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は，わが国の「初等教育における情報リテラシー教育」
に関する部分が新しい(11)。また，長谷川は，「情報リテ
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ラシーと大学図書館」をめぐって，教科「情報」の影

研究文献レビュー

利用者教育
−「情報リテラシー」
との関わりを中心に−
はじめに

響など，最近の動向をまとめている(12)。
安藤のいうように，わが国の文献については，「館
種別でみると，大学図書館における利用教育及び情報
リテラシー教育に関する文献が多い。大学図書館の場

本稿では，2001年以降を対象とし，「利用者教育」

合，研究面では，調査研究，外国研究，理論研究，実

に関するわが国（日本語）の研究文献（実践報告など

験研究，歴史研究など数多く多種多様であり，実践面

を含む）のレビューを行う。雑誌論文・記事のほか，

においては，国立大学附属図書館を中心とした事例報

図書や報告書なども取りあげる 。

告が多い。一方，公共図書館と学校図書館の場合，文

(1)

利用者教育（user education）については ，日本

献が少なく，低調で，研究面では，外国研究（主にア

図書館協会（JLA）からガイドラインが発表されてお

メリカ）が多い」(13)。実践面でも，研究面でも，館種に

り，「大学図書館版」「学校図書館（高等学校）版」

よる「温度差」が存在することは，館種ごとの機能，

「公共図書館版」「専門図書館版」と，4つの館種にわ

環境，歴史などの違いによって，ある意味で当然では

たっている(3)。利用者教育に関するものとしては初め

ある。それをどう解釈するかが，今後の課題であろう。

(2)

(4)

てのハンドブックも刊行されている 。また，雑誌の

動向を多様な観点から分析する必要がある。

特集として取りあげられたり ，学協会の年次大会で

2. 大規模な実態調査の実施（調査研究）

(5)

テーマになったりするなど，利用者教育は，実践のう

大規模な実態調査がしばしば行われ，結果を報告し

えでも，研究テーマとしても，その重要性・必要性が

た文献が出されている。中島らは，全国の大学図書館

広く認識されて，一定の実績や成果が出てきている。

（大規模大学）を対象としたアンケート調査を実施し

レビュー論文･記事が相次いで発表されたことは，一つ

（2001年実施，悉皆調査），過去の同様の調査との比較

の表れであろう。この点から，本題に入っていこう。

を含め，分析を行なっている(14)。橋は，全国の大学・

なお，利用者教育をめぐっては，近年，情報リテラ

高専図書館を対象としたアンケート調査を実施してい

シー（information literacy）やその教育との関わり

る（2000年実施，悉皆調査）(15)。地域を限定したもので

で論じられることがほとんどである。本稿でも，情報

あるが，短期大学図書館（九州地区）を対象としたア

リテラシー（教育）を視野に入れるが，図書館とは直

ンケート調査も行われている（2001年実施）(16)。三浦ら

接関係のない文献は対象としない。

は，「大学における教育改革と大学図書館の役割」に

1. 国内を対象とするレビューの登場（動向研究）

関するアンケート調査（2001年実施，悉皆調査）のな

海外の利用者教育・情報リテラシー（教育）を対象

かで，利用者教育に関する設問を設けている(17)。これ

としたレビューは存在していたが，わが国を主な対象

らの調査によれば，（新入生）オリエンテーションや，

としたものが登場したことは，注目すべき点であろう。

図書館内や授業での「図書館」「文献」利用法の指導

赤瀬によるレビューは，「情報リテラシーと利用教育」

などについては広く行われるようになっているが，

について，1992年頃から2001年頃までの文献を対象に

「レポート作成（法）」の指導など，「情報リテラシー」

している 。館種としては，大学図書館と公共図書館

として「期待される」内容については，そこまでは至っ

を取りあげている。安藤は，これに学校図書館を含め，

ていない。

(6)

