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多文化図書館サービスを提供する十の理由 

 

１．図書館は，地域社会にサービスすることを使命とす

るが，その社会は多くの場合すでに多文化的・多言語的

であるか，もしくは文化的 多様性を増しつつある。 

２．多文化・多言語図書館サービスは，平等なサービス

と平等な情報アクセスを保証する。  

３．簡単に国境を越えたコミュニケーションや旅行がで

きるグローバル化した時代にあって，人は，他の文化，

言語，人々について学ぶ必要がある。それはさまざまな

体験を尊重し，人生の見方を広げることになる。  

４．多様な利用者集団に分かりやすい言語と伝達ルート

を通してもたらされる情報によって，市民社会への民主

的な参加が可能になる。  

５．自己が継承した民族的遺産に関する情報は，その文

化に活力を与え， 他の民族の体験や物の見方について

の理解を促進し，より調和のとれた社会の発展に寄与す

る。 

６．多様な利用者集団にふさわしい言語と伝達ルートを

通してもたらされる情報により，複数の読み書き能力が

促進される。それは，新しい知識の獲得を促し，市民社

会のすべての分野で均等な機会を確実に得るための力

となる。  

７．世界中の知識，創造的表現形式，文化的実践は，多

様な形態や言語で記録される。従って多文化資料を提供

するためには，その全ての形態や言語に応じられる状態

にしておくべきである。  

８．創造的表現・作品・問題解決のさまざまな方式を学

ぶことは，新たな見識や意見を導き，これまでにないや

り方で状況を刷新し，行動し，解決することができる。  

９．多文化社会に関する情報，および多文化社会のため

の情報は，地域社会の構成員と彼らの文化を尊重してい

ることの証となる。 

 10．図書館は，知的活動や娯楽の場であるが，多文化・

多言語サービスと資料を提供することにより，人々の出

会いの場ともなる。 

 ―多文化コミュニティ：図書館サービスのための 

ガイドライン 

IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言－実行キット 

 

１．はじめに 

               

目的 

「IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言」は，目

的にあったサービスや戦略を通じて，図書館がコ

ミュニティ固有の文化的・言語的ニーズに取り組

むきっかけになるものです。その「実行キット」

は，宣言に述べられた原則や行動を図書館が計

画・適用・継続する助けとなり，多文化サービス

の発展を支援することを意図しています。 

 

方法 

「実行キット」は「IFLA/UNESCO 多文化図

書館宣言」の各部分を説明し，図書館がそのコミ

ュニティに適した多文化サービスを理解し，適用

し，促進できるような質問・書式・戦略を提供し

ています。ワークショップの概要とハンドブック

を用意し，図書館が宣言の要点と多文化サービス

の意義を図書館専門職や利用者に伝えるのを助

けます。 

 

多文化コミュニティ：図書館サービスのガイドラ

イン 

「実行キット」は IFLA 多文化社会図書館サー

ビス分科会が作成した「多文化コミュニティ：図

書館サービスのためのガイドライン」（第 3 版，

2009）を補完するものです。ガイドラインで推奨

された多くの取り組みが「実行キット」に組み込

まれています。 

 

重要な点として，ガイドラインはカナダ・デン

マーク・エストニア・オランダ・ノルウェー・ス

ペイン・英国・米国・オーストラリアで採用され

ているベストプラクティスの実例を含んでいま

す。 
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多文化主義は，多様な文化の共存である。文化

は人種・宗教・文化的集団を含むもので，習慣的

行動，文化的想定や価値，思考パターン，コミュ

ニケーションのとり方に現れる。 

多文化図書館サービスは，すべての図書館利用

者に対する多文化情報の提供と，これまでサービ

スを受けてこなかった集団を特に対象とした図

書館サービスの提供という２つを含んでいる。 

―多文化コミュニティ：図書館サービスのため

のガイドライン 

ガイドライン全文の入手先： 

http://www.ifla.org/publications/multicultural-communities-guidelines-for-library-services-3rd-edition  

 

