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「エンベディッド・ライブラリアン」：
図書館サービスモデルの米国における動向

1. エンベディッド・ライブラリアンとは
　あるものをなにかに埋め込む、という意味を持つ
“embed” という語を用いた、エンベディッド・ライブ
ラリアン（embedded librarians）と呼ばれる図書館
司書、またはエンベディッド・ライブラリーサービス
というサービス提供の形態が、近年米国の図書館界で
一つの潮流となっている。このテーマについては論文
に加え、米国カトリック大学（Catholic University of 
America）図書館情報学准教授のシュメイカー（David 
Shumaker）氏といった人物がブログでも積極的に発
信している（1）。この呼称は、2003 年のイラク戦争で
広く知られるようになった、エンベディッド・ジャー
ナリスト（embedded journalists）に由来している（2）。
これらのジャーナリストは、戦闘部隊と行動をともに
し、進行中の事件の内部から取材活動を行い、自らを
このように呼ぶようになったとされている（3）。彼らは
自らを部隊に「埋め込んだ」ことによって、事件のス
トーリーに直接アクセスできることができた（4）。この
ことから、エンベディッド・ライブラリアンとは、日
常の業務において、図書館を離れ、利用者が活動して
いる場から、利用者と活動をともにしつつ情報サービ
スを提供している図書館司書を指す。
　この、「埋め込まれて」いる程度には様々なものが
ある。図書館司書がどの程度「エンベッド」されてい
るかを計る目安としては、普段ほかの図書館司書と同
じ場所で業務をするのか利用者とおなじ場所にいるの
か、給料・諸経費は図書館と利用者のどちらに充てら
れた予算から出るのか、誰が司書の監督・業務評価を
するのか、主に利用者たちの会議に参加するのか、ま
たは図書館での会議に参加するのか、といったものが
ある（5）。こういった組織、人員配置、業務形態からみ
た目安でいえば、図書館司書が、図書館から離れて利
用者たちと一体となり、利用者側から予算を充てられ
てサービスを提供しているケースがあれば、それはよ
り高度なかたちでのエンベディッド・ライブラリアン
ともいえる。
　エンベディッド・ライブラリアンというモデルの重
要な点は、図書館司書が、利用者の環境に自分を「埋
め込み」、利用者と作業等で協働し、混じり合うこと
によって、利用者の行動、またそれによる利用者の情
報、情報サービスに対するニーズをより直接的に知り、
より迅速なサービスをその場で提供できることにあ
る（6）。利用者の置かれた環境や状況によって、必要と

される情報の内容、情報と向き合うコンテキスト、プ
ロセスは異なってくる。そこに、このエンベディッド・
モデルを導入することで、特定の利用者集団のニーズ
に沿うようにカスタマイズされた、より付加価値の高
いサービスを提供できる効果がある（7）。
　そして、今日電子ジャーナルや電子書籍、その他図
書館の様々なサービスが、図書館を訪れる必要がなく
オンラインで利用できるようになっていることで、図
書館司書も、図書館を離れて利用者のいる環境の下で
サービスを提供するのは必然となっていくともいえ
る。仮に利用者が必要とするほとんどの資料がオンラ
インで入手でき、もしくはオンラインで入手できるも
のしか利用しなくなり、図書館という場所を必要とし
なくなった場合でも、図書館司書は利用者のいる場所
にエンベッドされ、どのようにリサーチを始めたら良
いか、どのように情報を探したら良いか、情報をどの
ように評価したら良いか、といった局面で利用者を支
援することができる（8）。このように、より多くの情報
がオンラインで入手できることになったことで、図書
館司書の居場所が図書館である必要性が減少したこと
が、より利用者に近づいた環境でサービスを提供する
ことが効果的であるという、エンベディッド・ライブ
ラリアンというモデルを後押ししているといえる。

