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米国の一般的な図書館のすがた第 2 章

※本稿は、国立国会図書館の 2006 年度調査研究事業の成果物である。

　カリー ･ カレッジは 1879 年、演説と表現の学校と
して設立された。もともとはマサチューセッツ州ボス
トンの下町バック・ベイ近郊にあったが、1950 年代
にミルトン郊外の町へと移転した。現在、本学は（文

理あわせて）20 の学部レベルの専攻を擁しているが、
中でも最も人気の高いものはマネジメント、コミュニ
ケーション、看護、刑事訴訟、そして教育である。ま
た本学では教育、刑事訴訟、そして経営管理の修士学
位も授与している。学生数は、伝統的なフルタイムの
学部生が約 2,000 人、継続（成人）教育の学生が約
1,500 人おり、さらに 380 人の大学院生がいる。継
続教育のコースはミルトンのキャンパスのほか、2 か
所のサテライトキャンパスでも行われている。

　当館は全ての学術プログラムをサポートし、大学
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全体にサービスを提供している。当館の建物の 3 つ
のフロアは大学の基礎スキルセンター（専門家および
学生によるチューターを提供）と、コンピューターラ
ボ／授業スペースで共有されている。クイグレイ学長

（Kenneth K. Quigley）のリーダーシップのもと、大
学の学生数、教員数、スタッフ数は、この 10 年間で
2 倍以上になった。しかし当館の蔵書やサービス、オ
フィス、学習エリアのために使えるスペースは基本的
には同じままである。それゆえ、当館の最大の課題は、
デジタル時代より前の時代の、もっと小さな機関向け
にデザインされた建物の中で、サービスと蔵書を拡大
し近代化すること、である。
　当館の専門職には、6 名のフルタイムの司書がいる。
図書館長、レファレンス担当課長、テクニカルサービ
ス担当課長、ILL 担当、蔵書構築担当、逐次刊行物・
電子リソース担当、である。大半のフルタイムの司書
は、レファレンスと文献利用指導を行う。4 名のパー
トタイムの司書もレファレンスと文献利用指導を行い、
1 名は利用指導のコーディネーターの役割も果たして
いる。また MLS をもたない（準専門職の）フルタイ
ムのスタッフが 4 名おり、貸出担当課長、貸出担当
課長補佐、テクニカルサービスの統括、そして資料購
入・総務アシスタントとして勤務している。さらに 2
名、パートタイムの準専門職スタッフがおり、うち 1
名は政府資料スペシャリストである。ライブラリース
クールの学生インターンも 1 名、図書館の教育リソー
スセンターで勤務している。このセンターは教育学専
攻に特化したリソースを備えており、学生と教員の授
業課題を準備するのに用いられている。また、30 名
の学生スタッフが、貸出カウンターでそれぞれ 6 時
間程度働いている。当館は、学期中は週に 88 時間開
館しており、2006 ／ 2007 年度の職員給与を除く図
書館の予算は 469,000 ドルであった。

　2007 年 2 月の時点で、およそ 99,000 点の単行資
料を所蔵している。この数字には、主要コレクショ
ンに含まれている 1,900 点以上の音楽・映像資料と、
教育リソースセンターが所蔵する 8,200 点の蔵書が
含まれている。後者には、学生と教員のための資料の
ほか、子ども向けの図書や音楽・映像資料、ゲーム、
おもちゃも含まれている。毎年の蔵書全体の増加は緩
やかであるが、その理由は主に定期的な「除架」や、
古い資料の除籍を行っていることによる。除架をする
理由の一つに、学生の学習やミーティングのためのス

ペースに対するニーズが高まっている中で、建物内の
スペースが限られていることも挙げられる。有形のこ
れらの蔵書に加え、Serial Solutions 社を通じて購入
した MARC の目録レコードを通じて、図書館目録か
ら 19,000 タイトルの電子ジャーナルにアクセスでき
る。従来型の印刷媒体の雑誌の購読タイトル数は少な
く、400 タイトルを超える程度である。有形の図書館
蔵書の貸出数は、2006 年には 8,100 件であった。