赤瀬の取りあげなかった文献を中心に，1999年から

公共図書館については，全国公共図書館協議会が

2001年を対象として，「図書館利用教育・情報リテラ

「電子図書館」に関するアンケート調査のなかで，「情

シー教育」についてレビューを行なっている(7)。安藤

報リテラシー支援講座」について尋ねている（2001年

は，そこで漏れのあった文献を含め，2001年から2002年

実施，公立図書館への悉皆調査）(18)。コンピュータ，

についてもレビューを行なっている(8)。こちらは，大

インターネット，OPACに限定したためか，実施率は

学・大学図書館が中心になっている。これら３つのレ

5％に留まる。野末は，公立図書館を含む生涯学習施

ビューによって，利用者教育・情報リテラシー（教育）

設を対象とした「情報化に応じたサービス」に関する

に関する最近の国内文献は，相当程度まで網羅するこ

アンケート調査のなかで，「『情報』に関する講座等」

とができる(9)。

について尋ねている（2000年実施，都道府県立・市区

上記のほかにも，市村は，「日本の情報リテラシー
教育」について，「教育政策」のレビューを行なって
おり，公共図書館への言及がある(10)。増田によるレビュー

立図書館への悉皆調査）(19)。「情報」を広く捉えたため
か，実施率は15％に上る。
対象や範囲を限定して，より詳細な分析を行う例も
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ある。例えば，石川らは，12大学（図書館）の新入生

けに講座を開催する，という試みもある(34)。今後も各

オリエンテーションについて，指導内容や教授法など

館種からの実践の成果を待ちたい。

を分析している 。今後は，利用者を対象とした調査，
(20)

海外の実践や動向を紹介，分析した文献も少なくな

インタビューなどによる質的な調査，教育の評価（効

いので，ここで触れておく。大学図書館を対象とした

果）に関わる調査など，「実施状況の数量的な把握」

ものが多いが(35) ， 公共図書館を対象としたものもあ

を超える調査が増えることが期待される。

る(36)。ウェブなどを利用した試み（いわゆるｅラーニ

なお，JLA「日本の図書館」の調査（毎年実施）に

ング）についても注視しておきたい(37)。

は，大学図書館に対して利用者教育について尋ねる項

学校図書館については，米国の新しい基準である

目がある 。また，今年は，同調査において，利用者

『インフォメーション・パワー：学習のためのパート

教育をテーマとする附帯調査が実施されている。大学

ナーシップの構築』（アメリカ・スクール・ライブラ

図書館を対象とした悉皆調査であり，調査項目も詳細

リアン協会ほか編，渡辺信一監訳，同志社大学，2000）

であることから，集計結果の公表が待たれる。

に関する研究文献のレビューを行った岩崎らの論考を

3. 様々な実践の報告・考察（事例研究）

挙げておく(38)。米国では，
『インフォメーション・パワー』

(21)

実践事例の報告・紹介やその考察・分析を通して得

に含まれる「児童・生徒の学習のための情報リテラシー

られる示唆は少なくない。ただ，そうした文献はかな

基準」（アメリカ・スクール・ライブラリアン協会ほ

りの数に上るため，すべては取りあげられない。まず，

か，1998年）のような基準や指針が策定，活用される

わが国の大学図書館・学校図書館について，「授業」

など，学校図書館や大学図書館を中心に，「情報リテ

に関わるものに絞ってみていこう。

ラシー」をキー概念として利用者教育が組み立てられ

大学において，図書館が「情報リテラシー」の授業

ようとしている(39)。海外については，今後，米国以外

に対して，計画から実施にわたり，教員と連携，協力

の実践・動向についても研究が待たれる。

しながら積極的に関わった例としては，京都大学や慶

4. 理論的基盤の模索（理論研究）

應義塾大学がよく知られているが(22)，ほかにも実践が

理論的な研究にも目を向けておきたい。瀬戸口は，

ある。例えば，明治大学については，実施上の課題や

「情報リテラシー概念」について，米国およびわが国

「生の声」を記した報告がある 。伝統的に利用者教育

における変遷を整理したうえで，メディアリテラシー

が積極的に展開されてきた医学（系）図書館からの実

などの類似概念との関係を分析している(40)。また，野

践報告にも目を向けたい(24)。また，授業の「全体」で

末も，図書館における利用者教育にも触れながら，同

はなく，「一部」を図書館が「借りて」実施される形

様の論考を示している(41)。中村は，学校・学校図書館

式（いわゆる「ゼミガイダンス」など）は，専門分野

を念頭に，米国における「インフォメーション・リテ

の授業内容や課題と連動して指導されるため，強い動

ラシー」概念について，「図書館関係団体の文書」を

機づけが期待されるが，引き続き，盛んな実践が展開

対象にしたレビューを行なっている(42)。大城は，米国

されている(25)。

の大学・大学図書館を対象に「情報リテラシーとは何

(23)

