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【要旨】

学校図書館を計画的に活用した教育活動の展開，コンピュータや情報通信ネットワークの活用

による学校図書館と公立図書館との連携を考慮した，学習情報センター機能を支える学校図書館

のOPAC（Online Public Access Catalog：オンライン目録）における主題探索機能について考

察を行う。
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はじめに

新学習指導要領は，小・中学校においては，

平成１２年度からの移行措置を経て，平成１４年度

より全面実施され，また高等学校では平成１５年

度から段階実施される（１）。

例えば，中学校学習指導要領（以下，「要領」）

では，「平成１４年度から実施される完全学校週

五日制の下で，ゆとりの中で特色ある教育を展

開し，生徒に豊かな人間性や基礎・基本を身に

付け，個性を生かし，自ら学び，自ら考える力

などの［生きる力］を培うことをねらい」とし

ている（２）。さらに，「要領」は，こうした目標

を授業において展開していくために，「第１章

第６ 指導計画の作成等に当って配慮すべき事

項」を示している（３）。本稿ではここに示された

１２項目の内，新たに明記された学校図書館にか

かる次の事項に焦点をおく。

� 学校図書館を計画的に利用しその機能

の活用を図り，生徒の主体的，意欲的な

学習活動や読書活動を充実すること。

そして，教育課程の展開を支える学校図書館

の資料センター機能中「生徒が自ら学ぶ学習情

報センターとしての機能」（４）に関連して，学校

図書館の資料・情報の提供機能について論じ

る。

具体的には，「学校図書館を計画的に活用し

た教育活動の展開（中略）。コンピュータや情
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報通信ネットワークの活用により，学校図書館

