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CA1668
 研究文献レビュー

学習・教育基盤としての図書館

はじめに

　本稿では、原則として2005年以降を対象とし、「学
習・教育基盤としての図書館」に関するわが国の研究
文献（実践報告などを含む）のレビューを行う。雑誌
論文・記事のほかに、図書や報告書なども取り上げる
こととする(1)。
　近年は「利用者教育」もしくは「情報リテラシー教育」
という視点が、図書館のもつ学習・教育支援機能の中
心とされていた感がある。しかし学習・教育基盤とし
ての図書館を考える場合、「学習の場としての図書館」
や「学習を支援するコレクション」の視点も欠かせな
いものであると考えている(2)(3)。
　また、「利用者（もしくは学生）の学習支援」と「大
学・学校の教育支援」という機能的区別を明確にして
おく必要がある。従来の情報リテラシー教育論では、
この点が明確でなかったきらいがある。本稿では、学
習の場としての図書館、学習を支援するコレクション、
学習を支援する情報リテラシー教育（図書館利用者教
育）、教育を支援する情報リテラシー教育（授業支援）、
そして理論的考察という5つの視点から、研究文献を
レビューすることとしたい。
1. 学習の場としての図書館

(1) 快適で居住性の高い場

　図書館は「個人にとってのくつろぎ・癒し・コミュ
ニケーションの場としての機能が重要であると、普遍
的に言われている」(4)ように、来館利用者にとって快
適で居住性の高い魅力的な場となることが学習基盤と
しての図書館の条件の一つとなる。
　図書を媒体として、情報やものが交差する新たな空
間を構築する試みも生まれている。2004年にオープン
したシアトル中央図書館や、2007年にオープンした多
摩美術大学図書館は、ユニークな空間構成とデザイン
で内外の注目を集めている(5)。とりわけ、学生や教員
のコミュニケーションの場、キャンパス内の創造の場
として機能するよう配慮された多摩美術大学図書館の
設計は、日本における新たな大学図書館像の先駆的な
試みとなっている(6)。
　知の交差点としての図書館を意識した空間設計は、
日本の大学・公共図書館の新築や増築・改装のキーコ
ンセプトとなりつつある。居住性・快適性に配慮した
大学図書館の事例として、広島修道大学、横浜国立大
学の増築・改修、成蹊大学、武蔵工業大学の新築など
が取り上げられている(7)(8)(9)。現在では、閲覧室や学習

室だけではなく、ラウンジや飲食コーナーなどを備え
た、快適に滞在できる大学図書館が求められている。
快適で居住性の高い書店を実現してきたジュンク堂の
試みなども、参考にすべきであろう(10)。
 なお公共図書館の事例については、優れた図書館建
築にあたえられる「日本図書館協会建築賞」の作品集
が参考となる(11)。また公共図書館に関しては、高齢化
社会を想定した空間的配慮などが、今後重要なキーコ
ンセプトとなるであろう(12)。
(2) 学びを支援する場

　現代の学習行動に適応したインフォメーション／
ラーニング・コモンズ（CA1603参照）は、大学図書
館のトレンドとなりつつある。このトレンドの実現
に重要なのは、単にコンピュータ席を設置するだけで
はなく、学習を支援する人的資源も投入し、図書館を
学習・教育の場として成立させることなのである(13)。
2000年に「スタディ・エリア」という名称で、122の
コンピュータ席を導入した国際基督教大学オスマー図
書館は、このインフォメーション・コモンズを国内で
いち早く具現化した事例である。オスマー図書館のレ
ファレンスサービス・センターは、調査業務だけでは
なく、端末や機器の利用指導、プリンタやスキャナー
などの特殊機器への対応、コンピュータ・サポートな
ども行う機能をもっている。これらの機能を提供して
いるからこそ、オスマー図書館はインフォメーション
／ラーニング・コモンズとして成功しているのであ 
る(14)。
　学校図書館においても、学校の多様な学習を支援す
るためのラーニング・コモンズ化の動きが出てきてい
る。玉川学園マルチメディアセンターは、幼稚園から
高校生までの一貫教育の拠点となる施設である。大小
二つのマルチメディアシアターや絵本コーナーとして
も使えるオープンスペース、コンピュータを備えたメ
ディアラボ（情報教室）など充実した設備を備えてい
る。しかし、この施設の最も優れている点は、「多様
な学びのスタイル」を支援するという明確なコンセプ
トのもとに設計した上で、その学びを支援する教職員
スタッフを充実させていることであろう(15)。
(3) 図書館施設・設備の基本

