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― USIS映画「図書館員」の映像分析を中心に ―
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Evaluation of CIE / USIS Film as Library Understanding Learning Material
― Analysis on Images of USIS  Film, “Librarian, The(1952)” ―

KON Naoyuki
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概

要

第二次世界大戦後に日本の民主化をねらいとしてGHQ/SCAPの下，CIEが全国展開を行っ
たCIE映画とUSIS映画には，欧米とくにアメリカの図書館を紹介し，教材とする映画が複数あ
る。今回，図書館員の仕事の紹介を通して，図書館機能について啓発する目的で上映されたと
考えられる「図書館員 USIS-389（日本語版，10分，1952）」について，ナレーションおよび
描かれた内容の記述を行い，分析と評価を実施した。その結果，現代的な視点からは表現に問
題があり，内容にも不足が見られるなど課題も存在するが，図書館サービスを理解する教材と
して一定の価値を持つことがわかったので報告をする。

１．はじめに

ち，その整備が民主主義を発展させるという考え
方を基底として発展してきた。

1949（昭和24）年の「ユネスコ公共図書館宣言」

明治期の早い段階から近代欧米図書館の存在が

で明文化され，その後の改定においても引き続き

紹介されていた日本であるが，このような考え方

明記されている基本的な事柄は，
「利用に差別を

が明文化されるのは第二次世界大戦後，1950（昭

せず」
「無料であり」「公的支出によりまかない」

和25）年に制定された「図書館法」の成立まで待

「そのための法的な根拠を持ち」
「運営は委員会

たざるを得なかった。そして，図書館法が成立し

など民主的な組織による」である。近代市民革命

たからといって，欧米であたりまえとされてきた

以降，欧米において，公共図書館は，人々の知る

近代公共図書館の理念とそれに基づく利用者サー

権利と表現の自由を保証する社会的な役割を持

ビスの具体については，図書館側，利用者側双方
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にすぐに理解されるものではなかった。
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領期の家庭科教育の成立とその展開に関する一連

第二次世界大戦後，日本の非軍事化と民主化を

の研究のなかで，CIE映画「明るい家庭生活」の

進めるために，GHQ ／ SCAP（連合国軍最高司

映像シーン分析を行い，また，高等学校等での授

令官総司令部）の下にあるCIE（Civil Information

業実践から現代的な意義の実証を行っている2)。

and Education Section，民間情報教育局）は，

また，身崎とめこはジェンダー構造の観点から

教育改革を推し進めるとともに，様々なメディア

戦後の住空間や衛生環境に対する認識の変化につ

を活用して，連合国による占領と民主化について

いて，CIE教育映画およびUSIS教育映画が与え

広報・宣伝・啓発を行なった。映画もその手段と

た影響について検討を行っている3)4)。身崎はま

して重用され，のちに「ナトコ」と総称される映

た衛生啓蒙を主題とするCIE映画を対象にシーン

画を用いた教育プログラムの実施を全国各地で行

分析を行い，家族の衛生と女性の解放の視覚化と

い，政治，経済から社会教育，娯楽・スポーツま

その影響を論じている。

で幅広い分野にわたる啓発映画が上映された。そ

土屋由香は，米国の対日情報政策においてCIE

のなかには，地方自治や労働組合の結成，討議方

映画が果たしたメディア戦略を戦後の政治・外交

法などを紹介，教育する内容のものや，公衆衛生，

史から検討を行い，CIE映画／ USIS映画が与え

女性の社会進出，農村女性の地位向上など，戦後

た影響の考察を行なっている5)。このようなメ

日本の民主化に向けた主題を取り上げたものも多

ディア史領域の研究は合衆国国立公文書館の一次

くみられる。

資料に基づく研究が1980年代から見られる。

それらについてはすでに多くの研究が取り組ま

図書館情報学分野についてみると，三浦太郎に

れており，「ナトコ映画」が戦後社会に与えた影

よると「GHQ/SCAPのメディア政策のなかに図

響などが，教育制度や家庭科教育史あるいはマス

書館が論じられるのは1990年代に入ってからのこ

メディア研究などの各視点から検討がなされてお

とであった。……2000年代に入ると，占領期教育

り，図書館情報学においても，戦後図書館史研究

政策の成果と図書館の関係が論じられる一方，特

の中で検討がなされている。

にCIE図書館の実態に迫る個別研究が盛んになっ

今回，徳島県立文書館が所蔵するCIE/USIS映

た。」と1990年代から研究が盛んになり2000年代

画コレクションのなかで公開されているもので，

にかけてCIE図書館の組織・人員・資料が明らか

図 書 館 を 主 題 と す る「 ア メ リ カ の 公 共 図 書 館

にされてきたことを説明している6)。さらに，三

（1951）
」
「町の図書館（1952）」「図書館員（1952）」

浦はこれらの研究が，「CIE映画に焦点化される

という三作品のうち，図書館員（図書館司書）の

ことはなかった」と指摘7)しており，そのことを

仕事の紹介を通して，図書館機能について啓発す

前提に，CIEによる教育映画「格子なき図書館」

る 目 的 で 上 映 さ れ た と 考 え ら れ る「 図 書 館 員

について，その成立背景を論じている。

USIS-389（日本語版，1952）」について，映像分
析を行ったのでその結果を報告する。

CIE教育映画/USIS教育映画については，この
ようにすでに多くの先行研究が見られるが，個別
の映画作品について，映像シーン分析などを通し
て検討を行ったものは少ない。三浦が指摘してい

２．先行研究と本研究の位置付け

るが，図書館情報学関連の研究では，CIE教育映

CIE映画や後のUSIS映画が第二次世界大戦後

画/USIS教育映画への焦点化はまだ進んでおら

の日本社会や生活に与えた影響に関する研究とし

ず， 映 画 の 内 容 分 析 を 用 い た，CIE教 育 映 画/

1)

ては，1980年代に阿部彰による研究 がある。阿

USIS教育映画が果たした役割やその意義，さら

部はCIE映画の導入政策は，成人教育における視

に教育映画としての評価については，十分な取り

聴覚機器を取り入れた教育の普及に役立ち，貢献

組みがなされているとはいえない。

したと評価している。
また，2000年代に入ってからは，柴静子による
研究がある。柴は，家庭科教育史研究として，占
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３．CIE教育映画／USIS教育映画の概要

占領政策がアメリカ主導で行われることや，占領
政策を遂行するために，日本国民に対して，敗戦

⑴

CIE映画の目的とその内容

は軍の指導者や協力者によってもたらされたこと

①

CIE映画の目的

を徹底して周知することになった。さらに，「（日

第二次世界大戦後，連合国は，日本の占領統治

本国民は）米国及其の他の民主主義国家の歴史，

を 目 的 と し て， 連 合 国 軍 最 高 司 令 官 総 司 令 部

制度及成果を知る機会を与えられ，且其の事を奨

（GHQ/SCAP）を置き，日本政府を通した間接

励せらるべし」と明記されており，その後作成さ

統治を行った。その占領統治初期において，日本

れた地方軍政部軍政要員マニュアル中に「日本の

の軍国主義・超国家主義を改めさせ，日本の民主

民主化を目指した諸計画の成否は，究極的には日

化を進めることを占領政策の極めて大きな目標と

本国民の啓発された自主的な取り組如何に係って

していた。そのため，様々なメディアや情報，教

いる。（略）日本国民の本質を知ろうとする努力

育を統制し，活用した。その中でも視聴覚教材，

を通じて初めて保障される。これが，日本国民の

特に映画は，幅広い大衆に訴求する効果が認めら

必要とする知識を提供する広報活動が求められる

れていることから，組織的な展開が強力に進めら

所以である。知ることなど，新たな行動を促す前

れた。

提である」ことが占領政策の初期段階で出されて

身崎とめこは，
「占領政策は敗戦国日本の非軍

いたことを指摘している10)。

事化と民主主義啓蒙を第一課題とし……その啓

このように占領政策において占領目的並びに民

蒙・喧伝の中心となったのがGHQ・CIE（民間情

主主義の広報・啓発が重要視され，連合国軍最高

報教育局）であり，生活底辺からの民主化に活動

司 令 官 総 司 令 部 に 置 か れ た， 民 間 情 報 教 育 局

8)

