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◇素晴らしき先輩たちの心意気を繋いでいきたい ５◇ 

図書館情報学橘会会長 森 茜 
（図短別・昭40卒） 

書店・出版社のご指南役 

･･･能勢 仁さんのこと･･･ 

橘会の公開講演会や総会に出席したことのある人な

ら、みんな、能勢 仁（のせ まさし）さんの顔を知

っているはずだ。なぜなら、能勢さんは、橘会のイベ

ントの常連だからだ。橘会では、大概、イベント終了

後に、会費 500 円で、ピーナツや柿の種などの乾き物

で立食パーティーをやる。そのとき自己紹介をやるの

だが、能勢さんは、そんな時、決まって「千葉の田舎

で本屋をやっています。」とだけ自己紹介をする。八の

字眉でメガネの奥に柔和な光が笑っている。自分のこ

とを話すより、一緒にいる少し先輩やちょっと若い人

たちの話に耳を傾け、静かに場を盛り立て、人を和ま

せる。だから、若い橘会の会員は、能勢さんのことを

ホントに田舎の本屋のおじさんだとしか認識していな

いようである。もっとも、かく言う私も、能勢さんを

直接に知ったのは、橘会の役員を引き受け、このパー

ティーでの出会いがはじめてなのだから、他の人のこ

とは言えない。 

実は、能勢さんは、その世界では知られた有数の書

店経営コンサルタントなのである。 

能勢さんは、１９５３年（昭和 28 年）文部省図書館

職員養成所を卒業した後、慶応大学文学部に進学し、

大学卒業後高校教員（日本史）をした後に、千葉の実

家がやっていた「多田屋」という本屋を継いだ。ここ

からが養成所卒業生としての本領発揮となった。実家

の書店経営で培ったノウハウを生かして、1970-80 年

代には書店のチェーン展開に成功し、一時は 23 店舗約

60 億円を稼いだという。次いで、平安堂のフランチャ

イズ戦略に参加し、書店にして年商 100 億円を稼ぐと

いう伝説の人となった。その後、アスキーの出版営業

をコンサルしたのを契機に、書店経営・出版アドバイ

スが本業となり、ついに 1998 年、コンサルタント会

社を設立し、全国の書店や出版社の相談役として、書

籍の流通と出版ビジネスのコンサルタントとして活躍

している。 

能勢さんの書店経営の真髄は、書店も企業の一つで

あり、企業の中心は人材にあり、人材の教育なくして

書店の繁栄はない、という点にある。つまり、書店経

営の秘訣は、店員を“司書”として育てることにある

という信念である。 

つい 近も、往年の名著と言われた「本と読者をつ

なぐ知恵」の再版要望に答え、大幅に加筆修正した「書

店員の実務教育読本」が増補出版されている。世界中

を自らの足で歩き回り、48 カ国 200 書店以上をレポー

トした「世界の書店シリーズ」の図書も息が長い。中

古品ながら、いまだにAmazon で販売されている。能

勢さんが書店のご指南役となって久しいが、書物と人

を愛する軸足がぶれないこと、かつ、常に時代のニー

ズを読む先見性が、いつまでも 前戦で活躍する若々

しさの秘訣かもしれない。 

 

砂川雄一異聞・・前川恒男さんと菅原峻さん 

ところで、この橘会会報巻頭文は、素敵な生きかた

をしている先輩たちを紹介して、若い人々に、自信と

誇りを持って、人生を切り開いて欲しいとの願いから、

私が直接に出会った同窓の方々のエピソードを紹介し

ている。それゆえ、存じ上げない方や事実の詳細に欠

ける点は否めない。 

先日、菅原峻さんという方から、心のこもった手紙

をいただいた。それは、第 8 号に紹介した砂川雄一さ

んの活躍は、菅原さんと同期の前川恒夫さんの先駆的

活躍があって実現したものだという事実を教えてくれ

たものだ。紙幅の都合で全文を紹介できないが、立派

な先輩がいて、次の立派な先輩が生まれ、それを又、

次の世代に伝えてくれる先輩がいる、というのは、本

当に嬉しい限りである。 多謝感謝。 

奇しくも、前川・菅原両氏は能勢さんと同期だ。 
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◇永年のご薫陶ありがとうございました◇ 

 平成23年3月をもって筑波大学（図書館情報メディア研究科）を以下の4人の先生方が定年退職されます。

このうち、石井先生と黒子先生にメッセージを御寄稿いただきました。ありがとうございました。 

 