　一方これらのトレンドだけではなく、基本的な図書
館施設・設備に関する理論も押さえておきたい。時代
に応じた図書館建築理論を提示してきた木野は、集会
施設としてとらえた図書館像、自動出納書庫の積極的
評価、空間稼働率の視点、利用者を適切に誘導する一
人用カウンターなどの卓見のほか、図書館施設・設備
の細部にわたる基礎理論を示しており有益である(16)。
　実際の施設・設備を考えるには、理論だけではなく
建築図面も参照する必要がある。優れた図書館建築を
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　ここでは、学習用コレクションの発信方法としての、
図書館展示を取り上げることとしたい。公共図書館で
は、資料の可視性を上げ、注目度を高めるという明確
な意図のもと、企画展示を行ってきている。これに対
して大学図書館では、むしろ一般市民に対して貴重な
資料を展示するという意識が強かったのではないだろ
うか。図書館展示は、観覧者の資料への興味・知識欲
の向上・図書館資料の活用意欲などを高める生涯教育
の一環と位置付けられるが(27)(28)(29)、これからさらに一
歩踏み込めば、学生の学習意欲を高めるサービスとし
て展開することも可能となる。普段学生の目に付かな
い資料を紹介したり(30)(31)、特定の学問分野・研究成果
を紹介したりする図書館展示は(32)、学生に対して学習
用コレクションを発信するサービスとして位置付ける
ことができる。
3. 学習を支援する情報リテラシー教育（図書館利用

者教育）

　近年「情報リテラシー教育」という名称で展開して
いる大学図書館の利用者教育は、なお多くの事例報告
がなされている(33)。
　『日本の図書館2006』によると、大学図書館におけ
る利用教育の状況は、図書館利用ガイダンスが1,338
大学図書館中495館実施（約37%）で１館平均288.9名
参加、データベース検索等講習会が383館実施（約
29%）で１館平均111.0名参加となっている。一方、文
献検索講習会が566館実施（約42%）でありながら、
１館平均1.7名参加という状況になっている(34)。 利用教
育の実施率は高まっていながら、大学図書館における
従来型の文献検索中心の利用教育は、完全に利用者離
れを起こしているといってよかろう。情報探索法中心
から、レポート作成法を起点とする情報リテラシー教
育への転換は、これからの大学図書館の課題なのであ
る(35)(36)。
　図書館での情報リテラシー教育の産物として、い
くつかのすぐれた教材が生み出されている。慶應義
塾大学では、情報の評価からレポートの作成までを
網羅した包括的な情報リテラシーを対象とし、ウェブ
チュートリアル教材「KITIE」を開発した(37)。次いで、
新入生向けの学び支援のウェブチュートリアル教材

「PATH」も作成し、公開している(38)。
　東北大学で継続的に刊行している情報探索テキスト

『東北大学生のための情報探索のための基礎知識』は、
レポート作成というコンテクストを前提とした内容構
成となっている。2007年には基礎編、自然科学編、人
文社会科学編の3編がでそろい、はじめて全学の学問
分野を網羅したテキストとして完成した(39)。 テキスト
編集の過程を、図書館職員の人材育成と明確に位置付
けていることも特徴といえる(40)。 なお、これらのテキ

集めた書籍は、図書館施設・設備を検討する上での最
善の資料となる(17)(18)。また、図書館施設・設備関係企
業が刊行する情報誌は、最新かつ具体的な事例や写真
を見聞できるという点において、非常に有用である(19)。
　また、今後は施設・設備を計画的に管理運用するた
めの「ファシリティマネジメント」の観点も重要とな
ろう。日常業務レベルの冷暖房・照明・清掃などの管
理運用から、施設・設備の保守点検・改善・改修など
の短期的な管理運用、耐震対策や省エネルギー対策な
どの中長期的な管理運用まで、様々なレベルでの計画
的なファシリティマネジメントが要求されるのであ 
る(20)。
2. 学習を支援するコレクション

