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1. はじめに
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡

大を受け、図書館は様々なサービスの停止・縮小を余
儀なくされた。このような中、非来館者にサービス
を提供できる方法の一つとして、図書館による動画
の公開が注目を集めた。国際図書館連盟（IFLA）の
COVID-19 に関する情報共有ページ（1）や国立国会図書
館（NDL）のレポート（2）でも、COVID-19 への対応と
して図書館が動画を公開する事例が複数報告されてお
り、2020 年以降日本の公共図書館の動画の公開件数は
急増している（3）。本稿は、こうした状況において動画
の公開を検討する公共図書館の参考に資することを目
的として、国内外の公共図書館による YouTube を用
いた動画の公開（4）に焦点を当て、その動向を紹介する
ものである。

2. 公共図書館の YouTube 活用状況
saveMLAK は 2020 年 4 月以降、COVID-19 の影響

を受けた公共図書館の開閉館状況を継続的に調査して
いる。2021 年 6 月にはその付帯調査として、公共図書
館の YouTube の活用状況を調べており、調査対象の
1,729 館中少なくとも 72 館（4.2%）が YouTube で情
報発信を行っていることが確認された（5）。saveMLAK
は同様の方法（6）で、他のソーシャルメディア（Twitter、
Facebook、Instagram）の活用状況も調査している
が、そのうち最も活用率が高かったのは Facebook

（11.6%）であり、Twitter（11.4%）、YouTube（4.2%）、
Instagram（3.2%）と続いた。Facebook や Twitter と
比べると活用率は低いものの、日本でも一定数の公
共図書館が YouTube を活用していることが明らかに
なっている。

3. 公共図書館が YouTube 上に公開する動画の内容
米国の公共図書館を対象に実施された調査（7）では、

公共図書館が YouTube 上に公開する動画の多くは、
（1）図書館を紹介するもの、（2）それ自体が図書館サー
ビスとなるもの、の 2 つに大別されることが示されて
いる（8）。上述の（1）に分類される動画は、主として
広報を目的とするものであり、図書館全体を紹介する

動画、各種サービスやイベント、展示、施設・スペース・
設備を紹介する動画等が挙げられていた。また上述の

（2）、即ちそれ自体が図書館サービスとなる動画とし
ては、ストーリーテリングや、様々な解説動画等が挙
げられていた。方法や手順の解説動画としては、電子
書籍のダウンロード方法やコードカッティング（9）の方
法など情報メディアに関するものから、手袋の編み方、
ボードゲームの遊び方まで、幅広いものが紹介されて
いた。

日本の公共図書館が YouTube 上に公開する動画も、
図書館（10）や図書館のサービス（11）、各種施設・スペース・
設備（12）、イベント（13）、図書館グッズ（14）を紹介するも
のが一定数存在する一方で、お話し会（読み聞かせや
紙芝居、わらべうた、人形劇を含む（15））やブックトー 
ク（16）など、それ自体が図書館サービスとなる動画も多
い。読み聞かせや紙芝居など資料を用いる動画では、
職員が作成した作品を用いる場合もあれば（17）、著作権
を持つ出版社や著者の許諾を得た作品を用いる場合も
ある（18）。一方、田原市図書館（愛知県）のように、団
体等との協働により紙芝居動画を作成し、これを許諾
無しに利用可能なオープンデータとして公開する館も
ある（19）。

方法や手順の解説動画も多数提供されており、特に
図書の修理方法・装備方法（20）や、古文書の読み方（21）、
調べ学習の手順（22）や読書感想文の書き方（23）など、図
書に関するものが多い。中でも佐賀県立図書館による
古文書の読み方に関する動画は総視聴回数が、シリー
ズで 13 万回を超える（24）。また、張り子の作り方（25）や
科学実験の手順・仕組み（26）を解説する動画や、図書館
や図書館ウェブページ、電子図書館（27）の使い方を説明
する動画もいくつか見られ、図書館の使い方の中には、
図書館内のマナー啓発を目的とした動画（28）や、逆に会
話可能をアピールする動画（29）も見られた（ただし、こ
れは紹介・広報を目的とした動画とも言える）。

それ自体が図書館サービスとなる動画の中には、図
書館で（対面で）実施されたイベントを撮影し、公開
する場合もあり、例えば、講演会（30）やビブリオバトル

（31）が公開されている。時間的制約など様々な理由から
イベントに参加できなかった利用者や、次回のイベン
ト参加を考えている利用者にとって、こうした動画が
公開されていることは大きな意味をもつだろう。

