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1．はじめに 

  

この報告書は，2012 年 3 月に金沢大学，静岡大学，名古屋大学の 3大学の図書館職員が，

学習支援促進のための三大学連携事業の一環として，合同で行った海外調査の結果を取り

まとめたものである。 

今回の調査は，ラーニング・コモンズを中心とした学習支援の促進をテーマとする連携

事業の目的から，「ラーニング・コモンズの活用」，「学習支援」，「グローバル化」に焦点を

当て，香港，シンガポール，オーストラリアの計 11 大学の図書館の現状について，2 チー

ムに分かれて調査を行った。その結果，これらの課題に関して，今後の我が国の大学図書

館に求められるサービスや機能の改善へのヒントを得ることができた。 

以下，調査の経緯と目的に続き，写真や図を交えて調査結果について報告する。 

 

 

 

2．調査実施の経緯と目的 

 

2‐1 学習支援促進のための三大学連携事業について 

平成 23 年 10 月に，東海・北陸地区でラーニング・コモンズを持つ，金沢大学，静岡大

学，名古屋大学の附属図書館長が，ラーニング・コモンズを活用し，留学生を含めた学習

支援を促進するために，連携して事業を行うことで合意した。 

連携して行う事業の内容としては， 

 ラーニング・コモンズを活用した学習支援の促進に関すること 

 留学生への学習支援に関すること 

 国際連携による学習支援の強化に関すること 

が計画され，最終的には，学習支援を推進する職員の育成を行うことも目指している。 

この海外における先進的な大学図書館の調査は，その連携事業を進めるための最初の取

り組みとして実施することになった。 

 

2‐2 調査の目的 

以上を踏まえ，3大学のみならず，現在，日本の大学図書館が抱える次の 3つの課題を解

決するヒントを得るために海外の大学図書館の調査を行うことにした。 

 

【課題 1】グローバル化の対応に必要な学習環境の整備 

日本の大学図書館は，グローバル化が遅れている。今後，グローバル化を進めるために

大学図書館としてどういうサービス・施設を提供すべきか？ 
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【課題 2】ラーニング・コモンズの活用 

学生からの多様なニーズに応えるためのアクティブな学習空間として 3 大学とも図書館

内にラーニング・コモンズを設置し，新たなサービスを提供している。ただし，授業との

連携，サポートデスク等，人的支援の点でうまく機能していない部分がある。今後，ラー

ニング・コモンズでどういうサービスを行うべきか？そのためにどう進めていくべきか？ 

 

【課題 3】図書館職員の学習支援への直接的関与 

図書館職員による利用者に対する直接的な教育が求められるようになってきているが，

日本の大学では遅れている。先進事例を知り，今後の活動の参考にしたい。 

 

 以上の課題に関して，次のような観点から香港，シンガポール，オーストラリアの大学

図書館を調査対象として選定することにした。 

① 自国以外の東アジアを中心とした海外から優秀な留学生を集め，国際的な評価の高い

大学が多い。そういう大学図書館で，どういうサービスや施設を提供しているかを調

査することは，意義のあることである。 

② 先進的で斬新な空間デザインを持つラーニング・コモンズを近年設置している大学図

書館が多い。 

③ 利用者教育についての充実したプログラムを Web サイトに掲載している大学図書館が

多い。 

④ 同じ東アジア，環太平洋地域の大学図書館として協力し，情報交換を行っていくため

の第 1歩にしたい。 

 

今回の調査では，これらの課題に加え，3大学から出された意見などを加味して，以下を

調査目的として設定した。 

 

【調査目的】 

 先進的な学習支援プログラムの調査 

 ラーニング・コモンズの空間デザインに関する調査 

 ライティング支援に関する実態調査 

 留学生向け学習支援の実態調査 
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3．調査内容 

 

