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大学図書館員の継続教育における

汎用的能力の重要性

継続教育における専門的能力と汎用的能力
　専門職の継続教育は、①特定分野の知識や技能など
の専門的能力のブラッシュアップをめざす教育と②
あらゆる分野の業務に必要な汎用的能力のブラッシュ
アップをめざす教育に大別できる。これまで図書館員
の専門性の確立をめざしてきた日本の図書館界では、
養成教育のみならず、継続教育においても、専門的能
力を養成するための教育に力点がおかれてきた。例え
ば、2007 年に文部科学省生涯学習政策局社会教育課が
まとめた『図書館職員の資格取得及び研修に関する調
査研究報告書』の「第 5 章　司書等に対する研修事例
の把握と特徴的な事例の整理」にみられるように、図
書館員対象の研修においては、図書館サービス論、著
作権、レファレンスサービス、図書館経営論が内容の
大半を占め、汎用的能力にかかる内容はごくわずかに
すぎない（1）。
　しかし、近年、図書館をとりまく社会が急激に変化
するなか、日本においても変化に柔軟に対応する図書
館員の能力獲得が着目されるようになり、決して専門
的能力の養成のみが、継続教育の目的ではなくなってき
ている。大学図書館界でこの流れを示すものに、2007
年に出された国立大学図書館協会人材委員会の『大学
図書館が求める人材像について：大学図書館職員のコ
ンピテンシー（検討資料）』（2）がある。
　コンピテンシーとは、「既存の能力指標や職務分析に
よる職務特性とは異なっており、行動として顕在化し
観察可能であるが、個人が内的に保有し学習によって
獲得される、職務上の高い成果や業績と直接的に関連
した、職務遂行能力にかかわる新しい概念」（3）であり、
米国で主流の知的側面を重視する「能力」とは必ずし
も同義ではない。ただし、コンピテンシー自体の概念
も定義も依然として多義的であることを踏まえ、本稿
では、職務遂行能力としてとらえていくことにする。
　さて、このコンピテンシーも、『大学図書館が求め
る人材像について：大学図書館職員のコンピテンシー

（検討資料）』では、専門的コンピテンシーと一般的コ
ンピテンシーに区分され、後者の一般的コンピテン
シーには、コミュニケーションや連携・協力などが含
まれ、図書館の専門的職務に関わる専門的コンピテン
シーとは異なる概念とされている。
　なお永田治樹ほかの「大学図書館職員のコンピテン
シーについて」（4）は、海外における議論をもとに、専
門職のためのコンピテンシーとネブラスカ大学図書館
員のそれとを比較して、図書館員のコンピテンシーは、

問題解決の貫徹や問われる前の問題への取組みといっ
た先導性よりも、顧客やコミュニティへのまなざしが
強いことや、そのための知識や状況への対応が求めら
れているとしている。
　このように注目を集めている汎用的能力は、国や研
究者により呼称が異なっており（5）、日本では、例えば
経済産業省が「社会人基礎力」（6）、厚生労働省が「就
職基礎力」（7）と表現する一方で、文部科学省はキャリ
ア教育分野でも「汎用的能力」を使用している（8）。つ
いては本稿では、体系的な継続教育を提供する場であ
る高等教育界でもっとも流通している「汎用的能力」
を用いていく。

