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＜連載＞ 

こんなのきました  －参考調査課によせられたレファレンス－ ⑯ 

君の名（書名）は…？ たかが所蔵調査、されど所蔵調査の巻 
                                   

 「○○という本は、ありますか？」 
 これは、利用者からよく聞かれる質問ではないでしょうか。 
 単純な有・無の調査のようですが、微妙な覚え間違いなどもあり、書誌の確認に

右往左往することもしばしばです。特に、著者が外国人の翻訳図書の場合は、実は

未訳であったり、原書名と邦訳書名が全く変わっていたりなど、利用者からの情報

は間違っていないのに、書誌確認になかなかたどり着けない、ということもありま

す。今回は、そんな書誌確認に四苦八苦した事例を紹介します。 

《「人間の意味の探求」（ヴイクトル・E・フランクル著）という本を探している》 

 まず、当館、総合目録、NACSISWebcat などを検索してみましたが、該当する
書誌を見つけることができませんでした。 
 取りあえずの一手、手がかりを探そうと書名を検索エンジン“Google”で検索し
てみると、この資料を引用したらしい強制収容所についての文章が一件ありました。

あわせて「Man’s Search for meaning」（人間の意味の探求）の記述があり、未訳
の可能性もあり、と判断しました。 
 ちなみに、著者のフランクル（Viktor E.Frankl）はオーストリアの精神医学者で、
日本では「夜と霧」の著作でよく知られています。当館でも「夜と霧」（みすず書房

発行のもので数点所蔵）のほか、著作は幾つかあったので、これら著作にそれらし

い資料の記述はないか見ると、次のようなことが確認できました。 

 ①「フランクル回想録」（春秋社 1998年） セ：289.3-FRA 
  1945年に出版された強制収容所の本の英語版タイトルが「人間の意味探求」 
 ②「生きる意味を求めて」（春秋社 1999年） セ：149.8-I 
  強制収容所における体験記「夜と霧」の原題は「ある心理学者の強制収容所体験」 

 このことから、「人間の意味探求」と「夜と霧」は同じ資料をもとに翻訳されたの

ではと推定し、もう一度Webcatで書誌を確認してみました。まず、「夜と霧」で検
索。その結果、「別タイトル：Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager」と
あり、これが原書名と判断しました。さらにWebcatで、この別タイトルを検索（“タ
イトルワード”及び“フリーワード”を使用）すると「Man's search for meaning」
の書誌があり、「夜と霧」と同じ別タイトルを確認しました。 
 この結果から「人間の意味の探求」と「夜と霧」は同じ資料のタイトルを翻訳し

た資料と判断し、利用者に伝えたところ「夜と霧」はすでに読んでいたが、別の資

料で「人間の意味の探求」（Man’s Search for meaning）が紹介されており、まだ
読んだことのない本だと思ったとの返事でした。 
 訳者や出版された国によってニュアンスが変わる翻訳資料のタイトルの不確定さ

と原書名の重要性、そして何より“NACSISWebcat”を使いこなせばこんなに強い
味方はないことを改めて感じさせる一件となりました。 
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＜連載＞ 

こんなのあります  －いちおしレファレンス・ブック－ ⑦ 

“書き順”なら私たちにおまかせ！！ 
                                   

 始まりは「臼という漢字の書き順が知りたい」というレファレンスでした。まあ、

何かの辞典にでも載ってるんでないかいと楽勝ムードだったのですが、これがあに

図らんや、出てこないのです。わからないのです。こうして、こんな時にこれさえ

あればバッチリ！という資料を探し求めることになったのでした。 
 今回はその結果、新たに購入することとなった資料をご紹介します。 
 
「大きな活字の楷行草筆順・字体字典」（江守賢治編 三省堂 1996 年） セ：728.4-O 

 1983年に「楷行草筆順・字体字典」として出版されていたものの大活字版です。 
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常用漢字（1981 年 10 月の内閣告示「常用漢字表」により 1945 文字が選定）を含
む日常よく使われる漢字 2533 字や旧字体など、筆順と、楷書・行書・草書の三体
一覧が収録されています。また、ひらがなとカタカナ及びローマ字の筆順も載って