石井啓豊・教授 

【専門】図書館情報学【授業】図書館情報学概論 知識情報概論など 

黒古一夫・教授 

【専門】書誌学【授業】テクスト解釈、著作文化論など 

磯谷順一・教授 

【専門】半導体結晶【授業】情報メディア概論、情報メディア素材研究など 

長谷部紀元・教授 

【専門】情報システム、機械翻訳【授業】情報システムインタフェース論、オペレーティングシステム

など 

☆☆☆

図書館員としての出立 
筑波大学図書館情報メディア研究科・石井 啓豊 

 

私は図書館員としての生活を東京学芸大学附

属図書館で始めました。昭和 50 年に図書館短期

大学の別科を出た直後のことです。修了の間際に

なって、松村多美子先生に泣きついて、何とか突

っ込んでいただいたのです。入ってみると、午前

中は参考調査係、午後は閲覧係という変則的な担

当で、参考調査係長には岩淵泰郎さん、閲覧係長

には田沢恭二さんがおられました。図書館員にな

って 初の上司がお二人の優れた図書館員、それ

だけではなく、目録係長には武内博さんがおられ、

設置されたばかりの整理課長は田中久文さん（そ

の後、金井孝さん）、参考調査係には係員として

大埜浩一さんなど、当時から、さらにはその後、

領域は異なりますが、日本の図書館のリーダーと

して活躍された方々がきら星のようにおられま

した。係員の方たちもそれぞれに問題意識を持た

れ、職場は実務を動かすと同時に、図書館情報学

を担うという雰囲気にも満ちていました。今から

考えると信じられないような大変な環境でした。 

しかし、そんなことには当時全く気づかず、大

埜さんから毎朝の開館前の準備と段取りを指示

されていたにも関わらず、朝に弱い私の出勤時間

は係長より遅いという有様で、熱心に働いたのは

大好きな夕方の返却資料の配架だけというスタ

ートを切りました。それでも、岩淵さんは若干困

った風を滲ませつつも、ご存じの方はご記憶にあ

ると思いますが、あの温顔でニコニコと接して下

さいました。学生時代をそのまま引きずった感覚

でいた私は、よく言えば自由に、好き勝手に働か

せていただきました。（岩淵さんは橘会のお世話

を長く続けられ、今日の橘会の基礎を作られまし

た。残念ながら亡くなられ、あの温顔に接するこ

とはもうできません。） 

当時の国内の図書館としては初めてバーコー

ドによる貸し出しシステムを導入したのですが、

私の設計ミスでバーコードを張り直すという大

きな失敗などもありましたが、私にとっては穏や

かで、知的な、楽しい職場で、図書館員としての

生活を始めることができたのは大きな幸運でし

た。その後、国文研、学術情報センター、新潟大

学附属図書館などの職場を経て、復帰するつもり

が全くなかったにもかかわらず、結局、図書館情
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報大学の教員になってしまいました。教員として

