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はじめに
オランダ最古の都市のひとつマーストリヒトは，1

年11月，欧州連

合の発足を決めたマーストリヒト条約締結の地としても知られる。古の文
化遺産と現代が交錯する街である。雑誌『BRUTUS』の特別編集合本「本
屋好き」
（

1 年 月）には，国内外の話題の書店が多数取り上げられてい
るが，巻末に当地の Boekhandel Dominicanen
の写真が載せられている。この書店は，1 世

紀に建てられたゴシック式教会を本屋として
改装したもので，

年にはイギリス・ガー

ディアン紙の選ぶ「世界一美しい書店」にも
輝いた。

1 年 月

日〜 月 日，マーストリヒ

ト国際会議場（MECC）で「国際学校図書館
協会（IASL）第

回年次大会・第 1 回国際

学校図書館研究フォーラム」
（IASL マースト
リヒト大会）が開催された1）。大会 日目晩の

写 真 1 IASL マ ー ストリヒト
大会レセプション

* みうら・たろう／明治大学文学部准教授
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歓迎レセプション・表彰式は，まさにこの書店が会場となり，参加者一同，
ワイングラスを片手に丸天井の壁画を見上げながら，書棚の本も手にでき
るという，たいへん贅沢な時間を過ごした。

IASL マーストリヒト大会には，ヨーロッパを中心に，世界各国から
名を超える学校図書館関係者が集まった。日本からも全国学校図書館協議
会（全国 SLA）の森田盛行理事長をはじめ，筆者を含め1 名が参加した。
翌年 月に明治大学駿河台キャンパスを主会場とする第

回年次大会（IASL

東京大会）開催が決まっており，会期中は IASL 展示ブースの真横に，

IASL 東京大会 PR のためのブースも設置された。
IASL マーストリヒト大会のテーマは「学校図書館サイコー（！）」（The
School Library Rocks）であり， 部屋に分かれ約 1 件の学術発表が行
わ れ た。 発 表 形 式 は， 研 究 発 表（Research Presentation: RP）， 実 践 報 告
（Professional Presentation: PP）
，ワークショップ（Workshop: WS）
，ポスター
発表の 形式であり，RP と PP は 分，WS は 分で設定されていた。 〜
名程度で机を囲んで話し合っている部屋もあれば，

名を超えて立ち見

の出るセッションもあった。残念ながら，直前のキャンセルも数件見られた。
印象としては，家庭的な雰囲気の強い国際大会ということであった。初日，
開会式を終えて休憩時間に入ると，会場の至る所で参加者同士が再会を祝
して握手をしたり，ハグし合ったりする光景が見られた。
日目の歓迎レセプションのほか， 日目の晩には，郊外の古城レストラン・
シャトーネアカンで公式晩餐会（ガラ・パーティ）
，およびオークションも
開かれた。歴史を意識させる雰囲気のなかで，参加者は思い思いに飲食や
国・地域を超えての会話，そしてロック音楽に合わせたダンスを楽しんだ。
このとき筆者は IASL 東京大会に運営委員会委員として参画していたが，国
内外の多くの学校図書館関係者を東京にどのように迎えるか，意識を新た
にする好機となった。
以下，本稿では IASL 東京大会の実施経過について報告する。

1. 準備期間①：
IASL は1

1 年 月まで

1年に創設された，世界規模で学校図書館活動の促進を目指
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す国際機関である ）。米ウェスタン・ミシガン大学
（WMU）のジーン・ローリー女史らを中心に，ジャ
マイカのキングストンで発足し，翌年に第1回大会
がロンドンで開かれた（ローリー女史は初代会長
（1

年）
， 初 代 事 務 局 長（1

1-

-

年）を

務めるなど協会を主導した）
。その後も毎年，年次
大会を開催し（1

年からは研究フォーラムも併

催），各国の学校図書館員や教員，教育部局関係者
が参加して，学校図書館の効果的活用を議論して
いる。IASL マーストリヒト大会期間中にディリジッ

写真

ディリジット・シン
1 -1 年）

IASL 会長（

ト・シン IASL 会長ともお会いしたが，
「欧米だけ
ではなく，とくに開発国の学校図書館関係者が数多く参加できるようにし
たい」と話されていたのが印象的であった。
筆者が IASL 東京大会の運営に関わるようになったのは，
開かれた第 回運営委員会会合からである 。
）

1 年1 月に

1 年に，当時のジェーム

ズ・アンリ IASL 会長を全国 SLA が招聘した際，非公式に日本開催の打診を
受け，翌年，全国 SLA の理事会・総会で検討・決定後，

1 年の IASL ドー

ハ大会の直前に正式に開催が決められたという。

1 年に入り，大滝則忠国立国会図書館長を委員長とする大会組織委員
会が組織され， 月に第1回組織委員会会合が開かれた。大会組織委員会の
副委員長に，谷川祐一文部科学副大臣，銭谷眞美全国 SLA 会長，森茜日本
図書館協会理事長が就任し，委員に，小松親次郎文部科学省初等中等教育
局長，佐藤毅彦国立国会図書館国際子ども図書館長らが名を連ねた（なお，
大会組織委員長は，