3‐1 調査メンバー 

 今回の調査では，メンバーの多様な視点を確保するため，各大学が訪問先を決めるので

はなく，3大学の混成チームで調査することにした。なお，今回の出張では，香港・シンガ

ポール・コースに金沢大学大学教育開発・支援センターの教員 1名も同行した。 

 出張者は下記のとおりである（所属は出張時のもの）。 

コース 氏名 所属 

香港・シンガポール 

橋 洋平 
金沢大学附属図書館 

情報部情報サービス課専門職員 

森部 圭亮 
静岡大学附属図書館浜松分館 

学術情報部図書館情報課 

仲秋 雄介 
名古屋大学情報文化学部・情報科学研究科 

図書掛 

山田 政寛 
金沢大学 

大学教育開発・支援センター准教授 

オーストラリア 

池上 佳芳里 
金沢大学附属図書館医学系分館 

情報部情報サービス課医学系分館係 

高橋 里江 
静岡大学附属図書館 

学術情報部図書館情報課利用サービス係 

神谷 知子 
名古屋大学医学部分館 

保健学情報掛 

 

3‐2 調査先 

 具体的な調査先については，調査メンバーが，Web サイト等で下調べをし，調査目的に合

致すると思われる以下の大学図書館を選定した。 

コース 大学名 大学名（英文表記） 

香港 

香港科技大学 The Hong Kong University of Science & Technology

香港大学 The University of Hong Kong 

香港城市大学 City University of Hong Kong 

シンガポール 
南洋理工大学 Nanyang Technological University 

シンガポール国立大学 National University of Singapore 

オーストラリア 

（メルボルン） 

モナシュ大学 Monash University 

ディーキン大学 Deakin University 

ビクトリア大学 Victoria University 
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オーストラリア 

（シドニー） 

マッコーリー大学 Macquarie University 

シドニー工科大学 University of Technology, Sydney 

シドニー大学 The University of Sydney 

      

3‐3 調査項目 

 調査メンバーによる事前打合せ及び電子メールのやり取りによって，2‐2 の調査目的を

具体的に展開し，さらにメンバーの関心の高い内容を追加し，以下のような調査項目を設

定した。この調査項目を英文化した質問紙（付録 1）を事前に送付し，訪問時に回答しても

らえるよう依頼した。 

（1）ラーニング・コモンズ 

 ラーニング・コモンズの空間設計のコンセプトや特徴について。そのコンセプトと大

学の理念や目標との関連について  

 ラーニング・コモンズはどのように利用されているか？学生はラーニング・コモンズ

をどう評価しているか？ラーニング・コモンズ改善のため，学生の意見を取り入れて

いるか？ 

 ラーニング・コモンズでのワークショップなどの開催状況 

 ラーニング・コモンズでの人的サポートや学生によるピア・サポートについて 

 図書館の改装についての予算はどこから出ているか？ 

 ラーニング・コモンズ設置後の問題点 

（2）学習支援 

（A）学習支援内容（留学生支援も含む） 

 図書館が行っている情報リテラシー教育等の内容について 

（講義，ワークショップ，テクニカル・サポート，サブジェクト・ライブラリアンに

よる主題別サポート，レポート・ライティングのサポート，留学生サポート等） 

 学習支援のためのマニュアル・基準について。ACRL（Association of College and 

Research Libraries）の基準を参照しているか？ 

 図書館内でどういうスタイルの教育を行っているか？ 

 レファレンス・サービスと学習支援は連携しているか？ 

 学習支援の効果の評価の方法について 

（B）職員養成 

 図書館職員に要求される能力について 

 その能力を育成・支援するための研修プログラムについて 

（C）部局との連携 

 教員や事務組織との連携について 

 カリキュラムとの連携について 

 図書館以外で行う学生支援サービスとのすみ分けについて 
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3‐4 調査スケジュール 

 今回の調査については，香港・シンガポール，オーストラリアの 2 コースに分けて，以

下のスケジュールで実施した。 

 