2. 「埋め込まれる」環境
　エンベディッド・ライブラリアンは、利用者の属す
る環境のもとでその利用者のニーズに即した様々な
サービスを提供し、その内容は図書館の種別、図書館
の対象とする利用者によって異なる。例えば専門図書
館の分野では、司書として利用者の作業に参加しつつ
利用者に貢献する、利用者の専門分野での会議、セミ
ナー等に参加する、利用者のオフィス等で情報利用や
情報管理等の研修を行ったり、利用者によるウィキや
ウェブ上のワークスペースに参加したりすることがあ
る（9）。先述のシュメイカー氏は、例えば大学図書館で
は、学生への利用教育が重視されるかもしれないし、
企業図書館では、マーケティングや企業の運営、意思
決定等に関わる外部情報の収集、分析のためのリサー
チ、または企業内情報の管理等が重視されるであろう、
としている（10）。そして、図書館司書がそういったサー
ビスを提供する場は、企業であれば業務を行う部課で
あり、大学では研究者がいる場所、また学生が集まる
場所である（11）。
　エンベディッド・ライブラリアンというモデルは、
主に専門図書館、または大学図書館で多く取り入れら
れている。公共図書館等への応用も示唆されているが、
今のところは、サービス対象を限定・特定しやすい、
大学・専門図書館の方がなじみやすいとされている（12）。
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このモデルは、医学系図書館でより積極的に取り入れ
られ、エンベディッド・ライブラリアンという呼称が
広まる以前から、いわゆるクリニカル・ライブラリア
ン（clinical librarians）と呼ばれる臨床専門の図書館
司書が、臨床医の必要に応じて、選別した情報を逐一
提供すること等を行ってきた（13）。アリゾナ大学のヘル
スサイエンス図書館では、公衆衛生学部担当の図書館
司書は、95 パーセントに近い勤務時間を学部内で過
ごし、研究助成金申請のための調査、学生および教員
への情報リテラシー教育を行い、学部の会議にも参加
している（14）。医学系以外の専門図書館でも、このモデ
ルは比較的早くから取り入れられ、一つの例として、
政府関連の研究開発に携わる非営利法人、MITRE 
Corporation において 2002 年から図書館司書がシステ
ムエンジニアリング部門に配属され、そこで技術文献
の管理等の情報サービスを提供している（15）。
　大学図書館でのエンベディッド・ライブラリアンの
モデルは、学生向けの情報リテラシー教育に積極的
に応用されている。多くの大学図書館では、以前か
ら図書館司書と教員とがパートナーとなって、特定
の授業に、その内容に沿ったかたちで情報リテラシー
教育を取り入れてきた。こういった例のひとつとし
て、カリフォルニア大学バークレー校（University of 
California, Berkeley）での環境学の授業において、あ
るテーマに関する情報の探し方等の授業内容、学生へ
の課題の作成等を図書館司書と教員が共同で行ってき
た事例がある（16）。
　とりわけ、オンライン学修支援システムを用いたオ
ンライン授業の増加に呼応して、図書館司書が学修
支援システム上で、学生の授業に関連する諸活動をモ
ニターし、参加する形がよく見られる。例えば、オハ
イオ州のマイアミ大学（Miami University）ミドルタ
ウンキャンパスでは、ウェブ上での授業を倍増する計
画に対応して、2009 年から、図書館司書がオンライ
ン学修支援システムのひとつである “Blackboard” で
13 の授業に参加して、情報リテラシー教育を提供す
るパイロットプログラムを始め、教員から学生の情報
リテラシー能力が向上したとの評価を受けた（17）。ま
た、アラバマ州のアセンス州立大学（Athens State 
University）では、図書館司書がティーチング・アシ
スタントとして “Blackboard” 上で、授業シラバスや課
題にアクセスし、図書館司書への質問コーナーの開設、
学生が授業で必要とする情報・教材のアップロード、
学生同士のフォーラムでの議論の内容に即したアドバ
イス等を行っている（18）。
　こういった、大学での情報リテラシー教育へのエン
ベディッド・モデルの導入には、それまでは学期を通
して一度、関連の授業を行うことで終わりがちだった