1 年度末を以て大滝氏が国立国会図書館長職を退い
たのち，副委員長であった銭谷全国 SLA 会長が後を襲った。文部科学副大
臣の就任した副委員長も， 1 年1 月以降は義家弘介文部科学副大臣に
引き継がれた。IASL 東京大会開催時点の組織委員は，最終的に，藤原誠文
部科学省初等中等教育局長，本吉理彦国立国会図書館国際子ども図書館長，
肥田美代子文字・活字文化推進機構理事長，中井敬三東京都教育委員会教
育長，大橋明全国連合小学校長会会長，榎本智司全日本中学校長会会長，
宮本久也全国高等学校校長協会会長，矢口仁東京都学校図書館協議会会長，
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そして森田全国 SLA 理事長である）
。
森田全国 SLA 理事長は組織委員と運営委員会委員長を兼務した。運営委
員会には，堀川照代青山学院女子短期大学教授，平久江祐司筑波大学教授，
二村健明星大学教授，須永和之國學院大学教授，村山功静岡大学教授が就
任し，事務局に竹村和子全国 SLA 研究部長という体制であった。筆者は日
本図書館協会国際交流事業委員会委員長を務めているが，その関係で1 月
から運営委員として（

1 年以降は副委員長として）加わることとなった。
1 年 月の IASL バリ大会で IASL 側から協定書案が示され，1 月に
日本側と IASL の間で正式に締結されていたが，1 月に開かれた運営委員
会会合ではその内容が議題に上り，日本側の契約主体が（全国 SLA ではな
く）大会組織委員会であることなどが確認された。この点に関わり，全国

SLA が組織として主催団体とはならなかったため，実質的に事務部門が置
かれないこととなり，これがその後の実務運営において，ときに対応が後
手に回る一因となったことは否めないと考えている。当初は事務手続きの
外部委託が予定されたが，提携予定先コンベンション会社の状況が変わり（担
当予定者の退職に伴い，同社で提携内容が継承されず）
，見送らざるを得な
かった。

1 年 月，運営委員会会合で今後の具体的スケジュールが確認された。
先決事項は開催先の確保であった。都内の大学を中心に複数候補が検討さ
れ，最終的には，

1 年に日本図書館協会第1

回全国図書館大会の会場

校となるなど図書館界とつながりがあり，複数の教室措置が可能なほか，
貴賓対応を含めて国際会議の開催ノウハウを持っていた明治大学と交渉が
進められることとなった（依頼は明治大学図書館を通じて進められ，

1

年度に大学理事会から正式に受諾された）。
また，大会周知の際に用いられるロゴマークについて，この年 月から公
募が開始され，1 月に決定した。 月には大会ウェブサイトも作成され，
周知が進められることとなった。この時期，各担当のもと実務作業にあた
る小委員会（プログラム・研究・ファシリティ・イベント・広報・財務の
各委員会）委員への依頼も進められ，1 月にはメンバーがほぼ確定した。
開催準備が具体化したのは，

1 年 月の IASL マーストリヒト大会開催
前後の時期からであった。運営委員会での検討の結果，同月に IASL 東京大
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会のテーマを「デジタル時代の学校図書館」（School Library in the Digital

Age）とすることを決め， 月から実施要項の作成にとりかかることとなった。
検討の際は，大会趣旨説明，発表者や参加者の募集スケジュール・周知文面，
参加費などの事項を確定させる必要があり，運営委員会で協議を重ねた。
研究発表の締切については

1 年1月中旬と設定し，運営側で審査後，

発表者として採用された者に対して， 月中旬までにフルペーパーの提出を
求めることとした。参加費は，従来の IASL 大会の設定金額を踏襲し，参加
者の出身国別に 段階を設けたほか， 月中旬まで事前割引期間（アーリーバー
ド）を設け，参加を呼びかけていくこととした（実際には期限をそれぞれ
半月ずつ延期している）
。
この時期，基調講演者の選定も始められた。銓衡方法は，運営委員会で
各委員が候補者を挙げ，委員間で投票する形式をとった。その際，IASL マー
ストリヒト大会参加者の意見なども聞き，講演者候補には学校図書館や電
子化についての専門家だけでなく，海外からの参加者に向けて日本文化を
お話しいただける方も検討することとなった。 月末には依頼順位が確定し
た。しかし，上位候補であっても運営サイドで調整のつかないケースや，
事務局から依頼したものの講演謝絶の意向が示されたケースなどもあり，
確定までに か月以上を要することとなった。
最終的には，日本人講演者とし
て，日本ペンクラブ会長としての
ご経験や文学的造詣が深く，全国

SLA の主催する全国学校図書館研
究大会でも講演されてきた阿刀田
高山梨県立図書館長と，海外でも
関心の高いマンガについて，実際
に漫画家として活躍し研究も進め

写真

られている里中満智子大阪芸術大

ダイアン・オバーグ氏

学教授から，それぞれ快諾が得ら
れた。また，海外講演者としては，国際図書館連盟（IFLA）学校図書館部
会長の経験があり，IASL マーストリヒト大会時に非公式に感触を得ていた
ダイアン・オバーグ・アルバータ大学名誉教授，および，訳書『学校と図
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書館でまなぶインターネット活用法』
（日本図書館協会 ,