(1) 学習用コレクションの形成

　『図書館雑誌』は2007年６月号で、1999年６月号以
来８年ぶりに「選書」を特集テーマとしてとりあげた
(21)。この特集の中では、丹生らによる同志社大学図書
館の学習用コレクション形成の事例報告が出色であ
る。学習用図書費と研究用図書費を分離し、いわゆる
学生用図書費が研究用図書費に流用されない仕組みを
作る点は目新しいものではないが、選書の実務プロセ
スを通じて図書館員の選書能力を育成するという方針
と運用が優れている。学習用図書の選書は図書館員が
行うべきであり、「学習支援を目的とする資料購入が
第一義なので、カリキュラム理解とシラバスの読み込
みは必須である」という姿勢は、学習支援を志す図書
館には必須のものである(22)。また同じく同志社大学図
書館の井上による出版物の「編まれ方」に着目した選
書方法論も、実践的で有益である(23)。
　国際基督教大学図書館も同様に、カリキュラムに
沿った選書基準をつくりつつ、図書館員の選書力を高
めている(24)。ほかに女子美術大学図書館の事例報告な
どもあり(25)、ながらく不在であった選書論に、学習支
援を主眼とした議論や事例報告が続くことを期待した
い。
　また、シラバスに掲載された資料を収集するだけで
はなく、その利用状況を把握し評価し、さらに利用頻
度を高める活動も重要である。立命館大学はリザーブ
ブック制度を導入し、授業でレポート課題が出された
ときに、指定の参考図書を短時間利用に切り替えるな
どの柔軟な運用により、学生の自主学習を支援する体
制をとっている(26)。
(2) 学習用コレクションの発信

　学習用コレクションの発信としては、新着図書案内
やシラバス掲載図書案内などのサービスがあるが、そ
れらは特段目新しいものではない。電子ブックやウェ
ブ版辞書・事典も普及しつつあるが、今のところ特記
すべき文献はない。
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スト刊行活動からは、一般書店からの書籍刊行という
さらなる副産物も産まれている(41)。
　明治大学の情報リテラシー活動からは、大学図書館
の全貌を知ることができる書籍『大学図書館がゼロか
らわかる本』が生まれた。「大学に入り学習に取組も
うとしているフレッシュマンには最適の『図書館を知
る』本である」と銘打たれているが、むしろ大学図書
館のフレッシュマン向けに最適かも知れない(42)。
　『情報の達人』は、図書館員と教員の監修による最
新の利用者教育映像教材である。この教材も、インター
ネット時代の情報活用法からプレゼンテーション、レ
ポート・論文執筆まで、情報リテラシー全般を網羅す
るものであり、大学図書館の講習会などにそのまま利
用できる内容となっている(43)。
　図書館講習会でのオリエンテーション技法(44)や広報
戦略(45)、メディアの活用(46)も、情報リテラシー教育を
実施する上で重要な要素である。これらには館種を問
わず情報リテラシー教育に応用できる知見が示されて
おり、参考としたい。
　公共図書館（都道府県立図書館および政令指定都市
の中央館ではあるが）では、図書館ツアーが68公共図
書館中40館実施（約59%）、OPAC検索講座が68館中
26館実施（約38%）、データベース利用講座が68館中
12館（約18%）、パソコン・インターネット利用講座
が68館中26館（約38%）という状況である(47)。このク
ラスの公共図書館では、前述の大学図書館の利用教育
の状況に比べても遜色のない利用者教育を実施しつつ
あるといえよう。
　県立図書館の情報リテラシー教育の事例としては、
自治体職員向けと高等学校の教職員向けの講習会を
行った鳥取県立図書館の実践報告がある(48)。同図書館
はほかにも、看護学校に対して出前講座を実施するな
ど、新規利用者の開拓にも意欲的である。またレファ
レンスサービスに関しては、東京都立図書館のレファ
レンス職員研修に関する報告がある(49)。
　現場の図書館員のレファレンス業務と研究会の成果
として生まれた２つの書籍『図書館のプロが教える<
調べるコツ>』(50)、『図書館員が教えてくれた発想法』(51)