なお，大学では，図書館とは独立したかたちで実施

か」を整理している(43)。しばしば「コンピュータの操

される「情報リテラシー」の授業もある。本稿の文脈

作能力」と同義にすら用いられる「情報リテラシー」

では，特に図書館情報学担当教員による授業実践を指

に対して，「図書館情報学」として理論的な枠組みを

摘するに留める 。

模索するこれらの試みには意義があろう(44)。

(26)

授業に関連して，「教材」の研究も一つの流れとし

今後の展開として，瀬戸口の論考には注目したい(45)。

て押さえておきたい。例えば，原田によるデータベー

瀬戸口は，C. Bruceの「関係的アプローチ」に注目し，

スに関する調査や ，横塚らによるウェブページを使っ

先行・関連研究のレビューを踏まえて，分析を加えて

た教材開発(28)などがある。さらに，CAI やパスファイ

いる。単なる「言葉」上の規定に留まらず，教育・学

ンダなども，教材あるいは「ツール」として捉えるこ

習に展開できる情報リテラシー概念をめぐる研究の方

とができる 。ウェブ上で展開する「電子パスファイ

向を示したものとして期待したい。

(27)

(29)

ンダ」の開発も進んでおり(30)(31)，今後が注目される。

ほかにも，学校教育課程（学習指導）における「図

学校図書館では，「調べ学習」に関するものなど，

書館的方法」の位置づけを整理した室伏(46)，情報の評

「授業」に関わる様々な文献を見出すことができる。

価技能の育成における学校図書館の役割を論じた平久

ここでは，新学習指導要領で全面的に実施された「総

江(47)，組織における情報共有化（ナレッジマネジメン

合的な学習の時間」と図書館との関わりをめぐる事例

ト）の必要性の点から利用者教育に言及した戸田(48) な

報告を挙げるに留める(32)。また，公共図書館による実

どの論考のように，図書館が「教育」に果たす意義や

践の報告も出てきている(33)。大学図書館が地域住民向

役割を裏づける試みは，今後も求められていこう。
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なお，小山による歴史的な研究も見逃してはならな
(49)(50)

い

。「情報リテラシー（教育）」という「理念」の

もとで，ややもすると無制限，無方針に「拡大」を続
ける利用者教育に対して，その「源流」を辿ることは
意味を持つだろう。

52(11), 2002, 549-585.； 小 特 集 ： 利 用 者 教 育 ． 大 学 の 図 書 館 ．
20(9), 2001, 166-172.
(6) 赤 瀬 美 穂 ． 情 報リ テ ラ シ ーと 利 用 教 育． 図 書館 界 ． 53(3), 2001,
314-321.
(7) 安藤 友張 ． 図書 館利 用教 育・ 情報 リ テラ シー 教育 をめ ぐる 動向 ．
情報 の科学 と技術 ．52(5), 2002, 289-295.
(8) 安 藤友 張．「情 報リテ ラシー 」「情報 リテ ラシー 教育」「 図書館 利用

おわりに
以上，利用者教育をめぐる研究動向を概観してきた。
今回は，館種ごとではなく，研究手法に基づき，4つ

教育 」を めぐる 最近の 動向．短期 大学図 書館研 究．(23), 2003, 19-25.
(9) 本稿 も， こ れら のレ ビュ ー， と りわ け安 藤に よる とこ ろ が少 なく
ない 。取 り上げ る文 献も 重複す るも のが多 いの で， 譲れる とこ ろは

の観点からまとめた。旧来から利用者教育が目標とし

譲り ，本 稿では 研究 動向 の「流 れ」 を記 述する こと に重 点を置 きた

てきた「図書館（図書館を介して利用できる資料や情

い。 なお， JLA図 書館 利用教 育委 員会編 集発行 の『 通信 』
（ 年4回発

報）を利用する知識や技能」，すなわち「図書館リテ

行， 2003年から メー ルマガ ジン 形式 に移行 予定 ）に は，利 用者 教育

ラシー」が，情報リテラシーの重要な一部であるとい
う認識に基づき，情報リテラシー教育という社会的文
脈に図書館を位置づけるという意識が，館種を超えて，
大きな流れを作っている様子が感じられた。

