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米国の図書館に関する研究動向第 4 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。

はじめに
　図書館における教育・リテラシーサービスは、館種
による相違と目的による相違の両方の側面からとらえ
ることができる。本稿では、米国図書館における教育・
情報リテラシーサービスに関する 1990 年代以降の日
本国内の研究動向を概観した。

(1) 利用（者）教育から情報リテラシーの育成へ
　1990 年代に入るまで、このサービスは主に利用者
教育または利用教育の一環として位置づけられること
が多かった。1980 年代の半ばごろから、図書館内の
利用教育にとどまらず、1970 年代に概念が生まれた
とされる情報リテラシーの育成と結びつけて論じられ
ることが増えてくる。その背景として、1983 年に米
国連邦教育省が出した報告書 Nation at Risk(1) に対し
て出された ALA の答申があり、情報リテラシー概念
が明確にされている (2)。図書館関連団体が、「情報リ
テラシー」をどのように捉えてきたかは、図書館関連
団体の公式文書を分析した中村の論文に整理されてい
る (3)。ALA の最終答申以前の 1980 年代後半には、クー
ルソー（Carol Collier Kuhlthau）がこれを library 
skills と computer literacy の両概念を統合し、さら
にそれを超えたものとしてとらえている (4)。
　クルーソーについては、渡辺が認知的な視点から利
用者の情報探索行動についての研究を中心に研究レ
ビューの形で紹介しているが (5)、このクルーソーの考
え方をもっとも取り入れた結果となったのは学校図書
館の領域であるといえるだろう。大城 (6) は、1980 年
代にはすでに学校図書館において情報リテラシーに関
する論議はされていたものの、図書館内での意見の一
致がまだ見られておらず、また、Nation at Risk で情
報化社会・生涯学習社会への突入に言及しながらも、
教育における図書館の役割や情報資源利用法の知識や
技術の重要性については触れていなかったため、学校
図書館における情報リテラシーについては、学校図書
館メディア・プログラムの最終的な目的は児童・生
徒の批判的思考力の育成であると主張したマンコー
ル（Mancall）らの研究によって初めて実質的な議論
が始まり、クルーソーの上記の著作によって転換点を

迎えたといえると述べている。学校図書館における批
判的思考力の育成については、平久江が利用教育カリ
キュラムを批判的思考の概念によって再構築する必要
があるというマンコールの主張をもとに、批判的思考
の解釈に不可欠な思考力の概念整理と批判的思考スキ
ルの整理をし、図書館利用教育への批判的思考の応
用について考察している (7)。また、学校図書館の領域
へのクルーソーの考え方の応用については、福永が
1980 年代の利用者教育アプローチについて分析して
いる (8)。この論文では、学校図書館における当初の利
用者教育は、学校のカリキュラムに深く関与せずに利
用者の個別のニーズに対応しており、研究の視点も図
書館内の利用者支援に重点が置かれていたが、1980
年代には、利用者教育の視点を利用者教育の内容や技
術から学習者である児童・生徒に移すことによって、
カリキュラムと密接な関連を持つ統合アプローチが注
目を集めるようになったとしている。
　また、この傾向は、1988 年版の米国学校図書館基
準『インフォメーション・パワー』(9)（Information 
Power）にも反映されているとされるが (10)､ 1990 年
代に入ると高度情報社会・生涯学習社会といわれる中
で、1998 年版の米国学校図書館基準 『インフォメー
ション・パワー：学習のためのパートナーシップの
構 築 』（Information Power: Building Partnerships 
for Learning）(11) が、児童・生徒を中心とする学習
を主眼に据えた情報リテラシー基準を提示し、それ
をもとに学校図書館の新しい姿を模索している (12)(13)

(14)。情報リテラシー基準を示すだけではなく、その適
用にあたって McREL（Mid-continent Research for 
Education and Learning）の Content Knowledge(15)

を活用することによって、1988 年版よりも学習やカ
リキュラムとのさらに深い関連が示されている。また、
マレー（Janet Murray）は、アイゼンバーグ（Mike 
Eizenberg）とバーコウィッツ（Bob Berkowitz）が
提唱した学習プロセス “Big6”(16) と学習リテラシー基
準と “ISTE NETS”(17) を対比させることで (18)、情報リ
テラシーの習得や情報探索プロセスが学習と密接な関
係にあることを示している (19)。