は遅い出発でしたし、現場から教員に移りました

ので、常識的には実務経験を基礎にして現場と関

わりつつ教育、研究を進めるということでしょう

が、逆に、実務を経験した私には、それは実務か

ら離れた状態では十分なことはできないと感じ

られ、また実務のことは実務の世界で十分展開で

きることですので、むしろ基礎的な問題を扱う方

向を意識することにしました（ 近では図書館情

報学基礎論などと勝手に呼んできました）。この

ためすっかり現場の世界との交流も減ってしま

い、若干忸怩たるものもあります。 

私にとっては、東京学芸大学をはじめとする現

場での経験は、図書館情報学の基礎的な問題を扱

う上での豊かな土壌になっていますし、現場での

経験が現在の思考を支えてくれています。紙数が

ないので学芸大のことしか書きませんでしたが、

他の職場でも個性豊かな図書館員や一部は教員

の方たちと一緒に働くことができ、それぞれユニ

ークで豊かな経験を得ました。残念ながら、私は

教員として大きな花を咲かせたとは言い難いと

思いますが、それでも図書館員として働いた 15

年間が、その後の教員としての 20 年間を支えて

くれたことに変わりはありません。私が経験した

どの職場もそうですが、特に 初の職場というこ

ともあって、学芸大図書館が知的で柔らかい良質

の職場であったことは忘れることができません。

個人的なことですが、人とのお付き合いの距離感

の取り方や常識的なお付き合いが苦手というこ

と、生来の怠惰な性格もあり、転勤後はどの職場

ともほとんど没交渉になってしまいました。お世

話になったことを思うと身が縮む思いがします。 

図書館情報学の教育・研究はますます学問とし

ての形を整えていくことになると思いますが、一

方、図書館（だけではありませんが）実務の世界

がその豊かな土壌を提供してくれていることは

確かです。個人的な経験ですが、両方がうまく噛

み合って発展することがたいへん重要なことだ

と思います。橘会の皆様にはこれまでもいろいろ

ご支援をいただきました。大学を代表してお礼を

いう立場ではありませんが、一教員としてお礼を

申し上げると共に、橘会の一人としても、この両

輪を支える一つの柱として橘会がさらに発展す

ることを期待しています。ありがとうございまし

た。 

 

 

退職にあたって、一言 
筑波大学図書館情報メディア研究科・黒古 一夫 

          

 1993 年 3 月に図書館情報大学に勤めて 18 年、

この間に多くの学生（院生を含む）に接してきた

が、その学生たちの在り方を見てきて 近痛感す

るのは、インターネット時代の反映なのか、「情

報」については貪欲に求めても、「考える」こと

を疎かにしているのではないか、ということであ

る。図書館情報学教育を行う「国立大学唯一の学

部」を標榜する大学・学群（学類）に所属してき

た教師として言い方を変えれば、「情報」を「技

術」と読み替えて言うのだが、テクニックを重視

する社会の風潮を反映して「熟考」とか「沈思黙

考」といった行為が、学生の間でも軽視されてい

るのではないか、ということである。 

 このことを「図書館」とか「司書」とか「読書」

とかというタームとの関係で言えば、図書館を利

用する大学教師、あるいは本を読むことを職業と

する批評家の端くれという立場からの発言と理

解して貰いたいのだが、「本のことを知らない図

書館員（司書とは限らない）」とか、「本を読まな

い図書館員（司書）」が多くなったということで

ある。 

 別な言い方をしよう。コンピュータを駆使する

のに長けた（これも「能力」の一部であり、必要

なことだとも思う）図書館員は増えたが、社会や

文化の在り方に対して旺盛な「好奇心」や「批判

力」を備えた図書館員が少なくなった、という印
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象を免れないのである。ずっと前になるが、図書

館情報大学に赴任した当時の副学長であった竹

内悊先生に、当時研究していた宮嶋資夫（ある日

突然、仏門に入ってしまった）という作家の作品

が多数掲載されている「大法輪」という仏教雑誌

のバックナンバーを探していると言ったところ、

一週間もしないうちに全国の国会図書館を中心

に公共図書館・大学図書館七カ所から創刊号から

敗戦までの号を探し出してくれた時のことを想

い出す。竹内先生によると、先生が探索を頼んで

くれた司書が大変興味を示してくれ、我がことの

ように夢中になって探してくれた結果、「全号」

見つかったのだという。 

 このようなことがあって以来、図書館（図書館

員の仕事）は僕らの研究（批評活動）や教育にと

って重要なパートナーなのではないかと思うよ

うになったのだが、冒頭に書いたように専門家か

らは叱られるのを覚悟で言えば、どうも 近の図

書館は僕のパートナーでなくなりつつあるので

はないか、と思っている。 

 願わくば、図書館（図書館員たち）は永久に僕

のパートナーであって欲しいのだが……。 

※※※ 

◇橘会 筑波大学生に海外研修支援◇ 

平成 22 年度図書館情報学海外研修助成 

 

橘会では、筑波大学の「図書館情報学振興会」を継承し、海外からの留学生との懇親会と海外への留学

生の研修への助成を目的とする「筑波大学支援図書館情報学振興基金」を設置しています。図書館情報メ

ディア研究科、図書館情報専門学群の公募および審査にもとづいて、平成 22 年度は、次の 4 名の図書館

情報学海外研修助成を実施しました。以下、研修者（敬称略）、所属・学年、研修期間、目的地、目的。 

 

・ 原沙那子 知識情報・図書館学類・4 年 H22.9.21-30 （米国） アメリカの小規模図書館の取り組みに

ついて現地調査 

・ 畔田暁子 図書館情報メディア研究科博士前期課程（以下、前期）・1 年 H22.7.11-21 （米国） 米国

公立図書館における、夏休み期間中の子ども向けプログラムを調査するため 

・ 廣瀬怜那 前期・1 年 H22.11.26-12.1 （米国） 海外における先進的な図書館電子書籍サービスを

視察すること 

・ クロフォード・シェイニー 後期・1 年 H22.10.21-28 （中国） 国際バカロレア初等教育部における図

書館の訪問 

 