レファレンスサービス
　大学が大きくなるにつれ、レファレンスサービスに
対する需要もまた膨らんでいる。レファレンスサービ
スは、レファレンスデスクにスタッフを配置するとい
う従来型のサービスを超えたものになっている。デ
スクは現在週に 55 時間開設されている。我々は電子
レファレンスサービス（“Ask a Librarian”）を導入
し、これを通じて図書館利用者が電子メールで質問を
寄せたり、平日には 24 時間以内に返答を受け取るこ
とができるようにしている。質問に対し、電話や対
面でのフォローアップを行うこともある。また RAP

（Research Assistance for Papers）と呼ばれるレファ
レンスサービスも提供している。RAP は予約制で、
通例、学生と司書が 1 対 1 で 1 時間ほどのセッショ
ンを行うものである。RAP の利用はここ数年で変わっ
てきた。予約数は、2001 年秋学期の 35 から、2006
年秋学期には 29 へとわずかに減少したものの、予約
をした学生の中の院生の割合が増加している（数字は
秋学期のもの。伝統的に、春学期の RAP の需要は秋
よりも少ない）。院生の RAP は当然ながらより集中し
て行われ、セッションが 1 時間以上続くことが多い。

　よく知られているように、新しい世代の学生たちは、
古い世代の学生たちよりもデジタルリソースをより
いっそう使い慣れている。しかし、学部生のデジタル
リソースに対する態度には、興味深い変化が起きてい
るように思われる。まず 1990 年代、検索エンジンが
登場すると、学生たちは「なんでもインターネット上
に見つけることができる」と考えたようであった。し
かし、次第に、自分たちが見つけるものは、多くの
場合表面的で不十分であることに気づくようになっ
た。そこで学生たちは、まず検索を行った後、司書の
もとへ相談に来るようになり、また多くの教員も、単
に「Google で検索すること」は研究戦略としては認
められない、と言うようになった。またレファレンス
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ライブラリアンが気づいたもう 1 つの変化として、レ
ファレンスデスクで聞かれる質問数は減少しているが、
その内容は以前よりもいっそうアカデミックなものに
なっている、というものが挙げられる。単純な事実に
関する質問はインターネットで回答が見つかるからで
あろう。

　2004 年、 レ フ ァ レ ン ス ラ イ ブ ラ リ ア ン は
Microsoft Access を使い、より深くレファレンス対
話を追跡し、分類し始めた。これにより多くのことが
判明した。例えば、以下のようなものである。

レファレンスデスクを離れたところで、レファレン• 
スサービスに費やされている時間がどのくらいであ
るかが判明した。デスクの非番のときに電話に出
たり、メールに返信したりという作業をしているが、
非番時のレファレンス業務の 60％は電話である。
どの専攻がレファレンスライブラリアンの時間を最• 
も利用しているかがはっきりとつかめた。本学の専
攻のうち、看護、刑事訴訟、コミュニケーション、
英語の 4 分野が 50％の時間を占めている。蔵書構
築の予算配分を考えるとき、この点を考慮する。
継続教育の学生と修士課程の院生からのリクエスト• 
は全体の中でかなりの割合を占めており、現在これ
らの学生とのコンタクトを増やすべく努力中である。
レファレンスの約 50％は 10 月、11 月、4 月の 3• 
か月になされており、また週のうち約 50％が、月
曜日と火曜日になされている。
管理データをより良く提供できるよう、Access の• 
使用方法を改善していくことを計画している。

文献利用指導
　大学が大きくなるにつれて、司書による教室訪問
を望む教員のリクエストが増えてきている。例えば、
2001/02 年度、司書は 115 クラス（学生数は 1,618 人）
で授業をしたが、2005/06 年度には 131 クラス（学
生数は 1,553 人）で授業をした。学生数がわずかに
減少しているが、これはクラスの平均人数が小さかっ
たためである。
　必須のコース（例：英語のライティングのワーク
ショップ）が毎学期、文献利用指導サービスを利用す
るため、ほとんど全ての学生が文献利用指導サービス
を受けている。最も人気の高い指導形態は、館内での
クラス単位のミーティング “one-shot” で、学生は当
館のリソースに触れられる。司書は教員と協力して、