を集約したのが「CIE教育映画」
」 であったと指

（Civil Information and Education Section，

摘を行なっている。

CIE）によって強力に推し進められた。映画を用

日本の非軍事化，民主化を占領政策の主たる目

いた広報・宣伝活動は1947（昭和22）年から準備

的とする政策は，第二次世界大戦終戦前から合衆

され，1948（昭和23）年10月25日に出された「日

国において検討がなされていた。合衆国内では，

本の視覚教育計画」が出され具体化する。

1944（昭和19）年12月に国務・陸軍・海軍三省調

CIE映画について，土屋由香はそれらの計画か

整委員会（SWNCC）が発足し，翌1945年「日本

ら，「CIE映画は文化冷戦の中で日本人の心を西

の 公 衆 情 報・ 表 現 メ デ ィ ア の 統 制（ ４ 月，

側ブロックにしっかりとつなぎとめておくための

SWNCC-91）
」や「日本人の再教育のための積極

政治教育の手段として認識されていた。……CIE

的政策（同年7月，SWNCC-162/D）」などのガ

映画を日本の教育制度の発展のために用いるとい

イドラインが策定された。

11)
と述べている。
う発想は全く認められない。」

そのなかで「日本人の再教育の過程は，公的な

「CIE映画」は，広報・啓発教育を行うシステ

教育や単なる制度改革にとどまるものではない。

ムとして，機材とフィルムが用意され，映画を用

それは若者ばかりでなく日本人全体の再教育を目

いた教育を効果的に行うための会場づくりや視聴

的としなければならないし，利用可能なすべての

後の討論の方法，ポイントを示したガイドブック

経路を通じて日本人の心に注入されなくてはなら

まで作られた。

ない」ことが主張され，「図書・教科書・雑誌・

②

映画・ラジオ・講演・討論グループ・学校組織を
9)

活用する」 ことが目指された。

「ナトコ映画」と呼ばれた「CIE映画」
以上のような経緯を背景に，CIEによって作成

され，また上映された映画は，当時「ナトコ映画」

阿部彰の先行研究によると，1945（昭和20）年

とも呼ばれた。これは，アメリカ太平洋陸軍部隊

８月29日には，トルーマンアメリカ大統領から連

が教育用に制作した映画を上映する機材として

合国軍最高司令官マッカーサー宛に「降伏後にお

「National Company」 社 が 製 造 し た 商 品 名

ける米国の初期の対日方針（“United States Initial

「NATCO」映写機（トーキー・発声映写機）を

Post-Surrender Policy fot Japan”）」が発せれ，

大量に用意したものが，終戦により民間広報用に
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転用されることになったことが始まりである。こ

シーンを重ねながら言及し，公共図書館が人々の

の映写機の名称「ナトコ」という言葉は，その言

学びを支える身近な施設であることを描いてい

葉のリズムと同時に，当時日本人の女性名に「子」

る。特に，実務につながる知識を獲得できる学び

をつける流行もあったことから「ナトコさん」な

の場を強調するシーンが見られる。

どと親しまれた。

映画で紹介されている機能や事業は，いまでは

もちろん，戦後間も無くの娯楽のない時期であ

あたりまえに行われている各種の図書館サービス

り，特に地方農山漁村では，これまでに見たこと

であるが，それまで（戦前）の図書館認識を一変

のない都市や文化，生活習慣は憧れの的ともな

させることを意図していることが明確な内容の映

り，上映には多くの人々が集ったという。その一

画である。当時，主要な都市では，アメリカの図

方で強制動員も行われていたともいう。

書館モデルを示すCIE図書館が設置され，開架制

③

（自由接架法）やレファレンスサービス（参考業

CIE映画が扱った内容
上映されたフィルムは，アメリカで製作され，

務），さまざまな集会事業に参加することなどが

翻訳と吹き替えがなされたり，解説が加えられた

できた。しかし，そのようなサービスを利用した

もののほか，初めから日本国内で制作されたもの

り，体験することはごく限られ範囲でしかない。

もある。阿部彰の研究によると1947年〜1951年の

1950（昭和25）年に制定された「図書館法」の精

間に用意されたCIE映画フィルムの内容は，
「政

神や法によって保証された近代図書館の五原則を

治」34本
（そのうち５本が日本製である。以下カッ

幅広く知らせ，各自治体で図書館を設置を進める

コ内は日本製で内数），
「産業・経済」52本（５本），

あるいは改革することを推し進めるためには，日

「社会」84本（９本），
「社会団体・施設」32本（７

本人が出演し，日本人が登場し，日本の風景を使っ

本）
，
「スポーツ・娯楽」32本（０本），「その他」

たCIE映画の必要性が認められ，制作され，そし

58本（０本）である。

て全国上映がなされたものと思われる。

④

CIE映画「格子なき図書館」のねらい

この映画には，後に述べる「USIS映画目録（日

1950（昭和25）年12月５日に封切られたCIE映

本語版タイトル）1953」のなかで，
「研究と討論・

画「格子なき図書館」は，およそ20分ほどのもの

有り」と付記されており，20分ほどの映画を視聴

で，日本国内で制作された。この映画は図書館関

したのちに，視聴者による討論を行うことが指示

係者の間では著名な作品である。日本図書館協会

されている。このことから，討議の論点が示され

の全国図書館大会が100回を迎える記念として，

ている手引きなどが存在すると思われるが不明で

DVD化され出版，頒布されている。

ある。1949（昭和24）年に出された「ユネスコ公

この映画では，日本人のみが登場し，国内の都

共図書館宣言」の内容や，当時の状況からすると，

市や農山漁村の風景の中で，図書館サービスが行

公共図書館の必要性，その整備を自治体住民が自

われている姿が写されている。映画は，それまで

ら考え，要望することなどが意図されていたので

の蔵書閉架式の図書館を「格子」になぞらえ，そ

はないかと想像される。

れと比較し，戦後の図書館は，国民に開放された
新しい図書館であり，そこで提供されるさまざま

⑵

な機能を紹介したものである。従来の図書館利用

① USIS教育映画の目的とCIE教育映画との関係

であたりまえと思っていたことは，情報入手の観

占領が終わりサンフランシスコ講和条約が結ば

点から見ると知る権利の保証ができていないこと

れた1952（昭和27）年以降，CIE映画は，国務省

を，実例として見せている。その後，その実例を

の管轄の下，米国情報教育交換計画の一環として

否定するかのように，新しい図書館が提供する

行 な わ れ る 米 国 文 化 情 報 局（United States

サービスとして，開架サービスの紹介からはじま

Information Service）のUSIS映画へと引き継が

り，子どもたちを対象にした主催行事，山岳地帯

れる。

での図書館員による徒歩での図書配達や移動図書
館車による全域サービスなどについても具体的な
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USIS映 画 計 画 は，「USIS映 画 目 録

1953」 の

緒言によると「……世界中の自由諸国に見られる

図書館理解教材としてのCIE/USIS映画の評価

風俗・習慣・制度・考え方などを広はんに知らし
12)