※※※ 
 

 

☆会報 10 号の訂正☆ 

 

    会報10号の記事に誤植がありましたので訂正します。（2頁4)の表 進学者の人数） 

         （正）34 

         （誤）334  

 

 

 



5 

◇全卒業生交流会「大 橘 会
だいたちばなかい

」の開催の報告◇ 

2010 年 10 月 10 日（日）午後 

今年度も筑波大学の「ホームカミングデー」にタイアップして、筑波大学図書館情報専門学群・

大学院図書館情報メディア研究科およびその前身諸学校の全卒業生を対象とした「大橘会」を開催

しました。大橘会は、筑波大学図書館情報メディア研究科および情報学群知識情報・図書館学類 

との共催による「キャンパスツアー」と元国立国会図書館総務部長の内海啓也氏による公開講演

会「国会図書館で働いた経験から」、及び橘会単独主催の「卒業生懇親会」の 3 部構成。橘会会員

であるか否かを問わず、卒業生が相集い、友好を深めました。 

 

♪♪国会図書館で働いた経験から♪♪ 

元国立国会図書館総務部長であった内海啓也さん

を招いて、図書館短期大学時代、国立国会図書館時

代の図書館政策や図書館業務の話をしていただきま

た。会場は、旧図書館情報大学のあった筑波大学春

日キャンパスの瀟洒な会場“メディアホール”です。

卒業生や市民の方々など約 40名が参加されました。 

内海さんは、昭和 52 年図書館短期大学特別養成

課を卒業後、国立国会図書館に奉職し、関西館の立

ち上げや電子図書館構想など日本の図書館政策、図

書館行政に携わってこられました。 

 
また、講演会終了後、橘会 Web サイト・コンペに

おいて、優秀賞を受賞された池田光雪さんの表彰式

を執り行いました。 

 

♪♪キャンパスツアー♪♪ 

橘会キャンパスツアーは、内海啓也氏の講演会「国

会図書館で働いた経験から」の前に、春日キャンパ

ス情報メディアユニオン前に橘会の幟を 2 本立てて

集合場所とし、15 名の参加を得て行いました。コー

スは、メディアユニオンを出発点に、講義棟、学生

宿舎、留学生宿舎など、キャンパスをぐるっと一回

りしました。途中、図書館を見学したり、橘の木を

見たりしました。松本紳教授の研究室では、先生自

ら研究の概要をお話していただきました。 

♪♪卒業生懇親会♪♪ 

 卒業生懇親会は、春日キャンパス近くの居酒屋で

開催しました。約 20 名の幅広い年齢層の人たちに

参加していただき、盛会のうちに卒業生の懇親を深

めることができました。橘会 Web サイトコンペの表

彰者池田光雪さんも参加されました。 

 

今年も、秋に、筑波で全卒業生交流会

「大橘会」の開催を計画しています。今

年は、図書館情報大学創立 90周年にあた

るので、楽しい企画を考えています。詳

細が決まり次第、お知らせします。どう

ぞ、ふるってご参加ください。 
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◇この人にときめき◇ 
 
今回登場して頂くのは、筑波大学情報メディア研究科博士課程在学中の石川里佳子さんです。

石川さんたちは、2010 年 10 月の学園祭「雙峰祭」において、「近未来書籍カフェ」を出展し、

見事グランプリを受賞されました。その展示の様子や企画を紹介していただきました。 

♡♡♡ 

☆「近未来書籍カフェの熱い 3 日間」☆ 
筑波大学 図書館情報メディア研究科 図書館情報メディア専攻  

博士前期課程 1 年 松村研究室 石川里佳子 

 

2010年 10月 9～11日に開催された筑波大学学

園祭「雙峰祭」で、図書館情報メディア研究科の宇

陀・松村研究室と附属図書館が共同で「近未来書

籍カフェ」を出展しました。多くのみなさまのご来場

を頂き、雙峰祭グランプリの最優秀賞を獲得するこ

とができました。 

「近未来書籍カフェ」は“近未来の書籍空間”