と公立図書館との連携」（５）を考慮した，その学

習情報センター機能を支えるOPAC（Online

Public Access Catalog：オンライン目録）にお

ける主題検索機能につき，地域の公立図書館と

の連携をも取り上げ，考察を進める。

中学校学習指導要領を取り上げたのは，�義

務教育であること，�小学校に比べて，中学校

だと成長過程での差異が相対に少なく，統制さ

れた〈ことば〉である件名語彙の理解能力を一

定程度獲得していると考えられることによる。

中学校図書館を対象にしたのは以下の点によ

る。

� 統制された〈ことば〉による主題付与のツー

ルとして件名標目表があるが，その内，『中

学校・高校件名標目表』（全国学校図書館協

議会刊）が，特に中学生・高校生を対象に刊

行され，学校図書館を中心に使用されている

こと。

� 一方で，日本における公立図書館の大多数

は語彙による主題索引ツールとして『基本件

名標目表』（日本図書館協会刊）を使用して

おり，両者の使用対象とする層が異なるこ

と。

� 特に，中学生においては，上記『基本件名

標目表』の件名語彙は年齢的にやや難しいこ

とばが多く，そのまま公立図書館の目録を件

名検索で使用することが困難な状態にあるこ

と。

以上のことから，両者の件名標目表の方説の

可能性を検討し，中学生にも容易に主題探索が

できる学校図書館の目録，公立図書館の目録の

可能性を探るためにも，中学校図書館を対象と

した。

１．中学校設置学校図書館の現状

最初に中学校設置学校図書館について，全国

学校図書館協議会の「２００２年度学校図書館調査

報告」（以下，「報告」）（６）を手がかりに，その現

状を確認する。考察の期間としては，１９９３年度

から始まった「学校図書館図書整備新５か年計

画」以降の図書館整備費措置が反映しているは

ずの１９９４年度以降の９年間を対象とした。な

お，助成措置の概要は次の通りである。１９９３年

度から１９９７年度「学校図書館図書整備新５か年

計画」が実施され，５年間で５００億円，同計画

終了後の１９９８年度から２００１年度までは単年度の

措置として，毎年１００億円程度の図書購入費が

措置されている。ただし，一連の図書整備施策

は地方交付税による措置であるため，一般財源

化されている問題点が指摘されている（７）。ま

た，「子供の読書活動の推進に関する法律」の

施行を受け，文部科学省は２００２年度から新しい

図書館整備総額６５０億円の５か年計画を開始し

た（８）。

１．１ 中学校設置学校図書館の図書館経費と蔵

書

まず，学校図書館運営の基礎となる学校図書

館経費と蔵書数等につき，整理する。

１．１．１ 学校図書館経費と図書購入費（過去９

年間）

学校図書館経営費と図書購入費は表１の通り

である。ともに１９９６年ごろまでに増加が見られ

たが，それをピークに減少している。

１．１．２ 学校図書館の蔵書数等

表１ 学校図書館経費・図書購入費の推移（SLA報告より中学校部分を改編）

１９９４年 １９９５年 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年

学校図書館経営費（万円） ５７．６ ７２．７ ８７．６ ７６．０ ７６．８ ７９．２ ７６．９ ７１．８ ６８．９

図書購入費（万円） ５３．３ ６６．５ ７８．０ ７０．９ ７０．９ ７２．３ ７１．１ ６８．３ ６７．２

６０ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第３号，２００３年



次に，「要領」が記述する「生徒の主体的，

意欲的な学習活動や読書活動」に学校図書館が

活動するための基盤である蔵書について検証を

進める。蔵書冊数は１９９９年まで増加傾向にあっ

たが，それをピークに下降傾向にある。ここで

文部科学省（当時は文部省）の整備施策の反映

がみられない点は問題である。一方，生徒一人

あたりの蔵書冊数（９）では，１９９５年以降概ね増加

傾向にある。ただし，これは，少子化に伴い生

