「焼却系廃棄
物を環境に優しい建設資材へ利用」 
講　師　伊藤　孝男（東北工業大学工学部建設システム工学科教授）

東北工業大学一番町ロビー　4 階ホール 60 名

11月 6日（金）
18:00

▲

19:30

Tel 022-723-0538東北工業大学

http://www.tohtech.ac.jp/news/lobby/opencollege.html

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

英語英文学研究所学術講演会「英語が『わかる』か
ら『できる』へ　−シャドーイング・音読の効果−」
講　師　門田　修平（関西学院大学教授） 

東北学院大学土樋キャンパス 8 号館 5 階　押川記念ホール 200 名

11月 7日（土）
14:40

▲

16:10

Tel 022-264-6401 東北学院大学英語英文学研究所

http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/index.shtml

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

第 45 回日本臨床心理学会仙台大会特別公開講演「作家の病跡に
みるマゾヒズム、マゾヒズム的心性−谷崎潤一郎と有島武郎−」 
講　師　二木　文明（東北文化学園大学教授・精神科） 

東北文化学園大学 500 円

11月 8日（日）
13:30

▲

15:30

Tel・Fax 022-207-2005日本臨床心理学会

http://www.geocities.jp/nichirinshin

場　所

主催者

URL

問合先

企画展　「江戸のサイエンス」記念講演会 　 
「仙台藩の天文史〜戸板保佑と幻の西洋暦」 
講　師　黒須　潔（仙台郷土研究会理事） 

東北大学川内萩ホール 2 階会議室

11月 8日（日）
13:30

▲

15:30

Tel 022-795-5911東北大学附属図書館

http://tul.library.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

「成功する体づくり」（1）〜（２）
（学都仙台コンソーシアム・サテライトキャンパス公開講座）
講　師　加賀　洋平（仙台大学）

仙台市市民活動サポートセンター・6 階セミナーホール 60 名

11月14日（土）〜
13:00

▲

14:30

Tel 0224-55-1121学都仙台コンソーシアム・仙台大学 

http://www.gakuto-sendai.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

公開市民講座　自然史講座
「木の文化史２．スギと杉」第 8 回

講　師　飯島　泰男（秋田県立大学高度木材加工研究所）

東北大学植物園　講義室 80 名

11月14日（土）
13:30

▲

15:00

Tel 022-795-6760東北大学学術資源研究公開センター植物園

http://www.biology.tohoku.ac.jp/garden/event.htm

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

11
NOV

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

「地域の拡大と都市構造の変化」（学都仙台コン
ソーシアム・サテライトキャンパス公開講座）
講　師　藤井　黎（聖和学園短期大学名誉学長）

仙台市市民活動サポートセンター・6 階セミナーホール 60 名

11月14日（土）
15:00

▲

16:30

Tel 022-376-3151学都仙台コンソーシアム・聖和学園短期大学 

http://www.seiwa.ac.jp/college/open_lecture/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

