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調査研究部会報告

宜野湾市立公民館図書室をアクティブに
司書課程受講生による企画展示の報告
瀬良垣杏・玉城愛佳・柳堀夏乃・新垣早紀・瑞慶覧千咲ほか
（まとめ：山口真也）
■趣旨説明

上記のアイディアを実現するための実習を行

沖縄県図書館協会調査研究部会では、『沖

いました。

縄県図書館協会誌』第 18 号（2014）にて、

具体的には、
上記の 2 つの提案を大きく
「展

宜野湾市立公民館図書室のレポートを掲載

示活動」としてとらえなおし、受講生 8 名を

し、小さな図書室ながらも豊かに営まれてい

4 人ずつの 2 グループに分けて、毎週金曜日

る活動に注目する一方で、資料費や職員の少

1 時間目の授業時間
（9 時～ 10 時 30 分）
を使っ

なさ、それをカバーする上で期待される宜野

て、次のような作業を進めていきました。

湾市民図書館との連携が不十分であることな

プレゼンテーション内容の練り

ど、今後の課題・改善点にも言及しました1。

直し・実現可能な展示方法を再検討。

その後、同協会誌第 19 号（2015）において、

いろいろな図書館の展示活動を

沖縄県図書館協会調査研究部会との共催とい

学ぶ（先行事例の確認）、展示の目的・方法

う形で、沖縄国際大学司書課程受講生による

をまとめた「提案書」を作成。

公民館図書室の活性化をテーマとするプレゼ

公民館図書室の見学、担当者上

ンテーション大会を実施し、排架レイアウト、

原さんへの報告書をもとにした提案、図書室

新刊展示、サイン、ボランティアの導入、公

側からの要望の確認。展示資料のチェック、

民館サークルとの連携、所蔵資料を活かした

リストの作成。

展示企画、居場所づくりなど、様々な提案を、

展示物の準備（展示アイテムの

公民館図書室担当者である上原千佳さん（司

作成）
、必要な道具類の買い出し、展示効果

書）はじめ、宜野湾市民図書館よりゲスト審

をはかるためのミニアンケートの作成。

査員として参加して下さった、辻純一館長、
比嘉高志係長に対して行いました2。

（1 時間目・2 時間目） 公民館
図書室にて展示作業。

このプレゼンテーションでの提案の中か

（5 月 19 日～ 6 月 16 日

ら、図書室担当の上原さんより、「おすすめ

展示期間）

片づけ、アンケート回収。

の木（書籍案内）
」と「なつかし本フェア」
の 2 つのアイディアを採用していただくこと

本稿では、宜野湾市立中央公民館図書室で

になり、2016 年 4 月から 8 月上旬まで開講

の 2 グループによる展示活動の概要をレポー

された沖縄国際大学の講義「図書館情報学特

トするとともに、ミニアンケート3 の結果を

別演習Ⅱ」（山口担当）の取り組みとして、

もとにその効果を検証していきます。

1

3

「宜野湾市立中央公民館図書室に期待すること 図
書室 司書・上原千佳さんに聞く」『沖縄県図書館協
会誌』第 18 号 , 2014.12, pp.98-103
2
「宜野湾市立公民館図書室をアクティブに学生によ
るプレゼンテーションの報告」『沖縄県図書館協会誌』
第 19 号 , 2015.12, pp.79-90

今回の 2 つの展示活動については、沖縄国際大学司
書課程科目「図書館サービス概論」の課題と連動し、
展示の見学とミニアンケートの回答を受講生の課題と
している。
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■企画展示❶「みんなのうみ」
上原健嗣・瀬良垣杏・玉城愛佳・柳堀夏乃
（1） 展示の目的・ねらい
私たちのグループは、宜野湾市立公民館図
書室を利用する人たちがコミュニケーション
をとりつつ、広報につながるような企画展示
をしたいと考えました。そのため、昨年、宜
野湾市立公民館図書室にプレゼンした改善案
から、担当者である上原さんに好評をいただ
いた「おすすめの木」を発展させ、利用者増
加と図書館の活動促進を踏まえつつ、利用者
同士のコミュニケーションが取れる企画展示