徒の絶対数が減少している点も考慮に入れる必

要がある。また，新規受け入れと除籍との差異

の累積値である蔵書冊数は必ずしもその学校図

書館資料の質的評価を表すものではない。実際

の資料要求に応えられる新鮮な実質的蔵書が，

どの程度所蔵されているかが，肝要である（１０）。

１．２ 中学校設置学校図書館の検索手段

１．２．１ 目録の整備状況と目録形態

資料を検索する目録については，半数の

５０．０％が「目録はない」としているのは長年に

わたる「人のいない」学校図書館の実態が反映

されている。目録の整備は専門知識と多大な時

間を要する。一部を除いたこれまでの学校図書

館の多くは，図書係や国語科を中心とした教諭

が係担当として任を負っていた。２００３年度から

の司書教諭の発令（ただし小規模校を除く）に

期待されるところであるが，一方では，若干の

授業減免や校務分掌の一部としての発令が懸念

されている。すなわち，発令された司書教諭が

実際に学校図書館の業務に割ける時間があまり

に少なく，期待される事項に充分に応えられな

いことが不安である。しかし，目録は学校図書

館資料への多様なアクセスを保障し，特に調べ

学習に対して主題からの探索機能を提供する欠

くべからざる役割を持っている。少なくとも，

上記の半数の「目録はない」とする学校図書館

については，一定の予算措置とともに，印刷

カード，MARC（Machine Readable catalog）

の導入や，委託または学校図書館ボランティア

等の協力等を得て，早急に遡及入力事業を計画

的に行い，児童・生徒にとって使用しやすく，

機能性に富んだ目録の提供体制を装備する必要

が強くある。

目録が整備されている場合の形態は，カード

目録が３３．７％と最も多く，コンピュータ目録

は，カード目録からの移行中も合算して，

１７．３％である。また，「カード目録」が最も多

い回答であったのには学校図書館のコンピュー

タの整備に掛かる予算と担当者の確保が充分で

はないことが考えられる。さらに，整備にあ

たっては，コンピュータ目録を図書館外からも

アクセス可能なように設置すれば，生徒が学内

外を問わず利用できるなどの充実があることも

考慮したい。地域推進ネットワークの事例に関

しては「２．２ 書誌レコードの整備状況と地域

表２ 蔵書冊数及び一人あたりの蔵書冊数の推移（SLA報告より中学校部分を改編）

１９９４年 １９９５年 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年

蔵書冊数（冊） ８，０８３ ８，１０２ ８，１１６ ８，３０７ ９，０２１ ９，２６３ ９，０６５ ８，６９３ ８，６９２

一人あたり蔵書冊数（冊） １９．３ １４．４ １５．８ １８．１ ２０．０ ２０．７ ２０．１ ２０．１ ２１．３

表３ 目録の現状（SLA報告よ
り中学校部分を改編）

割合（％）

カード目録 ３３．７

コンピュータ目録＊ １７．３

目録はない ５０．０

無 回 答 ０．５

＊内訳として「カード目録からコン

ピュータ目録に移行中」を含む
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図書館ネットワークの

推進」で述べる。

１．２．２ 備えられてい

る目録の種類

次に，整備されてい

る目録種類を取り上げ

る。圧倒的に「書名目

録」が多い。次に分類

目録，著者目録と続

き，それ以降の回答と

の間に断層が歴然と存

在している。ただし，

主題目録である「分類

目録」（１１）が３０．５％と第２位にあるが，これは主

題検索機能としての書誌分類目録ではなく，書

架分類―所在記号との連動分類―と推測され

る。同じ主題検索目録である件名目録が０．０％

と低調な点については，次で取り上げる。

続いて，コンピュータ目録内での検索機能の

分布を示す。書名（８８．６％），著者名（７７．１％）

が上位を占めるものの，内容のキーワード（自

然語）（３７．１％）に続き，主題の分類記号

（３４．３％），件名（３１．４％）が挙げられている。