このクラスを意義深い経験にしようとしており、その
ために授業課題のコピーを事前に要求している。この
授業課題を用いることで、我々のプレゼンテーション
が学生たちに関連のあるものになる。クラスの最後に
は、ガイダンスのもと、学生たちが実際の研究を開
始する時間も設けてある。多くの教員は、この one-
shot クラスに続く 2 回目のクラスとして、司書とと
もに館内のコンピュータラボで作業をすることを計画
している。

　学期の半ばに行う文献利用指導が、最も効果的であ
ることがわかっている。なぜなら学期半ばになると、
学生たちはその学期の研究課題を課されており、具体
的な研究を始める準備ができているからである。つま
り「必要とする時期」になっており、図書館のリソー
スについて学ぼうという姿勢が学生側にできているか
らである。

　現在、我々は継続教育が提供されている大学のサテ
ライトキャンパスにも、この文献利用指導を拡大して
いこうと努力中である。ネットワーク技術により、遠
隔地からも当館のリソースにアクセスすることは可
能であるが、こうしたキャンパスで学ぶ学生の多くが、
テクノロジーを利用することを躊躇する年長の学習者
である。こうした学生たちが我々の文献利用指導をと
ても評価していることがわかっている。

蔵書構築
　蔵書構築は、図書館長とともに蔵書構築担当司書が
率先している。毎年、年度始めに、図書館の資料費が
資料構築方針に従って配分される。2006/07 年度の
予算の割り当てはおよそ 75,000 ドルであった。各学
部に配分される額は、様々な要素により決定される。
例えば学部の規模（専攻の学生数と教員数）、提供さ
れているコース数などである。司書は学部に対するリ
エゾンの役割を果たし、それぞれの領域における選書
に責任を負う。現在提供されている、また提供する計
画があるコースのサポートとして、選書については教
員からの推薦を受けている。この蔵書構築のモデルは
以前のものとは異なっている。以前は図書館長が第一
の選書担当者であり、雑誌 Choice が主な選書ツール
として用いられていた。

　資料費は、印刷物および非印刷物の購入に使われ
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る（現時点では、逐次刊行物のための予算はこの配
分とは別になっている。しかしこのやり方は見直し
中である）。ほとんどの発注は “Title Source 3” とい
うソフトウェアを用いてウェブ経由で行われる。こ
のソフトウェアは当館の主な資料購入先である Baker 
and Taylor 社が提供するものである。Title Source 
3 から仮の MARC レコードを、我々が用いている
Innovative Interfaces 社の図書館システムにダウン
ロードしている。このシステムには予算費目ごとの配
分と支出を記録できる会計コンポーネントが組み込ま
れている。資料費の約 75％が Baker and Taylor 社
に支払われているので、リソースを最大限にし、運営
を合理化するため、当館は 2006 年に同社との契約を
再交渉した。Baker and Taylor 社では我々の購入カ
テゴリーを分析し、すべての資料に対し一律のディス
カウントを提供してくれた。これにより音楽映像資
料のディスカウント率は少し大きくなった。同時に、
ベンダーを一元化することが決定され、Baker and 
Taylor 社が我々の「継続資料」（一般的には、毎年出
版または更新される出版物）を提供するベンダーとし
て選ばれた。同社の “Compass” ソフトウェアを利用
して、我々はオンラインで継続資料を管理することが
できるようになり、一貫したディスカウントが維持さ
れ、ペーパーワークが減り、ベンダーのスタッフとよ
りよい関係が築かれた。

　さらに OCLC の “WorldCat Collection Analysis”
サービスのようなオンラインツールも蔵書構築に寄与
している。また Bowker 社の “Resources for College 
Libraries” というコア・コレクションを概説したツー
ルを利用する計画もある。こうしたリソースにより、
我々は当館の蔵書の長所と短所を把握することができ
るのである。

目録作成と統合図書館システム
　前述の通り、当館の統合図書館システム（ILS）は
Innovative Interface 社が提供するもので、1995 年
に初めて導入された。これは蔵書目録のコンソー
シアムの一部になるものではなく、「スタンドアロ
ン」のシステムである。主要な ILS のモジュールは
Web OPAC、目録作成、逐次刊行物管理、貸出、資
料受入管理、電子リソース管理である。目録作成は
MARC21 フォーマットで行われている。各レコード
は OCLC の “Connextion” ソフトウェアを用いて作