をコンセプトにして、電子書籍や紙の本などを

組み合わせた書棚をはじめ、本の紹介を通して

熱い戦いを繰り広げるビブリオバトル、物語の

世界を表現したお話会など様々な企画を行いま

した。内容をご紹介します。 

・書籍空間のプロデュース 

本と人のよりよい出会いの場を作ることを目

指して、図書館の書架とは一味違った本棚をプ

ロデュースしました。それぞれの書棚に旅、時

間、絶滅、音楽、料理といった独自のテーマを

決め、紙の書籍、iPad による電子書籍、関連す

るオブジェ、照明、BGM など様々な要素を組

み合わせて、魅力的な書籍空間を作り上げまし

た。椅子に座ってじっくり本を読む方、iPad を

操作しながら見る方など、それぞれの楽しみ方

でこの空間を過ごしていただけたようでした。 

 

 

また、「国立国会図書館長の本棚」として長尾

真先生から推薦していただいた本を並べ、その

隣には学長・理事の方が選んでいただいた本の

棚を作成したところ、大変好評でした。 

さらに、「iPad と貴重書のコラボレーション

本棚」として、附属図書館が所蔵する貴重書を

iPad で表示する試みを行い、古典籍と 新デジ

タルガジェットとのコラボレーションを実現し

ました。  

 

・ビブリオバトル 

ビブリオバトルとは 3～4 人程度の参加者が

1 人 5 分の制限時間で思い入れのある本を紹介

し、どの本を一番読んでみたくなったかを会場

のオーディエンスに決めてもらう「知的書評合

戦」です。サークル対抗戦と図書館情報学関係
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者対抗戦を実施したところ、愛を語る人、歴史

を語る人、夢を語る人、マンガを語る人など熱

いバトルが繰り広げられました。 

 

・おはなし会 

絵本「すてきな三にんぐみ」のおはなし会を

行いました。プロジェクタと iPod touch20 台を

使って幻想的な世界を再現し、また、お絵かき

や宝探しも組み合わせた演出に、子供たちは物

語の世界に入り込めたようで大喜びでした。 

 

・がまじゃんぱーの着ぐるみ 

筑波大学附属図書館のキャラクター「がまじ

ゃんぱー」が着ぐるみになって登場しました。

宣伝活動やビブリオバトル優勝者の表彰、また

雙峰祭の生中継やグランプリ授賞式への出席な

ど、大活躍しました。 

 

・お絵かき掲示板 

図書館のエントランスには iPad を組み込ん

だお絵かき掲示板を設置しました。iPad で絵を

描くと、それが掲示板の iPad に表示されると

いう仕組みにしたところ、年齢問わずお絵かき

を楽しんでいただけました。 

 

3 日間で約 2000 人の人に「近未来書籍空間」

を体験していただきました。感想も多く頂き、

私たちにとってもうれしい限りです。おかげさ

まで雙峰祭グランプリを受賞することができ、

大成功の企画となりました。来年も未来の書籍

空間を体験できるような企画を考えていますの

で、ご期待ください。 

 

書籍空間の全体写真 1 

 

書籍空間の全体写真 2
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☆平成 22 年度分会費納入のお願い☆ 

 
 平成 22 年度分の会費につきまして、今年度未納入の会員におかれましては、下記郵

便振替口座あてにて納入くださるようお願いいたします。  
 なお、通常会員の会費は 3,500 円です。また通常会費完納者 (35 回分納入済みの方 )に
は、橘会円滑な運営のため橘会固有の協力会費 2,000 円を維持費としてお願いしていま

す。  
 

記  
        振込先郵便振替  
        口座番号  ００１１０－５－６５６１０１  
        加入者名  図書館情報学橘会  

 

◇会員現勢◇ 

1. 会員数  
1,696 名（平成 23 年 2 月 5 日現在）  

2. 卒業校別内訳  
卒業校  人数  
文図教習所  1 
文図講習所  71 
国図附養  1 
文図養成所  89 
文図養成 A 173 
文図養成 B 66 
文図養成１B 3 
文図養成２B 11 
図短付養成  23 
図短特養課  127 
図短図書館  320 
図短文献情  80 
図大図情専  11 
図大図情  536 

図大図情修  18
図大博前期  11
図大博後期  1
筑図  145
筑博図情修士  3
筑博図後期  3
筑博図前期  3
合計  1,696

 
3. 新規加入  
（以下、HP 掲載では省略）  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
社団法人茗渓会支部図書館情報学橘会 

〒305-8550 つくば市春日１－２ 

E-mail info@tachibana-kai.com 
公式ホームページ http://www.tachibana-kai.com/index.html 

発行: 2011 年 3 月１日  