います。ちなみに、臼の書き順もこれで確認できました。 

「楷行草筆順・字体字典 第二版」（江守賢治編 三省堂 2002 年

12 月） セ：728.4-KA 

 1990年に人名漢字別表に 118字、及び 1997年に 1字追
加されたことに伴い、1983年の初版に 88字を追加し、計
2914 字が収録されています。上記図書の第 2 版にあたり
ます。 
 2,200 円とお求めやすい価格になっていますので、まだ
筆順字典を所蔵していない図書館にはお勧めです。 

「楷行草三体筆順字典」（鈴木啓水編 日本書道協会 出版年不明） セ：728.4-KA 

 これは、新聞の下の広告欄に紹介されていた資料です。今でも、たまに掲載され

ています。普段なら手を出しにくい資料なのですが、書名

に惹かれてしまいました。 
 この字典では、「唐詩選」（前野直彬注解 岩波文庫）に

掲載された 456篇の詩に使用された漢字、及び常用漢字と
人名漢字 4000 字を収録しています。楷書・行書・草書三
体の筆順とあわせて常用漢字と人名漢字の形と筆順も一覧

できるようになっています。また、ひらがなとカタカナだ

けでなく、変体がなの筆順も載っています。 
 
筆順には合理的な理由があり、筆順どおりに書けば、自

然で整った美しい字の形に書くことができるとのことです。今はパソコンばかり使

っていて、書き順どころか、その漢字さえ思い出せない始末。もう一度、正しい書

き順を確認して、美しい字を書けるようにしたいものです。



市町村のみなさんからの発信  ⑥ 
2年目館長奮戦すの巻     市立北見図書館長 安田 憲史氏 

 

 最初に参考調査課の方からお話を頂いた時は、正直言ってびっくり！ 
 何と在職 2年目、しかも前任が納税推進主幹という Do素人の私が、Reファレンス
について投稿することになってしまいました。 
 以下の文章はこのことを頭に入れ、失礼な箇所があってもお許しください。 

 着任早々生来の蘊蓄好きから「本」の各部の名称やバーコードの読み方に興味を持

ち、「別冊 Do-Re」を見たのが始まりで、当初は司書の会話が殆ど宇宙人の言葉！“れ
ふぁれんす？” “相互貸借？” 唯一手伝いの出来る書架の整理ではテツ＆トモじ

ゃないが「なんでだろう？」の連続。 
 これではどう逆立ちしても奉仕スタッフに太刀打ちできないのは明白！ならば最高

の営業館長を目指すこととし、①利用者に子どもが少ない→階段をスロープにして畳

にじゅうたんと児童用本棚、乳児用ベビーカーにお手伝いカート。②学生が見えない

→高校の図書局をコーヒーとケーキでおびき寄せて(餌付け？)図書館祭りを手伝って
もらい、読み聞かせのサークルを立ち上げてもらう（現在第 1 第 4 土曜日を高校生、

第 2第 3土曜日を読み聞かせサーク
ルが受け持つ）等、自分なりに頑張

っている現状です。 
 乳幼児絵本ふれあい事業の実施の

ため、以前はまったく読む機会の無

かった絵本や児童書を読むうち「ク

シュラの奇跡 140 冊の絵本との
日々」（ドロシー・バトラー著 のら社 

1984）に出会い、読み聞かせの持つ
素晴らしい力に感動し、私達の事業

の更なる展開を計画するといったク 
       頑張れ高校生！！         リエイテイブな時間のある一方、電話

を受けたが役に立たず、結局司書のお世話になるといったこともしばしばで、連日波

乱万丈の（？）勤務を続けております。 
 自称博覧強記（狂気？）の輩も、ここに至って読書範囲の狭さに恥じ入り、月刊＆

別冊「Do-Re」のお世話になることもしばしばですが，何せ素人館長、怖いもの知ら
ずで怪しい質問をスタッフに浴びせかけ、ひんしゅくをかっております。 
 さて、私達の市立北見図書館は本館・2分館・3分室の 6館で運営されていますが、
市民の皆様に積極的にご利用いただき、貸出し冊数・来館者とも毎年増加しており、