成、編集され、ILS へとダウンロードされる。

　当館の蔵書には刑事訴訟と教育学専攻の修士論文も
含まれている。これらは完全にオリジナルの目録を
作成している。また「灰色文献」についても、オリジ
ナルまたは修正したレコードを作成している。これら
は重要なドキュメントであり、オンラインで出版され
た場合でも、プリントアウトし製本している。このよ
うな、ローカルに印刷したドキュメントの目録レコー
ドには、電子媒体の場所を示す URL も含まれている。
アグリゲータのデータベースで入手できる個々の電子
ジャーナルについては、毎月、Serials Solutions 社か
ら MARC レコードの更新分を受け取っている。これ
は新たに追加されたタイトル、外されたタイトルに加
え、収録年の変化も示すものである。個々の目録レコー
ドについては、タイトルでの検索に加え、キーワード
や主題を用いてトピックで電子ジャーナルを検索する
ことが可能である。学術的価値のある無料でアクセス
できるウェブサイトも、選択的に目録を作成している
が、もちろん「ウェブ全体の目録を作成しよう」とい
うことは考えていない。リソースが許す限り、我々は
規模が小さくとも価値のある大学のアーカイブのため
に、メタデータを提供し始めたいと考えている。

電子リソースと電子ジャーナル
　蔵書構築と電子リソース提供にあたって、逐次刊行
物と電子リソースへのアクセスは常に大きな懸念事項
である。ウェブを通じてアクセスできる無数のリソー
スをコーディネートすることは、図書館の蔵書目録が
果たす役割に加え、プロクシサーバー、電子リソース
管理ソフトウェア、リンクリゾルバ、統合検索インター
フェースに対するニーズを強めることになる。

　雑誌論文への電子的なアクセスの供給がますます進
むことは、当館の利用者に大きな価値をもたらして
いるが、一方で多くの重要な問題をも生み出している。
第一に、我々はニーズの多様さが、多様なフォーマッ
トの中で適切なものを選ぶのにどの程度影響するかを
見極めなければならない。電子フォーマットの雑誌な
ら、遠隔地の利用者はより容易に利用できるだろうが、
特定の環境ではまだ多くの利用者が冊子体を好んでい
ることもわかっている。さらに個々に購入している雑
誌と、購読契約しているデータベースに含まれている
雑誌の重なりも考慮しなければならない。「コア」と
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見なされ、アグリゲータのデータベースに含まれてい
ても冊子体を購読すべきであるとされる雑誌もある。

　さらに最近では、出版社が特定のトピックに焦点を
あてた「バンドル」を開発し始めている。例えば出版
社 Sage 社は、主題領域ごとに一流の逐次刊行物が利
用できるパッケージを作って提供しており、アグリ
ゲータのデータベースからはフルテキストを削除して
いる。しかしこのような出版社によるパッケージの費
用は比較的高く、計画と予算の変更が必要になるであ
ろう。予算と照らし合わせて優先順位を決めていく必
要性があることには変わりない。このプロセスは出版
される情報の量が増えるにつれ、ますますさしせまっ
た複雑なものとなっていっている。

ILL とリソースシェアリング
　電子データベースの利用が広まったからといって、
教員や学生からの、研究資料のための ILL リクエスト
が減少することはなく、2005 ／ 2006 年度には、他
の図書館から 1,014 本の雑誌論文と 519 冊の図書を
借りている。ちなみに、2002 ／ 2003 年度には 749
本の雑誌論文と 425 冊の図書がリクエストされてい
た。また他の図書館の利用者への貸出も行っており、
2005 ／ 2006 年度には 344 本の雑誌論文と 473 冊の
図書が貸し出されている。ちなみに、2002 ／ 2003
年度には 318 本の論文と 559 冊の図書が貸し出され
た。ほとんどの貸借は合衆国内で行われているが、カ
ナダ、オーストラリア、デンマーク、スペイン、オラ
ンダ、ニュージーランドの図書館とも貸借を行ってい
る。本学の優れたカリキュラムを示すように、刑事訴
訟、看護および教育分野の雑誌論文に対するリクエス
トが最も数が多い。