に関 する最 近の文 献リス トが定 期的に 掲載さ れてい る。
(10) 市 村櫻子 ．日 本の情 報リ テラシ ー教育 のレ ビュー ．情 報の科 学と
技術 ．52(11), 2002, 557-561.
(11) 増 田和子 ．情 報リテ ラシー 教育 の研究 動向 ．図書 館情 報学研 究．
(2), 2003, 39-63.

今後の課題は様々に指摘できるが，とりわけ，情報
通信環境の進展に伴って変わってきた利用者のニーズ
（潜在的なものを含む）や(51)，情報探索・利用行動の様
式に対応するために(52)，利用者研究（user study）と
の連携を深めていくことが鍵となろう。また，指導に
あたる図書館員の技能・知識やその育成（養成・研修）
をめぐる問題も重要であることも強調しておきたい。
誌面の制約もあり，文献については選択的に取りあ

(12) 長谷川 豊祐．情報 リテラ シーと 大学図 書館．現 代の図 書館．41(3),
2003, 163-173.
(13) 前掲 (7), p.293
(14) 中 島幸子 ほか ．大規 模大 学大学 図書館 にお ける利 用教 育の研 究．
同志 社図書 館情報 学．(14), 2003, 16-36.
(15) 橋 洋 平． 大学 ・高 専 図書 館に おけ る情 報リ テ ラシ ー教 育 調 査報
告

．

(online),

<http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-

available

from

Club/ 4479/# rep ort>,

(accessed 2003-11-20). な お ， この 報 告は ， 平 成12年 度科 学 研究 費
補 助金 奨励 研 究(B)「 高専 図 書館 を 利用 し た情 報 リテ ラ シー 教 育の

げた場合がある。個々の紹介も簡略に留めた。不足す

実践 ：方向 性と課 題」（研究 代表者 ：橋洋 平）に よるも のであ る。

る部分は，文中で紹介した文献（特にレビュー）に譲

(16) 谷 川麻樹 ほか ．利用 教育 の実情 ：九州 地区 私立短 期大 学図書 館協

りたい。なお，今回は，専門図書館はほとんど取りあ
げられなかった。また，主に学校図書館に関わる読書

議会 加盟館 を中心 として ．短期 大学図 書館研 究．(22), 2002, 71-79.
(17) 三 浦 逸雄 （研 究代 表者 ）． 大学 改革 と大 学図 書館 の学 習 ・教 育支
援機 能： アンケ ート 調査 結果 （平成 12〜13年度 科学 研究費 基盤 研究

教育・指導や，マスメディアの文脈を重視したメディ

(B) 「大 学図 書 館の 学 習・ 教 育支 援機 能 に関 す る日 米比 較 研究 」）．

アリテラシー（教育）などは，対象としていない。文

東京 大学 大学 院教育 学研 究科 図書 館情報 学研 究室 ．2002, 52p. (o n-

中，敬称は省略した。

line),
の ずえとし ひ

こ

（青山学院大学文学部：野末俊比古）

available

from

<http://www.cl.aoyama.ac.jp/˜tnozue/

ugl/>, (accessed 2003-11-20).
(18) 全 国公共 図書 館協議 会編． 2001年度公 立図 書館に おけ る電子 図書
館の サー ビスと 課題 に関す る実 態調 査報告 書． 全国 公共図 書館 協議

(1) 雑誌 につ いては ，概ね 「雑誌 記事 索引」 <http://opac.ndl.go.jp/ >
に採録 され ている 図書 館情 報学関 係雑 誌や 大学紀 要を 中心に した 。
図書や 報告 書など につ いて は，か なり 選択 的に取 りあ げた 。報告 書
につい ては， ウェブ で公開 されて いるも のとし た。

会 ， 2002, 76p . (o nline), available from <http://www.library.
metro.tokyo.jp/15/ 15840.htm l>, (accessed 2003-11-20).
(19) 野 末俊比 古． 生涯学 習施 設にお ける情 報化 に応じ たサ ービス の実
施状 況等 に関す る調 査． 青山学 院大 学文学 部教 育学 科野末 研究 室，

(2) 「 利用者 教育 」には ，
「 図書 館利用 教育 」
「 図書館 利用 指導」「図 書

2001, 47p .