スタッフ全員一層親切且つ迅速な応対を心がけたいと思っております。 
 そんなある日、ある書店の次長さんからお聞きした実話です。おじいちゃんが来店

し、次長に向かって「孫から頼まれたんだが、『近所の石』って本、あるかい？」する

と次長はすかさず「おじいちゃん、多分この本でいいと思うけれど違っていたら電話

してください」と言って渡した本は「賢者の石」！。この話を聞いて、私は手際の良

い応対に感心すると同時に、「なるほど！これも素晴らしいレファレンスだな」と思っ

たものです。 
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 一方、疾病関係の閲覧コーナーで深刻な表情で選書されている方を見ると、「お探し

の本は？お手伝いしましょうか？」などと伺うのもはばかられ、高名な作家が相次い

で鬼籍に入り、さぞかし利用者からの問い合わせが殺到するかと思いきやさほどでも

なく（すでに過去の人ということでしょうか）、利用者サービスの多様さに戸惑う毎日

です。 
 今日、私達の図書館を取り巻く経済情勢は極めて厳しく、限られた予算の中での運

営を余儀なくされ、図書購入・施設整備等の面で利用者の方のニーズに充分応えるこ

とが出来ない状況下にある一方、開館時間の延長やブックスタート事業の拡大、広域

ネットワークシステム・横断検索等、取り組みを発展させる必要のある業務を数多く

抱えた中、日夜知恵を出し合って、より楽しい図書館づくりのため素人館長を支えて

くれている職員全員に感謝し、拙文を閉じたいと思います。 
 終わりに、私のあんちょこであり楽しみでもある「Do-Re」の更なる充実を願うと
ともに、編集に当たっておられる皆様のご努力に心より敬意と感謝を申し上げ、ペン

を置かせて頂きます。 
 
 
 
 
① 各研修会に参加 
ａ．「インターネットで文献探索：インターネット時代の図書館員によるレファレンス・ツールの作成と利用」

（2／22 主催：情報科学技術協会 於：東京） 
当課の桑原が参加。約 100名の参加。「インターネットで文献探索 2002年版」（日本図書館協会 
2002 年）をテキストに、著者の伊藤民雄氏が講師を務めました。内容は、①「インターネット
時代の図書館員によるレファレンス・ツールの作成と利用」 ②「冊子体作成の裏話と特殊文字
の文献探索法」 ③「日本式デジタル・レファレンスを考える」の 3 部構成でした。この時の模
様は、レファ研特別講座で伝達講習しました。 

ｂ．「平成 14年度法令議会資料・官庁資料研修」（3／6～7 於：国立国会図書館関西館） 
当課の樋山が参加。全国都道府県立図書館職員 34 名の参加。①「図書館と情報公開の課題」②
「日本の官庁資料の探し方」 ③「日本の法令議会資料の調べ方」 などについて冊子体及びネッ
ト情報による研修を受講しました。 

② 市立小樽図書館、小樽商科大学、帯広市図書館、池田町立図書館へ Face to Face 
3月上旬に小樽方面には当課松下が、十勝方面には大塚がそれぞれお邪魔し、各館の様子や相互協
力の状況、当課あるいは当館への要望などについてお話を伺いました。年度末の気忙しい時季にも

関わらず、親切に対応いただきありがとうございました。各館の要望などは今後の仕事に生かせる

よう努力していきたいと思っています。 
③ レファレンス資料のご案内 
「法律時報 2003年 3月号」（日本評論社）の特集は「法律情報検索教育と法科大学院」です。『法
律情報検索における検索スキル』や『法情報データベースの比較報告』などの論文は、図書館員に