　ILL の管理は技術的な問題であるだけでなく、レ
ファレンスサービスと図書館利用指導にも関連してい
る。初心者から経験豊かな者まで、多くの学生は、デー
タベース検索で見つかった論文は、その実際の有用性
に関わらず入手すべきであると考えている。同様に、
電子リソースによって研究者は、大半の研究者や学生
が過去に持っていたよりも多くの情報を入手できるよ
うになった。これにより、最も関連のある資料をどの
ように拾い集めるか、重複した資料や取るに足らない

資料をどのように捨てるか、またどの時点で資料の収
集をやめて、執筆や重要な分析を始めるか、を学ぶこ
とが必要となっている。我々は学生がリクエストする
ものを提供しようとしているが、こうした段階で学生
が問題を抱えていると見たら、ILL のリクエストはさ
らなる指導の機会になりえるのである。

　当館は 2 つのリソースシェアリングのコンソーシ
アムに所属している。1 つは南東部マサチューセッツ
地域図書館システムで、もう 1 つは「リソースシェ
アリングに真に関心のある図書館」（LVIS：Libraries 
Very Interested in Sharing）である。後者には合衆
国中から数千の図書館が参加しており、参加館は無料
で相互貸借できることになっている。

結び
　大学の成長と電子リソースの拡大という双子の要素
が、当館のサービスと蔵書のあらゆる面を作り変えつ
つある。とはいえ、当館の物理的な設備が近い将来に
拡大されることはなさそうなため、既存のスペースの
再利用が重要な優先事項となっている。2006 年、大
学側は図書館建設を専門とする建築家を採用し、あま
り利用されていないスペースのデザインの見直しと、
集中的に利用されているエリアの再構築に関する提言
を受けた。後者に関しては、学生世代の社会学的変化
も考慮に入れる必要がある。例えば、今の学生世代は
グループで気持ちよく作業することが当たり前になっ
ているが、このグループには携帯電話やインスタント
メッセージでつながっている遠隔地の人々も含まれて
いる。これは学習用スペースのデザインだけでなく、
携帯電話の利用規則にも影響を与える。我々の教育的
ミッションに関連して、世代による違いのどの側面が
考慮されるべき重要なものであるか、我々はわかりつ
つある。

　当館の話は、「重圧のかかる状況での優雅さ」のよ
うに、継続性とさらなる発展の話である。本学が健全
に成長過程をたどっていることにより、当館はリソー
スの混交、教員・スタッフ・学生たちとのコミュニケー
ション、物理的なスペースの再利用、そして新規サー
ビスや再構築されるサービスといった、多くの意義深
い課題を与えられているのである。
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※本稿は、国立国会図書館の 2006 年度調査研究事業の成果物である。
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A Small Academic Library in New England
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 Curry College was founded in 1879 as the School of Elocution and Expression. The School was 
originally located in the Back Bay neighborhood of downtown Boston, Massachusetts, and moved to the 
suburban town of Milton in the 1950s. Today, Curry College offers twenty academic undergraduate ma-
jors (B.A. and B.S. degrees), the most popular being Management, Communication, Nursing, Criminal 
Justice and Education. The College also offers Master’s degree programs in Education, Criminal Justice, 
and Business Administration. The student body numbers approximately 2,000 full-time, traditional under-
graduates, in addition to approximately 1,500 Continuing (Adult) Education and 380 graduate students. 
Continuing Education courses are taught on two satellite campuses as well as the Milton campus.

 The Levin Library serves the entire College, supporting all academic programs. The Library build-
ing’s three floors are shared with the College’s Essential Skills Center (which provides both professional 
and peer tutoring), and computer lab/classroom space. Under 
the leadership of President Kenneth K. Quigley, the College’s 
student, faculty, and staff population has more than doubled in 
the past decade. However, the space available for Library collec-
tions, services, offices and study area has remained essentially 
the same. The Library’s primary challenge is therefore to expand 
and modernize its services and collections, in a facility designed 
for a smaller institution in the pre-digital era.