【図 1 「架け橋の木」のイメージ図】

を目的としました。
企画決定に至るまでの流れをまとめます。
まず、年齢を問わず参加でき、コミュニ
ケーションがとれるような展示内容を話し合
いました。また、プレゼンテーション大会で
指摘された「オリジナリティがない」という
点も考慮し、
「架け橋の木」と「みんなのうみ」
の 2 つを上原さんに提案することになりまし
た。提案用にスケッチしたそれぞれのイメー
ジ図は次の図 1、図 2 の通りです。
「架け橋の木」には、利用者と利用者の架
け橋になるようにという意味があり、「みん

【図 2 「みんなのうみ」のイメージ図】

なのうみ」には、皆で作り上げる海という意
味を込めました。どちらも目的は同じで、デ
ザインが大きな違いになっています。展示場
所の候補が YA コーナーの壁と入り口横の
２つあり、YA コーナーの場合はケント紙で
作成し、入り口横の場合は可動式の看板を作
成することにしました。
上原さんに上記の内容を記した提案書をも
とにプレゼンした結果、図書室入り口横に「み

【図 3

んなのうみ」をテーマとする看板を設置する

展示用の魚型カード】

ことになりました。
看板は自立式にしました。長く使用する可
（2）展示コーナーの概要

能性があるので、耐久面を考慮し、素材はベ

この展示では、利用者がオススメの書籍の「書

ニヤ合板を使用しました。それにより重さが

名・オススメな点」を図 3 のような魚の形を

あり、設置場所がドア付近なので、可動式が

した台紙に書き、看板の海に両面テープで

良いだろうと考え、キャスターを装着しまし

貼ってもらうようにしました。

た。
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細かく手を加えることができなかった。

ルで色分けし、資料の場所を示しました。シー

・耐久性に不安が残るまま展示したので、

ルの貼付は利用者に依頼すると間違いが生じ

長期展示だと不備がでてこないか、子ど

やすいと判断し、上原さんに貼っていただ

もが触れるものとしての安全性が心配。

くことにしました。一般（青）、文庫（赤）、

・ボードの大きさや台紙の魚が思ったより

YA（緑）
、絵本（ピンク）、宜野湾市民図書

も目立っており、作業中も通りかかる利

館所蔵（黄色）
、所蔵なし（黒）と色分けし

用者の目を引いていたので、アピール力

ました。

は高いと感じた。

この展示のメリットとしては、①子供や高

・キャスターが思ったより動きにくく、毎

齢者でも届くので気軽に貼ることができるこ

日移動していただくのは非常に申し訳

と、②入り口に置くことで図書館のアピール

ないと感じた。

につながる、という 2 つがあります。
（4） 撤収作業中に感じたこと

デメリットとしては、看板がかなり大きい
ため、「保管場所の確保」と「移動の大変さ」

展示の片づけは 6 月 16 日に実施しました。

がありますが、キャスターを付けたことで、

思いがけず、上原さんより「継続して使用さ

移動の大変さについてはある程度解消できた

せてほしい」というたいへん嬉しい申し出が

と考えています。

あり、撤収は行わないことになりました。展
示期間を終えての展示物の様子をみて気づい
たことをまとめると次のようになります。
・ボードに貼り付けたシロクマなどの展示
物が一部はがれてしまっていた。
・キャスターのロックが勝手にかかって動
かしづらい。展示して継続するとのこと
だったため、急遽キャスターの付け替え
を行った。
・ジャンル分けに「児童」がなかったため、
「シールを貼る時に困った」という話が
あった。当然必要なジャンルであり、資