実験教室「電気・磁石・音のふしぎ　スピー
カーを切ってみよう！」
講　師　本間　明信（宮城教育大学教育臨床総合研究センター教授）

東北電力グリーンプラザ　コミュニティールーム 小学 4 〜 6 年生・25 名（抽選）

11月15日（日）
13:00

▲

15:00

Tel 022-225-2969 東北電力グリーンプラザ 

11 月 1 日（日）

場　所

主催者

締　切

問合先

安全教育東北フォーラム in みやぎ

講　師　藤岡　達也 ( 上越教育大学教授 ) 他

せんだいメディアテーク 7 階スタジオシアター 150 名

11月20日（金）
13:00

▲

17:00

Tel 022-795-7509日本安全教育学会

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/karima-lab/JASE/JASE.html

場　所

主催者

URL

問合先

サケが海へ旅立つまでのお話
〜見て・触って・考えるサケの学習館〜
講　師　棟方　有宗（宮城教育大学教育学部准教授）

宮城教育大学 生物学第二実験室 各回小学５・６年生１５名

11月21日（土）・11月28日（土）
10:00

▲

16:00

Tel・Fax 022-214-3414宮城教育大学

http://fish.miyakyo-u.ac.jp/event.html

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

「韓国語から見えてくる日本語の世界」（学都仙台
コンソーシアム・サテライトキャンパス公開講座）
講　師　文　慶喆（東北文化学園大学）

仙台市市民活動サポートセンター・6 階セミナーホール 60 名

11月21日（土）
13:00

▲

14:30

Tel 022-233-3451学都仙台コンソーシアム・東北文化学園大学 

http://www.tbgu.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

東北大学サイエンスカフェ第 53 回
「東と西：ものの言い方、話し方 」

講　師　小林　隆（東北大学大学院文学研究科教授）

せんだいメディアテーク　１階オープンスクエア

11月27日（金）
18:00

▲

19:45

Tel 022-217-4977東北大学

http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

「進化し続ける自動車のエレクトロニクス」（学都仙
台コンソーシアム・サテライトキャンパス公開講座）
講　師　植中　裕史（東北文化学園大学）

仙台市市民活動サポートセンター・6 階セミナーホール 60 名

11月28日（土）
13:00

▲

14:30

Tel 022-233-3451学都仙台コンソーシアム・東北文化学園大学 

http://www.tbgu.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

「車室内の環境とその制御」（学都仙台コン
ソーシアム・サテライトキャンパス公開講座）
講　師　野﨑　淳夫（東北文化学園大学）

仙台市市民活動サポートセンター・6 階セミナーホール 60 名

11月28日（土）
15:00

▲

16:30

Tel 022-233-3451学都仙台コンソーシアム・東北文化学園大学 

http://www.tbgu.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

川島隆太せんせい講演会
「脳を知り、母子相互作用を考える」

講　師　川島　隆太 ( 東北大学加齢医学研究所教授 )

仙台国際センター　萩の間

12月 5日（土）
10:00

▲

11:30

Tel・Fax 022-297-1551（社）日本助産師会宮城県支部

一般参加 1,000 円　一般医療従事者 2,000 円　学生 500 円

場　所

主催者

料　金

問合先

「日本とアメリカにおける若者の貧困問題を考える」
（学都仙台コンソーシアム・サテライトキャンパス公開講座） 
講　師　立花　顕一郎（東北文化学園大学）

仙台市市民活動サポートセンター・6 階セミナーホール 60 名

11月21日（土）
15:00

▲

16:30

Tel 022-233-3451学都仙台コンソーシアム・東北文化学園大学 

http://www.tbgu.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

の色使い

襲色目（かさねのいろめ）
袷仕立て（あわせしたて）された衣服の表地と裏地の配色で
平安貴族の雅な色。
四季折々の変化をその様相の比喩表現によって色彩として
感じ取ってきた日本人が作り上げてきた配色法です。
第6号：秋を表す「落栗色（おちぐりいろ）」（otiguri-iro）

　8 月 21 日（金）せんだいメディアテークで行われた東北大サイエン
スカフェ「こうじ菌と醸造食品　～もやしもんワールド～」に行ってき
ました。
　教授の話は提示されたものの大部分がプリントになっているので話が
聞きやすく、分かりやすかったです。特に良かったのはテーブルを担当
してくれた、学生の質問に対する解答が明解であった事です。お母さん
方から出される実生活から出た疑問に１つずつしっかりと分かりやすく
答えていたことが印象に残りました。　　　（仙台市太白区・男性　K.M）

＜第 50 回東北大学サイエンスカフェ＞

　■「こうじ菌と醸造食品　～もやしもんワールド～」

　　　　　　　　　講師　東北大学大学院農学研究科教授　五味　勝也　氏

2009 年 8 月 21 日（金）18:00 ～ 19:45　せんだいメディアテーク
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2,500 円料　金

料　金

（※入園料
　別途必要）

500 円料　金

（※各日どち
　らかを選択）

問合先


