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図書館における飲食マナー

図書館内での水分の補給：利用者のマナー

黛 崇 仁

［抄録］ 東京歯科大学図書館では2007年12月より，館内への飲み物の持ち込みおよびその利

用について，原則として禁止とするものの，館内で水分補給を目的とする場合は，ペットボト

ル，水筒など栓ができるものに限り許可することとした。本稿では，飲み物の利用を許可する

に至った経緯について，国内および国外における他大学の事例を踏まえた上で報告する。

［キーワード］ 図書館サービス，快適性，利用者，大学図書館，規制，環境

1. は じ め に

図書館における禁止事項はいろいろとあるが，

そのなかのひとつに「飲食禁止」がある。飲食禁

止は公共の場における禁止事項としてあげられる

場合が多く，マナーとしても広く浸透している

が，最近ではライフスタイルの変化に伴い，ペッ

トボトルによる水分補給については見かけること

も少なくない。

本稿では，東京歯科大学図書館（以下当館）に

おける飲み物の持ち込みおよび利用への対応につ

いて，国内および国外における他大学の事例を踏

まえた上で報告する。

2. 当 館 の 現 況

当館では飲食物について持ち込みを禁止として

いたが，ペットボトルの普及とそれに伴う学生の

ライフスタイルの変化，書店に併設されたカフェ

などに見られるような社会全般の読書習慣や学習

習慣の変化に伴い，近年では飲み物の持ち込みが

増加した。当初は持ち込み禁止のルールに則り厳

しく注意を行っていたが，鞄に入れたまま持ち込

まれることも多く，最近では個別に注意を促すこ

とが困難になり，ペットボトルでの持ち込みにつ

いては黙認状態であった。

また，図書館に限らず，大学で行われる公開講

座などにおいても，ペットボトルを持ち込み，水

分補給を行う受講者が日常的になってきており，

容認せざるを得ない状況となっていた。

図書館に飲み物を持ち込む理由としては，以下

のような事情が考えられた。

･入り口にロッカーがないため手荷物は持ち込

まなければならない。そのため，飲み物の持

ち込みを防ぐことは困難であった。

･図書館の構造およびスペースの問題があり，

館内にドリンクスペースやリフレッシュコー

ナーを設けるのが困難であった。

･館内に冷水機がなく，また設置場所もないた

め，図書館で水分補給の手段を提供すること

は難しかった。

このように，ルールと実際の運用が異なる状況

について，当館独自の状況を考慮し，従来のルー

ルは尊重しつつも，現実に沿った利用者へのルー

ル作りを検討することとした。

3. 館内での飲食における問題点

検討にあたり，館内における飲食の問題点とそ

の対応策について整理することとした。

3.1. 図書館資料の汚損

飲食で最も懸念されるのが図書館資料の汚損で

あろう。しかし，利用者に貸出をした資料につい

ては，館内で利用されるよりも飲食における危険

にさらされていると思われる。飲み物の利用であ

れば，容器を限定することによって，資料の汚損

を回避できるものと思われる。

3.2. 図書館設備，施設の汚損

パソコンなど水分による汚損の影響が大きい機

器を設置している場所においては利用を禁止する
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こととし，飲み物の利用に限り容器を限定するこ

とによって問題は回避できるものと思われる。ま

た，食べ物の持ち込みは食べこぼしが設備の汚損

や害虫発生の原因となるため従来通り禁止とす

る。

3.3. 他人への影響

食事の際に発生する匂いや音における周囲への

不快感が懸念されるため食べ物については禁止と

するが，飲み物についてはその影響はないものと

思われる。

以上のように，持ち込みにおける問題点を整理

した結果，食べ物については従来通り禁止とすべ

きであるが，飲み物の持ち込みおよび利用につい

てはその可能性が示唆された。次に，他大学の対

応状況について調査することとした。

4. アメリカの大学図書館における現況について

米国研究図書館協会（ARL）の1998年におけ

る調査 によれば，回答館72館のうち飲食行為

を全面禁止している館は51館（71%），制限つき

で飲食行為を許可する館は18館（25%），飲食に

制限を設けない館は3館（4%）であった。

食べ物の持ち込みおよび食事行為はほとんどの

館で禁止であった。また，飲み物は蓋つきの容器

または密閉容器であれば持ち込みを許可している

とのことであった。

飲み物の持ち込みについて，コロンビア大学の

Butler Libraryでは，Food&Drink Policy に

おいて，以下のように容器と場所，そして禁止区

域が明確に定義されている。

“Drinks are permitted in spill-proof cups in
 

most of the reading rooms on the 2nd-4th
 

floors.”