は、あらゆる図書館のレファレンス研修の教材となり
うる良書である。よりよい学習支援を行うためには、
これらの書籍を活用した職員研修を行いたい。特に『図
書館員が教えてくれた発想法』は、図書館職員の初年
次の研修に有用な教材となるであろう。
4. 教育を支援する情報リテラシー教育（授業支援）

(1) 科目の一部での実施と独立科目としての実施

　近年、大学における初年次教育の導入が進み、「こ
の「初年次教育」の最もよく知られたテキストとされ
る02年刊行の『知へのステップ』（くろしお出版）は、

100大学以上で採用されてい」るという(52)。大学の初
年次教育の中で図書館の利用教育がなされるというの
が、一つの傾向であるといえる。
　東京学芸大学では、2006年度の試行を経て、2007年
度から正式に共通科目「情報処理」のうちの1コマと
して、情報リテラシー教育支援を開始した。実現する
までの事例報告は、これから教員との連携による情報
リテラシー教育を考える図書館の参考となろう(53)。神
戸薬科大学では、日本薬学会がまとめた薬学教育の「モ
デル・コアカリキュラム」に対応して、授業に対する
薬学教育支援を行っている(54)。
　明治大学は2000年度から「図書館活用法」を開講し、
独立科目により図書館が教育に関与することをテーマ
に継続している。2007年度からは文部科学省の特色あ
る大学教育支援プログラム（特色GP）に採択されて
おり、今後一層の成果を期待することとしたい(55)(56)。
東北大学も2004年度から独立科目を開講しており、レ
ポート作成法と情報探索法の２つを柱とした授業を、
教員と連携して実施している(57)。
(2) 大学での評価の動向

　一方、これらの情報リテラシー教育の実施経験をふ
まえて、その評価の試みが出てきていることが近年の
特徴であろう。
　三重大学は、意欲的に情報リテラシー教育を行って
いる大学の一つであり、多くの成果報告を行っている。
学生および教員へのアンケート調査による評価をまと
めるとともに、情報リテラシー教育は大学図書館のコ
ア・コンピタンスであるという見識を示している。ま
たオープンソースソフトウェア“Moodle”を活用し
た講習会運用の試みも、eラーニングによる展開の可
能性を示しており興味深い(58)(59)。
　嘉悦大学でのアウトカム測定の試みは、情報リテラ
シー教育の簡便な評価方法であり、さらに多くの事例
報告を望みたい手法である。多くの事例が蓄積するこ
とにより、具体的な測定手法が確立するであろう(60)。 
文教大学でのアウトカム評価は、さらに高度な手法を
とっており、このような図書館利用と学習成果の関連
についての研究が進展することを望みたい(61)。
(3) 大学での情報リテラシー教育の再構築

　慶應義塾大学は、早くから情報リテラシー教育を実
施してきたところである。その経験から、１コマ90分
の講義では「学生の実際の大学での学びや課題といっ
た文脈から切り離されているという点」に問題がある
と認識している(62)。それにとどまらず「学生の実際の
レポート執筆という実践に結びついた情報リテラシー
教育」を目指して、学び方を教える科目「アカデミッ
ク・スキルズ」にも関わることになるが、これは教員
主導の教育であったという。なお、この科目の成果で
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図書館の情報リテラシー教育にも応用すべきものであ 
る(70)。また、これら一連の活動をささえてきた五十嵐
の著作は、図書館活用教育を第一義に考え実践してき
た、一人の図書館員の志が伝わる名著である(71)。
　奈良教育大学附属中学校の事例も、同様のモティ
ベーションをもった図書館員による実践事例である。
数学の授業で学校図書館が活用されることは稀という
状況に対して、数学を楽しむというコンセプトのもと、
図書館資料・図書館施設・図書館職員という３要素を
意識した学習設計は、大学図書館を活用する授業設計
にも参考になる(72)。朝暘第一小学校のような全校をあ
げての取り組みではないが、東京学芸大学附属世田谷
小学校で一人の教員が司書と実践した事例報告もある
(73)。
　大学図書館が学校図書館に対して情報リテラシー教
育を実施した、三重大学の事例報告も興味深いもので
ある(74)。館種を超えたこのような図書館連携活動は、
図書館界の新たな発展を創るものとして注目したい。
5. 情報リテラシー教育の理論的考察