追加資源 

宣言は以下の IFLA/UNESCO の取り組みを補完するものです。 

IFLA/UNESCO Public Library Manifesto （IFLA/UNESCO 公共図書館宣言） 

https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994 

IFLA/UNESCO School Library Manifesto （IFLA/UNESCO 学校図書館宣言） 

https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999 

IFLA Internet Manifesto （IFLA インターネット宣言） 

https://www.ifla.org/publications/node/224 

 

IFLA は，「IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言」に述べられた目標や戦略を補完する一連のガイドラ

イン，宣言，出版物を提供しています。IFLA 出版物の完全なリストは 

https://www.ifla.org/ifla-publications にアクセスしてください。 

 

過去十年にわたり，多くの図書館や機関は多文化図書館サービスを支援する資源を開発してきました。 

追加資源の例は以下を含みます。 

Multiculturalism in Libraries: A (Not So Brief) Bibliography (Dr. Donna L. Gilton, 2002) 

図書館の多文化主義：（簡略でない）書誌 

http://www.uri.edu/artsci/lsc/People/Gilton/multiculturalism.pdf 

Multicultural Resources and Services Toolkit /  Boîte à outils des Ressources et services 

multiculturels (Library and Archives Canada, 2005) 多文化資源とサービスツールキット 

English: http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/005007/f2/005007-300.1-e.pdf 

French: http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/005007/f2/005007-300.1-f.pdf 

 

Community-Led Libraries Tool Kit (Working 

Together Project: Library-Community Connections, 

2008)  

コミュニティ主導の図書館ツールキット（協働プロジ

ェクト：図書館 - コミュニティ連携  2008 ）

http://www.librariesincommunities.ca/resources/Co 

mmunity-Led_Libraries_Toolkit.pdf 

Community-Led Service Philosophy Tool Kit 

(Edmonton Public Library, Revised April 2012)  

コミュニティ主導サービス哲学ツールキット

http://www.epl.ca/sites/default/files/pdf/Communit 

yLedServicePhilosophyToolkit.pdf 

多文化コミュニティに直接関係した第一次資料は，オンライン，例えば，Europeana ポータルを通し

て広く利用可能です。このポータルは，ヨーロッパ中でデジタル化された図書と他の情報資源のアクセ

スポイントです。http://www.europeana.eu/portal/ 

http://www.ifla.org/publications/multicultural-communities-guidelines-for-library-services-3rd-edition
http://www.ifla.org/publications/multicultural-communities-guidelines-for-library-services-3rd-edition
http://www.ifla.org/publications/multicultural-communities-guidelines-for-library-services-3rd-edition
https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994
https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999
https://www.ifla.org/publications/node/224
https://www.ifla.org/ifla-publications
http://www.uri.edu/artsci/lsc/People/Gilton/multiculturalism.pd
http://www.uri.edu/artsci/lsc/People/Gilton/multiculturalism.pd
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/005007/f2/005007-300.1-e.pdf
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/005007/f2/005007-300.1-e.pdf
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/005007/f2/005007-300.1-f.pdf
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/005007/f2/005007-300.1-f.pdf
http://www.librariesincommunities.ca/resources/
http://www.librariesincommunities.ca/resources/
http://www.librariesincommunities.ca/resources/Community-Led_Libraries_Toolkit.pdf
http://www.librariesincommunities.ca/resources/Community-Led_Libraries_Toolkit.pdf
http://www.epl.ca/sites/default/files/pdf/Commun
http://www.epl.ca/sites/default/files/pdf/Commun
http://www.epl.ca/sites/default/files/pdf/CommunityLedServicePhilosophyToolkit.pdf
http://www.epl.ca/sites/default/files/pdf/CommunityLedServicePhilosophyToolkit.pdf
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.europeana.eu/portal/
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「文化的多様性」あるいは「多文化主義」は，

異なる文化の共生と交流に関わるものである。「文

化とは，特定の社会または社会集団に特有の，精

神的，物質的，知的，感情的特徴をあわせたもの

であり， また，文化とは，芸術・文学だけではな

く，生活様式，共生の方法，価値観，伝統及び信

仰も含むものである｣ 

―IFLA/UNESCO多文化図書館宣言 

 

 

２．宣言序文 

 

文化的多様性  

「IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言」を実行す

るために，「文化的多様性」あるいは「多文化主義」

の定義を最初によく考えることを推奨します。 

 