1 年）の刊行が

予定されていたジェームズ・へリング元チャールズ・スタート大学教授か
ら承諾を受けた。
このほか，ゲスト講演者として，イェール大学を卒業し，三井物産就職
後に落語家に転身した異色の経歴をもつ立川志の春師匠に依頼することと
なった。これは，講演候補上位に志の春師匠の名前が挙がっており，落語
という日本文化を英語で発信できる方であったこと，また，運営サイドの
前田由紀渋谷学園渋谷高等学校司書教諭（財務小委員会委員）から，志の
春師匠に打診可能な状況にあったためである。なお，謝金額についても運
営委員会で検討し，大学等における講演謝金に準じる額とし，海外講演者
については飛行機代を加味した金額で依頼することとなった。

. 準備期間②：

1 年

−1

月

1 年 月，全国 SLA 会館で組織委員会・運営委員会の合同会議が開か
れ，IASL マーストリヒト大会の報告と，今後のスケジュールが確認された。
席上，とくに懸念が示されたのは大会経費の捻出についてであった。森田
運営委員長から数千万円規模の試算が示されたものの，この時点ではまだ
スポンサー企業からの正式応諾が伸び悩み，その後の見通しも不透明な状
況にあった。このため，大滝組織委員長をはじめ複数の組織委員から，働
きかけの進展具合によっては，年明け段階で予算を大幅に見直す必要のあ
ることや，収入を現実的に見込むことのできる参加費をベースに再検討す
べきことが提言され，了承された。
運営委員会では実施要項を詰める作業を進め，1 月までに成案を得た。
大会参加費は，最終的には日本など先進国地域（Ａゾーン）からの参加者
（IASL 会員）は

,

円（アーリーバード

,

円）とし，非先進地域（Ｂ

ゾーン）
，開発途上国（Ｃゾーン）
，非会員などの区分ごとに段階的に料金
を設定した。このうち，IASL 会員料金適用対象として「学校図書館に関心
を持つ者」全般を含めることを決め，日本からの参加者は実質的にすべて

IASL 会員料金の適用を可能とする措置も講じた。ゾーンの設定は IASL 側
で定められた区域に従ったが，台湾や香港，マカオなどがＡゾーンに含まれ，
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中国やインドがＣゾーンに位置づけられるなど，必ずしも昨今の経済情勢
にそぐわない地域分けであるきらいはあった。このほか，発表キャンセル
を防ぐため，発表者には事前の参加登録を呼びかけたり，公式晩餐会を独
立採算とし参加費を大会参加費と別設定（1 ,

円）としたりした。

大会参加費は，会期中 日間の昼食代や飲みもの代，大会バッグ（キハラ
製作）や発表要綱等の資料類も含めた金額であり，図書館関連の国際大会
では標準的な額を目指した。しかし

,

円という金額設定では，とくに

国内の学校図書館関係者の参加が伸び悩むことが予想されたため，新たに，
日本人参加者に向けて「一日参加」
（ ,

円）の枠組みを設けた。また，

学術発表の呼びかけや参加動員を図る観点からも，大学院生・学部生や，
第

回全国学校図書館研究大会（ 月 -1 日．神戸）の参加者に対しては，

一般参加者よりも参加費の優遇措置をとった。

1 月初旬には実施要項が公開され，大会日程・会場，開催趣旨，参加費
のほか，発表申込の案内や図書館見学先の広報も始められた。開催周知の
ため，キックオフイベントが企画・実施されたのもこの時期である。
第1回キックオフイベント（1 月1 日．於文化学園大学）は，「学校図書
館の国際潮流および災害支援」をテーマに，シン IASL 会長を招いて基調講
演を行った（参加者

名）
。発表者として，村山隆雄聖徳大学文学部教授，

曲里由喜子元兵庫県学校図書館協議会事務局長，設楽敬一全国 SLA 事務局
長が，それぞれ震災と図書館をテーマに報告した。また，IASL 東京大会の
開催される

1 年を「学校図書館年」とし，学校図書館の振興・周知に努

める「「学校図書館年」を広める会」
（発起人代表：河村建夫学校図書館議
員連盟会長）の発足式も行われた。なお，会場
確保にあたっては，大沼淳文化学園理事長から
格別の配慮を頂戴している。
夕刻の懇親会では，IASL 大会でおなじみのオー
クションも実施された。売上金はすべてネパー
ル大使館に寄附され，マダン・クマール・バッ
タライ全権特命大使に手渡された。懇親会のス
ケジューリングや食事などの交渉の際は，とく
に中島尚子国立国会図書館国際子ども図書館企

写真

長倉美恵子氏
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画協力課主査（イベント小委員会委員）に調整いただいた。
第 回キックオフイベント（1 月1 日．於国立オリンピック記念青少年
総合センター）は，第1 1回全国図書館大会関連行事として「IASL，日本，
そして世界の学校図書館」をテーマに，長倉美恵子 IASL 名誉会員の特別講
演を行った（参加者

名）
。井上靖代獨協大学教授（プログラム小委員会委

員）と，須永研究小委員会委員長から，米国，フランスの学校図書館制度
について，それぞれ報告があった )。
第 回は，明治大学図書館情報学研究会の
図書館における読書活動への取り組み」
（1 月