このように，コンピュータ目録が提供している

検索手段では，カード目録と比較した場合，ア

クセスポイントは多岐に渡ると共に，主題検索

機能として，件名目録提供が躍進している。調

べ学習等で学校図書館資料を検索時には，生徒

が特定資料，既知資料を書名や著者名で検

索するだけでは充足し難く，通常は思いつ

いた〈ことば〉で検索するケースへの図書

館パッケージ・システム側の対応と考えら

れる。詳細は「２．」で取り上げる。

また，「内容のキーワード」という回答

には次の複数手法が含まれていると推測す

る。１）書誌レコードの記述からの形態素

解析・正規化処理等による自然語キーワー

ド，２）書誌レコードの構成書誌単位（内

容注記）からの同様手法による自然語キーワー

ド，３）書誌レコード作成者の任意入力による

自然語キーワードの３点がそれである。いずれ

も，語彙統制の根拠（件名標目表やシソーラス

等）を持たない自然語であることに相違はなく，

これの問題点については「２．１ 目録の役割と

主題検索機能」で，併せて詳述する。

１．３ 公立図書館との連携

学校図書館は上述のように蔵書数，予算規模

が小さい。そのため，地域公立図書館からの資

料・情報の提供という連携・協力―実質は援助

―が強く求められている。ここでは，学校図書

館と公立図書館との連携の現状を管見してお

く。文部科学省は平成１２年度に全国悉皆調査を

行い，その中で，公共図書館と学校図書館との

表４ 備えている目録
の種類

割合（％）

書名目録 ５８．５

分類目録 ３０．５

著者目録 ２３．２

書架目録 ４．９

件名目録 ０．０

その他 １．２

無回答 １．２

（SLA報告より中学校部

分を改編）

表５ コンピュータ検索の手
がかり

割合（％）

書 名 ８８．６

著 者 ７７．１

内容のキーワード ３７．１

分類記号 ３４．３

件 名 ３１．４

出 版 社 ２８．６

そ の 他 ２．９

無 回 答 ２．９

（SLA報告より中学校部分を改編）

表６ 公共図書館等との連携

回 答
中学校

校数 割合（％）

１．資料の相互貸借 １，７５７ １６．９

２．定期的な連絡会 ４４３ ４．３

３．公共図書館の司書等の巡回訪問 ２０１ １．９

４．その他 ５６９ ５．７

５．連携は特に行っていない ７，９７１ ７６．６

（文部科学省調査報告より中学校部分を改編）
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連携についても調査している（１２）。調査は教育委

員会を経由して各市町村立学校に対して実施，

集計された。［公立学校の現状］として挙げら

れている調査項目は大項目で７項目である。同

調査より「５公共図書館等との連携（平成１１年

度間）」を中学校に限定して抽出し示す。

この文部科学省調査結果においては，顕著な

特徴として以下の２点が挙げられる。

�中学校で７０％以上が，公共図書館との連携が

ない。

�他の連携項目を引き離し，最も実施されてい

るのは資料の貸借である（１６．９％）。

なお，同調査では選択肢が５肢に限定され，

その内具体的実施内容に関しては３選択肢があ

るのみである。また，「４．その他」の自由記

述内容は，報告からは不明である。

一方，２００１年著者らが行った滋賀県全県調

査（１３）の「学校・学校図書館との連携・協力」項

目では，連携・協力が「ある」と回答した公立

図書館は，８７．５％（３５館）であった。さらに，

その連携・対象相手が，中学校であると回答し

たのは３２．９％（２５館；複数回答可）であった。

滋賀県下の公立図書館という限られた調査対象

であるが，経年変化の中で学校図書館と公立図

書館の連携・協力が進展しつつある，ひとつの

具体例として紹介しておきたい。

今後の学校図書館と公立図書館の連携・協力

の進展については，現在集計中の全国調査の結

果などを中心に，明らかにしていきたい（１４）。

２．OPACの機能

２．１ 目録の役割と主題検索機能

近代図書館目録の基礎を構築したCharles A.