とっても参考になるはず。この雑誌は、当館にも所蔵しています。 
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ご存知ですか？大学図書館のルール 

 

大学図書館との相互貸借も増加してきていますが、みなさんは、大学図書館の常識をご存じでしょう

か？  大学図書館からの借り受けでは、次のことを守ってほしいそうです。ルールを守って、より良
い関係を築いていきたいものですね。 ①送り状は返却本と一緒に送付すること ②申し込みは FAX
で行うこと ③申し込みの際の“かがみ”は不要（1枚に図書館名、住所、℡、担当者名、必要な書誌
的事項があれば OK） ④指定の返却方法にしたがうこと 



＜連載＞ 

 Ｌｉｂｒａｒｉａｎ‘ｓ Ｂｏｘ（ししょばこ） ④  

私の図書館（or私）の《お気に入り》に入っているHPはこれだ!! 
 
2 月 27 日に当館で行われた市町村図書館職員レファレンス研修特別講座《イン
ターネット活用初級編》では、事前にレファレンス課題と HP のアンケート調査を
行いました。参加者は 17 名。それと日常レファレンス業務に携わっている当館参
考調査課と北方資料室職員にもアンケートを実施しました。  
その結果、よく使っている HP にはこんなのがあるようです。まだ、《お気に入
り》に入っていないあなたの図書館、早速いかがですか。  

№ ホームページ名 URL こんなことに使える！ 票

1 
NACSISWebcat（“WebcatPlus”

も含む） 
webcat.nii.ac.jp/ 

フリーワード検索、変遷や改版情報の確認、専門的資

料の把握 

WebcatPlus：学術的でなくてもヒット、目次情報もあり

14

2 Google www.google.com/ 
活字資料での調査に行き詰まったときや手掛かりを見

つけるための第一歩に 
12

3 

国立国会図書館 

（“蔵書検索”“雑誌記事検索”

“科学技術レファレンス情報”な

どを含む） 

www.ndl.go.jp/ 

機能満載できめ細かく使いでがある。道外の郷土資料

検索にも 

雑誌記事：最新の情報、本では出版されていなかった

り十分ではない事柄の調査に 
科学技術 R情報：どのような語彙がどの資料の何頁に掲載さ

れているかや統計・図表情報も詳細（ただし、公開対象は都

道府県立及び政令指定都市立のみ） 

11

4 国立国会図書館総合目録 （参加館のみ公開） 
書誌確認や所蔵調査に。古い資料でも高い確率でヒッ

ト 
9

5 

紀伊国屋書店（“BookWeb”“ハ

イブリッド Web”“法人向けイン

ターネット書店”などを含む） 

www.kinokuniya.co.jp/ 
新刊書、よく読まれる本、洋書検索、在庫や書誌の確

認などに。 
8

6 Yahoo!JAPAN www.yahoo.co.jp/ 手掛かりを見つけるための第一歩に 4

7 北海道立図書館 
www.dokyoi.pref.hokkaido.j

p/hk-tosho/ 
図書館お役立ちリンク集、図書館リンク集、蔵書検索 4

8 
図書館流通センター 

（“TOOLi”を含む） 
www.trc.co.jp/ 

書誌確認 

TOOLi：本の検索と発注 
4

10 Jcross www.jcross.com/ 
全国公共図書館 107 館のほか、各種図書館、古本屋

などが横断的に検索可能 
3

11 bk-1 オンライン書店 www.bk1.co.jp/ 
ベストセラーや最新刊情報を知るのに便利。But 余り

専門的な本は扱っていないこと多し 
3

12 BOOKS.or.jp www.books.or.jp/ 
入手の可否を知る基本、大幅な更新が年 1 回なのが

難 
3

13 北海道の刊行物 
www.pref.hokkaido.jp/soum

u/sm-bgjsr/gyosei/ 

北海道の刊行物がわかる。道の行政情報センターで

一元的に収集・所蔵している市町村・道・国の刊行物

が検索可能。文書館や各支庁の行政情報センターな

どの所蔵状況も表示 

3

14 丸善 www.maruzen.co.jp/ 洋書検索に。他のサイトよりみやすい 2
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15 アマゾン www.amazon.co.jp/ 
音楽・CD・ビデオ・洋書検索に。使いやすく情報も速