その定義は，「UNEASO 文化的多様性に関する

世界宣言」（2001）を引用しています。 

 

 

 

この定義を皮切りに，図書館はサービス対象であるコミュニティ，および将来的にサービスする可能

性のあるより広いコミュニティの文化的・言語的構成の調査を始めることができます。最初の質問は以

下が挙げられます： 

 

 ・現在，自館がサービスを提供している異文化は何ですか？ 

 

 ・今後自館がサービスを提供する可能性のあるコミュニティ内の異文化は何ですか？ 

             

 ・どのような言語のサービスあるいは情報資源があれば，これらの文化にとって図書館が利用しやす

くなりますか？  

 

多様なコミュニティへのサービス 

宣言の序文は，多文化状況での図書館の機能についても述べています。ここは宣言が，文化的多様性

の認識と対象を絞ったサービスや戦略の機会とを結びつけている箇所です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館の文化的コミュニティと言語的集団に関する当初の分析に続き，既存のサービスと将来のサー

ビス・プログラム・情報資源について基本的理解を生み出すために，多くの関連する質問が提起されま

す。 

 

 

 

図書館は，様々な関心事と多様なコミュニティのために奉仕する機関であり，学習センター，文化

センター，情報センターとしての役割を果たしている。文化的・言語的多様性に取り組む際には，文

化的アイデンティティと文化の価値を尊重しつつ，基本的自由の原則，すべての人が情報や知識に公

平にアクセスできるという原則を守ることが，図書館サービスの基本である。 

       ―IFLA/UNESCO多文化図書館宣言 
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多文化社会において，これまで十分にサービスを受けてこなかった集団 

 

１．移民のマイノリティ 

このカテゴリーにはホスト国社会の言語や文化とは異なった言語と文化を保持している永住者が含まれる。

先祖の文化を自己の文化として保持し続けている移民の子孫もこのカテゴリーに含まれる。 

 

２．保護を求めている人 

難民，短期滞在許可資格の住民。 

 

３．移住労働者 

このカテゴリーには臨時的移住労働者とその扶養家族が含まれる。彼らは永住する予定ではない移住者で，

法的地位は臨時的居住者である。彼らは居住国の政策と自らの希望によっては，ゆくゆくは永住者（カテゴ

リー１）になるかもしれない。 

 

４．ナショナル・マイノリティ 

これはマジョリティ集団からははっきりと識別される，長年にわたる，異なった民族的・言語的あるいは文

化的アイデンティティを持つ先住民（土着の集団），あるいは長期にわたり定住している集団である。彼ら

はその国の主流言語を使用するかもしれないし（フィンランドのスウェーデン人のように），事実上その国

の主流言語を借用している場合（ウェールズ人やネイティブ・アメリカンのように）もある。ナショナル・

マイノリティは，隣接する国の多数集団と言語あるいは文化を共有する場合もあるし，１国内だけのマイノ

リティの場合もある。 

 

―多文化コミュニティ：図書館サービスのためのガイドライン ［第 2 版］ 

 

 

・自館がサービスしているあるいはサービスする可能性のある個々の文化について，現行のサービ

ス，プログラム，あるいはアクセス可能な情報資源は何ですか？ 

 

 

・自館がサービスしているあるいはサービスする可能性のある個々の文化について，将来見込まれ

るサービス，プログラム，あるいはアクセスを可能にする情報資源は何ですか？ 

 

上記の考察を助ける書式として，付録 B「コミュニティ分析とニーズ評価」を見てください。 

 

図書館は公の協議という方法を採用することもできます。それは，地方政府，多文化サービスを提供

している機関，地域団体，図書館コミュニティの個々のメンバーとの協力やコミュニケーションを含み

ます。公の協議という方法を採用する事例としては，『多文化コミュニティ：図書館サービスのための

ガイドライン』の中の「利用者ニーズへの対応」を見てください。 
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原則   

  その人が受け継いだ文化や言語よって差別

することなく，コミュニティの全構成員にサ

ービスする。 

 

 

原則 

   利用者にとって適切な言語と文字で情報を 

提供する。 

原則 

  全てのコミュニティとあらゆるニーズを反映

した，幅広い資料やサービスを利用する手段を

提供する。 

 

 

 