【図 4

料知識の浅さを実感させられた。

展示用のボード】

・
「オススメされた本が動くことは少ない

（3） 展示作業中に感じたこと

が、利用者同士、または図書館と利用者

展示作業は 5 月 19 日午前中に行いました。

とのコミュニケーションの活性化には

そこで感じたことをまとめると次のようにな

つながっていると思う」と聞いてうれし

ります。

かった。本が動く、という意味でのアク

・当初の予定では「問題なし」と判断して

ティブさを実現するにはまた違った工

いた部分（キャスター部分）に問題が

夫が必要だと感じた。

生じ、制作時に大幅に変更が必要になっ

・大人よりも子どもたちが多く貼ってくれ

てしまった。それにより技術面・金銭面

ている様子がみてとれた。これから夏休

で負担になってしまった。

みになるともっと利用が増えるかもし

・準備期間が短かったので、展示ボードの

れない、と期待が持てた。

裏側部分など、目に触れないところまで
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して利用者同士、又は利用者と図書館・司書
とのコミュニケーションを実現する公共図書
館でした。こちらも図に示した通り、その効
果は十分にあったと考えられます。
アンケートの結果をみると、
「
（オススメの
カードを）はってみたいと感じた」の項目と
「オススメの本をよみたいと感じた」の項目
のどちら回答者の過半数を超えています。利
用者が本を通してコミュニケーションをとる
ことに意欲的であることが伺える結果となり
ました。
【図 5

展示（実習）期間終了日のボード】

（5） 展示の効果―アンケート結果の集計
展示期間中には、ボードの隣にミニアン
ケート用紙と鉛筆を置き、展示の効果を測定
するためのアンケートを実施しました。その
結果をご紹介します。
●利用意欲を喚起することができたか？
今回の展示の最大の目標は「図書室の活性

【図 6

化」でした。活性化の 1 つの側面としては、

ミニアンケートの結果】

普段利用していない人を図書室に誘い込む、
という意味があります。図 6 のアンケート結

（6） まとめ・今後の課題

果にあるように、「図書室に入るきっかけに

今回、「みんなのうみ」を作成し、利用者

なった」
「また来たいと思った」という回答

にとって目を引くデザインとはどのようなも

も一定数寄せられており、当初の目的は十分

のか、こどもの目線を考慮するにはどうすれ

に果たされたのではないでしょうか。

ばいいか、など利用者の立場に立ち考えるこ

アンケートの自由記欄には「入るきっかけ

とが特に難しく感じました。司書課程の勉強

になった」
、
「本を手に取るきっかけになっ

は座学が中心であるため、そうした視点が抜

た」というコメントがあり、入口に配置した

け落ちてしまうのかもしれません。もっと日

ボードによって、図書室への利用促進が実現

常的に利用者はどう感じるか、何を求めてい

したと考えられます。他にも、
「華やかになっ

るかを把握するセンスを持つべきだと感じて

た」「楽しい」などの声もあり、カラフルな

います。

彩りやポップな見た目が図書室の活性化につ
ながったと言えるでしょう。

今回、展示の提案、企画、そして実行まで
を通して経験し、普段の司書課程の授業では
学べなかった展示活動の大変さや忙しさを実

●利用者間のコミュニケーションを活性化で

感しました。計画段階の理想と実際の展示と

きたか？

の間にはやはり大きな差が生じてしまいま

「活性化」のもう 1 つの意味は、展示を通
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ことも、普段の授業では学べない貴重な体験