1 年度シンポジウム「学校
日．於明治大学和泉図書館）

を後援する形で実施され，岩崎れい京都ノートルダム女子大学教授，高桑
弥須子市川市立第七中学校学校司書，江竜珠緒明治大学付属明治高等学校
中学校司書教諭の 名による発表が行われた（参加者

名）
。

この時期，森田運営委員長が体調悪化のため，11月末まで運営に関わる
ことができなくなるという不測の事態も生じたが，運営委員会で対応を図っ
た。とくに電子メールを介した IASL 側とのやりとりについて，それまでの
事務局体制では十分に対応できていない面もあったことがわかり，改善を
進めた。

. 準備期間③：

1 年11月−

1 月1月

第 回キックオフイベントは，11月1 -1 日，パシフィコ横浜で開かれ
た図書館総合展において大会案内ブースを出展する形で行われた。このブー
スでは，IASL マーストリヒト大会の様子を紹介する動画を放映したり，大
作光子筑波大学大学院博士課程（広報小委員会委員）らの行ったポスター
発表を掲示したりした。
キックオフイベントは全部で 回実施されたが，第 回は，年明け1月
日に明星大学で開かれたシンポジウム「デジタル読書革命と学校図書館」
（主催：明星大学図書館情報学課程）を共催する形で行われた。同シンポジ
ウムでは，二村イベント小委員会委員長のコーディネートのもと，平久江
広報小委員会委員長，時実象一東京大学大学総合研究センター非常勤講師，
野口武悟専修大学教授（研究小委員会委員）
，望月道浩琉球大学准教授（イ
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ベント小委員会委員）
，評論家の大森望氏，須藤晃毎日新聞社「教育と新聞」
推進本部教育事業担当部長（イベント小委員会委員）
，足立幸子新潟大学准
教授（研究小委員会委員）の 名が登壇し，読書と学校図書館の今後を討議
した。
また，この時期には，大会ウェブサイト上で，会場の明治大学や神保町
界隈に関する案内英文を掲載したり，近隣ホテルに了承を得た上で宿泊情
報のリンクを張ったりするなど，周知に努めた。海外の学校図書館関係者
に参加を呼びかけるため，アジアの学校図書館団体を中心にチラシも郵送
した。これまで IFLA 大会と IASL 大会が隣接して開催される場合，学校図
書館関係者が連続して参加することも多かったため，IASL 東京大会開催と
同時期（ 月1 -1 日）に第

回 IFLA コロンバス大会の開催が予定されて

いた米国の各州の学校図書館団体にも，同様の案内を送付した。

IASL 東京大会関連のエクスカーション（大会終了後の観光を兼ねた体験
型視察旅行）や，大会直前・期間中の観光旅行の検討も進めた。しかし，
エクスカーションや事前旅行は，対応人数を割く余裕がないことから実施
しないことを決め，会期中の観光も，年度明けに旅行会社と調整したものの，
最終的には，最低催行人数に満たなかったため大会直前に中止となった。
このほか，イベント小委員会が中心となり，歓迎会や公式晩餐会の演目
などが検討された。大会期間中に1日を当てることを決めていた学校視察に
ついても，訪問先との具体的調整が進められた。
この時期，予算の見通しは依然として不透明であった。大会ウェブサイ
ト上で後援・出展を呼びかけることと平行して，1 月に関係財団へ助成申
請を進めた。残念ながら当該助成は受けられなかったものの，11月に国立
青少年教育振興機構による「子どもゆめ基金」に応募した結果，年度末に
交付内定を受けることができた。また，森組織委員会副委員長らと相談を
重ね，さらなる方途を探るなかで，1 月に図書館流通センター（TRC）か
ら大口の寄附を受けることができた（TRC 側への状況説明の際は，銭谷組
織委員会副委員長に森田運営委員長，筆者も同行した）
。さらに出版界への
協力呼びかけについて，大滝組織委員長，森田運営委員長とともに，相賀
昌宏日本書籍出版協会理事長のもとを説明に訪れ，要請がなされた。
こうした依頼などを通じて，大会開催時には約

に上る企業・団体から
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協賛協力や展示の応諾を得ることができた。多くの方から個人寄附もいた
だくことができ，IASL 東京大会の運営が支えられた。この場を借りて，関
係の方々にひと言御礼申し上げたい。
・協賛企業一覧（順不同）
図書館流通センター，小学館，アリス館，あかね書房，学研プラス，
金の星社，世界思想社教学社，凸版印刷，PHP 研究所，ひかりのくに，
キハラ，富士フイルムビジネスサプライ

ほか1社（非公表希望）

・出展企業・団体一覧（順不同）
図書館流通センター，キハラ，国立国会図書館国際子ども図書館，
高知県商工労働部工業振興課，埼玉福祉会，凸版印刷，ブレインテック，
ブリタニカ・ジャパン，学文社，紀伊國屋書店，日本ミック，岡村製作所，
オックスフォード大学出版局，スズキ教育ソフト，読売新聞東京本社，