し，全世界にアメリカのさらなる優位を発信し

」

た14)」とアメリカによる教育とプロパガンダの

と書かれている。第二次世界大戦後の日本の民主

境界的性質を持つメディアとして，映画が重要視

化を推し進めるためにCIEによる映画を用いた広

されていたことを指摘している。

報・啓発計画を実施してきた延長上に位置するこ

② 「USIS映画目録

める手段として，活発な活動をしています

とがわかる。

1953」にみるUSIS映画の

特徴

USIS映画計画を進めるために，「USIS FILM

「USIS FILM CATALOG FOR JAPAN 1953

CATALOG FOR JAPAN 1953（英語版タイトル）

（英語版タイトル）／ USIS映画目録（日本語版

／USIS映画目録（日本語版タイトル）1953」が作

タイトル）1953」の「1. INTRODUCTION ／１．

成されている。この目録は英語版と日本語版が合

緒言」は先に引用したようにUSIS映画計画の目

本された形態で発行されているが，索引の順序が

的が述べられている。以下，日本語版の内容を引

アルファベット順と五十音順であるかなどに違い

用しながら計画の特徴を見てゆく。

があるもので，その構成，内容はほぼ同一である。

「１．緒言」では日本国内向けに約350種類以

目録では，はじめにUSIS映画事業の取り組み

上の日本語版の映画が，国内の米国大使館，アメ

根拠として，
「米国情報教育交換計画」の存在が

リカ文化センター，都道府県教育委員会視聴覚ラ

示され，
「USIS映画計画」の立案が，国連憲章と

イブラリーを通して配給されていることが説明さ

米国情報教育交換法によるものとして，国連憲章

れている。そして，都道府県に上映機材を貸し出

第55条および56条と，米国情報教育交換法第2条

しており，維持補修に必要な部品類も貸与してい

および第3条のそれぞれ一部を抜粋し，説明して

ることが説明されており，上映（学習会の開催）

いる。

を主催するものの負担が少なくなる配慮がなされ

例えば，米国情報教育交換法第２条を抜粋記述

ていることが述べられている。

して，
「よって米国国会は次のことを宣言する。

さらにこの目録の緒言では，USIS映画の内容

即ちこの法律の目的は，合衆国をして，各国にお

の特徴として「これらの映画は大部分，海外向け

ける合衆国の理解を促進し，米国国民と諸外国国

教育文化映画の自主製作をしている米国国務省か

民間の相互理解を深めしめるにある。これらの目

ら日本の米国大使館へ提供されたものでありま

的達成のため執らるべき手段には……」と，合衆

す。（略）それ以外のものは，国際理解と親善を

国の政策，制度，文化を理解させることに主眼を

推進するのに有益であるとの理由で，各方面から

13)

置くことを根拠付けている

。

選択されたものです。また日本人には，日本の風

また，アメリカによる教育とプロパガンダの境

景・人物・活動などが描かれていれば，ずっと興

界的性質を持つメディアとして，映画が重要視さ

味があるに違いないので，日本で製作されたもの

れていたことは，身崎とめこによって指摘がなさ

も何本かあります。」と説明している。このよう

れている。身崎は「占領期が終了するとこの映像

に，CIE映画として製作された作品が引き続き提

メディアによる占領政策の骨子はアメリカの対外

供されており，USIS映画もCIE映画の延長上に

外交戦略の大いなる成功事例としてそのまま冷戦

あると考えられる。これは，「各映画を最も効果

期以降も引き継がれる。「USIS教育映画」として

的に利用してもらうため，東京のUSIS（米国広

アメリカ国務省によってリニューアルされ，全世

報機関）で，“研究と討論”を準備し，編集，発

界 に 展 開 す る 広 報 文 化 政 策 の 核 と な っ た。

行してこの映画の上映に携わっている司会者や学

America as Number oneというイメージの下に，

校の先生その他の人に配布しています。」との説

1953年８月に設立された合衆国広報・文化交流

明がその後にあることからもわかる。

庁・USIAを中心に世界規模の対外文化戦略を繰

また，“研究と討論”のあらましもあわせて説

り広げるのである。（略）USIS映画では占領下で

明されており，「日英両文で書かれたこの研究書

の強制動員という枷が外されたが，なお科学の進

には，その映画の簡単な筋書き，その映画が使っ

歩をアメリカの豊かで清潔な家族家庭像と結合

ている主題に関する予備知識，見せてほしい対象，
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映画と国内での収蔵状況について示す15)。

める際，司会者に利用できる二三の問題例などが
のせてあります。」と紹介している。

⑵ USIS映 画「 図 書 館 員（USIS-389）」 の あ ら
まし

さらに，日本語版映画が米国大使館の監督の下
で，
「国内の劇壇・映画界・放送界の一流どころ

① 「USIS映画目録

1953」に記述されている

があたっています。……これらの要因がすべて重

書誌事項

なって映画が日本人の要求にあうようになってい

今回分析対象としたUSIS映画「図書館員」に

ます。
」と書かれているのは，講和後であること

ついて，「USIS FILM CATALOG FOR JAPAN

から，CIE教育映画と異なり，動員などもできな

1953」を閲覧すると，「L」の項目に，「USIS-389

いことから，上映を企画する主催者の興行的な不

LIBRARIAN, THE」として記載されている。書誌

安を少なくするように配慮がなされたものと思わ

事項として「（1rl 10min sd rd 18 apr 52 16/J 16/

れる。

E）」と記述があり，１巻構成で音声があり，日本

その後，フィルムの借り方などの手続きの説明

語版と英語版の両方が用意されていたことがわか

があり，続いて，司会者向けに準備やプログラム

る。また，概要には「An intorduction to library

の作り方，会場準備，当日の運営の注意点などが

science. The film gives an outline of the duties

書かれている。また，フィルムの取り扱いなど技

of the librarian.」と，書かれている16)。
「USIS FILM CATALOG FOR JAPAN

術上の諸注意も記載されており，上映にあたって

1953」は日本語版「USIS映画目録

のガイドにもなっている。

1953」も用

意されている。日本語版には書誌事項として「図

４． 分 析 対 象 と し たUSIS映 画「 図 書 館 員
（USIS-389）
」について
⑴

書館員

USIS-389」「１巻10分

年4月18日封切

サウンド

1952

16ミリ日本語版，16ミリ英語

版」と書かれている。また，概要には「図書館学

CIE映画／ USIS映画の国内での保存状況
CIE映画／ USIS映画については，阿部や身崎

の研究によって目録の作成や補完がなされてい

の手引き。この映画では図書館員の仕事の概要が
説明されています」と書かれている17)。
②

「図書館員

USIS-389」のオリジナル映画

る。それらの研究をもとに，三浦は，図書館やそ

この映画は，オープニングにおいて「U.S.I.S./

の利用などに関連する映画が11本存在すると指摘

アメリカ文化映画／米国国務省提供」の表示のあ

し，それらのうち，国内では５本の所蔵を紹介し

とに，
「VOCATIONAL GUIDANCE FILMS, INC.

ている。表１に図書館に関するCIE映画／ USIS

“YOUR LIFE WORK” FILMS」の円形のマーク

表１
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写真１ 「図書館員 USIS-389 オープニング」
（徳
島県立文書館所蔵＊））

写真２ 公共図書館を背景にALAの紋章が浮き上が
る映像（徳島県立文書館所蔵＊））

も吹き替えられていないなど，ごくわずかな違い
が表示される。このことから，アメリカ国外に向

しかなく，アダプテーションされた映像作品であ

けて，アメリカの文化を紹介するために新たに制

ることがわかった20)。なお，ALAのマークが浮

作されたものではなく，アメリカ国民に向けて制

き上がる映像とともに，英語版ではナレーション

作 さ れ た 既 存 の 教 育 映 画 を 日 本 語 に 翻 訳 し，

も な さ れ て い る こ と か ら， 映 画 の 作 成 で は，

USIS映画として提供したものと考えられる。

ALAの大きな支援があったものと想像される。

そこで，
「VOCATIONAL GUIDANCE FILMS」
社および「“YOUR LIFE WORK” FILMS」で調

③

「図書館員（USIS-389）」の位置づけ
このように見てくると「図書館員（USIS-389）」

べたところ，アメリカの中・高校生向けに作成さ

については，アメリカのティーンエイジャー向け

れた就職ガイド映画のシリーズとして，
「“YOUR

のキャリア開発教材であるが，図書館員（司書）

LIFE WORK”」が1940年代に企画され，16本あ

の仕事を通して，図書館が果たしている機能を紹

ることがわかった。このシリーズは，アイオワ州

介する目的で，USIS映画の一本として用意され

立大学のArthur P. Twogood教授によってナレー

たものと想像できる。

ションが書かれ，Vocational Guidance Films, Inc.
とHolmes Burton Filmsによって制作されている。
このシリーズの作品のなかに，図書館機能と図
書館員の業務を紹介する1947（昭和22）年に制作