容を分からないようにリボンで完全に結ぶこ

になりました。

とはしませんでした。また、遠くから見ても

授業では演習実習費の補助が 1 グループに

興味がわくように、本文内から一部印象的な文

つき 1 万円程度あり、大型の展示物もなんと

章を抜粋して掲載した白いカバーで覆うことに

か予算内で作成することができましたが、予

しました。ジャンル分けのためにリボンは色分

算が少ない図書館では難しい企画になるかも

けし、カバーの上部に貼りました。

しれません。低予算でも高いパフォーマンス
の企画展示ができるように、今後も頑張って
いきたいと思います。
最後になりますが、昨年の後期から約 1 年

【図 1

間を通してお世話になった上原千佳さんに深

覆面展示用

のカバー】

く感謝申し上げます。
■企画展示❷「りぼーんフェア」
新垣早紀・内嶺佳純・幸地真・瑞慶覧千咲
（1） 展示の目的・ねらい

企画タイトル「りぼーんフェア」には、展

私たちのグループでは、「古い資料（10 年

示 に 用 い た「 リ ボ ン 」 の 他 に も、「Reborn

以上借りられていない資料）を利用してもら

＝古い資料がよみがえる」という意味や、

うこと」を目的として、展示を企画しました。

「Recycle ＝本がリサイクル・再活用される」

公民館図書室には、古く利用されていない

という 3 つの意味を込めました。

資料が多く見受けられました。それらの資料
を利用者に手に取ってもらうためにどのよう

2.

展示コーナーの概要

な展示を行うべきか話し合いを重ねました。

展示コーナーは、図書室の入口から入って

まず、「目につく表紙が傷んでいると手に

きてすぐ目に留まる位置に設置させていただ

取りにくい」、「内容が分らない＝試し読みが

きました。10 年以上借りられていない資料

できない、方が古い本でも先入観なく手に

として集めた 18 冊のうち 16 冊は丸机に面陳

取って貰えるのではないか」というそれぞれ

し、2 冊はコルクボードに立てかける形にし

の意見から、①白いブックカバーで覆い、内

ました。コーナーの趣旨説明はコルクボード

容が分らないようにリボンで結ぶ、②完全に

に、ジャンルごとのリボンの色分け説明は机

包装し、プレゼントのような形にする、とい

の中心に設置しました。

う二つの案が出ました。

難しかった点は、はじめ「古い資料」の基

②案の場合、貸出時の手続きにおいて、①

準を定めておらず、グループ内で選定した資

案より時間がかかることや、返却後に再び包

料にばらつきがあった点や、実際に読んだこ

まなければいけないことを踏まえると、担当

とがない資料が多かったため、ジャンル分け

者の上原さんの負担が大きくなってしまうた

に悩んだ点などです。

め、①案を採用しました。

展示した資料が文庫本のみになった理由

そして、「内容が分らない＝試し読みがで

は、ハードカバーは全体的によく利用されて

きない方が古い本でも先入観なく手に取って

おり、今回の展示の選定基準に合った資料が

貰えるのではないか」という意見をふまえつ

少なかったためです。また絵本は、表紙が見

つも、「利用者としては内容を知ってから借

えないと余計に借りられなくなると考えたた

りたいのでは？」という意見も出たため、内

め、
選定の対象には含まないことにしました。
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の予定通り 6 月 16 日に実施しました。
展示を終えて、コーナーの様子などを確認し
て感じたこと、発見したことは以下の 3 点で
す。
・貸出されていたのは 18 冊中 3 冊だった
（詳細は後述）。「覆面展示」は展示活動
の先進事例として紹介されることが多
いが、思っていたよりも借りられておら
ず、古い資料の利用を活性化する方法と
してはあまり向いていないように思わ
れる。
【図 2

