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トルコの司書職制と図書館情報学教育

1. はじめに
　2010 年 12 月 10 日、トルコ共和国『官報』（T.C. 
Resmî Gazete）第 27781 号に、次のような閣議決定
が掲載された。

民俗調査官、司書、文書館員、資料保存専門職およ
び社会学専門職の「官職」は、国家公務員法第 36
条第 1 項第 2 号に規定する「技術職」であるものと
する（1）

　この閣議決定は、トルコの司書職制と図書館員養
成の歴史において少なからぬ意味をもつものである。
本稿では、この決定を手がかりにトルコの司書職制
と図書館情報学教育の現状について紹介する。

2. トルコにおける図書館情報学教育
　トルコでは、図書館情報学の研究教育を行う大学
組織は、アーカイブズ学の研究教育を行うものと合
わせて「情報・記録管理学科」の名称で統一されて
おり、現在この学科に学生を受け入れている大学は
トルコ国内に 5 つ存在する。この名称に変更された
のは 2002 年であり、それまでは主に「図書館学科」
と呼ばれていた。
　図書館情報学教育において最も長い歴史を持つの
は、トルコの首都にあるアンカラ大学で、初代国立
図書館長ウテュケン（Adnan Ötüken）（2）の協力によっ
て 1942 年に始められた図書館教室を前身とする。こ
の教室が、1954 年に米国のフォード財団からの援助
を受けて米国人教員を迎え、歴史言語地理学部図書
館学科となった（3）。
　次に古いものはイスタンブル大学で、1964 年に教
員をドイツから招いて文学部に図書館学科を創設し
た（4）。
　第三はアンカラのハジェッテペ大学文学部のもの
で、1974 年から学生を受け入れている。ここは英語
教育を重視したカリキュラムを特色に掲げている（5）。
　1980 年代以降、研究教育の充実とともに 3 大学の
図書館学科は拡大し、アンカラ大学とハジェッテペ
大学ではアーカイブズ学専攻、ドキュメンテーショ
ン・情報学専攻が増設された（6）。1990 年代には、情
報化社会に対応して図書館学科の教育目的は図書館
に限定されない情報専門職の養成へと発展し（7）、こ
の目的の下で図書館学科は情報・記録管理学科に改
組された（8）。2002 年以降、3 大学の情報・記録管理
学科では、学生は専攻の枠を超えて学ぶことができ

るようになっている。
　2008 年にはエルズルムにあるアタテュルク大学文
学部情報・記録管理学科が学生の受け入れを開始し、
図書館情報学教育機関に加わった（9）。このほか、イ
スタンブルのマルマラ大学文理学部に 2002 年にアー
カイブズ学科から改組された情報・記録管理学科が
あり、アーカイブズ学を中心とする研究教育が行わ
れている。

3. 司書の専門職制
　トルコでは、大学の情報・記録管理学科で教育を
受け、4 年の学部課程を修了した者が司書有資格者と
みなされる。情報・記録管理学科を修了していない
者は、図書館で働いていても司書（kütüphaneci）の
職名で呼ばれることはない。
　トルコは全国 81 県 894 郡に配置された 1,135 館の
公共図書館（10）が文化観光省の地方出先機関で、大学
も約 3 分の 2 が国立なので、司書の職場のうち多く
の割合を政府機関が占める国である。これら政府機
関の図書館では、司書の官職に就くことができる者
は、情報・記録管理学科の修了者に限られている。
　トルコの公務員制度では、新規採用者は、全国の
官公庁が参加して毎年数回に分けて実施される採用
プログラムで決定される（11）。すべての募集対象官職
は、学歴などの申込資格が厳格に定められており、
司書の官職は、大学の情報・記録管理学科を修了し
ていないと採用を希望することさえできない仕組み
になっている（12）。
　民間でも同様で、司書という語は情報・記録管理
学科を修了している図書館職員を指し、情報・記録
管理学科を修了していない職員との区分が見られる。

4. 司書の教育・人事の課題
　これまで見てきたようにトルコでは、大学におけ
る情報・記録管理学科修了の資格が司書の人事制度
において実効のある前提として機能しているが、図
書館関係者の間では、まだ多くの課題があると考え
られている（13）。
　まず、司書として職を得ることが困難である。トル
コの図書館では、従来職員の大部分が一般事務系の官
職で占められてきたため、図書館の数に対して司書の
求人は少なく、公共図書館の場合、職員のうち司書有
資格者の割合は依然として 15%に満たない（14）。
　また、公務員の採用プログラムでは、事前に実施
される公務員選抜試験の獲得点に基づいて採用者が
決定されるが、司書志望者に課せられる試験は歴史、
地理、政治、経済、外国語などの一般知識を問う内
容のみである（15）。そのため、政府機関で司書の官職
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に就くためには、司書となるために大学で学んだ図
書館情報学と全く無関係な試験で厳しい競争を勝ち
抜かなければならない。
　その上、苦労して司書の仕事を得ることができて
も、公務員司書の待遇は不十分であると言われてい
る（16）。司書の官職は国家公務員法の規定上「一般行
政職」という職群に位置づけられてきたが（17）、この
職群は建築学部、工学部、経済学部や考古学科の修
了者が採用される建築技官、エンジニア、統計専門官、
経済専門官、遺跡調査官などの「技術職」の職群に
位置づけられる官職と比べ、給与等の処遇面で劣る。
　こうした課題の中でも、トルコの図書館界では、
他の専門職養成課程の修了者との処遇格差は深刻視
されており、司書に優秀な人材を集める上で支障に
なると指摘されてきた（18）。
　このような背景において 2010 年に実現したのが、
冒頭に紹介した閣議決定である。これにより、司書
有資格者である情報・記録管理学科修了者は専門性
を評価され、情報・記録管理学科修了者だけが就く
ことのできる司書の官職は「技術職」へ移行するこ
とになった。司書の処遇向上により、情報・記録管
理学科に優秀な学生が集まり、司書の人材供給が活
性化することが期待される。

5. おわりに
　トルコには、情報・記録管理学科を修了した司書
有資格者の専門職団体として 1949 年設立のトルコ図
書館員協会（Türk Kütüphaneciler Derne i）があり、
司書の専門職としての地位向上に向けた活動を行っ
ている（19）。
　2010 年 11 月、アンカラを訪問した筆者は、トル
コ図書館員協会のカルタル（Ali Fuat Kartal）会長
に面会する機会を得た。冒頭で紹介した閣議決定は、
訪問時に文化観光省で公布の準備を進めていること
をカルタル会長から教えられたもので、この決定で
協会として長年取り組んできた課題の一つに一区切
りがつくとのことであった。
　カルタル会長によれば、問題は司書の人事制度だ
けではないという。トルコでは公共図書館へ配分さ
れる予算が少なく、図書館には古い資料しか所蔵さ
れていないような状況で、国民の図書館に対する期
待も乏しく、司書の地位向上の障害となっているそ
うである。
　このように、トルコの司書を取り巻く環境には依
然課題が積み残されているが、専門職としての高い
自覚をもった司書たちによる、長い努力の過程で少
しずつ改善されていくことを期待したい。
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