MHM，Libraries Unlimited，Follett School Solutions，
Schools Catalogue Information Service
1 年1月中旬からは参加申込の受付を開始した。秋口にコンベンショ
ン会社の再選定を進め，翻訳派遣事業などで実績のあった ISS 社に委託を決
め，年明けに登録システム公開の運びとなったものである。
また，同じ1月には全国 SLA から正式な共催承認が得られた。それまで
も開催招致の経緯から，運営委員会の中では全国 SLA からの組織的な支援
が欠かせないとの意見が出されていたが，全国 SLA 側の意向もあり，時間
を要していた。 月に開催される第

回全国学校図書館研究大会において，

IASL 東京大会と連動したプログラムを実施することも検討されたが，企画
に中心的役割を果たした二村イベント小委員会委員長が年度末まで療養生
活を余儀なくされたこともあり，実現には至らなかった。

. 準備期間④：

1 年

−

月

1月末に発表者募集を終了した。申込件数は11 件であった。発表締切を
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いったん 週間ほど延長しており，締切後の申込は原則として受け付けなかっ
たが，海外から数件の申し出があり，その都度，運営委員会で協議した。
必要に応じてシン IASL 会長の意向も確認した。
発表審査は日本側研究小委員会と IASL で協同し， 月初旬までかけて採
用 1件（RP

1件，PP
件，WS 件，ポスター1 件）を決定した。審
査完了まで予定よりも1か月長く時間を要したが，これは当初予定していた
ような日本側審査と IASL 側審査を平行して行うことができなかったためで
ある。日本側の審査後に IASL の審査が入る形となり，事前の連絡調整不足
が反省される。また，審査基準も確定に時間がかかった。IASL からは事前
に開催に向けた準備作業のガイドラインが示されており，そこに審査基準
の大略も示されていたが，日本側では独自基準に基づく審査となった。関
係者が大会成功に向けて一丸となり，相互に認識共有していくためには，
決定プロセスにおいて丁寧な説明が求められる。このことは，運営を主導
する側が肝に銘じておかなければならないことであったと言えよう。
その後，大会当日に配布される発表要綱の作成に向け，RP と PP につい
て 月末日を期限として全発表者にフルペーパーの提出を求めたが，残念な
がら期限までに提出されないケースも数件あった。その結果，最終的に採
用された研究発表数は

件（RP

件，PP

件，WS 件，ポスター1 件）

となった。
この時期には，図書館関係の学協会に対する後援依頼の事務手続きも進
められ，その多くから応諾を受けた。後援団体は下記のとおりとなった。
・後援団体一覧（順不同）
文部科学省，国立国会図書館，日本図書館協会，文字・活字文化推進機構，
全国連合小学校長会，全日本中学校長会，全国高等学校長協会，
学校図書館議員連盟，図書議員連盟，全国都道府県教育委員会連合会，
日本 PTA 全国協議会，日本国際児童図書評議会，日本書籍出版協会，
日本出版取次協会，日本書店商業組合連合会，日本児童図書出版協会，
日本児童文学者協会，日本児童文芸家協会，読書推進運動協議会，
日本教育情報化振興会，ユネスコ・アジア文化センター，日本新聞協会，
日本図書館情報学会，日本学校図書館学会，日本教育工学会，
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朝日新聞社，毎日新聞社，読売新聞社，日本教育新聞社，教育新聞社，
教育家庭新聞社，明治大学，國學院大學，文化学園大学，
図書館総合展運営委員会，ベストワールド社
月にはシン IASL 会長が再来日した。これは，前年1 月の第1回キック
オフイベント開催後，年度明けに運営事項について直接確認する意向が示
されたことを受けたものであった。シン IASL 会長同席のもとで運営委員会
を開き，その翌日（ 月 1日）には，原田隆史同志社大学教授の協力のもと，
同志社大学図書館司書課程講演会の一環として，学校図書館界の国際化を
テーマとする講演会が開かれた。

. 準備期間⑤：

1 年

−

月

月初旬，発表プログラムが確定した。前月のアーリーバード締切前後の
時期以降，参加希望者から発表プログラムの公開を求める声が寄せられる
ようになっていたが，フルペーパー未提出に伴う発表辞退について慎重に
判断せざるを得ず，プログラムの確定には時間を要した。

IASL 東京大会前日に國學院大学で予定されるプレ会議に関して，この時
期に WS 1件，発表辞退連絡があった。辞退理由は，運営側から渡航費用が
捻出されなければ発表できないというものであった。申込対応時にそうし
た費用は支出しない旨を伝えていたが，行き違いが生じたようであった。
急遽，運営委員会で対応を図り，本大会で IFLA 学校図書館ガイドラインを
テーマとする WS を予定していたカレン・ガヴィガン氏から，同内容をプレ
会議でも発表することの了承を取り
付けた。条件として1 名以上の事前
参加登録を求められたが，ちょうど，
本大会開催に合わせて『IFLA 学校図
書館ガイドラインとグローバル化す
る学校図書館』
（学文社 ,

1 年）が

刊行される運びであり，関係者に声
かけを進め成立となった。

写真

プレ会議のグループ討議
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月からは大会運営を支えるボランティアについても，本格的に募集を開
始した。首都圏の司書・司書教諭課程や図書館情報学の専門課程を置く大
学を中心に案内を送り，関係者の担当する授業時にも個別に広報した。こ
の結果，明治大学をはじめ，
（参加学生の多い順に）明星大学，大東文化大学，
筑波大学，同志社大学，専修大学，関東学院大学，清泉女子大学，九州大
学から，合計