しかし，日本語版「USIS映画目録

1953」に

はCIE/USIS映画の特徴でもある「研究と討論」
について指示がない（用意がされていない）。
２ヶ月後に封切られている「町の図書館（USIS-

された「THE LIBRARIAN」があることがわかっ

383），上映時間10分」には「研究と討論」に指示

た。他のシリーズ作品と同様に，Web上で映像

がある。この「町の図書館（USIS-383）」は，ア

18)

が提供されており視聴が可能である

。

オリジナルと思われる「THE LIBRARIAN」
を視聴したところ，「図書館員

USIS-389（日本

19)

語版） 」との異なりは，ナレーションが日本語

メリカの地方都市の公共図書館を題材にして，全
域サービスの展開を中心に自治体図書館の主要な
サービス（事業）を紹介するアメリカ製の映画で，
日本語のナレーションがつけられている。

に翻訳され，吹き替えられていること，映画中で

同じ時期に封切られている「図書館員」と「待

の登場人物によるレファレンス事例などは英語の

ちの図書館」において，「研究と討論」の指示の

ままであるが，用いられている映像は同一であっ

有無に異なりがあることは，「図書館員」は，学

た。大きく異なる部分は，オープニング前のクレ

校教育などで上映し，教師が介在することを前提

ジット表示と，映画の最後において，「図書館員

としたので，「研究と討論」の指示がないものと

の仕事について調べたいなら，図書館員や学校司

想像される。一方，「町の図書館」は社会教育の

書，アメリカ図書館協会（ALA）に問い合わせ

場面で，図書館法に基づく自治体における図書館

をしてほしい」という内容のナレーションが，日

設置（図書館条例の制定）に向けた啓発目的を持

本語版では翻訳がなされておらず，ナレーション

たせたことから，討議などによって，自治体が図
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書館を整備することにつなげることをねらいとし

おける専門家」「地方のニーズに答える専門家」

たものと想像される。そのために同時期の封切り

が紹介された後に，社会教育に関する経験や知見

であっても異なりが出ているものと考えられる

をもとに図書館サービスを行う図書館員の存在も

が，さらなる検討が必要である。

述べている。さらに，広報なども図書館員のサー
ビスであることも述べられている。その後，大学

⑶ USIS映 画「 図 書 館 員（USIS-389）」 の 全 体

を卒業する必要があることの説明があり，大学進

構成

学前に学んでおくと良い科目の紹介などが行われ

映画は，アメリカの図書館を舞台として撮影さ

たのち，図書館員の仕事の多様性，生活の保証な

れている。全体は６部にわけることができる。導

どが述べられた後に，「図書館員の仕事には色々

入部分で図書館員の要件が話され，その後，館種，

な意味で目に見えない喜びがあり，その携わって

図書館員の主要な業務，図書館の経営や特殊な専

いる仕事が自分たちの希望する世の中を作り上げ

門性，図書館員の資格や学歴，職の社会的な位置

るのに欠くことのできない大切な仕事である」こ

づけが，画面とナレーションによって説明されて

とがナレーションによって語られ，締めくくられ

いる。

ている。

導入部分であるが，数多くの図書が排架された
書架を写しながら，次のようなナレーションが入
る。
（付録ナレーションおよび各シーン４〜５）
「ところでみなさんはすぐ人と打ち解けられま

５．映像シーン分析の方法
⑴

ナレーションの入手とシーンの切り出し

すか？（略）どんな身分の人でも区別なく好きに

映像分析にあたり，日本語版のシナリオは入手

なれるでしょうね。（略）本好きで，人が好きに

できなかった。そのため，映像からナレーション

なれるたちですと，図書館員のことがすぐわかっ

の文字起こしを行なった。巻末にナレーションと

ていただけるからです。（略）」

各シーンで描かれている内容について掲載する。
映画のシーンの切り分けであるが，基本として

この冒頭部分のナレーションは，分け隔てなく，
コミュニケーションができることが，図書館員に

一つのナレーションを一シーンとした。そのため，

必要な要件の一つであることを，視聴者に問いか

一つのまとまりあるナレーションによる説明が長

けている。

い場合には，複数のシーンが存在する場合がある。

映像シーンはその後，さまざまな図書館種の紹

例えば，多様な図書館利用者がおり，そのニーズ

介となり，国会図書館から始まり都市の図書館や

に対応することを表すために，移動図書館車に集

郡部の分館，移動図書館車などが写され，映像に

う人々のシーンと点字図書を読む読者などのシー

はないが，ナレーションでは専門図書館が存在す

ンが，一つのまとまりあるナレーションの中で短

ることに触れている。

い時間で映されている場合には，同一のシーン番

次に，図書館の仕事を５つに分け，①目録作成，
②レファレンス，③カウンター業務，④児童サー

号にまとめた。その結果，シーンはオープニング，
エンディングも含めて40シーンとなった。

ビス，⑤学校図書館（学習支援）について順に説
明を行っている。

⑵

シーン記述の視点

これらについて一通り説明を終えた後に，図書

対象とした「図書館員（USIS-389）」は，アメ

の紹介，
批評，
購入などの仕事もあることをナレー

リカのティーンエイジャーの視聴を前提とした職

ションで補っている。なお，学校図書館に関して

業選択に向けたガイダンス用のショートムービー

は一分ほど時間をあてており，丁寧な説明が行わ

であり，図書館の業務と図書館職員に焦点化がな

れている。

されている。しかしながら，図書館の機能を，図

そして，「図書館の仕事には特殊な素質と経験

書館や図書館員の仕事を通して描いていることか

を必要とするいろいろな職種」があることのナ

ら，図書館の業務等の紹介やそのための特徴的な

レーションが入り，「大図書館の館長」「各分野に

表現手法やその場面から読み取れる内容などにつ
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いて記述を行った。

６．分析の結果
⑴

図書館機能の表現

①

図書館法第３条各項による分析
図書館機能の理解に必要な内容について図書館

法第3条の図書館サービスの有無を判断基準とし

書館又は図書室と緊密に連絡し，協力し，図書館資
料の相互貸借を行うこと。五 分館，閲覧所，配本
所等を設置し，及び自動車文庫，貸出文庫の巡回を
行うこと。六 読書会，研究会，鑑賞会，映写会，
資料展示会等を主催し，及びこれらの開催を奨励す
ること。七 時事に関する情報及び参考資料を紹介
し，及び提供すること。八 学校，博物館，公民館，
研究所等と緊密に連絡し，協力すること。