(o nline), available from <http://www.cl.aoyam a.ac.

館ガ イダ ンス 」 など の類 義 語が ある が， 本 稿で は，「 図 書館 にお い

jp/˜tnozue/ lll/>, (accessed 2003-12-10). な お， こ の調 査は ， 平成

て」 また は「 図 書館 (員)が 関わ って 」実 施さ れる 「 指導 的」 なサ ー

11〜 12年 度 科学 研 究費 基 盤研 究 (B)「 電 子・ ネ ット ワ ーク 環 境下 に

ビス (instructio n service)や活 動 を 包括 す る用 語 とし て 「 利用 者 教

おけ る 研究 者・ 学習 者 の情 報利 用 行動 に関 する 実 証的 研究 」（ 研究

育」を 用い る。 ただし ，取 りあ げる文 献中 の用 語をそ のま ま使う 場
合があ る。
(3) 日 本 図書 館協 会図 書館 利用 教 育委 員会 編． 図 書館 利用 教育 ガイ ド
ライ ン合 冊版 ．東 京， 日 本図 書館 協会 ， 2001, 81p .

代表 者：内 藤衛亮 ）によ るもの である 。
(20) 石 川敬史 ほか ．大学 図書 館にお ける新 入生 オリエ ンテ ーショ ンの

な お， 収録 さ

れてい る「 大学図 書館版 」「学校 図書 館(高等 学校)版」 は1998年に ，

実証 的考察 ．図書 館情報 学研究 ．(2), 2003, 23-37.
(21) 日本 の図 書館 ： 統計 と名 簿． 東 京， 日 本図 書 館協 会， 1953-． 年
刊．

「公 共図 書館版 」「専門 図書 館版 」は1999年 にそれ ぞれ 公表 された も

(22) そ れぞれ をま とめた 図書と して 次があ る。 長尾真 監修 ．川崎 良孝

のであ るが ，本書 は， それ に「 総合版 」を 加えて ，編 集し 直した も

編． 大学 生と 「情報 の活 用」 ：情報 探索 入門： 京都 大学 全学共 通科

のであ る。

目講義録．増補版．京都，京都大学図書館情報学研 究会，
2001,197p .；

(4) 日 本 図書 館協 会図 書館 利用 教 育委 員会 編． 図 書館 利用 教育 ハン ド
ブック ：大学 図書館 版．東 京，日 本図書 館協会 ，2003, 209p.
(5) 例 えば次 のも のなど 。特集 ：情 報リテ ラシ ー．情 報の 科学と 技術 ．

慶應義 塾大学日 吉メデ ィアセン ター編． 情報リテ ラシー 入門．東 京，
慶應 義塾大 学出版 会，2002, 119p.
(23) 大野 友和 ． 図書 館リ テラ シ ー教 育と 学生 の 反応 ．図 書 の譜 ． (7),
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カレントアウェアネス NO.278（2003.12）
2003, 17-34.； 斎藤 晢 ． 大学 図書 館 の利 用 教育 を考 え る： 明 治大 学
にお け る 『 図 書館 活 用 法 』 講座 の 実 践 の 中 か ら ． 図 書 の 譜 ． (6),
2002, 176-193.

ける 利用教 育．堺 女子短 期大学 紀要． (36), 2001, 47-59.
(37) 上 原恵 美． 大学 図書 館と e-learning： カナ ダ・ 米国 の大 学図 書館
を訪 問して ．大学 図書館 研究． (68), 2003, 45-57.

(24) 例え ば，新 しい もので は次 の文献 など。 野村 美智子 ほか ．図書 館

(38) 岩崎れ いほか．『イン フォメー ション・パ ワー：学 習のため のパー

員と教 員が 連携し た課 題解 決型学 習に おけ る情報 検索 指導． 医学 図

トナ ーシ ップ の構築 』に 関す る一 考察 ．同 志社 図書 館情報 学． (13),

書館 ． 50(2), 2003, 141-146.；大 川 陽子 ． 授 業を 支 援す る 図書 館 利
用教育 の展開 ．医学 図書館 ．50(2), 2003, 147-149.