名に上る学生たちの協力を得ることができた。 月初旬に

は説明会を開催し，その後に中核的に関与してくれた全日参加の学生とも
面識を得た（とくに，明治大学大学院の熊谷知子さん，筑波大学大学院の
杉本ゆかさん，明星大学の大岩祐哉くん，管日和さんには，事前の準備か
らお手伝いいただいた。協力者の皆さんに改めて謝意を表したい）。
月初旬には会場割が確定した。リバティタワー1 -1 階の1 教室のう
ち， 教室を発表会場として使用し， 教室を企業展示，1教室をサイレント・
オークション会場，1教室を IASL 事務局として割り当てた（残る 教室は，
設営準備の際に移動した机などの保管にあてた）
。直前に複数企業から展示
希望が寄せられたため，会場の増設が必要となり，図書館総務事務室を通
じて，新たに1 階の1教室（11

）を大会本部とした（会場回りの対応の

際は，菊池亮一学術・社会連携部長，浅野京子さんをはじめ，図書館総務
事務室の方々にお世話になった。ひと言御礼申し上げる）。
・会場

1 階 発表（11 , 11 , 11 ），企業展示（11 1, 11 ）
IASL 事務局（11 ），サイレント・オークション（11 ）
1 階 発表（11 , 11 ），企業展示（11 1, 11 , 11 ,
11 , 11 ）
※11 では絵本展示も併設された。
出展企業向け説明会も 度実施した。出展企業には，出展料として大会参
加費と同額の

,

円の負担を求め，長机1，椅子 を置くスペースを提

供した（プラチナスポンサーとなった TRC には1教室を措置している）
。出
展料は全国学校図書館研究大会などと比べても安価な設定となったが，多
くの企業参加を呼びかけることを意図したものであった。
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大会直前のこの時期には，プログラム小委員会で開会式のタイムテーブ
ルや来賓・基調講演者の対応について詰められたほか，広報小委員会で発
表要綱の印刷手配や，展示用絵本およびオークションの呼びかけを含めた
大会ウェブサイトの更新対応などが行われた。また，イベント小委員会で
は出演団体への正式依頼や公式晩餐会のスケジューリング，学校視察時の
観光バスの手配などが進められた。ファシリティ委員会でも，ボランティ
アや企業対応に加え，食事・飲料の手配について学内師弟食堂と打ち合わ
せて確定した。このほか，研究発表セッション司会の依頼や，ビザ申請対
応なども進められた。
大会直前の 月

日にはリバティタワー1 階，1 階の教室レイアウトを

整え，来る本番に備えた。

. IASL 東京大会開催
月

〜

日，いよいよ IASL 東京

大会開催を迎えた ）。参加者は
国から約

か

名（関係者を含む）に上っ

た。初日に関東地方を大型の台風 号
が直撃したため，発表者のうち，航
空機欠航の関係で 1 名が辞退（RP・
ポスター各1件にキャンセル）となっ
たが，そのほかのプログラムは予定

写真

開会式

通り実施された。
まず，大会前日の 月 1日，國學院大學 号館でプレ会議（WS

件）が

実施された。ガヴィガン氏からプレ会議での発表について承諾を受けた際，
宿泊先から会場まで発表者らのエスコートを求められたため，神保町から
地下鉄と都バスを乗り継いで総勢1 名余で移動した（事前に Suica を手配
した）。WS では

名近い参加者が討論グループに分かれ，それぞれが経験

に基づきながら，英語で積極的に話し合っていた。午後は森田運営委員長
とともに，水道橋の庭のホテル会議室で開かれた IASL 理事会に出席し，

IASL 東京大会の準備状況を報告した。
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大会初日（

日）はあいにくの荒天となったが，海外からの参加者は会

場近辺のホテルに宿泊していることが予想されたため，早朝に森田運営委
員長と連絡をとり，予定通り進めることとした。ただ，会場への誘導として，
御茶ノ水駅や神保町駅近辺から各所に道案内のためのボランティアを配置
する予定であったが，雨具が役に立たないほど強い風雨に見舞われたため，
冒頭1時間を除き，この日の配置は見合わせた。
時，リバティタワー1階ホールに受付を開いた。窓口は，事前申込者（日
本人・海外）
，当日申込者，公式晩餐会，来賓・プレス用に分け，ボランティ
アと全国 SLA の職員，ISS 社で分担した。受付時には名簿確認のうえ，発
表要綱，発表データ（USB）
，筆記具などの配布資料が封入されたバッグを
参加者に手渡した。全日参加者と一日参加者では封入内容が異なるため，
渡し間違いには注意を払った。公式晩餐会参加者に対しては，バッグ配付
とは異なる窓口で招待状を渡す形をとったが，動線に混乱が見られたため，
後刻，会場掲示などで再度案内した。
開会式は 時