Cutterは，その著作において目録の主題検索機

能に関し，序文に先立って次の覚書を掲げてい

る（１５）。

目録の目的

１．特定の主題の図書を探せること。

２．図書館が所蔵する特定主題の著作がわ

かること。

このように目録には，当該図書館が所蔵する

特定主題に関する資料の検索機能が求められて

きた。一方，学校図書館は，その資料に所在記

号を付与し，書架に配列を行なう。配列は日本

十進分類法による主題配列が一般的である。生

徒達はフロア案内や書架案内等のサイン計画に

導かれ求める主題の資料にたどり着く。このよ

うに学校図書館では主題検索機能を書架分類に

より提供している。

しかし，この書架分類だけでは主題検索機能

として充分ではない。第一に，図書館では多く

の資料が管理上，利用上の事由から別置されて

いる。例えば，新聞，文庫，新書といった資料

形態種別，一般資料と参考図書のような資料内

容種別，ビデオやCDのように再生機器の近く

に配置する，といった事例である。第二に，閲

覧中や貸出中の資料は書架上には存在しない。

第三に，ひとつの資料が１主題に限定されると

は限らず複数主題，複合主題の資料も存在する

が，現実の資料は一ヶ所に配架するしかない。

このような理由から，資料への多面的な主題

検索を保証する目録の役割がある。

特に調べ学習や総合学習においての生徒の資

料・情報要求は多岐に渡っており，この要求に

的確で判りやすい検索手段を提供する必要性が

ある。一般に生徒達は，求める主題を思いつく

〈ことば〉で資料の探索を行うことが多い。

対象課題の主題（事象）に対応する資料を求

めるときに，書架分類による主題検索機能のみ

では不充分であることは既に述べた。しかし，

書誌分類目録は体系的であるが，その記号体系

の理解が困難であり，かつ，その体系上，対象

となる事象が各種観点や学問分野に分散してし

まう。内容のキーワードといった自然語検索

は，自然語彙が本質的に持っている多義性や同

義語他による検索モレ，検索ノイズといった問

村木：総合学習，調べ学習などを支援する学校図書館の主題探索機能の考察 ６３



題点を内包している。

本稿では以下の事由から，思いついた〈こと

ば〉からの主題検索を保証するものとして，

OPACにおける件名検索機能の充実，強化を提

案したい。

�コンピュータ目録の書誌データベースを形

成する書誌レコードはMARC（MAchine Read-

able Catalog：機械可読目録）として流通して

おり，学校図書館システム・パッケージも

MARC取り込み機能を実装している（１６）。

�同じく，OPACにおいては大多数の図書館

システムが件名検索を標準装備している。

�公立図書館の多くや学校図書館の相当が，

資料の物流・装備とカード目録の添付納入を採

用しており，コンピュータシステム導入を機に

民間MARCを導入している（１７）。

�最近では，自治体単位での学校図書館を含

めた総合目録の形成も推行されており，広範な

地域総合目録において，件名検索機能が使用で

きる環境が整備されつつある（１８）。

２．２ 書誌レコードの整備状況と地域図書館

ネットワークの推進

地域図書館ネットワークを推進し，その評価

が高いものに，例えば千葉県市川市が挙げられ

る。学校図書館同士の情報ネットワークを形成

したうえで，それを公立図書に接続することが

行われている。さらに，目録情報共有だけでな

く，「公共図書館からの配送車」を配備し，物

流体制の整備を行っている（１９）。市川市教育セン

ターのホームページ（以下，HP）では「市内

学校蔵書検索」，「学校図書館ネットワーク」，

「学校ホームページ」といった項目を確認する

ことができ（２０），市川市中央図書館・こどもと

しょかんのHP内には，「市内学校図書館蔵書検

索」へのリンク集がある（２１）。資料・情報を核と

して，地域の学校間，図書館といった連携・協

力体制に基づくネットワークの推進が充実しつ

つある。

３．調べ学習や総合学習における資料・情報の

検索

調べ学習等については既知文献の検索だけで

は対応できず，書架分類による主題検索機能の

提供の限界については既述した通りである。生

徒達の情報要求は課題となる事象や興味の対象

となる事象からの検索要求が多いが，こうした

情報探索要求には，OPACにおける件名検索機

能が有効な手段であることを強調しておきた

い（２２）。ただし，語彙による主題検索には多くの

課題と対応すべき事項が別途に存在する。

３．１ 思いついた「ことば」からの検索と問題

点

思いついた「ことば」，すなわち自然語から

の検索が持っている問題点を事例で示す。例え

ば，OPAC書誌データベースに，次の部分文献

集合を仮定する。

ａ．コンピュータはどう使われているか，

ｂ．ライフスタイルから見た勤労者生活の実

態，ｃ．蘇我入鹿，ｄ．イルカソングBOOKS，

ｅ．クジラとイルカの心理学，ｆ．海の知者

この文献集合に対して，哺乳類のいるか

（Dolphin）を検索するとする。なお，言うま

でもなく６件の文献集合中，適合文献はｅ．と

ｆである。

自然語「いるか」でキーワード検索を行うと，

検索結果集合は，文献ａ．ｃ．ｄ．ｅ．となる。結

果評価は，再現率５０％，精度２５％である。ま

た，全文検索方式のOPACでは，検索結果集合

は，文献ａ．ｂ．ｃ．ｄ．ｅ．となる。結果評価は，

再現率５０％，精度２０％である。共に適合文献で

ある文献ｆ．は検索漏れとなる。しかし，司書

教諭等の学校図書館専門職を除けば，こうした

OPACのノイズ等を理解している者は少ない

し，まして生徒たちにそれを期待するのは困難

である。この事例で件名検索を用いれば，適合

文献ａ．とｆ．のみが検索される。
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ただし，件名検索は統制された標目と参照形