2002, 27-52.
(39) 野 末俊比 古． 米国に おけ る利用 者教育 の方 向：大 学・ 学校図 書館

(25) 多 くの 報告 があ るの で， 二 つだ け挙 げる 。 青山 弘．「 授業 と連 携
した」 図書 館ガ イダン スの 可能性 ：岐 阜大 学の事 例を 中心 に．大 学
図書 館研 究． (65), 2002, 58-66；杉 田 いづ みほ か ．三 重 大学 附属 図
書館 の情 報リ テラ シー 教育 支援 ． 情報 の科 学と 技術 ． 52(11), 2002,
569-574.

の基 準を中 心に[ CA1445]．カレントアウェアネス．(268), 2001, 9-12.
(40) 瀬 戸口誠 ．情 報リテ ラシ ー概念 に関す る一 考察． 同志 社図書 館情
報学 ．(12), 2001, 39-68.
(41) 野 末俊比 古．

第5章 情 報リテ ラシー

． 情報探 索と 情報利 用．

東京 ，勁草 書房， 2001, 229-278.

(26) 例え ば次の 文献 など。 川原 亜希世 ．学 生の図 書館 利用経 験から 図

(42) 中 村百合 子． 図書館 関連 団体文 書にみ る米 国にお ける 「イン フォ

書館利 用教 育の意 義に つい て考え る： 北陸 学院短 期大 学「 情報サ ー

メー ション ・リテ ラシ ー」の 変遷． 日本教 育工 学雑誌 ．26(2), 2002,

ビス 論 」 の 授 業 実 践 に 基 づく 一 考 察 ． 近 畿 大 学 短 大論 集 ． 34(1),

95-104.

2001, 31-40.； 長田 秀 一． 大 学に お ける 情 報リ テラ シ ー・ プ ログ ラ

(43) 大 城善盛 ．情 報リテ ラシ ーとは ？：ア メリ カの大 学・ 大学図 書館

ムの 開発 ． 亜細 亜大 学 学術 文化 紀 要． (1)， 2001, 167-182.； 丸本 郁

界 にお け る 議論 を 中 心 に． 情 報 の 科 学と 技 術 ． 52(11), 2002, 550-

子．情報 リテラシ ー教育の 評価：大 学基礎 科目とし て何がで きるか ．
大阪 女学院 短期 大学 紀要 ． (30), 2000, 31-54.； 岩崎 れい ほか ．本 学

556.
(44) な お ，「リ テラ シー 」概 念 をめ ぐっ ては ，次 の文 献 にお ける 整理

の情報 リテ ラシー 教育 にお ける現 状と 課題 ：授業 の分 析を通 して ．

がわ かり やすい 。

京都ノ ートル ダム女 子大学 研究紀 要．(32), 2002, 95-107.

岩波 書店， 2003, 232p.

(27) 原田 智子． 産能 短期大 学に おける 情報 検索リ テラ シー教 育のた め
のデ ータ ベー ス教 材に 関す る調 査． 産 能短 期大 学紀 要． (35), 2002,
1-14.

山内祐 平． デジ タル社 会の リテ ラシー ．東 京，

(45) 瀬 戸 口 誠 ．「 情 報 リ テ ラ シ ー 」 概 念 の 研 究 動 向 ： Christine S.
Bruceを中 心に． 同志社 図書館 情報学 ．(13), 2002, 112-136.
(46) 室伏武 ．学 習指導 におけ る図書 館的方 法．学校 図書館 学研究 ．(5),

(28) 横塚 高聡ほ か． Web ページ を用 いた図 書館の 利用 指導用 教材の 開
発と 評 価 ． 宇 都宮 大 学 教 育学 部 教 育 実践 総 合 セン タ ー 紀 要． (25),
2002, 127-136.

2003, 3-18.
(47) 平 久江祐 司．

情報 の批 判力の 育成と 学校 図書館 の役 割

． 図書

館情 報学の 創造的 再構築 ．東京 ，勉誠 出版， 2001, 95-104.

