
ISSN2187-6991

京都女子大学

図書館情報学研究紀要

5

2018年3月



目 次

ウィキペデ ィアタウン東 山:

京都女子大学図書館司書課程 におけるアクティブ ・ラーニ ング実践

桂 まに子…1

『これか らの図書館像』 に見 る窓口 としての公立図書館像

坂本 俊…13

「児童サービス論」 と 「読書 と豊かな人間性」 の比較試論

坂下 直子…17

図書館司書課程 における新図書館 を活用 したアクティブ ・ラーニ ング授業の展開

設樂 馨 …29

図書館実習報告

39



2017年 度図書館実習報告

本学の図書館実習生は1年 目に4名 、2年 目に5名 と希望者が増 えていたが、開始か ら3年

目に初めて実習希望者が1名 となった。直前 まで悩んでいた学生が 目立ち、就職活動のピーク

が実習期間 と重なった ことか ら実習プログラムへ の参加 を断念 して しまったのは残念である。

次年度 は、短期集 中型 であ る国立国会図書館の図書館情報学実習 も紹介 し、実習希望生 に選択

肢 を増やす工夫 をしていきたい。

本学の実習 プログラムは、事前学習6回 、図書館実習4～6日 、事後学習2回 で構成 され、

図書館司書課程の教員2名 と共 に進めている。プログラムの主な内訳 は以下の通 りである。今

年度 も過去2年 と同様の内容であったが、実習生が少ないゆえにで きたことがある。実習生が

京都市 図書館 でのアルバイ ト経験が長 く、卒業後に図書館への就職 を希望 していることを踏 ま

え、事前学習の中では図書館 をめ ぐる最新の トピックを取 り上げて議論 を深 めた。図書館見学

は1館 に絞 り、実習生が既 に知っている京都市や京都府の図書館ではな く、規模 や地域性 の異

なる別の 自治体 の図書館に見学 を依頼 し、図書館同士の比較がで きるようにした。

1.図 書館実習オ リエ ンテーシ ョン

2.図 書館見学の準備

3.図 書館業務の復習、カレン トァウェアネスな ど

4.図 書館実習の心得、ラーニ ングコモンズなど

5.京 都市図書館 の運営 ・経営 の復習、京都市図書館の特徴

6.図 書館見学:大 阪市立図書館

7-13.図 書館実習、実習 ノー トの作成(京 都市内の図書館)

14.実 習報告書 の作成

15.実 習報告会:実 習報告書 をもとに実習生 と情報 ・意見交換

今年度実習生による図書館実習報告を以下に掲載する。今年度の図書館実習の受け入れにご

協力いただいた京都市醍醐中央図書館の担当者のみなさまに感謝申し上げる。なお、2016年度

実習生の中から1名 が公共図書館に就職 し、1名 は図書館情報学を学ぶために大学院修士課程

へ進んだことを最後に付け加えてお く。(文 責:桂 まに子)
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実習館 京都市右京中央図書館

実習期間 2017年9月4日 ～10日(休 館 日を除 い た6日 間)

実習生 文学部国文学科4回 生 松宇美乃莉

朝 は開館前 にまず ブックポス トの返却本 の回収 または予約在架の回収 を行った。開館時 に

来館者へ の挨拶 をした後 の実習 内容 は日替 わ りで以下の内容をこなした。

4日:業 務 内容の説明。カウンターでの貸返業務。予約資料 の整理。

6日:新 着雑誌の受け入れ と装備。返却資料の配架、整理。

7日.カ ウンター業務。AV資 料のケース等の修復。除籍資料へのはんこ押 し。

8日:職 員 による読み聞かせ講座 と参考業務講座 を受講。

9日 ●お はなし会見学。おたの しみ会で読 み聞かせ(紙 しばい1つ 、絵本1冊)。 資料装備。

除籍本箱詰め。

10日:AV資 料 ケース修理。除籍雑誌へ のはん こ押 し。弁償本へのブ ッカー貼 り。

京都 市営地下鉄駅舎の複合施設 「パセオ ・ダイゴロー」の中に図書館がある。企画別置資

料が多 く、 月毎や半月毎によ く変わる。地域資料 も多 く取 り揃 えられてお り、特 に醍醐や 山

科 地域 の資料 は別置 され てい る。蔵 書数 は約20万 冊、AV資 料 は約1万8,000点 。AV資 料 は

CD、DVDの 他 にビデオテープや カセ ッ トテープが あ り、 ビデオは館 内で も視聴 が可能であ

る。DVDの 館内視聴 は、個別スペースの他 に40イ ンチの大画面 テレビが5台 ある。

地元の小学校、養護老 人施設等 と連携 した読書推進活動の強化 にも取 り組んでいる。金曜

日にはス タンプラリー を開催 してお り、貸 出1回 でス タンプが1つ もらえる。そのほかにも

行事への参加等でスタンプ進呈。個数 に応 じて しお りな どの景品が もらえる。夏期の夜 間会

館中に も実施 していた模様。今年は開館20周 年の記念の年。牛の 「よもうくん」 とい うゆる

キャラがいる。

2回 生の夏か ら京都市右京中央図書館で配架のアルバイ トをしてお り、図書館 の業務 につ

いて多少経験がある とい う自負 はあった。だが、アルバイ トでは体験で きない業務 をい くつ

もさせ てもらい、その業務の幅広 さを改めて実感 した。

カウ ンターでの貸返作業 をで きた ことは嬉 しかったが、本についた磁気 を外す作業 を何度

も忘れて しまい、最後 にカウンターに入 った ときにようや くミス無 しで業務 を終 えることが

できた。除籍作業では、蔵書 を良い状態で保つ ことの難 しさを感 じた。 この他に も、おはな

し会や新着資料の装備 など様々な経験 を通 して よ り図書館業務 を深 く知 ることができた。実

習中は毎 日とて も楽 しく、有意義 な知識 と体験 をた くさん得 られた。
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2017年 度図書館実習報告

醍醐中央 図書館で は、毎年1週 間程度の期 間を設 けて様 々な体験 をさせ て くれます。利用

者 としての 目線だけでは見 えない図書館が、 この実習で見 えて くると思い ます。

実習 中はメモ を取 る場面が多 く、素早 くメモ を取れ るように、ペ ンはキ ャップが外れるも

のではな くノック式の もの をおすす め します。 また、醍醐中央館 だけでな く図書館の児童

コーナーには靴 を脱 いで上が る場所があることが多いので、靴 は脱 ぎ履 きしやすい ものが良

いです。図書館の棚 の位置 は把握 してお くと業務がスムーズ に進むので、実習が始 まる前 に

何度か実習館 に行 き、棚等 の配置 と請求番号を頭 に入れてお くことは大事です。

利用者だけでな く、指導にあたって くださる職員の方 々との コミュニケー ションも大切 で

す。挨拶 は しっか りとす ることと、1つ プログラムが終わった ら、その都度お礼 を言 うこと

を忘れない ことが肝要 です。毎 日様 々な経験ができる貴重な期間です。体調管理 に気 をつけ

て、楽 しんで実習 に臨んで ください。
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