原則 

 コミュニティの多様性を反映した職員を採用

し，協力して多様なコミュニティにサービスで

きるよう訓練を施す。 

 

 

 

３．原則 

 

「IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言」の基本的信念は，「グローバル社会では一人一人が，すべての

図書館・情報サービスを受ける権利を持っている」ということです。この権利を支援するために，宣言

は多文化サービス・情報・アクセスの提供を前進させる４つの原則を明らかにしています。 

 

サービス・情報・アクセス 

上記の宣言序文に関連したセクションで，「コミュ

ニティ分析とニーズ評価」を実行するために，一般

的方法と書式（付録 B）が図書館に用意されていま

す。コミュニティ（利用者と未利用者を含む）のア

イデンティティとニーズに関する基本的な情報を明

らかにすることにより，図書館は地域の文化的・

言語的住民，彼らが理解できる言語と文字，彼ら

がアクセスできる資料・プログラム・サービスの

範囲を認識し始めるのです。 

 

 

文化的に多様な社会の中で多くの場合取り残さ

れる集団，すなわち，マイノリティ，保護を求め

る人，難民，短期滞在許可資格の住民，移住労働

者，先住民コミュニティに対しては特別な配慮が

必要であることを覚えておいてください。 

 

職員と研修 

図書館がコレクションを増やし，職員を雇い，

多文化サービスに関連した投資をしようとす

る際，評価基準も原則は用意しています。公平

な人員配置は宣言の実行に欠かせない観点で

す。 

 

全ての職員が宣言とその原則を明確に理解することが，日々の活動にこれらの原則を完全に統合させ

ることになります。付録 C「宣言を理解する：ワークショップ・ハンドブック」を見てください。これ

は宣言について職員・利用者・コミュニティの人々に段階的な指導を提供するものです。 

 

さらに考えるために，『多文化コミュニティ：図書館サービスのためのガイドライン』にある「多文

化図書館の原則」を見てください。 
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使命 

 

 文化の多様性に価値があるという認識を促

し，文化的な対話を育む。 

 

 言語の多様性と母語の尊重を奨励する。 

 

 幼いころから複数の言語を学習することを

含め，複数言語の共生を促進する。 

 

 言語的・文化的遺産を守り，それらの言語で

の表現，創造，普及を援助する。  

 

 口承および無形文化遺産の保護を支援する。 

 

 多様な文化的背景を持つ人々および集団の

包摂と社会参加を支援する。  

 

 デジタル時代における情報リテラシーと情

報通信技術の修得を奨励する。  

 

 サイバースペースでの言語の多様性を促進

する。 

  

 誰でもサイバースペースが利用できるユニ

バーサル・アクセスを奨励する。  

 

 文化的多元主義に関する知識と最良の実践

例（ベストプラクティス）の情報交換を支援す

る。 

 

４．多文化図書館サービスの使命 

 

自館の使命は何か？                  

「IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言」は，多文化

図書館サービスのための 10 の使命を明らかにして

います。その使命は，多文化プログラムやサービス

を実行する際に，図書館が重点的に取り組む分野あ

るいは目標を示しています。言い換えれば，使命は

図書館が多文化サービスを提供するための具体的

な理由を挙げています。 

 

使命の採択  

 明確に示された使命は，広範な図書館の任務を支

援し，向上させます。宣言実行の一環として，多文

化サービスを提供する理由を，明瞭かつ簡潔に述べ

た独自の「ミッション・ステートメント」を起草し，

採択することを図書館に奨励します。 

 

「ミッション・ステートメント」は簡潔で，図書館

職員だけでなく，図書館コミュニティのメンバーに

容易に理解されるものでなければなりません。 

 

 １．見直し 

宣言に書かれた使命（右に掲載）を見直    

し，付録 E「ミッション・ステートメントの

作成」ツールを使って，貴館の現行サービス

に採用できる，あるいは貴館が実行したい多

文化サービスの種類を定義づけるキーワード

や概念を記録しましょう。貴館の多文化サー

ビスと情報・リテラシー・教育・文化などの

課題との関係を考えてください。 

 

 