 The professional staff includes six full-time librarians: 
the Library Director, Head of Reference, Head of Technical 
Services, Interlibrary Loan Librarian, Collection Development 
Librarian, and Serials/Electronic Resources Librarian. Most full-
time librarians provide reference and bibliographic instruction. 
Four part-time librarians perform reference and instruction, one 
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serving additionally as the Coordinator of Instruction. There 
are four full-time non-MLS (paraprofessional) staff: the Head of 
Circulation, Assistant Head of Circulation, Technical Services 
Supervisor, and Purchasing/Administrative Assistant. There are 
two part-time paraprofessional staff, one of whom is the Gov-
ernment Documents Specialist. A library school intern works 
in the Library’s Education Resource Center, which features re-
sources for Education majors to use in preparing student-teach-
er assignments. Thirty student workers, working approximately 
six hours apiece, are assigned to the Circulation Desk. The Library itself is open 88 hours a week during 
the academic semester. During the academic year 2006/2007, the library budget exclusive of salaries was 
US $469,000.

 As of February 2007, the collection includes approximately 99,000 monographic items. This 
number includes over 1900 video and sound recordings in the main collection, and 8200 items in the 
Education Resource Center, which features books, video and sound recordings for children, games and 
toys, in addition to student-teacher materials. The collection’s net growth from is year to year is gradual, 
due in large part to regular “weeding,” or removal of older items from the collection. Weeding is driven, 
in part, by the limitation of building size, given the increasing need for student study and meeting space. 
In addition to these physical holdings, the library catalog provides access to 19,000 individual electronic 
journals, through MARC catalog records purchased through Serials Solutions. The number of traditional 
subscriptions to print periodicals is small, at just over 400. Physical library holdings circulated 8100 times 
in the year 2006.

REFERENCE SERVICES
 As the College has grown, so has the demand for reference service. Reference services go be-
yond the traditional staffing of the reference desk, now provided fifty-five hours per week. We have imple-
mented an electronic reference (“Ask a Librarian”) service, through which library users pose questions by 
email, and receive answers within twenty-four hours on weekdays. These questions may lead to follow-up 
interactions by telephone or in person. The Library also provides a type of reference service called RAP, 
or Research Assistance for Papers. RAPs are arranged by appointment, and typically consist of an hour-
long session between a student and a librarian. The use of RAPs has changed in recent years. Although 
the number of appointments made has decreased slightly -- from thirty-five in the Fall of 2001 to twenty-
nine in the Fall of 2006 -- the proportion of graduate students making these appointments has increased. 
(Figures are given for Fall semesters; there are traditionally fewer RAPs needed during the Spring.) Gradu-
ate students RAPs are by nature more intensive, and are likely to last longer than an hour.

 It is well known that newer generations of students have grown up being more comfortable with 
digital resources than their predecessors. However, undergraduate attitudes toward digital resources ap-
pear to be undergoing an interesting change. At first, during the 1990s when search engines became 
available, students assumed that they could “find anything on the Internet.”  Gradually, they have come 
to learn that what they found was, in many cases, superficial or incomplete. They have learned to come 
to librarians for help after doing a beginning search, and also because many faculty insist that simply 
“Googling” is not an acceptable research strategy. Another change noted by reference librarians is that 
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while fewer questions are received at the reference desk, they are for the most part more academic in na-
ture than in previous years. Simple, factual queries may indeed be answered on the Internet.
 
 In 2004, reference librarians began using Microsoft Access to track and categorize our reference 
interactions more deeply. We have learned much from this development, for example:

We have learned how much time is spent providing reference service away from the reference desk. • 
We take phone calls and answer e-mails when “off-post” in our offices, and phone calls account for 
60% of off-post reference work. 
We have a clear idea as to which disciplines make the most use of a reference librarian’s time. Of • 
the College’s subject areas, four account for 50% of this time: Nursing, Criminal Justice, Communi-
cation and English. We consider this when allocating funds for collection development.
We know that requests from Continuing Education and Master’s students have stayed fairly level • 
as percentages of the total, and we are working harder to make contact with those students.
Approximately 50% of our reference transactions occur in October, November and April, and ap-• 
proximately 50% of our questions for the week are asked on Mondays and Tuesdays.
We plan to refine and develop our use of Access over time, to provide better management data.• 

BIBLIOGRAPHIC INSTRUCTION
 An increase in requests by faculty members for classroom visits by librarians has accompanied 
the College’s growth. For example, where in the 2001/02 academic year librarians taught 115 classes 
(reaching 1,618 students), 131 classes were taught (reaching 1,553 students) in 2005/06. The slight de-
crease in the number of students reflects a slightly smaller average class size.
 
