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『本棚の中のニッポン』で
伝えきれなかったいくつかのこと

--日本資料と海外の大学・研究図書館--

江上敏哲
国際⽇本⽂化研究センター

⼤学図書館問題研究会
全国⼤会 in京都 2012.8.4

コミュニケーション・シートは

プレゼン終了後に

マッハの速度で回収してマッハの速度で回収して

質疑応答に使います。

ご協力よろしくお願いします m(_ _)m

コミュニケーション・シートの

ご質問で答えられなかった

ものは 後日ブログなどでものは、後日ブログなどで

紹介することがあります。

イヤな方はその旨チェックを m(_ _)m

ハッシュタグ

#dtk43#dtk43

では、まず

問題問題

Ｑ．

わたしたちは、いま

世界の“どこ”に世界の どこ に

いるでしょうか？

答えは 30分後答えは 30分後 本題本題
『本棚の中のニッポン』

？？？
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『『本棚の中のニッポン本棚の中のニッポン』』とは？とは？

本棚の中のニッポン
海外の⽇本図書館と⽇本研究
（笠間書院 / 2012.5 / 1900円）

⽇本⼈の知らない
「海外の⽇本図書館」。
そこはどういうところで、
今、何が必要とされているのか。

『『本棚の中のニッポン本棚の中のニッポン』』とは？とは？

本棚の中のニッポン
海外の⽇本図書館と⽇本研究
（笠間書院 / 2012.5 / 1900円）

• 海外の⽇本研究（研究者・学⽣）
• 海外の⽇本図書館とその周辺

- 蔵書・サービス・活動
- 現状・課題・ニーズ

• ⽇本からのサポート・情報発信

「海外の日本図書館」

？？？

「海外の日本図書館」

をとりまく世界

「海外の日本図書館」をとりまく世界

世界へアピール

「ニッポン！」

研究者・学生・一般人

「海外の日本図書館」をとりまく世界

研究者・学生・一般人

日本資料
各国の日本図書館

「海外の日本図書館」をとりまく世界

海外の日本図書館 日本

出版社

日本資料 図書館

大学

“橋”

「海外の日本図書館」をとりまく世界

日本

出版社

世界へ
アピール

海外の

日本図書館

図書館

大学

研究者・学生
一般人

“橋”

「海外の日本図書館」をとりまく世界

日本

出版社

世界へ
アピール

海外の

日本図書館

図書館

大学

研究者・学生
一般人
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『『本棚の中のニッポン本棚の中のニッポン』』とは？とは？

これって要するに

“アウトリーチ”
の話なんです。

●日本から遠い ●資料・情報が少ない

●言語環境が違う ●メジャーじゃない

国を越えるだけでも

ユーザには無駄な

時間・コスト・ストレスが

『『本棚の中のニッポン本棚の中のニッポン』』とは？とは？

時間・コスト・ストレスが

かかるものです。＞＜；

NO！ 鎖国、 YES！ホスピタリティ

『『本棚の中のニッポン本棚の中のニッポン』』とは？とは？

この問題の解決・サポートには

広くたくさんの

“援軍”が必要です“援軍”が必要です。

大学図書館・公共図書館・出版社・

自治体・官公庁・学校・・・etc.

『『本棚の中のニッポン本棚の中のニッポン』』とは？とは？

これはほかでもなく

“日本”自身が

損をするか得をするか
という問題です。

では 具体的には？では、具体的には？
１つめのこと

「e-resource」

問題①

“日本離れ”が
止まらない

問題① “日本離れ”が止まらない

Google Booksでの ■Japan 登場頻度

1990

1900

1930
1945 2000

2008

問題②

深刻な
デジタル不足
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図書 電⼦書籍 電⼦
ジャーナル

北⽶・東アジア図書館での所蔵数(2010)

問題② 深刻なデジタル不足

中国語 9,286,632 97,469 269
⽇本語 5,568,202 1,244 69
韓国語 1,328,615 11,703 171
英語など 1,431,586 7,864 31
合計 17,615,035 118,280 540

北⽶・東アジア図書館での所蔵数(2010)
■中国語 ■⽇本語 ■韓国語

問題② 深刻なデジタル不足

9286
632

97469 269
632

5568
202

1328
615

図書

1244

11703

電⼦書籍

69

171

電⼦ジャーナル

•数が少ない

•不便 （なんでCD-ROMやねん・・・）

•値段が高い（ ンソ シアム ）•値段が高い（コンソーシアム・・・）

•条件が厳しい

• （´-`）.｡oO（売る気ある？）

提言①

日本の図書館“こそ”が

要望の声を大きく上げる！

…海外からでは声が届きにくい ><;
・数が少ない ・値段が⾼い
・不便 ・条件が厳しい

提言①

日本の図書館“こそ”が

要望の声を大きく上げる！

課題

要望・交渉のための

専門家コミュニティがない。

２つめのこと

「研修」

提言②

海外日本司書の研修に

積極的に協力・寄与する！

日本専門家ワークショップ

天理古典籍ワークショップ
（2ndシーズン開始決定！）

提言③

海外研修をアップグレード！

“発信” “参画”型の研修へ

× 質問するだけ・調べるだけ
× 自分たちが情報入手するだけ
↓
○ 会議・プロジェクトに参加・発表・寄与

Output & Participatory
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３つめのこと

「日本専門家「日本専門家
デビュー！」

提言④

あなたは、すでに
“日本専門家”です。
あとはデビ するだけ！

日本から、海外のユーザに

伝えられる・教えられるたくさんのことを

webでカンタンに発信できます。

あとはデビューするだけ！

まもなくプレゼン終了。

コミュニケーション・シートを

まだ書いてない人は

よろしくおねがいします。

４つめのこと

「ＩＬＬ「ＩＬＬ」
（もっとも現実的 & 直接的な）

提言⑤

海外からのＩＬＬ受付は

柔軟な対応をお願いします柔軟な対応をお願いします

問題③ 日米間GIFにおける
海外からのILL受付件数

34
184156

375

貸借 謝絶 複写 謝絶

34

‐119

‐629

‐378

‐534

2004 2010

34
184156

375

貸借 謝絶 複写 謝絶

問題③ 日米間GIFにおける
海外からのILL受付件数

34 ‐119 ‐629‐378 ‐534

2004 2010

提言⑤
海外からのＩＬＬ受付は
柔軟な対応をお願いします

GIF・OCLCじゃなくても

とびこみ依頼にも

NO! 鎖国 YES! ホスピタリティ
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課題

海外ILL受付の事例共有・

ケーススタディが足りない？

提言⑥
海外ＩＬＬ受付の情報共有
グループを作りませんか？

→興味のある方は 江上 まで

（疑問）

ＧＩＦのあの仕組みは

（´-`）.｡oO（そもそも・・・ ）

これからもあのままで

続けていくの？ いけるの？

でっかい大学さんなら

ＯＣＬＣに

（´-`）.｡oO（ていうか・・・ ）

ＯＣＬＣに

直接入っちゃえばいいのに・・・

（早稲田さんみたいに）

ＮＩＩさんが、とは言わないけど、

ＴＲＣさんとか紀伊國屋さんあたりが

代表で加盟しちゃって

（´-`）.｡oO（それか・・・ ）

代表で加盟しちゃって

国内にふる、とか・・・

なんかいい方法ないかな・・・

それはさておきそれはさておき

最後に 答え合わせ

「わたしたちは、いま

世界の“どこ”に世界の どこ に

いるでしょうか？」

日本
世界 You are 

HERE !!

図書館

大学