(29) CAIにつ いては ，例 えば ，次の 文献 があ る。金 沢み どり ．大学 図

(48) 戸 田光昭 ．情 報共有 化の 基盤と しての 情報 リテラ シー 支援： 専門

書館利 用者 の情 報活 用能 力育成 に関 する CAIの現 状と意 義． 教育 情

図書 館の ため の『 情報活 用教 育ガ イド ライ ン』．専 門図 書館 ．(192),

報研 究 ． 17(3), 2001, 33-43.； 金沢 み どり ．
おける 図書 館利用 教育

高度 情 報通 信 社会 に

2001, 1-7.

． 図書館 情報 学の 創造的 再構 築． 東京， 勉

(49) 小 山憲 司． Harvie Branscomb と図 書館 利用教 育論 ．中 央大 学文

(30) 村田 輝．教 育系 電子情 報ナ ビゲー ショ ンシス テム． 大学 図書館 研

(50) 小 山憲司 ．ジ ョンソ ンと図 書館 利用教 育． 中央大 学文 学部紀 要．

誠出版 ，2001, 49-59.

学部 紀要． (188), 2001, 27-49.

究．(64), 2002, 10-15.；村田輝ほ か．教育情報案 内パスファイ ンダー
による レフ ァレン スサ ービ スのWebへ の展 開： 東京学 芸大 学附属 図
書館 にお け る教 育 情報 ポ ータ ル サイ ト

E-TOPIA

． 大 学 図書 館

研究． (67), 2003, 37-49.

(193), 2002, 121-133.
(51) 野 末俊比 古． 図書館 と情 報リテ ラシー ：指 導サー ビス の構築 と展
開． 図書館 の学校 ．(30), 2002, 7-19.
(52)三 輪眞木 子．情 報検索 のスキ ル．中 央公論 新社， 2003, 214p.

(31) 私 立 大 学 図 書 館 協 会 ． P athfind er Bank ． (o nline), available
from

<http://www.jaspul.org/e-kenkyu/kikaku/p fb />,

(ac-

cessed: 2003-11-20).
(32) 例を 挙げる 。高 間幸江 ．和 光中学 校の 総合学 習と図 書館 ．現代 の
図書 館 ． 40(1), 2002, 19-25.； 山中 規 子． 学 校 図書 館 が連 携 した 授
業「課題 研究」の 展開：高 校図書館 からの レポート ．現代の 図書館 ．
40(1), 2002, 26-39.； 佐藤 正 代． 高 等 学校 に おけ る 「 総合 的 な学 習
の時間」 に対する 学校図書 館の支 援と利用 指導．学 校図書館 学研究 ．
(5), 2003, 49-54. 図 書 とし て は次 の もの があ る 。 林容 子 ．「 総合 的
な学習」 に司書教 諭はどう 関わる か．東京 ，全国学 校図書館 協議会 ，

視覚障害その他の理由でこの本を活字のままでは読

2002，110p． ；「総合 的な学習 」を支える 学校図書 館編集 委員会編 ．

むことのできない人の利用に供するために，この本

「総 合 的な 学習 」 を支 える 学校 図 書館 ：小 学校 ・中 学 校編 ．東 京 ，
全国学 校図書 館協議 会，2001，149p．
(33) 梅原 由紀子 ．都 立中央 図書 館の利 用教 育サー ビス． みん なの図 書
館．(299), 2002, 56-65.
(34) 原田 こずえ ほか ．横浜 市立 大学学 術情 報セン ター におけ る社会 貢
献の試 み： 市民へ の情 報リ テラシ ー教 育の提 供． 大学 図書 館研究 ．
(64), 2002, 38-47.

をもとに録音図書（音声訳），拡大写本又は電子図
書（パソコンなどを利用して読む図書）の作成を希
望される方は，国立国会図書館まで御連絡ください。
連絡先

国立国会図書館総務部総務課
住

所

(35) 例え ば次の 文献 など。 鈴木 宏子． アメ リカの 大学 図書館 におけ る
情報リテラシー教 育と利 用者支 援．大学 図書館 研究．(62), 2001, 37-47.
(36) 例え ば次の 文献 など。 前川 和子． アメ リカ合 衆国 公共図 書館に お
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