“Neither food nor drinks are permitted in the
 

stacks, computer lab, the Media Center,ETS,

research reading rooms on the5th&6th floors
 

or the Rare Book&Manuscript Library.”

Food&Drink Policyにある spill-proof cups

または spill-proof containersとは，こぼれ防止

の装置がついた容器で，蓋の一部をスライドさせ

ると小さな飲み口が出てくる形状になっているの

が特徴である。

また，アメリカでは現在102の大学図書館にコ

ーヒーショップチェーンのスターバックスが出店

しているが，スターバックスができてから隠れて

飲食することがなくなり，図書館内の本の汚損は

逆に減少したとのことである。図書館の利用者も

増加し，常に満席状態の図書館もあるとのことで

ある 。

以上のように，アメリカの大学図書館では，明

確なルールを定めて飲み物の持ち込みについて許

可している例がある。

5. 国内の大学図書館における現況について

国内の大学図書館における状況については，メ

ーリングリストなどによる問い合わせで32大学

図書館（国公立大学10校，私立大学22校）の具

体的な現況および対応状況について把握すること

ができた。

国公立大学10校のうち，持ち込みを禁止して

いるのは3館（30%），条件つきで許可している

のは6館（60%），黙認しているのは1館（10%）

であった。国公立大学の半数以上の図書館が，条

件つきで持ち込みを許可している結果となった。

また，私立大学22校のうち，禁止しているの

は11館（50%），条件つきで許可しているのは7

館（32%），黙認しているのは4館（18%）であ

った。回答館数の違いなどもあるが，私立大学の

方が国立大学よりも禁止している館が多い傾向と

なった。

5.1. 持ち込み禁止

分館や図書室など比較的規模の小さい図書館ほ

ど利用者の理解もあり，持ち込み禁止が徹底して

いる傾向にあった。また，鞄の持ち込みを禁止し

ている館も3館あった。

持ち込み禁止を掲げ，見つけ次第注意を行って

いても実際には持ち込みが多く，死角になってい

る席で飲食が行われるなど，徹底することは難し

いようである。

持ち込みを見つけ次第，鞄やロッカーに入れる

よう指導している図書館も多い。注意は1度まで

で，2度目に見掛けたときには没収というルール

を設けている図書館もあった。

また，病気のため水分補給をしなければならな
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いという学生のために，「図書館許可済」と書い