い。新刊やリクエスト本の内容確認にも使える 
2

16 本やタウン www.honya-town.co.jp/ 書誌確認や購入の可否調査に 2

17 旭川中央図書館蔵書検索 
www.lib.asahikawa.hokkaid

o.jp/ 

蔵書の多さに職員一同感心。99%探している本があ

る。借りすぎて申し訳なく思っています･･･!! 
1

18 7 館総合図書検索 
db.net-bibai.co.jp/cgidb/ke

nsaku.htm 

必ず最初に検索。借りるばかりで申し訳なく思っていま

す･･･!! 
1

19 
北海道大学附属図書館 

北方資料データベース 

ambitious.lib.hokudai.ac.jp/

hoppodb/ 

北大が出した道内関係の旧記、写真、お雇外国人関

係など複数の目録と OPAC 収載の図書・雑誌が一元

的に検索可能。書誌の注記も参考に 

1

20 実践女子大学図書館 www.jissen.ac.jp/ “図書・雑誌検索”は大変まとまりが良く親切 1

21 ブックコンテンツ検索 
contents.lib.u-tokyo.ac.jp/

contents/index_j.html 

東大の蔵書 DB。目次・要旨・帯・カバーの情報からも

検索可。そのまま NACSISWebcat で所蔵確認も可能
1

22 旭屋書店 www.netdirect.co.jp/ 新刊情報が速い 1

23 Yahoo!Books www.books.yahoo.co.jp/ 最新刊情報 1

24 
のるりすと 1993-2001 

北方研究データベース 

http://www.ohotuku26.or.j

p/hoppohm/ 

道立北方民族博物館 HP の中の“北方民族の文化”。

1993年から2001に発行された北方地域に関する単行

本･論文・研究報告・新聞記事掲載 

1

25 日本の古本屋 www.kosho.or.jp/ 
東京古書組合が運営。古書・稀少本が結構幅広く調

査可能 
1

26 青空文庫 www.aozora.gr.jp/ 著作権切れの名作をダウンロードして読める 1

27 Domap www.do-map.net/ 住所を入力すると付近の地図が出るのでかなり便利 1

28 日外アソシエーツ webASIST www.nichigai.co.jp/ 
“Who”“BOOKPLUS”“MAGAZINEPLUS”すべて使い

やすい。検索語がたくさん選べるのがGood 
1

29 こよみ 
www.fisco21.com/~yesyesjp

/etc/reki/reki.html 

暦関係の雑学豊富。年月を指定すると六曜や二十四

節記を表示するカレンダーあり 
1

30 声優データベース sdb.noppo.com/ 声優が 50 音別に配列。役名などが分かる 1

31 キネマ旬報 
www.walkerplus.com/movi

e/kinejun/ 
映画の DB。邦題やキーワードで検索可 1

32 The House of Terror 
www.bd.wakwak.com/~kazy

7/ 

主に海外の推理小説を紹介。作家別索引や著作リス

トあり 
1

33 SF 映画データバンク 
www.generalworks.com/da

tabank/movie/ 
国内外の SF映画の検索可 1

34 ビデオリサーチ www.videor.co.jp/ テレビ番組の視聴率が分かる 1

35 タワーレコード www.towerrecords.co.jp/ 音楽・CD・ビデオ関係に。使いやすく情報も速い 1

36 midi 歌声喫茶 
homepage2.nifty.com/duar

bo/ 

懐かしい歌をジャンル別に（外国民謡、歌謡曲、童謡

など）歌詞といわれの他、メロディーも 
1

37 省庁の HP   
最新情報がダイジェストでも掲載。担当の部・課・係名

が次の手掛かりに 
1
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 レファ研特別講座（2 月 27 日開催）では、参加されたみなさんのご協力を得て、①「『実際
にあったレファレンス質問』を調べる‐私（あるいは私の図書館）ならこう支援する‐」と題

