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試算によれば， ソフト購入のための

といった事態を非常に嫌うOつまる

費用は全米で数千万ドルにも上るだ

リカ図書館協会だ。 話は90年代半ば

ところ阻害鉛という， どこにでもあ

ろうというO特に， 学校数， 限努:館

にさかの』まる。
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ピュータ端末が設寂されることへの

刻だろう。

ントン大統領はその一般教書演説の

希求は， 言わば余米的なコンセンサ

全米教育協会， 全米保護者協会

中で「西暦2000年までに， 全米のす

スであったろう。 大統領の演説がか

(PTA)と緩んで， アメワカ図書館協
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彼の激はブッシュ氏ではなく， アメ

関際・公共問題大学院の キャスリ

こと， そして図議官官が教育のための

ページの完全な遮断は不可能である

ン・モルツ教授によれば， 1999年末
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るつもりはないけどね。
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選出)議員も名を連ねていることだ。

おいおいセンセ!

，

の街題を出してるのかい?
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もう少し「調べものJについてしっ
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かり勉強しろよ。
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なりのへそまがりだと，�うかもしれ
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が介入してくるということは， 米国
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わってるんだから。
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うもない。
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ペースに子どもやその殺が群れてい
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現代の図書館
特集=自己評価の方法
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好評発完中

内容=岐阜大学F付属図書館の自己評価 (諏訪問義美ほか).

営改革としての自己点検・評価活動(杉山誠司).
山進一ほが).

そんな個性なんか， せい

見に行ったことは

私立大学図書館における経

群馬女子短期大学臨書館における向日点検の現状と課題 (横

[封書J館パフォーマンス指襟の背景と特徴(糸:i"Vfft!足).

図書館の働きを浪IJる-1S011620図書館パ

フォーマンスの指標の解説(戸出あきら). r図書館パフォーマンス指標Jに関する考察
合を考える(凶村彩枝子， 三村敦美). のほか投稿・連載などを掲載してお届けします。

公共図書館における場