   『多文化コミュニティ：図書館サービスのためのガイドライン』に挙げられた「多文化図書館の

役割と目的」（下記参照）の記述は，「ミッション・ステートメント」を作成する際に，考える材

料となります。 

 

 ２．起草  

   記録したキーワードを使ってミッション・ステートメントを起草してください。ミッション・

ステートメントは，簡潔で，多文化サービスを提供する貴館の理由を容易に理解できる表現にす

ることを覚えておいてください。 
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多文化図書館の役割と目的 

 

図書館は館種を問わず，教育，社会的関与，国

際理解において重要な役割を担っている。図書

館がサービス対象とする住民のニーズを反映し

たサービスは，人々の生活に大きな影響を与え

る。 

 

学習センターとして：図書館は生涯学習のため

に，学習教材，言語プログラム，その他関連資

料を適切な形態で提供し，利用を促す。それら

を提供することにより，社会全体が教育的ニー

ズ全般を支援する機会を持ち，お互いのコミュ

ニティについて学び，相互の言語的ニーズを理

解し，双方の言語を学び，異なる文化を経験す

ることで豊かな知識を得る。 

 

文化センターとして：図書館は，文化遺産・伝

統・文学・芸術・音楽などの異なる文化を保存・

普及し，スポットライトを当て，そして発言権

を与える。これにより，すべての文化的背景を

持つ人々が，さまざまな形態の文化的な表現を

体験し，学ぶことが可能となる。 

 

情報センターとして：図書館は，情報を収集・

生産・組織・保存することにより，すべてのコ

ミュニティのニーズに対応する情報を利用しや

すくしているだけでなく，文化的に多様なコミ

ュニティに関する情報も発信している。 

 

―多文化コミュニティ：図書館サービスのため

のガイドライン 

 

３．協議 

     起草したミッション・ステートメントが理解され，貴館の目的を実際に表現しているかを確

認するために，職員，図書館利用者，コミュニティのメンバーと協議してください。 

 

４．採択 

     ミッション・ステートメントを貴館の正式な基本的任務として採択してください。このステ

ップは，ミッション・ステートメントを職員や図書館コミュニティに公式に伝えること，およ

びステートメントを図書館のウェブサイトのような公式文書や出版物に組み込むことを含み

ます。 

 

事例 

多文化サービスのための貴館の使命は，変化

するコミュニティのニーズ，および図書館自身

の進化する能力や資源に適用するために徐々に

変化するかもしれません。 

 

毎年ミッション・ステートメントを検証して

ください。それは，使命を守ることに成功した

かを評価したり，予定より早く新しい使命を採

択したりするためです。以下は，図書館が採択

できる可能性のあるミッション・ステートメン

トの例です。 

 

 ・我が館の使命は，コミュニティに関連のあ

る言語で情報を収集し利用可能にする情報セン

ターとしてサービスすることである。 

 

 ・我が館の使命は，学習資料へのアクセスと

文化的対話を育むプログラムを提供することで

ある。 

 

 ・我が館の使命は，多様な文化的コミュニテ

ィを援助することにより，デジタル環境でのア

クセス・理解・交流という情報リテラシーを支

援することである。 

 

 

付録 G「中心的活動－実行キット・チェックリ

スト」は，多文化ミッション・ステートメント

を作成するための内容も用意しています。 
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５．管理と運営 

 

「IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言」は，多文化サービスを本来のサービスとは別個のものや任意

ものとしてみるのではなく，運営の中心として認識することを奨励しています。これらのサービスの特

徴が十分に図書館運営に統合されるために，多文化サービスは図書館の戦略や運営計画にも統合されな

ければなりません。可能であれば，これらのサービスは承認された多文化サービス政策からも支援を受

けるのが望ましいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広範囲の計画と政策モデルがあります。例えば，公式の政策文書は一般に以下の要素を含みます。 

 

 

  

 

全ての政策が，文書として書かれているわけではありません。例えば，様々な言語の資料を収集する

決定に関して図書館が行動するという具体的な活動に関わることも，図書館政策を具体化することがで

きます。 

 

 

 