汎用的能力とその育成の背景
　教育分野では「汎用的能力」が一般名詞になりつつ
あるとはいえ、具体的な個々の能力になると、その内
容は百花繚乱状態であり、概念や定義の明確化はまだ
図られていない。例えば、前述の経済産業省が定義す
る「社会人基礎力」では、12 の能力要素（主体性、働
きかけ力、実行力、課題発見力、計画力、創造力、発
信力、傾聴力、柔軟性、情況把握力、規律性、ストレ
スコントロール力）があげられている（9）。
　また、国立大学図書館協会は一般的コンピテンシー
として 12 のコンピテンシー（コミュニケーション、
連携・協力、問題解決、継続学習、柔軟性・積極性、
戦略策定、創造性・革新性、視野の広さ、表現力・交
渉力、公平性、チームワーク、調査研究）をあげてい
る。
　なお、オーストラリア国家訓練局は、各国の汎用的
能力に関する議論を踏まえて、基礎的能力、人間関係
能力、概念／思考能力、個人の能力と特性、ビジネス
社会関連能力そしてコミュニティ関連能力の 6 つの
要素を、汎用的能力に共通する部分として抽出してい
る（10）。
　ついては、本稿では、前述の定義や概念をもとに、
図書館職員に求められる汎用的能力として、仮に「人
間関係形成・社会形成能力」、「情報活用発信能力」、「課
題発見解決能力」および「意思決定能力」の 4 つの能
力から構成されると定義したい。すなわち、他者との
人間関係を構築できること、課題発見のための情報を
収集し分析できること、そして収集データから解決策
を導きだし、それを実施できる能力ということである。
　では、教育の場で、この汎用的能力の育成が注視さ
れるにいたった背景には、どのような社会の変化が
あったのだろうか。まず、情報通信技術の急速な発達
に伴い、知識の獲得が以前に比較すると容易になった
ことがある。そこで、既存の知識体系の精通のみなら
ず、「変化する社会に応じて、既存の知識体系を見直す、
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若しくは組み合わせを変えて新たな価値を創出し、そ
れを実践できる人材」が重要視されるようになった（11）。
これを受ける形で、学校教育の場で獲得すべき能力の
1 つとして、「文脈を超えて通用する『汎用性』のあ
る知識や技能が全ての市民に求められ」るようになっ
たのである（12）。
　よって日本では、汎用的能力はキャリア教育・職業
教育や大学教育との関連で論じられる傾向が強いとい
える。

大学図書館員のキャリアアップ教育
　確かに大学図書館員にも汎用的能力が必要だとする
意見は、すでに存在する。しかし実際の図書館員対象
の研修内容には、いまだ十分反映されているとはいえ
ない。ついては、今後、図書館員の継続教育において、
汎用的能力の具体化と重要性の認知が必要であろう。
　汎用的能力の育成といった点から、大学図書館員の
継続教育を再考してみよう。例えば、『大学図書館が
求める人材像について：大学図書館職員のコンピテン
シー（検討資料）』が、若手、中堅、補佐・専門員、
管理職の 4 職層別にあげているコンピテンシーをみて
みよう（13）。各職層に汎用的能力は含まれているが、な
かでも中堅職員と補佐・専門員に着目すると、前者に
必要なコンピテンシーとしてあげられている 5 点中 4
点（問題解決、視野の広さ、表現力・交渉力およびリー
ダーシップ）、後者に必要なものとしてあげている「調
査研究」は、まさにいずれもが汎用的能力に該当して
いる。
　つまり、中堅職員以上の職層には、汎用的能力の育
成を主眼としたプログラムの開発が求められていると
いえるのではないだろうか。
　今日、多くの大学図書館では、図書館サービス向上
のための施策立案や図書館評価の実施が求められて
いる。そのため大学図書館員には、大学図書館の現状
を分析し、課題を発見し、その解決策を生み出すデー
タ収集能力を含めた課題発見解決能力こそが必須であ
る。そして、発見された課題を解決するためには、意
思決定能力が不可欠である。キャリアアップ教育の中
でも、特に図書館経営や戦略立案を担う中堅以上の職
員を対象とした継続教育には、こうした能力の育成に
もっと重点をおくべきであろう。
　汎用的能力の育成を意識した動きとして、例えば海
外では、リーダーシップ能力の育成に重点がおかれ（14）、
ライブラリー・スクールを持たないハーバード大学が
大学図書館員を対象にしたリーダーシップ育成のため
の継続教育プログラムを実施している（15）。
　日本でも、2011 年度から筑波大学図書館情報メディ
ア研究科が博士前期課程に、図書館情報学関連分野の

現職者を対象とし、実践的研究を行う高度専門職業人
の育成をめざす図書館情報学キャリアアッププログラ
ムを設けた。図書館情報学にかかる専門的能力のみな
らず、「研究の手引き」や「調査分析法」を演習科目
として設定するなど汎用的能力の養成もめざしたカリ
キュラムの提供を開始した（16）。その具体的成果は数年
後を待たねばならないが、従来の図書館員の継続教育
に刺激を与える、新たな動きとして着目したい。
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した翻訳態度は画期的であった。森田の訳文は漢文調
だったが、緊迫した描写を精密に訳し、原作者の精神
を生かした名訳とうたわれた。
　「翻案」とは外国の風物になじみのない日本の読者
に配慮して、人物名を日本名に、物語の舞台を日本の
地名に移し変えることで、明治・大正時代に盛んに行
われた。菊池幽芳訳の『家なき児』（1912）では、主
人公のレミを民、シャバノン村を鯖野村と訳すという
具合である。他にも、ハイジは楓ちゃん、オリバー・
ツイストは小桜新吉になった。また子どものために原
作をやさしく語り直した「再話」や、複雑な部分を省
略した「抄訳」も多く行われた。
　大正時代には冨山房の『模範家庭文庫』、精華書院
の『世界少年文学名作集』、世界童話大系刊行会の『世
界童話大系』などの豪華で高価な叢書が刊行され、家
庭の本棚に翻訳文学が教養として備えられるようにな
る。これらの叢書に収められた古典作品が、その後も
長いあいだ外国児童文学の名作として定着していく。
昭和に入っても繰り返し翻訳され定番となったタイト
ルには、英国の「ロビンソン・クルーソー」「宝島」「ガ
リヴァー旅行記」「不思議の国のアリス」「ピーター・
パン」「ジャングル・ブック」「黒馬物語」「フランダー
スの犬」「クリスマス・カロル」、米国の「王子と乞食」