情報リテラシー教育を超えて、より授業科目全体の一
部となり、学生が学習を進める過程の中で必要な時点
で、必要な内容の情報探索、利用等の援助をしようと
いう意図がある。さらには、授業ではなく大学の学生
寮において、図書館司書が学生の生活の場から学生の
学習を支援する、というアプローチも見られる（19）。
　また、大学、研究機関では、パデュー大学（Purdue 
University）のように、エンベディッド・ライブラリ
アンが研究プロジェクトの一員となって、研究者の研
究内容とその進展、その都度の情報ニーズを直接把握
し、サービスを提供する動きがある。また、従来の図
書館司書は、書籍や雑誌論文等、研究過程での最終成
果物の組織、提供に主に関わってきたが、研究プロジェ
クトにエンベッドされることによって、研究そのもの
に最初の段階から参加し、研究で生み出されたデータ
の管理、データの研究プロジェクト外への発信または
長期保存のための組織化等に従事することができる（20）。

3. 既存のコンセプト、モデルとの関係
　エンベディッド・ライブラリアンの背景にある考え
方は、必ずしも近年突如として現れたものではない。
エンベディッド・ライブラリアンというサービス形態
をどのように捉えているかにもよるが、専門図書館協
会（Special Libraries Association）が 2007 年に行っ
た調査では、60 パーセントの回答者が、所属している
機関ではこのようなサービスが 10 年以上前から行わ
れている、としている（21）。先に述べたように、医学分
野での図書館サービスは、エンベディッド・ライブラ
リアンという呼称が広まる以前から、その要素をもっ
ていた。
　大学図書館では、以前から “subject specialists” と
呼ばれる主題専門司書が、専門とする学問分野に特化
したサービスを提供してきた。また主題専門司書を主
とした、学部、学科等と連携したサービスに主眼を置
く図書館司書は、リエゾン・ライブラリアン（liaison 
librarians）とも呼ばれてきた。このような図書館司
書は、主題専門知識を活かして教員とパートナー関係
を築き、情報リテラシー教育をカリキュラムや授業の
中に組み込む、といった活動を行ってきた。大学図書
館のエンベディッド・モデルは、こういったモデルの
延長線上にあるとも考えられるが、以前のモデルとの
違いとして次の点が挙げられる。主題専門司書、リエ
ゾン・ライブラリアンには利用者とのパートナー関係
を構築し、レファレンス、情報リテラシー教育を担当
しつつも、業務のうちの大きなウェイトを、図書館で
の情報資料の選択や管理に充てている。また、利用者
とのパートナー関係から利用者のニーズを取り入れな
がらも、それはあくまでも図書館の蔵書構築や図書館

7

カレントアウェアネス　NO.309（2011.9）



サービスに反映させる、という図書館側の意識が見ら
れる。これに対して、エンベディッド・モデルには図
書館の目的というよりも、より利用者が持つ目的達成
に共同参加する、という理念がある（22）。

4. エンベディッド・モデルが効果をあげるためには
　エンベディッド・ライブラリアンとして図書館司書
個人に求められる資質には、図書館を離れた新しい環
境・経験に臨機応変に対応することができること、今
までの図書館での形式にとらわれない、オープンな思
考を持っていること等がある（23）。そして、エンベディッ
ド・モデルが効果をあげるための重要な要素として、
利用者とより一体となるような密接な関係を作り上げ
ることがある（24）。
　エンベディッド・モデルでは、図書館司書は利用者
に、よりカスタマイズされた高レベルのサービスを提
供するため、そのために費やす時間と労力は増え、ま
た図書館を離れて利用者と交わる時間も多くなる。こ
ういったことを図書館の経営側が理解する必要があ
る。エンベディッド・モデルを導入し、エンベディッド・
ライブラリアンを支援するためには、図書館はエンベ
ディッド・ライブラリアンとしての資質を備えた人材
を採用・養成し、図書館司書が利用者との関係を深め、
対象とする利用者集団の活動内容、専門分野、または
彼らが属する組織への理解を深めることを奨励すべき
である（25）。そして、図書館内部での組織や業務慣行等
にとらわれず、図書館司書を、図書館外の利用者がい
る現場で活動させる体制を整えることが重要となる。
さらには、図書館は利用者が属する組織と連携し、エ
ンベディッド・ライブラリアンの業務を、利用者への
効果の面で利用者側から評価してもらい、利用者が属
する組織からもエンベディッド・モデルへの支持を得
ることが、成功へとつながるとされている（26）。
　エンベディッド・モデルは、特定分野の小規模な図
書館においては、その専門性、臨機応変さを活かし
て比較的容易に導入できるが、大規模な大学図書館で
は、多数のそれぞれ専門が異なる利用者に対応しなけ
ればならず、その広範囲な導入は容易ではない（27）。先
のパデュー大学のように、図書館全体でこのモデルを
導入して行く試みはあるが、多くの大学図書館では、
少数の司書がいくつかの授業でこのモデルを導入して
いるのが現状のように思われる。ペンシルバニア州の
バックス郡コミュニティーカレッジ（Bucks County 
Community College）における、オンライン学修支援
システム “WebCT” をもとにした導入例では、エンベッ
ドされた図書館司書がオンラインチャット等で学生に
個別にサービスを提供することに加えて、オンライン
チュートリアルや、多くの大学図書館で取り入れられ