タイトル 「多文化サービス政策」のような公式の政策タイトル

実行日 政策が承認された日あるいは発効した日

目的
政策（上記「使命の採択」参照）によって提示された特定のサービス，運営
上の決定，目標

状況
関連する背景情報，例えば，「コミュニティ分析とニーズ評価」（付録B参
照）

内容
政策の詳細，例えば，多文化ウェブ資源へのアクセスを提供する公式の取り
組み，多文化スタッフの取り組み，蔵書構成への関与，多文化プログラムの
アウトラインなど

役割と責任
組織の最上位から始まりキーとなる運営スタッフまで，政策面を実行しなけ
ればならない職員のタイトルと運営部門

評価と検証
評価する日程と範囲，結果を評価し，政策は一定の間隔で見直すことを確か
にするために

定義 政策に用いられるキー用語を定義したリスト

連絡先情報
政策に関する質問があった場合に，連絡を受けるべき職員のタイトルあるい
は運営部分

 

図書館は，文化の多様性に関連した使命・目的・優先順位・サービスを明記した政策および戦略計

画を，利用者ニーズの総合的分析と十分な資源に基づいて立案することが求められる。 

            －IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言 
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コレクション管理方針 

 

多言語・多文化資源のコレクション管理方針は，図

書館全体のコレクション管理方針に欠かせないも

のである。 

―多文化コミュニティ：図書館サービスのためのガ

イドライン 

 

 

 

 

計画や政策が，公式か非公式か，簡潔か包括的かを問わず，すべての場合，それらは十分な情報を得

たうえでの決定に基づくべきです。付録 F「政策決定書式」は，計画や政策策定の一環として，図書館

が十分な情報を得たうえで決定することを支援するものです。書式は以下を含みます： 

 

 ・決定を要する問題を明らかにする。 

 

 ・既存の計画あるいは政策内容を記述する。 

 

 ・図書館の文化的コミュニティ・資源・他の重要な要素に関連する重要な考慮すべき事柄を記録する。 

 

 ・計画や政策を通して承認される決定やそれに基づいて行われる決定を提案する。 

 

 

多言語・多文化資源のコレクション管理方

針に関する一般的考慮と特別の要求に関する

リストについては，『多文化コミュニティ：図

書館サービスのためのガイドライン』を見て

ください。 

 

ガイドラインはまた，コレクションの構築

を考慮した詳細なやり方を以下のように用意

しています。 

 

 

・資源の範囲 

 

・多言語コレクションの構築と維持 

 

・書誌コントロール 

 

・図書コレクションに関する基準 

 

・新規受け入れ率 

 

・電子資源の提供 
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中心的活動 

 デジタル資源およびマルチメディア資源を含む，

多文化・多言語のコレクションとサービスを提供す

る。 

 口承文化遺産，先住民文化遺産，無形文化遺産に

特に配慮して，文化的な表現と文化遺産を保存する

ための資源を配分する。 

 利用者教育，情報リテラシー，ニューカマーのた

めの情報資源，文化遺産，クロスカルチュラルな対

話を支援するプログラムなどを，図書館に不可欠の

サービスとして組み込む。 

 情報の組織化とアクセス・システムを通して，利

用者が適切な言語で図書館資源を利用できるよう

に準備する。 

 多様な集団を図書館に引き付けるために，マー 

ケティングと適切な媒体に適切な言語で書かれた

アウトリーチ資料を開発する。 

 

－IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言 

 

図書館職員は，利用者と情報資源の積極的な仲介

者である。職員に対して，多文化コミュニティへの

サービス，クロスカルチュラルなコミュニケーショ

ンと文化に対する感受性，反差別，文化と言語を中

心に，専門家教育と継続的な訓練を実施することが

求められる。 

－IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言 

 

６．中心的活動 

 

「IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言」では， 

「中心的な活動」を以下のように定め，多文化サ

ービスを具体化した図書館運営ができるように

しています。 

 

・コレクション構築 

 

・資源配分 

 

・プログラム提供 

 

・情報アクセス 

 

・アウトリーチの取り組み 

 

図書館は，これらの中心的活動を運営に直接結 

びつけるために，実行キットに用意されている戦

略やツールを活用することができます。 

 

付録 G「中心的活動－実行キットチェックリス 

ト」を見てください。 

 

チェックリストは，宣言の中心的活動それぞれについて，実行キットに含まれる情報・戦略・ツール

を図書館が採用し評価することを促すものです。 

 