4. 動画の具体例
以下では、動画の具体例を、（1）図書館が所蔵する

動画の公開、（2）多様性を考慮した動画、（3）内的好
意の生成に寄与する動画、（4）職員やゲストが登場す
る動画、（5）図書館職員に役立つ動画、（6）視聴回数
や「高評価」の数が多い動画、の順に紹介する。＊ 桃山学院大学 経営学部
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4.1 図書館が所蔵する動画の公開
図書館が動画を公開する場合、そのために撮影が行

われる場合が一般的だが、図書館が所蔵する動画資料
を YouTube 上に公開する事例もある。例えば、青梅
市図書館（東京都）は 1966 年（昭和 41 年）に青梅市
が出版した「青梅市制施行 15 周年記念映画」を編集し、
2020 年 8 月に YouTube で公開を開始している（32）。昭
和 40 年代の市の様子が分かるこの動画は、2022 年 3
月時点の視聴回数は 2,800 回を超え、「高く評価」の数
も 40 件を超えるなど、反響も大きい。また図書館の
所蔵資料ではないが、同チャンネル上には「青梅市立
第一小学校　百周年記念映画」（33）も公開されており、
こちらも視聴回数は 1,700 回を超える。

4.2 多様性を考慮した動画
3 章で言及した米国の公共図書館を対象とした調査

では、視聴回数が多い動画の中には手話やスペイン語
の動画が 3.7% 含まれており、障害者や言語的マイノ
リティへのサービス提供に YouTube が寄与する可能
性が示されている。日本でも、八王子市図書館（東京
都）（34）、鳥取県立図書館（35）、オーテピア高知図書館（36）、
小郡市立図書館（福岡県）（37）をはじめ多くの図書館が
手話を含む動画を公開している。また、日本語の動画
だけでなく、江戸川区立図書館は英語話者に向け図書
館の使い方を紹介する動画（38）を公開している。同動画
では説明欄（動画の下に表示される文章）も英語で記
され、英語のハッシュタグも付与されるなど、英語話
者に配慮したものとなっている。

非来館者にも提供可能な YouTube 動画は、身体的
理由などで図書館を利用できない人々へのアプローチ
を可能にする。また、音声付与可能なメディアである
ため、視覚障害者など、ウェブページ等の文字情報か
ら情報を得づらい人々への情報提供も可能にする。さ
らに、YouTube の標準機能である「速度調整」「自動
翻訳」「字幕」は、日本語の理解が難しい人々や聴覚
障害者をはじめとした多様な人々の負担を軽減し得
る。このように、YouTube は多様性の観点から大き
な可能性を持つと言える。

なお、YouTube の字幕は、公開者が追加しない限
り、音声認識により自動生成されたものが表示される
が、これには間違いも多い。この場合、公開者は手動
で字幕の修正を行うことも可能である。既に動画を公
開している図書館については、自動字幕に誤りがない
か確認した上で、手動で修正することで、多様な人々
に対して、より優しい動画となるだろう。

4.3 内的好意の生成に寄与する動画
長谷川（39）は、利用頻度を従属変数とした重回帰分析

の結果などから、公共図書館に対する「身近」「好き」「た
のしい」「自由」といった好意的なイメージ（内的好意）
が、公共図書館の利用頻度を高めることを示唆してい
る。富士吉田市立図書館（山梨県）は、COVID-19 の
影響で制限が多い中、図書館が楽しいことを発信する
ことを目的に YouTube チャンネルを開設し（E2426
参照）、趣向を凝らした動画を多数公開している。例
えば、同館は「ファンキー姉妹が行く！「なりきり
展覧会」（40）」という動画を公開している。「なりきり
展覧会」は、同館で開催されたイベントであり、絵画 
の主人公に扮した職員の写真を撮影した上で、絵画の
背景を合成した「なりきり画」を展示するものである（41）。 
動画では、撮影秘話とともに展示された「なりきり
画」が紹介されており、説明欄に書かれているように、
イベントに参加した利用者もしていない利用者も楽し
める内容となっている。このほかにも同チャンネル上
にはドラマ仕立ての動画「図書館司書殺人事件 at 富
士吉田市立図書館（42）」（脚本・出演はすべて図書館ス
タッフ）なども公開されている。日本国外では、米・
Craighead County Jonesboro Public Library が架空の
図書館を舞台にしたコメディ“Good Librarian/Bad 
Librarian（43）”を公開しており、この動画の再生回数
は 2 万 5,700 回を超える。こうした動画によって内的
好意が生じれば、図書館の利用頻度が高まる可能性も
ある。

