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学校図 書館問題研究会
代表

飯田

寿美

「名探偵コナン 」 1 月 22 日放送 第 461 話「 消 えた 1 ページ」に ついて の申入書

私たち学校図 書館問題 研究会は、学校 司書や司 書教諭などの学 校図書館 関係者、公共図 書館関
係者、市民、研 究者など 、学校図書館に 関心をも つ幅広い会員で 構成さ れ ている個人加盟 の研究
団体です。一人 ひとりが 自分の実践を持 ち寄り、 みんなで検証し 合い、理 論化していくこ とで、
学校図書館の発 展をめざ しています。
さて、2007 年 1 月 22 日に放送された「名探偵 コナン」第 461 話「消え た 1 ページ」にお いて、
図書館利用者の プライバ シー保護に関し て問題が あると思われる 部分があ りましたので、 申し入
れを行うことに いたしま した。
＜問題があると 思われる シーン＞
読書感想文を 書くため に、歩美が図書 室で選ん だ本は最後のペ ージが破 られていた。歩 美がそ
の本をどうして も読みた いと主張するの で 、破ら れているページ について 話を聞こうと、 コナン
が本の裏表紙に あった図 書カードで、最 後に借り た子の所属と名 前を確認 するところ。
＜問題点＞
読者が何を読 むかはそ の人のプライバ シーに属 することであり、学 校図 書館も含めて図 書館は 、
利用者の読書事 実などの 秘密を守る責務 がありま す。けれど も、このシーン では視聴者に対 して、
学校図書館は貸 出情報を 外部に漏らさな いための 方策をとってお らず、自 分の読書事実が 第三者
に容易に知られ てしまう 恐れがある、と いう印象 を与えるととも に、プラ イバシー保護に 対する
意識を鈍感にし てしまう 心配があります 。
「図書館の自由に 関す る宣言」をご存知で しょ うか（同封しました 資料 をご覧ください ）。これ
は、図書館が戦 時中に軍 部の圧力に抗し 切れず、 利用者の情報を 教えるな ど、結果的に戦 争に加
担してしまった ことへの 痛烈な自己批判 から、1954 年に日本図書 館協会に よって採択され たもの
です。その 後 1979 年に 改訂され、現在 も図書館 員の倫理的なバ ックボー ンとなっていま す。そ
の精神に沿って 、図書館 では利用者のプ ライバシ ーを守るために 、貸出方 式や利用者への 連絡方
法を工夫してき ました。また、
「図書館 の自由」が問題にな った ときには 、その問題点を指摘 する
とともに、「図書館の 自 由」の精神につ いて理解 を求めてきまし た。 2004 年 12 月 8 日にテレビ
朝日で放送され たドラマ 「相棒」の中で 、司書が 刑事に利用者の 情報を教 えてしまう場面 があっ
たときも、図書 館から申 し入れをした結 果、テレ ビ局は謝罪のテ ロップを 流し、ビデオ化 をしな
いと約束してく れました 。
「図書館の自由に 関す る宣言」の解説に 、
「す べての図書館に 基本的に 妥当する」と書かれ てい
る と お り 、 学 校 図 書 館 関 係 者 に と っ て も こ の 宣 言 は 精 神 的 な 支 柱 で す 。 最 初 の 宣 言 採 択 か ら 50
年を過ぎた今、学 校 図書 館問題研究会で ももう一 度この精神を学 び直そう としているとこ ろです 。
ただ、学校図 書館では 実務を専任・専 門で担当 する職員が少な く（現在 、学校図書館担 当職員
が配置されてい るのは、非正規職員を含 めても、公立小・中学校で約 30％ 、公立高校で約 75％）、