ツールキットを体系的に利用するなかで，図書館は，多文化サービスどれだけ運営の中心にあるのか，

さらなる計画・行動・理解のための機会がどのくらい継続するのかについて，総合的な理解を進めるこ

とができます。 

 

７．職員 

 

「IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言」は，図

書館職員と図書館がサービスする文化的コミュ

ニティとの間の生き生きとした関係を認識して

います。これらの集団との間の強く生産的な結び

つきを確保するために宣言は，コミュニティの文

化的・言語的特徴に基づいた職員配置とともに，

専門能力の継続的な開発を推奨します。 
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多文化図書館の職員構成は，コミュニティの文化

的・言語的特徴を反映していなければならない。そ

れは，文化を意識させ，図書館がサービスするコミ

ュニティを反映し，コミュニケーションを促進する

ことになる。 

－IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言 

 

図書館職員のスキル 

 

『IFLA の多文化コミュニティ：図書館サ

ービスのためのガイドライン』では，望まし

い「図書館職員のスキル」をリストアップし

ています。 

 

そのリストはコミュニケーションの促進を

特に強調しています。例えば，多文化コミュ

ニティのメンバーが雇用の機会に気づき，彼

らのスキルがいかに多文化図書館サービスの 

目的に合致しているかを理解してもらうといったことです。 

 

現職の図書館職員および将来なるかもしれない図書館職員も共に，図書館の多文化サービスの目的と

機会を自覚すれば，「IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言」のワークショップを始めることができます。

付録 C「宣言の理解：ワークショップ・ハンドブック」を見てください。これは宣言について，職員・

利用者・他のコミュニティメンバーに知らせる段階的指導書です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館職員のスキル 

 

・ 図書館は，コミュニティのさまざまな多文化集団の構成を図書館の職員構成に忠実に反映させて，

サービス対象となる多文化社会を映す鏡になるように努めなければならない。 

・ 図書館は，多文化コミュニティの人々が既存の雇用機会に気づくよう，積極的な行動戦略を実施

する必要がある。 

・ 図書館当局は，業務に関連する言語的・文化的知識，スキル，能力を持つ人々の雇用を促進する

べきである。 

・適切な方法として，地域雇用政策の採用，特別なポジションの創設，インターン・訓練生・見習

いの活用がある。 

・ 言語的・文化的特性が採用する仕事に適していること，また図書館が能力の種類を幅広く認識す

ることが重要である。これには，流暢な会話力，読み書き能力，一般教養があること，その文化

あるいは複数の文化の中での正規の高等教育が含まれる。 

・ 図書館当局は，職員の文化的知識を豊かにするような教育プログラムを作り，言語的・文化的に

多様な社会にサービスする能力を向上させなければならない。 

・ ライブラリー・スクールは，文化的に多様な背景を持つ人々が，図書館学や関連する分野の課程

を取るよう促すべきである。ライブラリー・スクールはすべての課程が多文化の問題を扱うよう

にするのが望ましい。 

・ 適切な専門知識を持った図書館職員を協力して活用するべきである。 

 

―多文化コミュニティ：図書館サービスのためのガイドライン 
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文化的に多様なコミュニティに図書館・情報サービス

を無料で提供するために，政府と他の関係する政策決定

機関は，図書館や図書館システムを確立し，十分な財政

措置を行うことが求められる。 

－IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言 

 

 

 

多文化図書館のサービスは本質的にグローバルであ

る。この分野の活動にかかわるすべての図書館は，政

策を展開する際，地域ネットワーク，全国ネットワー

ク，国際ネットワークに参加しなければならない。十

分な情報に基づいてサービス方針を決定し，適切な財

源を確保するには，基になるデータを得るための調査

が必要である。調査結果および最良の実践例（ベスト・

プラクティス）は，効果的な多文化図書館サービスの

指針とするために，広く普及させることが重要である。 

－IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言 

 

 

８．財政・法令・ネットワーク 

 

政 府 と 他 の 政 策 決 定 機 関 が

「IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言」の

実行に関与することは，図書館の能力と

統治機構の形態や機能に応じて，広範な

機会とやり方に影響を与えるでしょう。 

 