ているスプリングシェア社（Springshare LLC.）の図
書館向けウェブプラットフォーム “LibGuides” を学修
支援システムにリンクさせている。これらを援用する
ことで、より多くの学生に効率的、効果的に情報リテ
ラシー教育のコンテンツをオンライン上で提供しよう
とする試みが行われている（28）。デューク大学（Duke 
University）でも同様の事例が報告されている（29）。こ
のように、規模の大きい大学図書館ではエンベディッ
ド・モデルを取り入れつつも、どのように多数のクラ
ス、学生に効果的、効率的に浸透させられるか、とい
うことも今後の課題となるであろう。
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学校・学校図書館を取り巻く新しい読書活動
－集団的・戦略的読書の視点から－

1. 学校・学校図書館の読書活動の背景と概要
1.1. PISA 型読解力への注目
　近年の学校教育における読書活動を考えるために
は、新学習指導要領（1）を押さえておく必要がある。新
学習指導要領には、「思考力・判断力・表現力等」を
育むことを目的とした言語活動の充実が盛り込まれ、
それを支える条件として、読書活動の推進、学校図書
館の活用や学校における言語環境の整備の必要性が示
された（2）。言語活動の充実が設定された理由の一つに
は、経済協力開発機構（OECD）による学習到達度調
査（PISA）によって、日本の子どもたちには「思考力・
判断力・表現力等」を問う読解力問題に課題があると
判明したことが挙げられる。いわゆるPISA型読解力（3）

（CA1671、CA1703、CA1722 参照）に課題があったこ
との影響は大きい。そのため、学校現場では PISA 型
読解力の育成への関心が高い。
　また、新学習指導要領には「生きる力」の育成を目
的に「探究的な学習」の推進も明記されるようになっ
た。グローバル化が進んだ「知識基盤社会」に必要な
能力を育成するために、批判的に考えたりコミュニ
ケーション力をつけたりするなどの学習活動を行う。
そこではPISA型読解力とも密接なクリティカル・リー
ディングなどの読書技術が必要となる。
　こうした状況のもと、学校および学校図書館では、
読書活動と PISA 型読解力の育成とを密接に関係付け
て考えることが増えている。

1.2. 一人読みから集団での読書へ
　PISA 型読解力の育成という命題があるなかで、近
年の学校および学校図書館では、読書会のようにグ
ループで読書をする集団的読書活動への注目が集まり
つつある。読書を個人のものにとどめるのではなく、
グループで行い共有していこうとする動きである。読
書会での交流は、読書感想文や読書感想画とは違い、
一方通行の発信にとどまらないところに、読書指導と
しての優位性がある。複数で同じ本を読んで感想や意
見を話し合うことで、深く読み取ったり共感したり、
意外な発見ができたりするなど、読みの世界が広がる
ことが期待されている。読書生活（4）を豊かにするだけ
ではなく、コミュニケーション能力を養うことにもつ
ながる（5）。
　現在注目されている集団的な読書活動は、「読書へ
のアニマシオン」、「ブッククラブ」、「リテラチャー・

動向レビュー
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