それに加えて利 用者プラ イバシーに対す る学校全 体の意識も決し て高いと は言えません。 そのた
め、たいへん残 念なこと ではありますが 、利用者 の貸出記録が残 っていて 、簡単に見られ てしま
う学校図書館が 少なくな いというのが現 実です。 しかし、本来、 学校図書 館においても利 用者の
プライバシーは 守られる べきであり、こ のように プライバシー権 が侵害さ れる場面を無批 判に描
いていいとは思 えません 。なぜなら、そ れはこう した状態を社会 が是認す ることにつなが るから
です。私たちが 今回のシ ーンについて申 し入れを して、ぜひみな さんに考 えていただきた いと思
ったのはこのた めです。
これまでにも 、例えば スタジオジブリ のアニメ 「耳をすませば 」や、岩 井俊二原作の映 画「ラ
ブレター」、関 西テレビ のドラマ「みんな昔 は子 供だった」など、学校 図 書館の蔵書のブ ックカー
ドに書かれてい た名前が 、ストーリーの 重要なア イテムになって いるもの がありました。 そのた
びに、私たちは 注意を喚 起する申し入れ を行って きましたが、ま たしても 同じことが繰り 返され
たことを、とて も残念に 思っています。
現在、毎日の ように個 人情報やプライ バシー情 報の漏洩が問題 になって います。悪用す るため
にそうした情報 を盗む場 合もありますが 、自分も 含めてすべての 人々のプ ライバシーを大 切にす
るという基本を 忘れて、きちんと対策を とらなか ったために漏洩 してしま うことも多いよ うです 。
もしも、すべて の人が単 に知識としての 「プライ バシー」ではな く、子ど ものうちから身 をもっ
て「プライバシ ーが守ら れる」体験をし 、人権感 覚を養ってきて いたら、 起こらなかった 事件も
多いのではない でしょう か。それは、学 校や図書 館という場所だ けでなく 、社会全体が十 分に配
慮すべきことだ と思いま す。テレビとい う大きな 力を持った媒体 の責任は 、言うまでもあ りませ
ん。
ただ、学校を 舞台とし た作品に、子ど もたちの 生活の場面とし て学校図 書館が描かれた ことは
嬉しいことです 。きちん とした職員が配 置され、 学校教育の中で さまざま に活かされてい る学校
図書館は、子どもた ちの 生活にしっかり と入り込 んでいます。学校図 書館 は、
「読書」の場 である
だけではありま せん。生 涯学習につなが る「生き る力」を身につ ける場所 でもあり、情報 教育の
拠点でもあるな ど、いく つもの大切な顔 を持って います。今、私 たちはそ の可能性を、校 内の教
職員とともに追 求してい ます。また、多 くの学校 でそうした学校 図書館が 増えていくよう に、た
くさんの方々と 関わりな がら努力してい ます。
今度はぜひ、そう した 学校図書館で生 き生きと 活動する子ども たちが登 場する作品を制 作して 、
貧しい学校図書 館しか持 たない学校の先 生や生徒 に、本物の学校図書 館を 見せてあげてく ださい 。
そこでは、ブッ クカード を登場させなく ても、も っと素敵な出会 いや友情 や青春が描ける と思い
ます。
以上のことか ら、学校 図書館問題研究 会は次の ことを申し入れ ます。
① 制作に関わったす べ ての人たちとと もに、こ の場面の問題点 について 考え、今後の 番組作り に
生かしていただ きたいこ と
② もしも再放送やビ デ オ化をすること がある場 合には、学校図書館 では 利用者のプライ バシーに
配慮しているこ とがわか る注意書きを、 はっきり とわかる形で挿 入してい ただきたいこと
2007 年 3 月 1 日

図書館の自由に関する宣言
日 本図書館 協会
1954

採択

1979

改訂

図書館は、基 本的人権 のひとつとして 知る自由 をもつ国民に、 資料と施 設を提供するこ とをも
っとも重要な任 務とする 。
１

日本国憲法 は主権が 国民に存すると の原理に もとづいており 、この国 民主権の原理を 維持し
発展させるため には、国 民ひとりひとり が思想・ 意見を自由に発 表し交換 すること、すな わち
表現の自由の保 障が不可 欠である
知る自由は 、表現の 送り手に対して 保障され るべき自由と表 裏一体を なすものであり 、知る
自由の保障があ っ てこそ 表現の自由は成 立する。
知る自由は 、また、 思想・良心の自 由をはじ めとして、いっ さいの基 本的人権と密接 にかか
わり、それらの 保障を実 現するための基 礎的な要 件である。それ は、憲法 が示すように、 国民
の不断の努力に よって保 持されなければ ならない 。

２

すべての国 民は、い つでもその必要 とする資 料を入手し利用 する権利 を有する。この 権利を
社会的に保障す ることは 、すなわち知る 自由を保 障することであ る。図書 館は、まさにこ のこ
とに責任を負う 機関であ る。

３

図書館は、 権力の介 入または社会的 圧力に左 右されることな く、 自ら の責任にもとづ き、図
書館間の相互協 力をふく む図書館の総力 をあげて 、収集した資料 と整備さ れた施設を国民 の利
用に供するもの である。

４

わが国にお いては、 図書館が国民の 知る自由 を保障するので はなく、 国民に対する「 思想善
導」の機関とし て、国民 の知る自由を妨 げる役割 さえ果たした歴 史的事実 があることを忘 れて
はならない。図 書館は、 この反省の上に 、国民の 知る自由を守り 、ひろげ ていく責任を果 たす
ことが必要であ る。

５

すべての国 民は、図 書館利用に公平 な権利を もっており、人 種、信条 、性別、年齢や そのお
かれている条件 等 によっ ていかなる差別 もあって はならない。
外国人も、 その権利 は保障される。

６

ここに掲げ る「図書 館の自由」に関 する原則 は、国民の知る 自由を保 障するためであ って、
すべての図書館 に基本的 に妥当するもの である。

この任務を果た すため、 図書館は次のこ とを確認 し実践する。
第１
１

図書館は 資料収集 の自由を有する
図書館は、 国民の知 る自由を保障す る機関と して、国民のあ らゆる資 料要求にこたえ なけれ

ばならない。
２

図書館は、 自らの責 任において作成 した収集 方針にもとづき 資料の選 択および収集を 行う。
その際、

（１）多様な、 対立する 意見のある問題 について は、それぞれの 観点に立 つ資料を幅広く 収集
する。
（２）著者の思 想的、宗 教的、党派的立 場にとら われて、その著 作を排除 することはしな い。
（３）図書館員 の個人的 な関心や好みに よって選 択をしない。
（４）個人・組 織・団体 からの圧力や干 渉によっ て収集の自由を 放棄した り、紛糾をおそ れて
自己規制したり はしない 。
（５）寄贈資料 の受入に あたっても同様 である。 図書館の収集し た資料が どのような思想 や主
張をもっていよ うとも、 それを図書館お よび図書 館員が支持する ことを意 味するものでは
ない。
３