分からリバティタワー1階ホールで行った。冒頭，國學院

大學青葉雅楽会により雅楽・舞が披露されたのち，銭谷組織委員長，義家
文部科学副大臣，河村学校図書館議員連盟会長，細田博之図書議員連盟会
長，土屋恵一郎明治大学学長，シン IASL 会長によるあいさつがあり，フラッ
グ・セレモニー，日本の教育制度に関する DVD 紹介と進んだ。司会は，前
年のキックオフ会でシン IASL 会長来日の際に通訳を頼んだことのある遠藤
文乃氏に依頼した。式に続いて，阿刀田山梨県立図書館長による基調講演
が行われた )。開会式のほか基調講演には，以降もすべて，ISS 社を通じて
日英の同時通訳（参加者にレシーバを貸与）を手配した。
開会式後，参加者は昼食のため1 階食堂に移動した。バイキング形式で
並べられた食事までに長い列ができてしまったほか，その後の期間中にベ
ジタリアンの参加者向けのメニューが十分ではない旨，苦情の申し出を受
け，反省点となった（同じく弁当対応の必要があったハラル食については，
問題なく食べていただけたようである）
。
午後は1 階と1 階の 教室に会場を移し，RP 件，PP 件が行われた。
1件あたりの発表時間は 分（質疑込み）で，すべて英語発表となった。
発表後，会場から活発に質問が寄せられるケースも多かったようである。
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発表者には記念品としてポーチとナノ
ブロックが，司会から手渡された（記
念 品 贈 呈 は IASL 大 会 の 慣 例 で あ り，

IASL マーストリヒト大会では自転車用
のベルが贈られていた）
。
夕方1 時からはリバティタワー

階

岸本辰雄ホールでレセプションが開か
れた。IASL の各賞授賞式と合わせて，

写真

三郷早稲田太鼓による演奏

三郷早稲田太鼓による演奏が行われ，
実演の合間に参加者も太鼓を打ち鳴らして楽しんだ。参加型の催しは，海
外からの参加者にもとくに満足してもらえたようである。
大会 日目（

日）には，オバーグ・アルバータ大学名誉教授による基

調講演を皮切りに，午前・午後合わせて，RP

件，PP

件，WS

件，ポ

スター発表1 件が行われた。とくにポスターのうち1件は，水戸第二高校
の生徒たち1 名余による発表であったが，瑞々しい若さが会場を盛り上げ
ていたように感じられた。また，事後選考された最優秀ポスター賞には，
横山寿美代氏らの発表が選ばれている。この日の午後には，片岡則夫氏の
ゲスト講演（主催 TRC）や，志の春師匠による英語落語も実施された。ゲ
スト講演は日本語で行われたが，田原裕子氏に逐次通訳の協力をいただいた。
英語落語では「じゅげむ」など日本でおなじみの噺が披露され，11

教室

を埋めた参加者の表情を見る限り，洋の東西を問わず関心を惹きつけてい
る様子を伺うことができた。
大会 日目（

日）は終日，学校視察が実施された。参加者は朝リバティ

タワー1階ロビーに集合後，事前に参加申請した コースに分かれて，公立・
私立の学校図書館などを見学した。児童サービスの現状や，行政部局と学
校図書館の連携，先進的な学校図書館実践などが提示され，とくに海外の
参加者にとっては日本の状況を体感する上で貴重な機会になったと思われる。
・学校等視察先（カッコ内は訪問登録者数。ただし関係者を除く）

1 横浜市立盲特別支援学校，関東学院小学校（1 名）
大和市立文ヶ岡小学校，大和市立光丘中学校（

名）
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国立国会図書館国際子ども図書館，荒川区立第三中学校，
荒川区立汐入東小学校（

名）

江戸川区立小松学校，毎日新聞社（1 名）
市川立第七中学校，市川市教育センター , 市川市中央図書館（ 1名）
中央大学附属中学校・高等学校，東京学芸大学図書館（

名）

事前には遅刻対応が心配されたが，幸い，ほぼ全員が定時には集合して
いた。 つのコースは観光バスで移動し，残り つのコースは電車などでの
移動となった。朝，軽食・飲料を参加者に手渡した。
大会 日目（
演ののち，RP

日）には，漫画家の里中大阪芸術大学教授による基調講
件，PP

件，ポスター発表1 件が行われた。午後には，参

加者がそれぞれ自国の学校図書館の近況を報告し合う「ウィンドウ・オン・
ザ・ワールド」や，IASL 総会も開かれた。総会では，今回の大会で任期を
迎えたシン IASL 会長に代わり，選挙の結果，ケイティ・マンク新 IASL 会
長が選出された。
夜1 時からは，錦糸町にある東武ホテルレバント東京に会場を移し，公
式晩餐会が開かれた（参加者約1

名。招待者を含む）
。花柳流の花柳基は

るな・基紫瑞両氏による日本舞踊にはじまり，続くグランド・オークショ
ンでは，事前に参加者の持ち寄った品から厳選された1 点が，競売の末落
札された（会期中のサイレント・オークションと合わせ，総額約 ,

ド

ルの寄附金が集められたが，こう
した寄附金は IASL 事務局を通じ
て，開発途上国の学校図書館振興
などに充てられる）。公式晩餐会
の最後，法政大学鳳遙恋によるよ
さこいでは参加者も一緒にリズム
に合わせて踊り，会場は大いに盛
り上がりを見せた。 1 時の終了
時刻では早過ぎるとの声も多く耳