⑵ 特徴的なシーンとしてのレファレンスサービ

て，
ナレーションや映像として表現されているか，

スに関するシーン

その有無について集計を行った。図書館法第3条

すでに述べたが，レファレンスサービスを写し

の各号に記載されたサービスについて表２に示

ているシーンが繰り返される。レファレンスサー

す。なお，図書館法はこれまでに改正が行われて

ビスを紹介するだけではなく，他業務の紹介時に

おり，項目の追加があるが，今回は，法が成立し

もレファレンスサービスのシーンが用いられてい

た1950（昭和25）年の当時の第３条の各項を用い

る。10分という短い映画のなかで，13件のシーン

た。

が認められ，その時間を合計するとおよそ3分に

その結果を表２に示す。なお，割合の計算であ
るが，オープニングやエンディングを除いた36
シーンを対象としている。

なる，
たとえば，図書館員の主要な業務として一番最
初に取り上げられている目録作成作業であるが，

これを見ると多様な利用者に対して各種の資料

目録とその作成作業が重要であることを，少年が

を提供しているシーンが53％と最も多く，つい

当時最先端の技術であったテレビジョンに関する

で，直接的な参考業務のシーンが36%，時事的な

図書について，あいまいな質問から図書を探し出

情報提供が25％と，図書館員の仕事は直接的な対

すシーンによって説明すると同時に，利用者が求

人支援にあることを見せている。あわせて，図書

める図書（情報）を提供するために，図書館員が

整理や目録作成を取り上げているシーンも25%

活躍するシーンによって，図書館が情報提供機能

あった。一方，展示などについては取り扱う割合

を持っていることを印象づけている。

が少ない。さらに広域サービスや連携協力など制
度的なことも扱いが少ない。

り返される。図書館員の主要な仕事を紹介する

表２ 図書館法第３条各項に基づく，各シーンにお
いて取り上げられているサービスの件数と割合
各号

一

二

三

四

五

六

七

八

件数

19

9

13

3

3

2

9

2

8%

8%

6%

25%

6%

割合 53% 25% 36%

レファレンスサービスのシーンは，その後も繰

一 郷土資料，地方行政資料，美術品，レコード及
びフィルムの収集にも十分留意して，図書，記録，
視聴覚教育の資料その他必要な資料
（電磁的記録（電
子的方式，磁気的方式その他人の知覚によつては認
識することができない方式で作られた記録をいう。）
を含む。以下「図書館資料」という。
）を収集し，
一般公衆の利用に供すること。二 図書館資料の分
類排列を適切にし，及びその目録を整備すること。
三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識
を持ち，その利用のための相談に応ずるようにする
こと。四 他の図書館，国立国会図書館，地方公共
団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図

シーンでは，「第二に参考資料係というのがあり
ます。この係は専門知識の調査にあたり，読者の
手引きをします。」とナレーションが入った後に，
電話によるレファレンス事例が二つ紹介されてい

写真３ 目録の働きを説明する箇所で用いられてい
るレファレンスサービスのシーン（徳島県立
文書館所蔵＊））
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尚

之

る。ここでの質問の一つには「…レーダーに関す

図書館で調べものをしている子どもが，カウン

る本の一覧表を作ってくれませんか?…」と，や

ターでカード目録あるいは貸し出し記録カードを

はり，当時最先端の科学技術に関する質問が取り

整理している女性図書館員に対して図鑑を示して

上げられており，最新のそれも専門性の高い質問

質問を行い，それに図書館員が応えることで，わ

にも，
図書館（員）が対応する姿が描かれている。

からないことで不安げだった子どもの表情が，わ

その後のナレーションでは，
「参考資料係はど

かったことで安心する表情に変わって行き，それ

んな内容の本を備えてあるのか十分知りつくして

を受けて9’30”以降シーンが変わり，エンディン

いるので，どんな資料もすぐ探し出して人々に時

グに向け，「このようにして図書館員の仕事には

と金を節約するサービスをしてくれる」と述べて

色々な意味で目に見えない喜びがあり，その携

いる。ランガナタンが1937（昭和12）年に論じた

わっている仕事が自分たちの希望する世の中を作

「図書館学の五法則」の第四法則の「読者の時間

り上げるのに欠くことのできない大切な仕事であ

を節約せよ」が描かれていることは興味深い。

ることがわかっていただけと思います。」とナレー

レファレンスサービスが描かれているシーン

ションが入る。

は，4’50”以降の学校図書館における図書館員業

さらに，社会教育の担い手として地域の教育を

務の紹介でも再び取り上げられている。高校生と

組織化し，資料を用意し，提供することも図書館

思われる少年に対して女性図書館員が小さなメモ

員の役割であることが，7’05”からのシーンで，

を渡して説明を行っている。また，小学生と思わ

ナレーションによって説明されている。

れる児童に対して女性図書館員が図書を見せ，

図書館員の仕事は，人々の「知りたい」「学び

ページを繰って必要な箇所を指し示しているシー

たい」に応えるものであり，対人コミュニケー

ンも5’15”頃に写されている。

ション能力，図書の整理，資料内容について知識

この後8’00”頃から専門図書館の紹介として，

を持つことが必要であることを，利用者に対する

医師と思われる利用者による資料要求に応える女

直接サービスとしてのレファレンスサービスを繰

性図書館員が描かれている。

り返し映し出すことで，本映画の視聴対象である

さらに8’30”過ぎからは，図書館員になるため

ティーン・エイジャーに理解させようとしている

に必要な学歴や高校までに学習するとよい科目

ことがわかる。また，この繰り返される対人支援

（分野）の紹介がナレーションで行われるが，引

のシーンは，同時期に封切られている他のUSIS

き続き9’00”頃からは「図書館員の仕事は非常に

映画「町の図書館（USIS-383）」でも大きく扱わ

変化に富んでおり，面白いものだというばかりで

れている。

はなく，十分生活も保証される仕事であるという

これらの映画に描かれたシーンは，日本におけ

ことがこれでお分かりになったでしょう」という

るそれまでの図書館理解を大きく変化させる内容

ナレーションが入る。このときにもレファレンス

であったことは十分推測される。あわせて，図書

シーンが用いられている。小学校か中学校の学校

館業務の重要な柱は資料（情報）提供であること
を，文字や伝聞ではなく，視覚を通して実際に理
解させた効果があったものと考えられる。
そのように見てくると，
「図書館員（USIS-389）」
は，「図書館職員養成所」あるいは「図書館専門
職員養成講習」などでも利用されたことや，別な
機会に視聴した図書館職員が影響を受け，その後
の図書館サービスの改善につなげた可能性も推測
される。今後さらなる検討が課題である。

写真４ 児童あるいは生徒からの要求に対して応え
る女性図書館員（徳島県立文書館所蔵＊））
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⑶