を使用する検索手法であるので，検索システム

において別途の工夫が要求される。

３．２ 基本件名標目表と中学・高校件名標目表

件名標目は，語彙の統制および語彙の事前結

合を規定する件名標目表を基盤としている。こ

うした件名標目表に，広く公立図書館や大学図

書館にMARC等を通じて普及している『基本

件名標目表』（最新は４版，以降BSH４）があ

る（２３）。BSH４は，直近の版次までは，索引付与

の対象とする文献群を「大学の一般教育に必要

な資料を中心に収集する大学図書館や高等学校

図書館において編成される件名目録に必要な件

名標目を中心に採録」されてきたが，BSH４で

は，「全国的目録情報サービス利用館の件名目

録編成にも役立つことを目標」としている（２４）。

この方針に従い，BSH４は収録件名標目数，参

照数を大幅に増加すると共に，その連結参照構

造をもって件名標目間の関係にシソーラス構造

表示を導入した。この改善点は，特にBSH４に

おいて新たに編成された「階層構造標目表」に

顕著に表れている。しかし，標準件名標目表の

維持改訂という「縛り」を受けて，旧版の語彙

体系との上位互換性を維持しつつの改訂である

ため，その標目，参照形は中学生が検索に使用

する語，主題に関して思いつく語彙との間に，

若干の違和が存在する。

一方，全国学校図書館協議会が維持・管理す

る『中学・高校件名標目表』（最新は３版，以

降SSH３）がある（２５）。SSH３は，「学校図書館の

学習・情報センター化やコンピュータ導入など

の新しい動きに対応するために」（２６），１９９９年に

全国学校図書館協議会によって改訂第３版とし

て刊行，中学生・高校生が日常用いている表現

を努めて採用している。

一方，公立図書館では民間MARCの普及か

ら，書誌に付与の件名標目はBSH４による標目

であり，学校図書館においても同様の理由から

BSH４標目が普及しつつある。しかし，上に述

べたようにBSH４の語彙表現には，中学生の語

感と齟齬をきたすものが散見されるので，学校

図書館におけるOPACの件名検索機能において

は，関係状況を勘案し，BSH４件名体系を基礎

としつつ，図書館システムの件名典拠ファイル

の機能を使用して，SSH３における，生徒達が

日常使用する語彙や教科書等で使用されている

言葉を採用した件名標目を，参照形として変

換・包摂することが有効であることを提起した

い（２７）。

４．おわりに

新しい学校教育に欠くことのできない施設と

しての学校図書館の機能の内，学習機能を支え

るOPACの主題検索機能について，現状の問題

点の指摘と解決の方向性を提起した。学校図書

館の資料・情報提供機能の向上の一助になれば

幸いである。

注

� 学校新学習指導要領改訂までの流れを，以下に簡

単に整理しておく。平成８年７月中央教育審議会第

一次答申。「ゆとり」の中で自ら学び自ら考える力な

のど「生きる力」の育成を基本とし，教育内容の厳

選を図ること，一人一人の個性を生かすための教育

を推進すること，豊かな人間性とたくましい体をは

ぐくむための教育を改善すること，横断的・総合的

な指導を推進するため「総合的な学習の時間」を設

けること，完全学校週五日制を導入すること，など

を提言した。続いて平成１０年７月には，教育課程審

議会答申が，次の方針に基づき教育課程の基準を改

定することを提言すると共に，教育課程の編成，授

業時数，各教科等の内容の改善方針を示した。�豊

かな人間性や社会性，国際社会に生きる日本人とし

ての自覚を育成すること，�自ら学び，自ら考える

力を育成すること，�ゆとりのある教育活動を展開

する中で，基礎・基本の確実な定着を図り，個性を

生かす教育を充実すること，�各学校が創意工夫を

生かし特色ある教育，特色ある学校づくりを進める

こと。これを受けて，文部省は平成１０年１２月１４日，

学校教育法施行規則を改正するとともに，幼稚園教

育要領，小学校学習指導要領および中学校学習指導
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要領を全面的に改正した。