4.4 職員やゲストが登場する動画
公共図書館が公開する動画には、職員が登場するも

のもある。例えば「奈良県立図書情報館公式チャンネ
ル」では、視聴者に向け館長が語りかける「語りかけ
天平の嵐」を公開している（44）。休館中に「なにかや
ることはできないか」という思いのもと、こうした動
画を作成したというメッセージも館長が直接述べてお
り、閉館中の利用者とのコミュニケーション手段とし
て YouTube を活用している事例と言える。また、米・
Allen County Public Library は、COVID-19 による閉
館が終了し、安全対策を行いながら利用者を歓迎する
というメッセージを職員が伝える動画を公開してい 
る（45）。こうした職員の登場は、前節で述べた内的好意
の生成にも寄与し得る。

職員のほかには、ぬいぐるみや着ぐるみなど図書館
のキャラクターが登場する動画も少なくない（46）。ま
た、富士吉田市立図書館の「ファンキー探偵！〜富士
吉田市長を解放せよ〜（47）」のように市長や市役所職
員がキャストとして登場するものもあれば、滝川市立
図書館（北海道）の WEB 原画展（48）のように、作家が
登場しメッセージを伝えるものもある。また、綾川町
立図書館（香川県）はサーカスパフォーマーが出演す
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る「図書館サーカス＠綾川町立図書館　“Circus” at 
Ayagawa Town Library （49）」を公開している。その他、
野球選手がおすすめの本を紹介する動画（50）や、ローカ
ルヒーローがマナーを啓発する動画（51）、利用者が登場
し、図書館の良いところを述べる動画（52）など、登場人
物は多様である。

4.5 図書館職員に役立つ動画
ここまで紹介した動画は、主に市民や利用者に向け

た動画だが、図書館職員向けと思われる動画もいくつ
か公開されている。例えば、宮城県図書館（53）や石川県
立図書館（54）は図書館職員を対象とした研修会の動画を
公開している。また、福岡県立図書館は、ウェブペー
ジ上で図書館職員向けに情報提供を行っているが（55）、
そこにはテキストの内容を動画にしたものが埋め込ま
れている。

動画の公開を考えている他館の職員に役立つ情報
が、説明欄や動画の一部に含まれる場合もある。例え
ば、（1）用いた補助金名、（2）協力団体名、（3）運用
ポリシー、（4）著作権に関する注記、などである（表
参照）。これらは図書館職員への情報提供を意図した
ものではないかもしれないが、動画の公開を考えてい
る職員にとって、負担軽減や他館の運用実態の把握と
いう観点から参考になり得る。

表　他館の職員に役立つ情報例（56）

　 記載例

補助金名 神奈川県の文化芸術活動加速化事業補助金
を受けて配信しています

協力団体名

この動画は中京学院大学の学生さんととも
に作成しました

撮影・編集にご協力いただいた Arakura 
Drone さん、本当にありがとうございまし
た♪

運用ポリシ
ー

【運用ポリシー】
https://www.lib.chigasaki.kanagawa.jp/
toshow/html/YouTubepolicy.pdf

著作権に関
する情報

本動画の作成にあたっては、出版社を通じ
て著作権者の許可を得ています

「青い目の人形」音源 国立国会図書館デジタ
ルコレクション

4.6 視聴回数や「高評価」の数が多い動画
以下では、日本の公共図書館が公開する動画のう

ち、視聴回数や「高評価」の数が多い動画を紹介す
る。saveMLAK の調査で明らかになった公共図書館
の YouTube チャンネルのうち、2022 年 3 月現在、視
聴回数が 1 万回を超える動画は、3 章でも述べた佐賀
県立図書館の古文書入門（視聴回数は 5 万 5,589 回）（57）

や佐賀の昔話「十二支由来」（1 万 2,472 回）（58）、湯河
原町立図書館（神奈川県）の「わらべうたコレクション」

（3 万 5,138 回）（59）、宮城県図書館の講座「戊辰戦争と
仙台藩」（2 万 8,217 回）（60）などがある。一方、「高評価」
の数が 100 件を超える動画は、上述の古文書入門（216
件）（61）や兵庫県立図書館のビブリオバトルの動画（142
件）（62）などがある。