図書館は、 成文化さ れた収集方針を 公開して 、広く社会から の批判と 協力を得るよう につと
める。

第２
１

図書館は 資料提供 の自由を有する
国民の知る 自由を保 障するため、す べての図 書館資料は、原 則として 国民の自由な利 用に供

されるべきであ る。
図書館は、 正当な理 由がないかぎり 、ある種 の資料を特別扱 いしたり 、資料の内容に 手を加
えたり、書架か ら撤去し たり、廃棄した りはしな い。
提供の自由 は、次の 場合にかぎって 制限され ることがある。 これらの 制限は、極力限 定して
適用し、時期を 経て再検 討されるべきも の である 。
（１）人権また はプライ バシーを侵害す るもの
（２）わいせつ 出版物で あるとの判決が 確定した もの
（３）寄贈また は寄託資 料のうち、寄贈 者または 寄託者が公開を 否とする 非公刊資料
２

図書館は、 将来にわ たる利用に備え るため、 資料を保存する 責任を負 う。図書館の保 存する
資料は、一時的 な社会的 要請、個人・組 織・団体 からの圧力や干 渉によっ て廃棄されるこ とは
ない。

３

図書館の集 会室等は 、国民の自主的 な学習や 創造を援助する ために、 身近にいつでも 利用で
きる豊富な資料 が組織さ れている場にあ るという 特徴を持ってい る。
図書館は、 集会室等 の施設を、営利 を目的と する場合を除い て、個人 、団体を問わず 公平な
利用に供する。

４

図書館の企 画する集 会や行事等が、 個人・組 織・団体からの 圧力や干 渉によってゆが められ
てはならない。

第３
１

図書館は 利用者の 秘密を守る
読者が何を 読むかは その人のプライ バシーに 属することであ り、図書 館は、利用者の 読書事

実を外部に漏ら さない。 ただし、憲法第 ３５条に もとづく令状を 確認した 場合は例外とす る。
２

図書館は 、読書 記録 以外の図書館の 利用事実 に関しても 、利用者 のプ ライバシーを侵 さない。

３

利用者の読 書事実、 利用事実は、図 書館が業 務上知り得た秘 密であっ て、図書館活動 に従事
するすべての人 びとは、 この秘密を守ら なければ ならない。

第４
１

図書館は すべての 検閲に反対する
検閲は、権 力が国民 の思想・言論の 自由を抑 圧する手段とし て常用し てきたものであ って、

国民の知る自由 を基盤と する民主主義と は相容れ ない。
検閲が、図書館 にお ける資料収集を 事前に制 約し、さらに、収集し た 資料の書架から の撤去、
廃棄に及ぶこと は、内外 の苦渋にみちた 歴史と経 験により明らか である。
したがって 、図書館 はすべての検 閲 に反対す る。
２

検閲と同様 の結果を もたらすものと して、個 人・組織・団体 からの圧 力や干渉がある 。図書
館は、これらの 思想・言 論の抑圧に対し ても反対 する。

３

それらの抑 圧は、図 書館における自 己規制を 生みやすい。し かし図書 館は、そうした 自己規
制におちいるこ となく、 国民の知る自由 を守る。

図書館の自由が 侵される とき、われわれ は団結し て、あくまで自 由を守る 。
１

図書館の自 由の状況 は、一国の民主 主義の進 展をはかる重要 な指標で ある。図書館の 自由が
侵されようとす るとき 、われわれ図書館 にかかわ るものは、その侵害 を 排 除する行動を起 こす。
このためには、 図書館の 民主的な運営と 図書館員 の連帯の強化を 欠かすこ とができない。

２

図書館の自 由を守る 行動は、自由と 人権を守 る国民のたたか いの一環 である。われわ れは、
図書館の自由を 守ること で共通の立場に 立つ団体 ・機関・人びと と提携し て、図書館の自 由を
守りぬく責任を もつ。

３

図書館の自 由に対す る国民の支持と 協力は、 国民が、図書館 活動を通 じて図書館の自 由の尊
さを体験してい る場合に のみ得られる。 われわれ は、図書館の自 由を守る 努力を不断に続 ける
ものである。

４

図書館の自 由を守る 行 動において、 これにか かわった図書館 員が不利 益をうけること があっ
てはならない。 これを未 然に防止し、万 一そのよ うな事態が生じ た場合に その救済につと める
ことは、日本図 書館協会 の重要な責務で ある
（1979.5.30

総会決議 ）