� 『中学校学習指導要領（平成１０年１２月）解説―総則

編―』１９９９，文部省，p.２．

なお，今回の学習指導要領の改正に対して，例え

ば，森敏昭のように「自己教育力」重視の学力観（第

１の学力観）と基礎学力重視（系統学力重視）の学

力観（第２の学力観）の間の「振り子のようにゆり

動」きと見る視点もあるが，本稿での論述対象の外

なので深くは立ち入らない。（森敏昭「学力低下論争

のゆくえ」『学校図書館』№６２５，２００２．１１，p.６１。

ちなみに，今回の改訂を中心として推進してきた

寺脇研は，過去に学習内容の「縮減」論を展開し，

現在は次のように論ずるに至っている．

新指導要領は，「マキシム・リクワイアメント」

（最高水準）ではなく，「ミニマム・リクワイア

メント」（最低水準）なのですから，あとはそれ

ぞれの学校が自由におやりください，ということ

です。（和田春樹，寺脇研「これが最後の「ゆと

り教育」論争」『文藝春秋』２００２．１２，p.６１．

� 『中学校学習指導要領平成１０年１２月・文部省告示』

時事通信社，１９９９，p.６―７．

� 同２），p.１０３―１０４．

� 同２），p.１０３．

� 全国SLA研究・調査部「２００２年度学校図書館調査

報告」『学校図書館』№６２５，２００２．１１，p. ３２―４４．同

調査は，１９６３年から開始され，１９７５年以降は次の調

査方法によっている。

〈調査の概要〉調査者＝全国学校図書館協議会 ▼

調査時期＝２００２年６月 ▼調査対象＝全国の小・

中・高校から都道府県ごとに３％無作為抽出１，４２１

校。 ▼回答校および回収率＝中学校２０２校（同

５３．７％）。 ▼生徒数＝中学校平均１２学級３９１人。

� 例えば，「「学校図書館図書整備費」の実施状況：

平成１４年度最終集計まとまる」『学校図書館』№

６２５，２００２．１１，p.４７―５２，p.５５―５８．

	 ただし，対象は公立の義務教育諸学校のみに限定

される。


 調査対象となった学校すべての蔵書冊数の総和を，

すべての児童生徒数の総和で除して求めた数字であ

り，１校１校の一人あたりの蔵書冊数の平均値では

ない。

� １年間の廃棄冊数も１９９６年以来，６年ぶりに調査

されている。中学校については２００２年が２２５．７

冊，１９９６年が２４２冊であった。同６），p.３７．

� 資料に付与されている請求記号は分類記号（一般

的には『日本十進分類法』を使用）を核としており，

分類目録を整備との回答は，資料の書架分類作業の

反映と考えられる。

� 文部科学省初等中等教育局児童生徒課長「学校図

書館の現状に関する調査結果について（通知）」所収：

「文部科学省の学校図書館調査まとまる」『学校図書

館』№６１９，２００２．５，p.５９―６９．公共図書館等との

連携について，複数回答可として尋ねている。

 村木美紀［ほか］『ヤングアダルト・サービス調査

報告書―２００１年滋賀県全県調査―』大阪市立大学学

術情報総合センター図書館情報学部門，２００１，p.１７

―２０．

〈調査の概要〉：調査方法：質問紙郵送法；調査対

象：滋賀県下の公立図書館全館，計４１館；実施時

期：２００１年９月；回収率：１００％。

� ２００２年に日本図書館協会児童青少年委員会，大阪

市立大学学術情報総合センター図書館情報学部門が

共同で，『日本の図書館』付帯調査として，「ヤング

アダルト・サービス実態調査」を実施中である。

� Cutter, Charles A.. Rules for a Dictionary Cata-

log,４th ed., Washington, GPO,１９０４, p.１２．依頼，主

題検索機能については多くの論議があるが，ここで

は触れない。

� 日本では民間MARCが多くの流通市場を持つが，

これらの民間MARCは国立国会図書館のJAPAN／
MARCに準拠しており，件名標目はフィールド６５０

に個人件名標目，６５８に一般件名標目が収容されてい

る。また，標目表としてBSH４を採用している。例

えば，吉田絵美子「基本件名標目表（BSH）４版」

『TRC MARCニュース』№２０，２０００．１１，p. ２．を

参照。

� 例えば，最大シェアを有するTRC MARC採用累

積館数は，１９９９年４月１２日時点，公立・大学・学校

図書館あわせて，計２，７９９館，TRCD MARC採用累

積館数は計１，２２４館である。“本輪加だより”編集委

員会「新規採用館様のご案内」『ほんわかだより』№

１４２

� 今日では，インターネット環境整備も進行し

OPAC等を開設しているところも増えている。例え

ば，公立図書館のホームページやOPACのリストで

は次のものがある。

日本図書館協会［cited：２００２．１１．２５］：〈URL〉：

http:／／wwwsoc.nii.ac.jp／jla／link／index.html
� 渡辺信一，天道佐津子『学校経営と学校図書館』

放送大学教育振興会，２０００，p.１３５．

� 市川市教育センター［cited：２００２．１１．２５］：

〈URL〉：http:／／www.ichikawa-center.ed.jp／index.
htm

� 市川市立図書館のホームページ

［cited：２００２．１１．２５］：〈URL〉：http:／／www.city.
ichikawa.chiba.jp／shisetsu／tosyo／tosmain.htm
また，中高生を中心としたヤングアダルト向けには，

「ヤングアダルト通信」のサイトもあり，興味深い。

［cited：２００２．１１．２５］：〈URL〉：http:／／www.city.
ichikawa .chiba . jp／shisetsu／ tosyo／young／yamain .
htm

� 例えば，最近のこうした状況変化に対応した主題
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検索を考察したものに，次がある。

吉田憲一「調べ学習と主題目録の整備」『図書館界』

５４�：２００２．９，p.１３８―１４７．

� 日本図書館協会件名標目委員会『基本件名標目表

第４版』日本図書館協会，１９９９

� 同上。p.３．

� 全国学校図書館協議会件名標目表委員会『中学・

高校件名標目表第３版』全国学校図書館協議会，１９９９

� 同上。p. �．

� このような，コンピュータ目録環境下での「こと

ば」による主題検索ツールとしての二つの異なる件

名標目の統合課題については，次でBSH４とSSH３と

の変換・包摂課題として詳細に検討を行った。北克

一，村木美紀「『中学・高校件名標目表 第３版』と

『基本件名標目表第４版』の比較考察―構成規則構

造と変換・包摂の検討―」『図書館界』（投稿受

理，２００３年９月号に掲載予定

村木：総合学習，調べ学習などを支援する学校図書館の主題探索機能の考察 ６７