4.3 図書館における教育・リテラシーサービスの位置づけ
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(2) 社会と時代のニーズに対応したサービスへ
　このような学校図書館の傾向は、現代社会の教育
ニーズに対応したサービスのあり方といえるであろう。
大学図書館も、時代に応じたさまざまなサービスを求
められている。倉橋 (20) や大城 (21) は、21 世紀におけ
る社会の変化とインターネット時代に対応するために
は、米国の大学図書館で従来行われてきた図書館利用
教育では不十分になったとして、情報リテラシー教育
の必要性について論じている。これらの論議は、学校
図書館の情報リテラシー基準と相前後して、2000 年
に出された ACRL の情報リテラシー基準 (22) も踏まえ
ている。また、e ラーニングに対する支援機関として
の大学図書館も注目されており、三輪 (23) らは、米国
の教員養成大学におけるｅラーニングの事例研究にあ
たり、大学図書館をその支援機関と位置づけており、
また、上原 (24) の事例報告では、カナダのブリティッ
シュ・コロンビア大学、米国のワシントン大学及びハ
ワイ大学の e ラーニングを紹介するにあたり、しく
みや技術だけではなく、図書館員が教員としての身分
を認められて教育に当たっていることに注目している。
さらに、米澤 (25) は、米国の大学図書館の新しい方向
として、1990 年代半ばにはデジタル時代の情報資源
を利用するための共有資源として誕生したインフォ
メーション・コモンズが注目を集め、さらに、10 年
後の2005年にはACRL全国会議で「インフォメーショ
ン・コモンズからラーニング・コモンズへ」というセッ
ションが行われ、大学が知識を伝達することから学生
自身が主体的に知識を創出することへと大学教育のパ
ラダイム転換が行われたことを示唆している。
　公共図書館では、あまり多くの研究は行われていな
いが、1990 年代以降、生涯学習時代・高度情報社会
と結びつけてとらえられる傾向にある。1990 年代後
半には、公共図書館の生涯学習支援の核としての情報
リテラシー教育やインターネットの利用指導が注目さ
れ、インターネット利用における問題点を提起しなが
らも、情報への公平なアクセスの保障という視点から
重視されてきている (26)(27)。また、21 世紀に入ってか
らは、健康情報サービス (28) やビジネス支援 (29) など、
利用者の特定のニーズに応える専門図書館的な役割を
果たす図書館が紹介され、日本でもその傾向を追おう
とする動きもある。すべての人に公平なサービスを行
うことを基本としながらも、利用者のニーズを汲み取
るサービスによって、利用者の主体的な利用を尊重し
ようとする方向といえるであろう。

　専門図書館関連では、米国については日本国内では
ほとんど研究が行われておらず、医学図書館関係でわ
ずかに事例報告が見られるのみである (30)。とはいっ
ても、教育・リテラシーサービスに無関心なわけでは
ない。その関心は、医学図書館関係では患者図書館や
看護学校の図書館なども含めると、次の 3 つに大別
できる。第一に、医学・看護関係の専門誌で関心が高
いのが、医学や看護を学ぶ学生へのサービスである
が、これは病院図書館を併設する多くの病院が、大学
や看護学校などの教育機関をも併設していることに起
因しており、内容的には大学図書館・学校図書館の範
疇で考えるテーマであろう。第二に、医師・看護師を
はじめとする専門職に対する情報サービスがあり、こ
れは、いわゆる専門図書館のサービスといえるであろ
う。第三に挙げられるのが、患者に対する図書館サー
ビスであり、病院サービスの一環と考えられるであろ
う。従来、患者向けの図書館は娯楽用が中心であった
が、1990 年代以降、患者に医療・健康情報を提供す
るサービスが注目されつつある。酒井 (31) は、これに
ついて、長い間医療専門家だけを利用者としてきたが、
政府の健康重点政策を受けて、“Long Range Plan 
2000-2005”(32) という計画の重点目標に一般向け健康
情報サービスを掲げ、さらに、公共図書館や大学医学
図書館との連携によってサービスを成功させた米国国
立医学図書館（NLM）の事例を紹介している。その
意味では、第三のカテゴリーは患者のみに対するサー
ビスではなく、予防や健康教育を含んだ一般向けの教
育サービスと位置づけることができるだろう。

おわりに
　館種によって、サービスの形はさまざまだが、いず
れも教育・リテラシーサービスという視点では、20
世紀の末から 21 世紀の初めにかけて、図書館が主体
となるサービスから利用者が主体となるサービスに変
化してきたととらえることができる。教育機関の図書
館サービスにおいても、公共機関の図書館サービスに
おいても、まず利用者が主体となって学ぶ環境をつく
る努力をしているといえるだろう。惜しむらくは、館
種によって文献数がかなり違うので、公共図書館や専
門図書館についても、より多くの米国の研究が望まれ
る。
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