『多文化コミュニティ：図書館サービスのためのガイドライン』は，「国際的なベストプラクティス」

に関する情報を提供していますが，そこには国際的な法令，戦略的政策，図書館サービスと多文化問題

専用のプログラムなどの事例が含まれます。 

 

Canada: Multiculturalism Act カナダ：多文化主義法 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-18.7/ 

Denmark: Act Regarding Library Services デンマーク：図書館サービスに関する法律 

http://www.bs.dk/publikationer/english/act/index.htm 

Estonia: Public Libraries Act エストニア：公共図書館法 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11072 

Norway: Library Reform 2014 ノルウェー：図書館改革２０１４ 

http://www.biblioteki.org/repository/PROJEKT%2018/Inspircje/Library%20Reform%202 

014.pdf 

England: Welcome to Your Library イギリス：ようこそ図書館へ 

http://www.welcometoyourlibrary.org.uk/ 

USA: Welcome Stranger: Public Libraries Build the Global Village (Tool Kit) 

アメリカ合衆国：ようこそアメリカに不慣れな方：公共図書館は地球村を作ります（ツールキット） 

http://www.centrecountyreads.org/sites/centralpalibraries.org/files/ws_toolkit.pdf 

 

 

宣言（付録 A）のコピーを配布し，多文

化図書館サービスの目的について理解と支

援を促すワークショップ開催を図書館に推

奨します。付録 C「宣言を理解する：ワー

クショップ・ハンドブック」は宣言につい

て，職員・利用者・他のコミュニティメン

バーに知らせる段階的指導書です。 

 

 

 

 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-18.7/
http://www.bs.dk/publikationer/english/act/index.ht
http://www.bs.dk/publikationer/english/act/index.ht
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11072
http://www.biblioteki.org/repository/PROJEKT%2018/Inspircje/Library%20Reform
http://www.biblioteki.org/repository/PROJEKT%2018/Inspircje/Library%20Reform
http://www.biblioteki.org/repository/PROJEKT%2018/Inspircje/Library%20Reform%202014.pdf
http://www.biblioteki.org/repository/PROJEKT%2018/Inspircje/Library%20Reform%202014.pdf
http://www.welcometoyourlibrary.org.uk/
http://www.centrecountyreads.org/sites/centralpalibraries.org/files/ws_toolkit.pd
http://www.centrecountyreads.org/sites/centralpalibraries.org/files/ws_toolkit.pd
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９．宣言の履行 

 

「IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言」は，宣言の原則と活動を認識し伝達することを勧めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

認識と伝達を援助するために，用意した付録 C「宣言を理解する：ワークショップ・ハンドブック」

を見てください。これは宣言について，職員・利用者・他のコミュニティメンバーに知らせる段階的指

導書です。 

 

 

IFLA では，宣言の要点と多文化サービスの意義を伝える助けとなる，短い情報ビデオも開発してい

ます。そのビデオは IFLA 多文化社会図書館サービス分科会を通してオンラインで利用可能になるでし

ょう。http://www.ifla.org/mcultp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際社会は，図書館・情報サービスが，文化的・言語的多様性を促進し，維持する役割を担っている

ことを認識し，支援するべきである。 

－IFLA/UNESCO 多文化図書館宣言 

 

多文化図書館サービスの促進 

 

多文化コミュニティに図書館サービスを普及しその利用を促進する多くの要素は，以下の通りです。 

 

・ 無料公開と無料サービス 

・ 主要な利用者集団の言語で書かれた案内や必要に応じて国際的なシンボルを取り入れた図書館の

サインシステム 

・ 定期刊行物，新聞，マルチメディアを含むさまざまな多言語資源 

・ 多文化コミュニティに対して適切なサービスを提供するためのマーケティング戦略 

・ 利用しやすいコレクション 

・ コミュニティの言語的多様性を反映した図書館と利用者のコミュニケーション 

・ コミュニティの言語的多様性を反映し，複数の言語で書かれた図書館のウェブサイト 

・ コミュニティ内のエスニックメディアの利用 

・ 政治家や意志決定者に向けた多言語図書館サービスの宣伝 

 

―多文化コミュニティ：図書館サービスのためのガイドライン 

 

http://www.ifla.org/mcultp