「トム・ソーヤーの冒険」「小公子」「秘密の花園」「若
草物語」、フランスの「ああ無情」「三銃士」「十五少
年漂流記」「家なき子」、イタリアの「クオレ」「ピノッ
キオの冒険」、スイスの「ハイジ」、ベルギーの「青い鳥」、
スウェーデンの「ニルスの不思議な旅」などがあり、

「グリム童話集」「アンデルセン童話集」「アラビアン・
ナイト」も人気があった。自国以外の児童文学の中に、
皆が共通して知っているタイトルがこれほど多い国は
世界でも稀であろう。
　昭和初期には児童文学も大衆化の時代を迎え、大量
生産による廉価な叢書が出版された。アルス社の『日
本児童文庫』全 76 巻と興文社・文藝春秋社の『小学
生全集』全 88 巻は互いに激しい宣伝・販売合戦を繰
り広げた。この中にも名作の翻訳が多く含まれている。

戦後から現代まで
　戦後になってやっと各国の児童文学の新しい作品を
紹介しようという動きが出てきた。1950 年から刊行さ
れた『岩波少年文庫』と講談社の『世界名作全集』は、
定番の名作を残しながらも同時代の新しい作品を意欲
的に翻訳し始めた。『岩波少年文庫』には、ソビエト
児童文学から『こぐま星座』や『ヴィーチャと学校友
だち』、ドイツからケストナーの『ふたりのロッテ』
ほかの作品、英国からランサムの『ツバメ号とアマゾ
ン号』やルイスの『オタバリの少年探偵たち』、米国
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外国児童文学の翻訳の歩み

はじめに
　国際子ども図書館が開館したのは 2000 年 5 月だっ
たが、開館記念の行事として、社団法人国際児童図書
評議会との共催で「子どもの本・翻訳の歩み展」が行
われた。これは日本の子ども達が過去に読んできた児
童書のなかで大きな位置を占める、外国語から「翻訳」
された児童文学を歴史の流れに沿って通覧しようとい
う試みであった。国際児童図書評議会の会員として長
年翻訳児童文学の歴史を研究してきた筆者は、この展
示会の実行委員として参加した。
　本稿では、この展示会で発表した 1960 年代までの
翻訳作品に、それ以降の翻訳の状況を加えて、外国児
童文学の翻訳の歩みを概観する。なおここで取り上げ
る「外国児童文学」は、外国語で執筆され、日本語に
翻訳された子どものための文学とし、絵本、ノンフィ
クションは含まない。
　参考文献とした子どもの本・翻訳の歩み研究会編 

『図説子どもの本・翻訳の歩み事典』は、上記展示会
の実行委員が中心となって編纂した書物である。

児童文学翻訳黎明期から戦前まで
　日本で子どものために翻訳された最初の本といわれ
ているのは、幕末の 1857 年に「ロビンソン・クルー
ソー」をオランダ語版から重訳した『魯敏遜漂行紀略』
である。これを皮切りに、「ガリヴァー旅行記」やヴェ
ルヌの空想科学小説などが盛んに翻訳された。長い鎖
国が終わり、新しい世界に目を向けようという気運が
感じられる。
　明治時代には若松賤子訳のバーネット作『小公子』

（1891）と、森田思軒訳のヴェルヌ作『十五少年』（1896）
が二大名訳といわれた。若松の訳文は滑らかな言文一
致体で、その後の翻訳文体に多大な影響を与えた。ま
た「翻案」をせず、原作の雰囲気を忠実に伝えようと
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