 Instruction services are given to most of the Curry student population, due to the fact that re-
quired courses (e.g., English Writing Workshop), use this service every semester. The most popular form 
of library instruction is the "one-shot,"  consisting of a single class meeting at the library where students 
are exposed to our resources. Librarians work closely with faculty to make this a meaningful experience 
by requesting advance copies of class assignments. We use these assignments to make our presentations 
relevant to the students. Time is given at the end of class for students to begin actual research under our 
guidance. Following a “one-shot” class, many faculty schedule a second class period, to work in the li-
brary computer laboratory with a librarian.
 
 We have found that library instruction is most effective when conducted at the middle of the aca-
demic semester. At this point, students have been assigned their semester projects and are ready to begin 
the research process. They have reached a “point of need” and are more receptive to learning about li-
brary resources.

 Currently, we are making an effort to expand instruction to the College’s satellite campuses, 
where Continuing Education programs are offered. Although network technology has allowed our re-
sources to be accessed from remote locations, many students at these campuses are adult learners who 
are hesitant about using the technology. We have found that these students very much appreciate the 
guidance we provide them.
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COLLECTION DEVELOPMENT 
 Collection Development is led by the Collection Development Librarian in conjunction with the 
Library Director. At the beginning of each fiscal year, the library materials budget is divided to support 
collection development objectives. The budget allocation for 2006/07 was approximately $75,000. The 
money allocated to each academic department depends on a number of factors, including the size of the 
department (numbers of student majors and faculty) and number of courses taught. Librarians serve as 
liaisons to departments and are responsible for selections in their areas. Selections are encouraged from 
faculty in support of current and planned courses. This collection development model differs from our 
previous one, in which the Library Director was the primary selector and used the journal Choice as the 
main selection tool.

 The materials budget is used to purchase print and non-print materials. (The budget for serials 
remains separate from the allocation formula at present, but this practice is under review.) Most orders 
are placed via the Web using Title Source 3, software provided by the Library’s primary materials ven-
dor, Baker and Taylor. Preliminary MARC records are downloaded from Title Source 3 into our Innova-
tive Interfaces library system, which includes a fund accounting component to record the allocations and 
expenditures in each budget category. As approximately 75% of the materials budget is spent with Baker 
and Taylor, to maximize resources and streamline operations, the Library renegotiated its contract in 
2006. Baker and Taylor analyzed our purchase categories and offered a flat discount on all titles, with a 
slightly higher discount on audiovisual materials. At the same time, the decision was made to consolidate 
vendors and choose Baker and Taylor to supply our “continuations” (generally, publications with annual 
editions or updates). Using the vendor’s Compass software, we are now able to manage continuations on-
line, maintain consistent discounts, reduce paperwork, and develop a better working relationship with the 
vendor staff.

 Collection development is enhanced by additional online tools, such as OCLC’s WorldCat Collec-
tion Analysis service, and the planned future use of Bowker’s Resources for College Libraries, which out-
lines a core collection. These resources aid us in determining the strengths and weaknesses of the Levin 
Library collection.  

CATALOGING/INTEGRATED LIBRARY SYSTEM
 As mentioned above, the Library’s ILS is provided by Innovative Interfaces, Inc., and was first  
implemented in 1995. It is a “standalone” system, rather than being part of a consortium of library cata-
logs. The primary ILS modules are the WebOPAC, Cataloging, Serials, Circulation, Acquisitions, and 
Electronic Resources Management. Cataloging is performed in MARC 21 format; records are created and 
edited using OCLC’s Connexion software, and downloaded into the ILS.

 The Levin Library collection includes Master’s theses in Criminal Justice and Education, which 
are given full original cataloging. Original and adapted records are also produced for “gray literature,” 
important documents which, although published online, are printed out and bound. Catalog records for 
these locally printed documents include URLs for the electronic locations. For individual electronic jour-
nals available in aggregator databases, we receive monthly MARC record updates from Serials Solutions, 
showing changes in years of coverage, as well as titles added and dropped. Individual catalog records al-
low for keyword/subject searching of the topics of e-journals, as well as their titles. Freely available Web 
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sites chosen for their academic value are also cataloged, although of course there is no attempt to “catalog 
the web.” As resources permit, we hope to begin providing metadata for the College’s small but valuable 
archives.