写真

鳳遙恋によるよさこい

にした。
大会最終日（

日）には，WS 件が行われたのち，ヘリング元チャールズ・
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スタート大学教授による基調講演が行われた。最後の閉会式では，

1 年

大会の開催地であるカリフォルニアの紹介や，IASL 旗の引き継ぎ，ボラン
ティアへの労いなどがあった。そして，森田運営委員長による閉会あいさ
つ「Thank you, thank you, thank you!」で 日間の大会は幕を閉じた。午後
に計画されていた観光旅行が未実施となったので，参加者には昼食のラン
チボックスのみ手渡しし，解散となった。その後，図書館職員の方と1 数
名のボランティア，関係者が協力し，夕方までに会場の現状復帰を済ませた。

おわりに
大会期間中，会場校として，国内外の参加者にご不便をおかけした点も多々
あったと思われる。とくに，国際会議の性質上，研究発表はすべて英語で
行われたが，基調講演のように研究発表でも通訳をつけてほしいと要望す
る声も寄せられた。予算面の見通しが立たなかったため，同時・逐次通訳
の手配は断念せざるを得なかったが，発表要項の内容の一部を日本語に翻
訳し，年度内に刊行予定の大会報告書に掲載することを予定している（

1

年1 月時点）
。また，国内における関連集会などに比して高額の参加費設定
とせざるを得なかった。参加しやすい環境を整える意図で設けた一日参加
でも ,

円をいただいており，全日参加に比して受け取る配付資料に差

があることに納得いただけない場合もあったように思う。今後同様の国際
会議を日本で開く機会がある際の検討課題としたい。
運営面において，やはり重要と思われるのは，大会成功という共通の目
標に向け，関係者間の意思疎通を円滑にし，風通しをよくしておくことで
ある。それぞれがボランティアベースで関わる中で，本務が優先されるの
は致し方ないとしても，ある程度の連絡は保ち，進捗状況について共通認
識を形成できるようにしておくことが肝要であろう。また，収支状況など
は適宜情報が共有されていなければ，予算措置が可能かどうか掴むことが
できず，本来必要な措置を講じる機会を逸することにもつながる。初期段
階できちんとした対応態勢を整えておかないと，後のしわ寄せが関係者へ
の負担として跳ね返ってきてしまうことを軽視してはなるまい。
最後に，第 回キックオフイベントでも登壇いただいた IASL 名誉会員の
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長倉氏から，宿願であった日本での IASL 大会開催を実現できたことを感謝
する旨，お言葉を頂戴した。この開催にはこれまでの先達の先生方の思い
が込められていることを，改めて襟を正す思いで受け止めた次第である。
参加いただいた皆さま，ならびに，大会運営を支えてくださった皆さま，
本当にありがとうございました。
なお，本稿は第1 回図書館総合展における口頭発表「学校図書館の世界
大会：

1 IASL 東京大会の経験を通じて」
（

1 年11月 日 . 於パシフィ

コ横浜）に基づき，加筆・修正したものである。

注

1） IASL マーストリヒト大会の模様は，以下を参照されたい。
・大平睦美「海外情報 第 回国際学校図書館学会（IASL）年次大会
（マーストリヒト オランダ）報告」
『学校図書館学研究』No.1 ,
1 ,
p. - .
・三浦太郎「学校図書館の世界大会：国際学校図書館協会（IASL）第
回年次大会終了」
『図書館雑誌』Vol.1 , No. ,
1 , p. 1.
） 長倉美恵子「学校図書館と国際団体の役割 : IASL と IFLA/SL」『図書
館界』Vol. , No. , 1
, p.
.
） 三浦太郎「国際学校図書館協会（IASL）第 回東京大会開催を前に」
『図
書館雑誌』Vol.11 , No. ,
1 , p. 1 - 1 . 開催経緯については，
森 田 盛 行「 1 IASL 東 京 大 会 を 終 え て 」『 学 校 図 書 館 』No.
,
1 , p.1 -1 . も参照。
） 第 回キックオフイベントの講演・報告内容については，
『学校図書館』
（

No.

1 年 月）の「特集

1 IASL 東京大会」（p.1 - 1）

を参照されたい。
） IASL 東京大会の模様は，
『学校図書館』No.
集

（

1 年1月）に「特

1 IASL 東京大会リポート」が組まれている。注 に挙げた森

田文献のほか，一部の研究発表について発表要旨の日本語訳が掲載さ
れている（p.

-

）
。
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このほか，以下の文献も参照されたい。
・長倉美恵子「国際化へと始動した日本の学校図書館：国際学校図
書館協会とその東京大会」
『カレントアウェアネス』No.

1 .

]（最終アクセス日：

.[http://current.ndl.go.jp/ca1

,
1 .
1 - 1-

）.
・三浦太郎「国際学校図書館協会（IASL）第
書館雑誌』Vol.11 , No.11,

1 , p.

1-

回東京大会終了」
『図

.

『図書館雑誌』Vol.11 , No.11には，小林達也氏，佐久間朋子氏によ
る参加記も載せられている（p.

-

1）。

） 阿刀田氏と里中氏の基調講演の内容は，
「
京大会 読む喜び，広がる」
（
『毎日新聞』

1 国際学校図書館協会東
1 年 月1 日，東京朝刊

11頁）に取り上げられている。
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