ジェンダー，人種の扱いに関する問題点

るシーンがある。そこでは，女性図書館員と図書

①

ジェンダーから見た問題点

の貸し出しを受けに来る女子児童は白人である

「図書館員（USIS-389）」は図書館機能をそこ

が，登場する男子児童は身長も低く，明らかに東

で働く人々に焦点化させているが，登場する図書

洋人の顔立ちであり，移民としてきたアジア系の

館員ほとんどが「女性」であることは現代的な視

二世，三世が指導を受けながらアメリカ社会の一

点から見ると特異に見える。

員となっていくことを象徴しているようにも見る
ことができる。

写真５ 男性図書館員から目録カードの扱いについ
て指導を受ける女性図書館員（徳島県立文書
館所蔵＊））

写真６ 児童が女性図書館員の指導を受けながら貸
し出し業務を行う（徳島県立文書館所蔵＊））

サービスを提供するのは「女性」が大部分を占

また，サロンのような開架閲覧室で読書を楽しむ

めている。男性の姿は，最新テクノロジーに関す

シーンに登場する人々は白人である。学校図書館

る電話によるレファレンス回答や館長の仕事を紹

が描いたシーンは数多いが，そこで学ぶ児童・生

介するシーンなど数少ない。さらに，8’40”付近

徒も白人である。もちろん，サービスを提供する

には，
大規模な図書目録カードのキャビネットで，

図書館員も白人である。

女性図書館員がカードの扱いに躊躇しているとこ

このことに関連すると，今後の精査は必要であ

ろに男性図書館員が来て説明を加えながら，キャ

るが，現在視聴することができる映像のなかで，

ビネットの引き出しに収納しているシーンがあ

教育や国土開発に関する映画に登場する主要な人

る。そこでのナレーションは「小さな図書館の館

物は，白人がすべてといえるほど人種的な偏りが

員の中には学位のない人もありますが，でもある

見られる。もちろん，被教育者としてのアフリカ

程度の専門的訓練は受けなくてはなりません」で

系アメリカ人や東洋人は映し出されても，日常の

ある。その直前の8’30”付近でのナレーション「ア

市民活動の主役や指導者は白人という描かれ方が

メリカの図書館員の資格は専門教育を受けた大学

されているのは，公民権運動以前のアメリカ社会

卒業生ということになっています」を聞いた後で

の人種的な顕在・潜在両方の意識と認識が，色濃

あるから，男性職員は高等教育を受けた指導的な

く反映されているものと考えられる21)22)。

立場にあると見ることができる映像表現となって
いる。
②

人種的な問題点

７．まとめ

さらに，学校図書館での図書館員の働きについ

図書館理解教材としてのCIE/USIS映画のなか

て紹介する4’50”以降のシーンでは，5’27”付近か

で現在視聴が可能な「図書館員（USIS-389）」を

ら男子児童がカウンターにおいて女性図書館員

対象に，映像分析として，図書館サービスの観点

（ナレーションとあわせて教員と見ることができ

からシーン分析を行った。

る）から指導を受けながら図書館業務を学んでい

登場人物の扱いでは現代社会においてそぐわな
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いところもある。また，ALAが表明した「Library’s
Bill of Rights（図書館の権利宣言）」など，知る
権利と表現の自由に強くかかわることは映画のな
かで描かれておらず，ナレーションもない。障害
者サービスも視覚障害者が点字図書を読む姿のみ
であり，
多言語サービスなども紹介されていない。
しかし，10分という短い時間にも関わらず，図
書館機能のなかで利用者サービスとして行われる
直接サービス，間接サービスに関する基本を見
せ，理解させる教材として，第二次世界大戦後の
日本においては一定の価値を持った作品と考えら
れる。この映画をそのまま現代社会で扱うことは

尚

之

年
６）三浦太郎：CIE映画『格子なき図書館』の成立に関
する考察，明治大学図書館情報学研究会紀要，No.6，
明治大学図書館情報学研究会，pp.1〜2，2015年
７）前掲６）
，p.12
８）前掲４）
，p.141
９）前掲６）
，p.13
10）前掲１）
，pp.241〜242
11）土屋由香：アメリカ対日占領軍「CIE映画」：教育と
プロパガンダの境界⑴アメリカ対外文化戦略としての
教育映画，愛媛法学会雑誌，vol.31 No.1/2，p.121，愛
媛法学会，2014年
12）USIS映画目録1953，p.137，東京米国大使館映画部配
給課，1953年

できないであろうが，ジェンダー，マイノリティ

13）前掲12）
，p.136，1953年

や人種の問題，知る権利や表現の自由について，

14）前掲4）
，pp.142〜143

十分な配慮を行い提示するか，それらの問題をイ

15）映像で見る戦後日本図書館のあゆみ，日本図書館協

シューの一つともする内容で，図書館理解のプロ
グラムをつくることは，本映画の現代的な活用と
して考えられよう。

会，2014年，p.24，前掲６）
，前掲12）より作成
16）U S I S F I L M C A T A L O G F O R J A P A N 1 9 5 3 ,
Distribution Section Motion Picture Branch American
Embassy Tokyo, P.66, 1953年
17）前掲12）
，p.204，1953年
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人のほとんどが白人であるが児童の数名にアフリカ系
＊）写真１〜６は徳島県立文書館所蔵映像資料（CIE教

科，2002年

著：占領する眼・占領する声

22）U.S.I.S映画「児童博物館」では，登場する児童，大

（札幌校准教授）
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U.S.I.S./アメリカ文化映画／米国国務省提供
シーン
時間
番号
1
2

「図書館員（USIS 389）」ナレーションおよび各シーン

ナレーション

シーン

0:00

U.S.I.S./アメリカ文化映画／米国国務省提供

0:07

VOCATIONAL GUIDANCE FILMS, INC. “YOUR LIFE
WORK” FILMSの円形のマーク

3

0:16 ここの本棚には，万，十万おそらく幾百万冊という本がぎっ 図書が排架されている書架。書庫か閲覧室内部を左から右
しり詰まっています。こういう本を見てみなさんはどうい へとパンをして大量の図書が排架されている風景を見せて
う気持ちがしますか？本を読むことはお好きですか？本は いる。
みなさんのお友達です。

4

0:40 ところでみなさんはすぐ人と打ち解けられますか？若い人
でも年寄りでも，そして人からも好かれる方ですか。どん
な身分の人でも区別なく好きになれるでしょうね。それな
ら結構です。

図書館内で調べ物や読書をする人々。参考図書から書写し
をしている若い女性，読書をしている老男性の後ろ姿，レ
シピ集らしい図鑑を見る中年夫人，読書をする若い男性左
から右へとパンをする。

5

0:55 と言いますのは，本好きで，人が好きになれるたちですと，
図書館員のことがすぐわかっていただけるからです。この
職業は非常に愉快な職業です。しかも一般の人々にも喜ば
れる仕事なのです。

図書館のカウンター。レファレンスカウンターと思われる
ところで２名の利用者に答える初老の女性図書館員。質問
者は若い女性と男性。最初はカウンターの全体から，図書
館員のアップとなり，利用者の笑顔。

1:10 一般の人々とは文学の面白さがわかり始めてきた子どもた
ちをはじめ専門的な科学知識を求めている本職の人や点字
書を読む盲人，あるいは辺鄙な田舎にいて移動図書館しか
利用できない人たちなどもそうなのです。

大テーブルで読書をする子どもたち。６名で３名ずつ向か
い合いで着席している。左側は画面手前から少年，少女，
少年。手前の少年は眼鏡をかけており，大判の新聞かピク
トリアルを閲覧。右側は手前から少女，少年，少女。手前
の少女は厚い図書を閲覧。
少年は肘をついて前かがみで読書。
閲覧室風景。開架の書架には百科事典と思われる背の高い
厚い図書が排架されている。若い女性が図書を持って机に
向かう。
点字を読む中年男性。スーツ，盲人用の色付き眼鏡を着用
している。
トレーラータイプの移動図書館車に集まる人々。就学前と
思われる年齢の少女から若い親世代まで集まる。自転車で
来る若い女性。20名弱。

6

7

本当にこの仕事は色々な面で共同社会の生活に欠くことの カウンターに制服姿の若い男性。カウンターで出納を受け
できない，やりがいのある仕事なのです。
ている。年配の女性図書館員が対応。カウンター背後の書
棚から図書を持参し予約図書を渡しているように見える。

8

1:36 図書館にもいろいろ異なった種類のものがありますが，そ
のうちのいくつかをご紹介しましょう。
まず最初は，ワシントン市にある国会図書館です。これは
1800年に建てられたアメリカ一の図書館ですが，ヨーロッ
パ諸国のものに比べるとかなり新しいほうです。

9

1:57 その優れた施設は学者たちにも利用され500万冊以上の本や 閲覧テーブルで研究者らしき人物が初期の活字印刷本を
写本のコレクションも用意されています。
ルーペで拡大しながら読んでいる。閲覧している図書をルー
ペで拡大するアップシーン。

10

2:03 本当の意味での国民みんなのためのこの図書館は，官庁を 図書館閲覧室を俯瞰。大テーブルや読書テーブルなど。調
はじめ議員や一般の人たちにいろいろと役立っているので べ物をしている人々，男性が多い。
す。
中年の男性が書架のファイル資料を閲覧する。研究者ある
いは議員が利用しているように見える。手前にはテーブル
があり未製本の新聞か何かが積み上げられている。

11

2:13 図書館はその書類と場所によってひとつひとつが特殊な要
求に応じた活動をしなければならないのです。ですから，
村の図書館はいろいろな点で都会の図書館とは違っていま
す。