5. チャンネルの類型と YouTube の機能
公共図書館の公開する動画は、図書館独自のチャン

ネル上に公開される場合もあれば、自治体のチャンネ
ル上に公開される場合もある。また、教育委員会のチャ
ンネル（63）や、図書館を含む複合施設のチャンネル上に
公開される場合（64）もある。図書館独自のチャンネル上
に公開されない場合、視聴者は類似の動画を見つけに
くい。この場合、図書館の動画のみを区別するために

「再生リスト」を用いて図書館の動画をまとめること
ができる。例えばアンフォーレ（愛知県）公式チャン
ネルは「安城市図書情報館」という再生リスト（65）を作
成し、図書館の動画をまとめている。また、「朗読会」
など、より細かい粒度の再生リストを作成する館もあ
る（66）。

再生リストや、4.2 で述べた字幕（自動・手動）以
外にも、YouTube は様々な機能を持つ。例えば、公
開者は検索を補助する「タグ」「カテゴリ」「ハッシュ
タグ」「位置情報タグ」を動画に付与できる。ハッシュ
タグや位置情報タグは動画のタイトル上に記載される
ものであり（67）、例えば、「藤沢市総合市民図書館バッ
クヤードツアー」には「# おうちをたのしむ」「# ふ
じキュン」「# 藤沢」といったハッシュタグがタイト
ル上に記載されている（68）。また、高山市図書館「煥章
館」（岐阜県）などは位置情報タグを動画に付与して
おり（69）、これにより視聴者は場所を基準に動画を検索
することや、同じ地域のタグが付けられた他の動画を
検索することが可能になる。また、通常の動画配信だ
けでなく、YouTube ライブ（70）や YouTube ショート（71）

といった配信方法があり、公開者はチャプター（動画
を複数のセクションに分割できるもの）の追加や、コ
メントや「高く評価」の数の表示・非表示等、様々な
設定が可能である。YouTube に関する知識を持った
上で、図書館の YouTube 利用の目的に合わせた機能
を用いることで、より動画公開の効果が高まると推察
される。

6. IT スキルとコストの課題
前章で述べたように YouTube には様々な機能があ

り、図書館が動画を公開する上では、それらに関する
知識を所持していることが望ましい。また動画の作成
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にあたっては、知識やスキルが品質（音質や画質など）
の高さに寄与する。関連団体にはこうした知識・スキ
ルを底上げするような研修等の実施が求められる。

Canty（72）は「ソーシャルメディアは完全に‘無料’
であるという神話が生まれたが、実際にはコスト、特
にスタッフの時間を必要とする」と述べている。上述
の知識やスキルとも関連するが、ソーシャルメディア
の中でも特に、動画の作成を必要とする YouTube は
職員の負担が大きくなりやすい。4.5 で述べたように、
既に動画内や説明欄に補助金や協力者が明記されてい
る動画もあるが、そのような情報や動画作成にあたっ
ての注意点・工夫などを図書館間で共有することは、
職員の負担軽減につながるかもしれない。

一方で、既に YouTube 上に動画を公開している図
書館には、動画の公開はやってみると意外と簡単だと
感じた職員もいるのではないだろうか。図書館の使命
や基本方針を考慮し、動画の公開が重要だと判断すれ
ば、過度に怖がることなく動画公開に取り組む姿勢も
重要であろう。

7. おわりに
筆者が調べたものだけでも、2022 年 3 月時点で日

本の公共図書館が YouTube 上に公開する動画は 1,000
本を超える。本稿で紹介した動画はそれらの一部に過
ぎない。こうした動画の公開を含め、図書館の動きを
止めないように、図書館は様々な工夫を凝らし、利用
者のために動いている。こうした動きが人々の目にと
まり、図書館の社会的価値が向上することを望む。

（1） “COVID-19 and the Global Library Field”. IFLA.
 https://www.ifla.org/covid-19-and-the-global-library-field/, 

（accessed 2022-03-24）.
（2） 国立国会図書館関西館図書館協力課編. 公立図書館における

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応. 国立国会
図書館, 2022, 238p., （図書館調査研究リポート, 19）.
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