し、15題のレファレンス課題の中から 3題（うち 2題は共通課題）の回答記録と、②上記の「私
の図書館（or私）の《お気に入り》に入っている HPはこれだ！！」及び「《意外と役立った》
HP はこれだ！！」を、事前に提出していただき、当日のレジメ（A4 版 100p）として配布し
ました。 
 回答にはいろいろなアプローチや行き届いた配慮が垣間見えたり、こんなサイトがあったの

か･･･などと当課職員自体がうなったり反省したりと大いに勉強になるものでした。 
 そこで･･･ころんでもただでは起きない、一粒で二度おいしい、いやいやもとい、道内の皆さんにもこのレ

ジメ、きっと役立つはずと当課は考えたのでした。で、今回普及版を発行しましたので、希望者は参考調査課

まで。残部僅少･･･？ （送付は貸出資料と同封などの方法となります。ご了承ください） 

 

＜連載＞                                  

課員のつぶやき ―日々の業務からの短信― ⑥ 

ちょっとだけ教えます。“情報大作戦”の裏事情 
                                   

●差し上げます。特別講座レジメ普及版● 

 今年度は、発表者として研修に参加することが数度ありました。私のようなあが

り症で、かつ若輩者が発表なんて･･･と思いつつ何とかやったという感じです。研修

の 1週間前からの残業は当たり前。当日ぎりぎりのリハーサルが普通。発表 5分前
に原稿を書き直すことも。 
サイト情報についての発表が主なテーマでしたが、紹介しているサイトはそのほ

とんどが当課のレファレンスで何かしら使ったことがあるものです。当課員は使え

るサイトがあったら「お気に入り」に入れる習慣が身に付いていますが、最近では

そのサイトが増えすぎていて収拾がつかなくなっている状況です。紹介するサイト

を選ぶときにその「お気に入り」を見返していますが、これだけで 2～3 時間かか
ったり。同じテーマでやるのなら同じ内容でもいいのでは？ と思われる方もいら

っしゃるかもしれませんが、同じサイトでも内容が新規・更新されることが多くあ

り、国立国会図書館のホームページはまさにそのいい例と言えます。一度紹介した

のはいいのですが、2 ヶ月後には新しい機能が 3 つも増えているという日進月歩の
世界。このようなこともあり、一度登録したサイトも再確認することが必要なので

す。この確認が終われば、あとは原稿を書くのみ。パートナーと掛け合い漫才をし

ながらまとめて研修へと突入するわけです。 
ところで、研修を受けられた方、内容はどうだったでしょうか。紹介したサイト

が役立ったということがあったら教えていただくと嬉しいです。それとこんな便利

なサイトがあるよということもあわせて教えていただければ。今回の特別講座のキ

ーワード（？）“持ち寄りと分け合い”（○C竹内悊日本図書館協会理事長）の精神で、

ご報告お待ちしています。 
※“情報大作戦”は「Do-Re №9（通巻 13）」の p2～5、16を参照してください。 



「平成 14年度市町村図書館職員レファレンス体験研修」を終えて 

 

 参考調査課の新規事業として、前年度から開始したこの研修は、通常研修に 10名、特別
講座（インターネット活用初級編 2月 27日於当館）に 16名の参加があり、合計 26名が
受講されました。13年度の 16名を含め、総計 42名を数えます。 

13年度の結果については、受講者アンケートを中心に、当「Do-Re」の No.5(通巻 9号)
で特集としてお知らせしています。今回は、14年度について簡単にご報告します。 
 
◆館種別では、市立：12 名、町立：8 名、公民館図書室：7 名。地域としては、前年度と
変わらず全道一円からでした。日程は、特別講座の半日を別として、ほとんど 1 日で、
1名だけが 2日課程でした。 