た札を用意し，必要な方にはその札をかけてもら

い対応している図書館もあった。

手荷物用のロッカーを設置している図書館で

は，私物持ち込み用に透明のビニールバッグを用

意しているところもあり，飲料の持ち込み防止に

も効果をあげているようである。

5.2. 条件つき許可

すべての図書館において容器の指定（ペットボ

トル，水筒など密閉可能な蓋つき容器に入った飲

み物に限って許可）および場所の指定（ラウン

ジ，リフレッシュコーナー，ドリンクスペースな

どに限り許可。情報コンセントのある机やパソコ

ン周りでは不可）を行っていた。また，ドリンク

スペースに飲み物の自動販売機の設置を行ってい

たり，館内にカフェが併設された図書館もあっ

た。

条件つきで持ち込みおよび利用を許可している

背景に，熱中症対策の水分補給があげられる。水

分補給に関するポスターの掲示や，夏季期間に限

り実験的に持ち込みを許可した図書館もあった。

5.3. 黙 認

ペットボトルは黙認するものの，紙パックや缶

といった飲み物や食べ物の持ち込みについては注

意をしているところがほとんどであった。

5.4. PR方法

利用案内での明示や入学・入職時のオリエンテ

ーションでの説明，館内での掲示などが一般的に

行われているようである。また，館内見回りを行

いながらの注意や館内放送を定期的に行っている

図書館もあった。

マナー違反が発覚すると時間外利用の登録を一

時的に停止する，厳格なルールを定めている図書

館もあった。

6. 当館における対応について

以上のようなアメリカおよび国内における大学

図書館での対応状況を踏まえた上で，当館におけ

る飲食物に対する対応を以下のようにすることと

し，2007年12月より施行した。

なお，施行にあたっては図書館Webサイトで

の通知や館内へのポスター掲示（写真1）を行う

とともに，図書館入口にはゴミ箱を設置（写真

2）し利用者への周知を行った。

6.1. 食べ物への対応

食べ物の持ち込みおよび食事については，資料

保存，施設および設備の保全，他の利用者への影

響の観点から従来通り禁止とする。

6.2. 飲み物への対応

飲み物についても原則として持ち込みを禁止と

する。ただし，館内で水分補給を目的とする場合

は，ペットボトル，水筒など栓ができるものに限

り許可する。缶および紙パックなどは禁止とし，

飲み干した上で図書館入口に設置したゴミ箱に廃

棄してもらう。
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写真 1 ポスター

写真 2 設置したゴミ箱
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6.3. 利用可能な場所

利用可能な場所は閲覧室のみとする。パソコン

周辺や書庫などは禁止とする。また，利用する際

には水滴で図書館資料を濡らさないよう注意を促

す。

7. 今後の課題：当館におけるその他の利用マナ

ーについて

飲食のほかにも図書館における禁止事項は数多

くあるが，禁止事項に関連して当館においてもさ

まざまな問題が山積している。おそらくどこの図

書館においても問題となっている事柄であろう

が，解決策について苦慮しているところである。

7.1. 私 語

私語に関するトラブルは当館では発生していな

いが，他大学図書館では頻出するトラブルのひと

つだろう。当館では来年度に各閲覧机を仕切り，

学生に落ち着いて学習できる環境を提供する予定

でいるが，あわせて私語の防止にもなると考えて

いる。ただし，ファストフード店などで学習する

学生が見受けられるように，必ずしも静かな環境

が利用者にとって落ち着く場所とも限らない。

Seattle Public Libraryでは図書館入り口の活

気のある場所と静かな場所とに分けて席を設けて

いる。そして，静かな場所では仕切りのある机や

ソファなど利用者の好みにあわせた席を用意して

いる。閲覧席として利用者の好みにあわせた環境

を提供できれば，より利用者の満足度向上につな

がると思われる。

7.2. 延滞資料

当館では試験期間中の返却率が悪いことが問題

となっている。定期的な督促のほかにも自動メー

ルによる督促を常に行っているが改善は見られな

い。また，当館の罰則では返却期限が過ぎると新

たに借りることができなくなるが，他の図書館に

比べると罰則を緩やかに設定していることも影響

していると思われる。

罰則の強化や試験期間中の貸出規則の変更など

も考えられるが，抜本的な解決策は出ていないの

が現状である。

7.3. 切り取り，書き込み

図書館の館種を問わず問題となっている行為で

あるが，当館においても利用頻度の高い資料への

書き込みや雑誌の切り取りが見受けられる。マナ

ー向上キャンペーンなどを実施している図書館も

あるが，利用者の意識による問題が大きく，抜本

的な解決策は出ていないのが現状である。

8. お わ り に

飲み物の持ち込みおよび利用について，施行後

約3カ月が経過したが違反は特になく，利用者に

は概ね受け入れられているようである。

利用者の要求や行動は様々であり時代とともに

変化していく中で，従来のルールを固持し続ける

ことは図書館および利用者双方にとって得策では

ないであろう。

従来のルールを尊重しつつ，利用者のニーズを

把握し利用者に無理のない具体的なルールを明確

に設定し，そのルールを徹底させた方が利用者に

とってもわかりやすいであろう。

当館では飲食問題のほかにも課題が山積してい

る。多くが利用者の意識によるものであり利用者

の常識ある行動を期待するが，一方で利用者のニ

ーズを把握し，より快適な学習環境を提供できる

よう努力していきたい。

各図書館における飲食物持ち込みへの対応につい

て，多数のご回答をいただきました。この場を借り

てお礼申し上げます。
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