ELECTRONIC RESOURCES/E-JOURNALS
 Access to serials and electronic resources continues to be a main concern for collection develop-
ment and resource provision. Coordinating the myriad resources accessed via the web sharpens the need 
for proxy servers, electronic resource management software, link resolvers and federated search inter-
faces, in addition to the role played by the library catalog.

 The ever-increasing provision of electronic access to the journal literature is of immense value 
to the Levin Library’s users, but it raises a number of key questions. First, we must determine how differ-
ing needs influence the appropriateness of different formats. Individual journal titles may be more easily 
available to remote users in electronic format, but we have found that print is still preferred by many in 
specific circumstances. Additionally, the overlap must be considered between purchase of individual jour-
nal titles and their inclusion in subscription databases. Certain journals are considered “core” and should 
be subscribed to regardless of their inclusion in aggregate databases.

 More recently, publishers have begun to develop topically focused “bundles.” For instance, the 
publisher Sage makes available packages of its prestigious serials by subject area, and has removed the 
full text from aggregate databases. However, the cost of these publisher packages is relatively high, and 
will require a shift in planning and budgeting. What does not change is the need to set priorities in rela-
tion to available funding. This process becomes more urgent and complex as the amount of published 
information grows.  

INTERLIBRARY LOAN/RESOURCE SHARING
 The pervasive use of electronic databases has not reduced the number of Interlibrary Loan requests 
for research materials from faculty and students. In the 2005/06 academic year, the Library borrowed 
1014 journal articles and 519 books from other libraries. This can be compared to the year 2002/03, in 
which 749 articles and 425 books were requested. We also loan materials to users at other libraries: 344 
journal articles and 473 books in 2005/06, as compared with 318 articles and 559 books in 2002/03. Al-
though most transactions take place within the United States, we have borrowed from and lent to librar-
ies in other countries, including Canada, Australia, Denmark, Spain, the Netherlands, and New Zealand. 
As a reflection of the College’s curricular strengths, we find that journal articles in criminal justice, nurs-
ing and education are most often requested from us.

 The management of Interlibrary Loan is not only a technical matter, however, but is related to 
reference service and user instruction. Many students, beginners or those more experienced, believe 
that articles found in a database search should be obtained, regardless of their actual utility. Similarly, 
electronic resources generally have made available to researchers vast amounts of information, more 
than most researchers and students had in earlier decades. This requires learning how to glean the most 
relevant items, how to discard duplicates and marginal sources, and when to stop accumulating material 
and start the process of writing and critical analysis. Although we do attempt to provide what students re-
quest, when we see that they are having difficulties at any of these stages, their Interlibrary Loan requests 
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may become opportunities for further instruction.

 The Library belongs to two resource-sharing consortia: the Southeastern Massachusetts Regional 
Library System and LVIS (Libraries Very Interested in Sharing), which includes thousands of libraries 
throughout the United States. LVIS libraries are committed to borrowing and lending at no charge. 

CONCLUSION
 The twin factors of institutional growth and expansion of electronic resources are reshaping ev-
ery dimension of the Levin Library’s services and collections. Nevertheless, as expansion of the library’s 
physical facility is not likely in the near future, reuse of existing space has become an important priority. 
In 2006, the College administration hired an architect specializing in library construction, who provided 
proposals for the redesign of underutilized spaces and reconfiguration of more intensively used areas. 
The latter must also take the sociological changes in student generations into account. For example, while 
it is common for the current generation of students to work comfortably in groups, these groups include 
remote members connected by cell phones and/or instant messaging. This has an impact not only on the 
design of study space, but on cell phone use policy. We are coming to understand which aspects of gen-
erational difference are important to take into account, in relation to our educational mission.

 The Levin Library story is of both continuity and redevelopment, as well as grace, under pres-
sure. Curry College’s healthy and growing status presents the Library with many worthy challenges: in 
its mix of resources, communication with faculty, staff and students, reuse of physical space, and new or 
redeveloped services.