■希望カリキュラムの特徴として、今年度は前年にはなかったパターンが多かったように

思います。例えば、①時代（江戸時代末期～明治初）を特定した文献探しのために ②

図書の分類について ③資料の保存 ④著作権について が挙げられます。そして、『地

域資料』についても前年度に続き要望は増えています。これは、調べ学習がらみのこと

があるのですが、旧い資料の『モノとしての保存』や、収集や地域資料範囲のくくり方

など、いまひとつのきめ細かさが必要なことによる難しさ故･･･と解釈しています。中に

は、今まであまり留意してこなかったけれど、今後充実したいということもあるようで

す。これは、当初から北方資料室が担当しています。 
■②については、館の規模・蔵書の数・利用者動態により、工夫の余地（例えば、2 桁分
類、3 桁分類。または、地域資料はどうする？）があるし、利用者のセルフレファレン
スを援助することにもなり、最も基本のことです。これについては、担当部署の資料課

長に依頼し対応しました。 
■④の「著作権」は、調査結果のコピー対応と考えると『レファレンスその後』に派生す

る『情報の提供』とも言えます。また、「著作権」を希望されたのは『意識の高さ』とい

う観点で捉えるべきだと思います。これについては、当課に文化庁主催の「図書館等職

員著作権実務講習会」修了者がおり、対応できました。 
■ですが、これら 2 点は研修を企画した時点では、視野に入ってはいなかったことは正直
なところです。しかし、小規模館では限られた陣容で何もかにもの業務をこなさなくて

はならず、また、そういった情報が入らないということもあるかもしれません。“受講者

の要望で組むカリキュラム”が当研修の特長ですが、こう考えると、図書館総体のサー

ビス業務の研修が必要であることを、改めて再確認したことになります。調査業務のみ

が単独で完結できるものではないのは、もちろんです。 
●初めて開催した【特別講座 インターネット活用初級編】は、キーワードを“持ち寄り

and 分かち合い”としました。これは、竹内悊先生の持論です。使った意味は少し違い
ますが、そのココロはレファレンス技術も持ち寄りと分け合いである、今後ますますそ

うでなければ･･･との思いがあります。アンケート結果としては、概ね好評でほっとして

います。むしろ、主催した側が『学習した』面が多く、大いなる刺激を受けることがで

きました。 
★迷走しつつも、実務とのギャップが少ない現職者の要求を充足できる、有効な研修プロ

グラムを一緒に作っていきたいものです。
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 Ｄｏ－Ｒｅ（どうれ） の由縁 

  “どうりつとしょかんレファレンス”の略から名付けました。 

   しかしながら“Do！ Reference”とも 

   あるいは“どれどれレファレンス”からとの説もあります。 

 
 

 

 

編集後記 
▲あれは夏の暑い盛りの頃だったでしょうか？ 北見の安田館長にご投稿をお願いしたと

ころ、ただちに快諾をいただきました。それから幾星霜。当課の勝手な都合により伸び

伸びとなってしまいましたが、今号でようやく実現。お見受けしたところ、アクティブ

な館長、是非とも御目文字かないたく。「クシュラの奇跡」で感動するところなど、同士

（？）のような親近感を覚えたのでありました。タイトルがなかったので、編集部で勝

手に付けさせていただきましたが、いかがだったでしょうか？ 年度末のお忙しい中、

ご協力ありがとうございました。 

△増加する各図書館の WebOPACによって、所蔵調査や所蔵館調査は図書館員に限らず、
何がどこにあるのかを探せるようになりました。とは言っても、ただ今のところは当課

での調査の大半は所蔵（館）調査が占めています。今号 p1 の例にもありますが、まず
求められる資料提供を確実に応えていくのが図書館の役割だと思います。が、その上で

当館のレファレンスサービスと言うとき、何ができるのか、何をするべきなのかを考え

る日々です。レファレンス体験研修に限らず、スキルアップを共に学び、便利グッズの

作成も視野に入れながら、参考調査課は今後も迷走の日々を送るのでしょうか。春はも

うすぐですね！！ 
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