乗用自動車が行き交う道路に面する都会の大きな石造りの
図書館
図書館内，主階段。大きな階段があり中央に立像の彫像が
置かれている。

コンクリートのエンタシスの入り口をもつ図書館の入り口
部分のアップ。若い女性が出て来る。
街中の公共図書館の入り口。その前を通り過ぎる人々。
郡部の道路沿い（周りは畑）の中の小さな建物の図書館と
そこから出て行く自転車の子ども。都市部の煉瓦積み６階
建て以上の大型建築物。バスや自動車が行き交う，バスは
２階建も見られる。村の図書館と都会の図書館の違いは建
物だけで内部や利用の仕方などについては映像では描写さ
れていない。
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2:30 また工場にある専門的な図書館は法律関係の図書館とは
違っています。しかし図書館によっておのおの役目は違っ
ていても本と人を結びつけるという館員の仕事にはなんら
変わりはありません。

机の上で開かれる図書とアップにされた手元。開かれた図
書の見開き左側にはトランペットの写真が見える。
NICHOLS EMINENTDOMAINが排架されている書棚が映
されている。
書庫から図書を持ってカウンターに出てくる若い女性職員。
若い感じの男性に図書を渡し，貸出票（小型カード）にス
タンプの機械に挟んで記録をつけている。

13

2:45 図書館員の仕事を大別すると５種類あります。その第一は
カタログ作成係です。この人たちの仕事は舞台の裏方のよ
うなもので人に目立ちません。集めた書物を組織的に分類
したり，注解をつけたりするのです。では，カタログがど
んなに適切に作られているかといいますと

図書の受け入れ作業を行なっている執務室。少し上から俯
瞰しており，７名ほどの女性が写っている。
デスクワークをする女性職員一人を中心にして書誌カード
のチェックを行っている。

14

3:00 名前を忘れたんですが……／テレビの本を……
書いた人は？
それもわからないんです……／青色の本というだけしか
……
わかりますわ（以上字幕）

レファレンスカウンターにやってくる10代後半の少年。カ
ウンターでは女性図書館員が作業をしており，少年の問い
かけに振り向いて答える。少年からの質問では，少年のバ
ストショットのアップで図書館員の後ろ半分が映されてい
る。図書館員が答える時は図書館員がアップとなる。

15

3:20 こういうことは珍しくありません。ただ著者と本の名前を 一枚の図書カードがアップになる。図書目録カードのアッ
忘れていただけなのです。でもカタログ作成係が立派な仕 プ。探し出された図書を資料要求を行なった少年に渡す図
事をしてくれてあったので，目的の本はたやすく探し出す 書館員。受け取った資料を閲覧机で見る少年。
ことができて，少年は図書館の施設に対する信頼をますま
す深めたわけです。書物の正しい評価と綿密な調査は，閲
覧者に十分な便宜を与えることになります。

16

3:45 第二に参考資料係というのがあります。この係は専門知識 レファレンスディスクで事務をとる年配の女性図書館員。
の調査にあたり，読者の手引きをします。
電話を受け，応答をする。
左手で受話器を取り，左肘をデスクにのせ，右手でメモを
（以下字幕）
取りながら応答。英語の質問が流れており，質問者は中年
……中国のある銅像のはっきりした日付を教えていただけ あるいは若い女性。日本語の字幕が出る。
ません？……
事務室でレファレンスに当たる初老の男性図書館員。左手
……レーダーに関する本の一覧表を作ってくれませんか？ で受話器を持ち，右手でメモを取っている。机の上には何
……（以上字幕）
かの参考図書のような厚い図書。受話器の音声は中年の男
性。日本語の字幕が出ている。

17

4:10 参考資料係はどんな内容の本を備えてあるのか十分知りつ 報告文書がアップで写されている，表紙をチェックした後
くしているので，どんな資料もすぐ探し出して人々に時と に開いて鉛筆で本文をチェックをする。
金を節約するサービスをしてくれることになるのです。

18

4:21 第三には貸出係。これは本の貸出を組織立て，かつ監督す カウンター奥側に着席し，利用者が持参した図書を確認し
る役目です。でもこの仕事は必ずしも専門教育を受けたも ている若い女性職員。カウンター手前（右側）には初老の
のではなければやらないという性質のものではありません。 女性と男性が立って手続きが終わるのを待っている。女性
の手続きが終わったのちに初老の眼鏡をかけた男性が持参
した図書の手続きを依頼する。女性職員を中心にアップと
なり，貸出手続きが映されている。利用者が図書と一緒に
カードを渡し，職員はスタンプを二か所押した後，図書に
入っているカードにチェックと書き込みをして図書に挟み
込み貸出を行っている。

19

4:35 第四は幼いものたちのための係です。大人の場合とほとん 児童閲覧室のように見える室内で，女性図書館員が男女２
ど同じですが，特に子ども達に向くように努めることが大 名の幼児を相手に，閲覧台で絵本を見せている。その後，
切です。この年頃は本を読む習慣を身につける大切な時期 絵本を見る子どものアップシーン。
なので，立派な一人前として扱います。

20

4:50 第五に各学校の図書部員があります。この人たちはその学 学校の校舎と思われる建物の遠景。
校内の教育問題のために尽くします。

21

4:55 専門学校や大学の図書館は完備した公衆図書館と同様に調 図書館のカウンター内から閲覧室の全景。閲覧室で開架書
査や目録作成や資料の編纂や貸出という専門の仕事をやる 棚とカウンターの間に閲覧机があり，一つの机には６脚の
人々を雇っています。
椅子が備えられており，閲覧している姿が映されている。
10代後半の少年が，カウンターに来てレファレンスを受け
ている。初老の女性図書館員が対応し，小さなメモを少年
に渡して説明。
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22

5:08 大きな小学校では大抵専門の図書館員を雇って子どもが適 図書館の閲覧室。壁面に開架書棚と木製のカード目録キャ
当な本を選ぶように手引きします。
ビネット。開架書棚の前には電気スタンドが二台間隔をあ
けて設置されている。閲覧机は３台設置されている。机に
は４客着席。手前から女子児童が一人ずつ手前を向いて着
席。読書，調べ物をしている。奥の一台は性別不明で，後
ろ向きに着席している。図書カード目録キャビネットの前
から開架図書の棚に向かい，女性図書館員が歩き図書を取
り出す姿。

23

5:16 学校図書館員は読書のためのじゅうじゅ（ナレーションで
はこう聞こえるが「授受」ではないか？），子ども達が進ん
で本を読みたがるように仕向けます。これは骨が折れるが
やりがいのある仕事です。

閲覧テーブルの中央には男児児童が着席し，電気スタンド
が置かれている。テーブルの右端には地球儀が置かれてい
る。着席している男子児童に女性図書館員が図書をみせ，
ページを繰って必要な箇所を見せている。

24

5:27 比較的小さな学校では図書部の仕事は，普通先生が部員と
なって監督と指導にあたります。子ども達は自由時間に手
伝うわけですが，大抵貸し出し係を受け持ちます。でもこ
ういうやり方では部員は時間ごとに変わるので，ひとりひ
とりがその仕事をとっくり納得するというわけにいきませ
ん。

図書館のカウンターに男子児童が着席し本の片付けを行っ
ている。カウンターはＬ字型で短辺側には花瓶に入った花
がいけられている。教員とみられる女性が指導をしている。
高学年と思われる女子児童がきて，図書の貸し出し手続き
を行う。男子児童は図書からカードを抜き取りペンの裏側
の印鑑を押し，サインを行う。

25

5:48 これまでのことはだいたい五つの係のことについてでした
が，こういう人たちはみんなのために少しでもサービスの
向上ということを心がけているので，決められた仕事の他
に時には新しい本の紹介とか，批評とか，買い入れの仕事
などもするのです。

2:45の目録カードを点検している女性図書館員のシーンと
同じシーン。白い服装の女性図書館員がカードのチェック
を行なっている。その後，女性図書館員の左斜め上から撮影。
カードを作成している。郵送されてきたと思われる図書を
開いて確認をしている。図書と手元が写されている。

26

6:13 また，図書館の仕事には特殊な素質と経験を必要とするい 大きな図書館の図書館長室と思われる一室で，執務机に着
ろいろな職種があります。
席している図書館長と思われる中年男性が着席している執
務机を囲むようにイスに着席している参会者が５名。後ろ
姿であるが４名が女性で１名が男性。資料を持ってくる女
性職員，館長に渡した後，参会者に配布する。