　近年の大学図書館における情報リテラシー教育の基
本文献となるのは、野末の論考であろう(75)。情報リテ
ラシー教育の意義付けと近年の動向と課題について、
まずこの文献で全体像を把握しておきたい。このほか
大城は、欧米の情報リテラシー論をまとめ、大学図書
館と学校図書館を中心に情報リテラシー教育と図書館
サービスの関係を検討している(76)。また上田は従来の
利用者教育を教育支援、情報リテラシー教育を学習支
援と位置付けており、本稿の整理とは枠組みが異なる
が、教育支援と学習支援を明確に分けて論じる視点に
は同意したい(77)。
　慈道の論考は、大学図書館が進めてきた情報リテラ
シー活動を概観し、情報リテラシー教育の理論的構築
と概念化を図ろうとした意欲作である(78)。今後、この
ような理論構築とモデル開発研究も盛んになることを
期待したい。特定分野の情報リテラシー教育に関する
ものとしては、法学分野の岡田(79)、人文・社会科学分
野の伊藤(80)、看護学分野の諏訪(81)の論考がある。
おわりに

　以上、図書館の学習・教育支援機能に関する文献を
幅広くみてきた。図書館は、図書館の学習・教育基盤
としての役割を明確に意識しつつ、そのことを社会や
教育機関に対して主張しながら、サービス活動を展開
する必要がある(82)。この文献レビューが、そのための
材料となれば幸いである。

（山形大学附属図書館：米
よね

澤
ざわ

　誠
まこと

）

(1) 本稿に先行する「利用者教育」については、次の文献が網羅的な
レビューとなっている。

ある『アカデミック・スキルズ』は、文科系大学の初
年次教材として、きわめて優れた内容となっている(63)。
　また同大学湘南藤沢キャンパスの科目「資料検索法」
は、図書館員だけで開講している授業である。この科
目の履修生に対する小テストや自己評価の結果から、
授業評価の手法を確立することが課題として示されて
いる。常に、情報リテラシー教育の最先端を進もうと
する意欲がうかがえる。これらの活動の中心となった
市古が「本当に考える力や学ぶ力をつけていく場所は、
おそらく『情報探索法』ではなく、リアルな課題に取
り組むことよる」と指摘するように(64)、情報リテラシー
教育単体ではなく、実際の具体的な授業の進展に合わ
せた教育が最も効果的となる。
　大阪女学院では、1980年代から情報リテラシー教育
が行われていたが、2004年から本格的に開始された導
入必修科目「情報の理解と活用」では、「設定された
課題に対して図書館を具体的に使いこなさなければ結
果として前に進めない」課題設定により、調査研究能
力と自立的学習能力を育てる教育を行っている。さら
にeラーニングによる双方向コミュニケーション機能
を活用し、学習結果への評価を学生にフィードバック
することで、学生の学習を形成的に指導する授業を実
現している。図書館は、このeラーニングにおける学
習支援機能として位置するのである(65)。八洲学園大学
のeラーニング図書館学科目での事例報告でも、図書
館を学習の中心に据えた学習指導とその成果評価の実
際を知ることができる(66)。
　最後に、情報リテラシー教育とは違う切り口になる
が、千葉大学のリエゾン・ライブラリアンとしての活
動を通じた教育支援の試みも、多くの可能性を秘めた
ものとして注目したい(67)。なお、日本の事例ではない
が、米国アーラム・カレッジの学習・教育支援の事例
報告は、包括的で示唆に富む内容となっている(68)。
(4) 学校図書館の動向

　授業の中での情報リテラシー教育の最良の実践事例
は、山形県鶴岡市立朝暘第一小学校の事例であろう。
第33回学校図書館賞大賞を受賞した図書館活用教育
は、「学校図書館を学校経営の中核に据える」という
理念のもとに、教員と学校司書が力をあわせて築き上
げたものである。この「ただ単に本が好き、読書がで
きる子であればよい、本や資料で調べることができれ
ばよいというものではなく、子どもたちに段階的に着
実な『学び』を獲得させる『図書館を有効に活用とし
た授業』の試み」(69)は、あらゆる図書館の手本とすべ
き取り組みである。
　この取り組みの中から生まれた図書館を活用する
ための「図書館クイズ」は、利用者の学習意欲を高め
つつ学習効果を上げる教材として、大学図書館や公共
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