・借りられていた資料は「ミステリー」が

展示コーナーの外観】

中心で、「恋愛」や「ユーモア」の資料

（3） 展示作業中に感じたこと

は借りられていなかった。

展示作業の準備中に感じたことは以下の 2

・資料が借りられた後にも何が展示されて

点です。

いたか分かるように、表紙と同じボー

・図書室での展示ということもあり、大学

ドをテーブルの上に置いていたが、ボー

で準備する際には、実物の本が手元に

ドと展示資料が別々に置かれているも

なくどうしても曖昧な作業となってし

のもあり、
（貸出はされていないものの）

まった。
（例）カバーの文字の大きさや

展示物が手に取られた様子は確認でき

余白の調整ができなかった

た。

・図書室でしかできない作業が多く、大学
での作業中に、いま行っている作業以外

（5） 展示の効果－アンケート結果の集計

に出来る作業はないか、グループ内でも

まず結論から述べると、今回の展示を通し

混乱してしまった。

て貸出された資料は 18 冊中 3 冊に止まった
ため、当初の展示の狙いが達成できたとは言

展示作業中には、狭いスペースでの作業の

い難い結果となりました。

ため、どうしても話し声が響いてしまったの
●古い資料の利用は活性化されたか？

で、他の利用者への配慮が足りなかったよう
に思います。

ミニアンケートの Q1 では、回答者の属性
を回答して頂きました。「①子ども、②学生
（小・中・高）
、③大学生、④大人（一般）
」
から選択して貰い、
「④大人」を選んだ方に
は任意で年代を回答して頂きました。図 4 に
示した通り、今回の回答者は「③大学生」が
55 名、
「④大人（一般）
」が 6 名となりまし
た。課題のために訪れた司書課程受講生以外

【図 3

にも、一般の利用者が 6 名も回答していただ

展示作業中の様子】

いた点はとても励みになりました。

（4） 撤去作業中に感じたこと

Q2 では、展示されている資料を借りたか

展示は 5 月 19 日から約 1 ヶ月間かけて行

否かを回答して頂き、
「はい」の場合は借り

いました。そして、展示の撤収作業は、当初

た冊数を、
「いいえ」の場合は借りなかった
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理由を回答して頂きました。こちらも図 4 に

めには、私たちの世代にとってあまりなじみ

示した通り、「はい」と回答した方は「一般」

がない作家や古い資料についても、資料の専

1 人が 2 冊、
「大学生」1 人が 1 冊借りてお

門家としての幅広い知識を持つ必要があるこ

り、冊数的には一般の方のほうが借りていま

とも改めて実感しました。

すが、借りた人数はどちらも同じでした。

【図 5
【図 4

展示された本を借りましたか？】

展示された本を借りなかった理由】

（6） まとめ・今後の課題

●なぜ貸出されなかったのか？

今回の展示活動の実習を通して、司書課程

図 5 は、Q2 で「いいえ」と回答した方に、

の講義ではなかなか学ぶことができない、展

借りなかった理由を尋ねた結果を示していま

示の発案から実施を経験することができまし

す。グラフからも分かるように、借りなかっ

た。そして、グループで協力しなければやり

た理由としては多くの利用者が「返すことが

遂げられない様々な事柄があることも学ぶこ

大変」と回答しています。この結果から、公

とができました。

民館図書室以外でも（例えば宜野湾市民図書

今回の企画展示の実施まで、私たちのグ

館などで）返却可能であれば、貸出冊数は伸

ループでは半年間という長い時間を費やしま

びた可能性があるとも考えられます。

したが、図書館の現場では短い期間で発案か

ただし、「本が汚い」という理由も挙がっ

ら展示まで行わなければなりません。計画性

ているため、ブックカバーを掛けただけでは、

や実行力など司書課程の授業では学ぶことが

中のページや天の部分の傷んでいる箇所など

できない専門性がまだまだたくさんあること

のマイナスイメージを払拭出来ていなかった

に気付かされたことも、大きな収穫でした。

ようにも思われます。

最後になりますが、今回の展示活動を行う

一方で「すでに借りられていた」を選択し

にあたり、たくさんのご助言とご協力を頂い

た利用者も 6 名と予想以上に多い結果となっ

た上原千佳さんに深く感謝致します。

ています。貸出冊数には表されていませんが、

――――――――――――――――――――

利用者の興味を引くことは一定程度出来たの

あらかき さき・うえはら けんじ・うちみね かすみ

ではないかとも思われます。

こうち まこと・ずけらん ちさき・せらがき あん

また、自由記述欄において「ジャンルの偏
り」を指摘する意見がいくつか挙がっていた

たましろ あいか・やなぎぼり なつの
やまぐち しんや：沖縄国際大学（著者五十音順）

ことをふまえると、もう少しジャンルが均等
になるよう選定するべきだったと思いまし
た。また、適切な選書ができるようになるた
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