27

6:22 例えば，大図書館の館長。この人は，指導者としての素晴 執務机に着席する館長をアップで映す。机の上には電話と
らしい才能，つまりどんな風にして図書館全体を運営して ペンスタンド。吸取り器。デスクメモか，デスクダイアリー。
いけばよいかという高い見識を必要とするのです。
発言の後定規のようなものを持って，背後の書架を利用し
てかけられている青図の説明を行う。図書館施設の新設，
改良，改修の説明のように思われる。説明後は一人一人を
見ながら説得を行っている。

28

6:40 次に与えられた問題の基礎的知識に応じる専門家，詳しく
言えば，科学，技術，社会科学などの分野における専門家
たちがいて，一般の人々はもちろん大学や各専門図書館に
図書目録や専門資料を提供するのです。

29

6:52 一方，また地方向けの通信貸出かかり，つまり農山村の需 田舎の中心街と思われる交差点（広場）にブックモビルが
要に明るく，地方指導者の目的をよくわきまえて貸出，そ 停車。小型乗り合いバス程度のサイズの黒色の車。小学生
の他の連絡をとっている専門家もいます。
中学年くらいの男子児童が車の周辺を走り去る。ブックモ
ビルにはコートを着た初老の婦人や中年女性，ハンチング
の農夫と思われる中年男性が本を選んでいる。その後，本
を選んでいる姿がアップとなり，子どもが後ろから覗き込
んでいる姿が映されている。
7:05 成人教育に携わっている館員は，読者の相談役であり，社
会改良家であり，また集会指導者でもあって，大人のため，
いつでも特別なサービスができるように用意しています。
PR宣伝運動の専門家達は図書館の事業を個人的な接触やあ
るいはまた新聞，ラジオ，映画などによる方法その他で一
般の人々に説明をします。

30

書架のアップ。工学系と思われる図書の背表紙が移され，
その後扉のプレートと思われる「TECHNICAL BOOKS」
「REFERENCE ASSISTANT」「The Art Room」 の 文 字
をクローズアップ。

公共図書館のロビーと思われる空間で読書をする人々。壁
に書棚があり，面だしされた図書も見られる。ソファが設
置され，サロンのような空間で５名ほどが着席し，読書を
行なっている。若い女性が図書館員の支援を受けながら図
書の選定を行なっている。支援を終えた図書館員は戻って
ゆく。支援を受けた女性はソファに着席して読書を始める。
男性３名，女性３名の模様。年齢層は若めに見える。
図書館専門のニュースペーパーのアップ。中央図書館に新
しいアートルーム（芸術関係の図書，図録の部屋と思われる）
が開設されたことや読書週間と書かれた図書館便りが綴ら
れたファイル資料がアップで映されている。
レンガの建物の一部がクローズアップされ，背景に電波塔
が写っているシーン
16ミ リ と 思 わ れ る 数 多 く の フ ィ ル ム 缶 が 映 さ れ る。
JOURNALISM，POULTRY RAISING，AGRICULTURE
などのタイトルラベルが貼られている。ナレーションとは
異なり，図書館の宣伝用フィルムではないようである。
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31

7:33 専門的な訓練を受けた館員はいつも新しい設備を心がけ， マイクロフィルムの拡大鏡と思われる拡大装置を使い資料
図書を増やしたりマイクロフィルムや映画を 教育の面に を見る女性。閲覧者か図書館員かはわからない。
利用したり，また，視覚に訴えるパンフレットやポスター 16ミリ映写機を操作する男性図書館員。
ような資料を展示をしたりしているのです。また音学愛好 THE CHICAGO PUBLIC LIBRARY PAST and PRESENT
家のためには古典音楽や一般的な音楽の楽譜が役立ってい と書かれたポスター（パンフレット）のアップ。分館の構成，
ます。
近代的な図書館にはまたレコードも備えられています。 図書館の蔵書や収蔵資料の構成などと思われる。
ポスターのアップ BOOKS BE MIND the MOVIES楽譜が
アップされ，BGMはくるみ割り人形で音楽と一緒に楽譜を
なぞる指。その後，機械式蓄音機で音楽の再生。

32

8:05 病院附属図書館は患者や病院勤務の人たちのために特別な 病院附属図書館のカウンターに若い女性図書館員が執務。
便宜を図っています。
カウンターの後ろには図書目録カードのキャビネットが置
いてあり，開架のようであるがカウンター横を通って，書
庫に入るようになっている。書庫内には閲覧用机がある。
右手側のソファーに座っている医師と思われる白衣の中年
男性が手元の手帳を閉じて，カバンにしまい，女性図書館
員に近づき資料要求の質問を行う。

33

8:18 ステルクレイドマストイドの資料をとってくれた？
アップで写された男性医師が質問し，若い女性図書館員が
えゞ……とっときましたわ／なんだか舌噛みそうな名前で 答え，図書を手渡し，コメントする。
すわね……（以上字幕）

34

8:30 アメリカの図書館員の資格は専門教育を受けた大学卒業生 UNIVERSITY OF ILLINOISの卒業証書と思われる証書の
ということになっています。
アップ
UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY SCHOOL
1946/1947のパンフレットなどが積み重なっている。

35

8:40 小さな図書館の館員の中には学位のない人もありますが， 大規模な図書目録カードのキャビネット。女性図書館員が
でもある程度の専門的訓練は受けなくてはなりません。
調べているところに男性図書館員が来て目録カードを入れ
ている。

36

8:46 高等学校での科学の勉強，つまり社会科学と物理学の両方 ジュニアハイスクールの学校図書館。閲覧室で自習する生
の面はとりわけ図書館の仕事をよく知る上にとりわけ役に 徒たち。女子生徒が参考図書が排架されていると思われる
立つでしょう。
壁面書架で図書を手にとっている。
閲覧室で調べ物をする女子生徒と男子生徒。図鑑を使って
いるように見える。男子生徒は質問があるようで図鑑を持っ
てカウンターに向かう。

37

9:00 図書館員の仕事は非常に変化に飛んでおり，面白いものだ カウンターには若い女性図書館職員がおり図書カードの整
というばかりではなく，十分生活も保証される仕事である 理を行っている。太い黒縁のメガネをしているが，生徒の
ということがこれでお分かりになったでしょう。
レファレンスに対して，眼鏡を外して答える。生徒は風貌
の変化に驚きを隠せない。図鑑を指差し質問をする。図書
館員が調べている間，図書館員を見る顔をアップで映す。
最初不安げであったがだんだんと安心する顔に変わる。
カウンターを引きで撮影したシーンに戻り，職員が質問回
答の掲載されているページを説明することで子どもは机に
戻っていく。職員はまた眼鏡をかけてカードの整理に戻る。
9:31 このようにして図書館員の仕事には色々な意味で目に見え
ない喜びがあり，その携わっている仕事が自分たちの希望
する世の中を作り上げるのに欠くことのできない大切な仕
事であることがわかっていただけと思います。

石造りの校舎の前に芝生のローンがあり，樹木が植えられ
ている大学の構内を女子学生が左手から右手側に歩いて
去っていく。
都市部の公共図書館の正面玄関を道路を挟んで写している。
中央にエンタシスのある入り口で両翼に閲覧室や執務室な
どが配置されていると思われる構造。入り口から利用者が
出てくる。
図 書 館 の 建 物 に 重 な っ て，
「ALA」「1876 AMERICAN
LIBRARY ASSOCIATION」の円形のマークが浮き出てき
て，また消える。

9:50 エンディング

音楽が流れ，2:13からのシーンで映されたエンタシスの入
り口をもつ図書館から若い女性がでてくるシーンが再び使
われる。

9:56

製作者の字幕『製作／パートン・ホルムス・フィルムズ／
（シカゴ市）』

38
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