（A）香港・シンガポール（期間：平成 24 年 3 月 4日～9日） 

月日 時間 訪問先等  

3 月 4 日  移動日  

3 月 5 日 
10:00～12:00 香港科技大学図書館 A1

15:00～16:30 香港大学 Main Library A2

3 月 6 日 
9:30～11:30 香港城市大学 Run Run Shaw Library A3

午後 シンガポールへ移動  

3 月 7 日 

9:30～11:00 南洋理工大学 Lee Wee Nam Library 

A411:00～12:00 南洋理工大学 Business Library 及び 

 Library instructional commons 

3 月 8 日 
15:00～17:00 シンガポール国立大学 Central Library 

A5
17:00～18:00 シンガポール国立大学 Hon Sui Sen Memorial Library 

3 月 9 日  移動日  

 

（B）オーストラリア（期間：平成 24 年 3 月 3日～10 日） 

月日 時間 訪問先等  

3 月 3 日  移動日  

3 月 4 日  移動日  

3 月 5 日 13:00～17:50 
モナシュ大学 

Hargrave-Andrew Library （Clayton キャンパス） 
B1

3 月 6 日 13:00～16:15 ディーキン大学 （Melbourne Burwood キャンパス） B2

3 月 7 日 
10:00～12:00 ビクトリア大学 （Footscray Park キャンパス） B3

午後 シドニーへ移動  

3 月 8 日 
9:00～11:15 マッコーリー大学 B4

15:00～17:20 シドニー工科大学 B5

3 月 9 日 10:00～12:55 
シドニー大学 

Fisher Library，Law Library，The SciTech Library
B6

3 月 10 日  移動日  
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4．調査結果 

 

 調査は，両コースとも，事前に送付した質問紙（付録 1）の内容を中心として，各訪問先

の担当者と質疑応答を行い，各大学のラーニング・コモンズを中心に館内の見学を行った。 

なお各大学では付録 2 の担当者に対応してもらった。また，調査は通訳（英訳）を介し

て行った。 

 

4‐1 訪問先大学の概要 

 訪問先の大学の概要及び立地場所は，表 1～2，図 1～4のとおりである。 

 

（A）香港・シンガポール 

調査を通じて，今回訪問した香港・シンガポールの教育については，次のような事情が

あることが分かった。各大学図書館の運営を考える前提として記しておく。 

 

・両国とも大学数は日本ほど多くはなく，集中的に予算を投資しやすい状況にある。 

・香港の大学制度は，今年 9 月入学の学生から 3 年制から 4 年制（中高 7 年から 6 年へ）

に移行する。それに伴い，学生数は現在の 2割増になる（香港大学談）。また，これに伴

い政府から設備を整えるための補助金が出やすくなっている。 

・香港もシンガポールも面積は狭く，住んでいる人間だけが資源というところがある。教

育を重視し，世界から優秀な人材を集めることで，知力を高め，ステータスを築こうと

している。 

 

表 1 訪問先大学および図書館の概要（香港・シンガポール） 

 A1 A2 A3 A4 A5 

香港科技 

大学 

香港大学 香港城市 

大学 

南洋理工 

大学 

シンガポール 

国立大学 

設立年(年) 1991 1912 1984 1955 1905 

学生数(人) 10,219 22,260 18,042 31,716 37,304 

留学生(人) 2,490 6,823 2,853 4,673(学部生) 11,518 

学部 4(6) 10 5(7) 5 11 

ランキング 40 22 110 58 28 

分館数 なし 6 1 6 6 

職員数(人) 92 228 110 105 137 

蔵書数(冊) 590,979 2,853,638 955,500 775,538 1,370,097 

雑誌 4,553 蔵書数に含まれる 2,690 48,938 50,756 
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e-book 178,872 2,903,232 200 万以上 264,935 205,278 

e-journal 28,363 43,102 71,700 雑誌に含まれる 33,919 

DB 335 687 370 210 152 

＊学生数等のデータは 2010/2011 年のもの(シンガポールの大学は 2011/2012 のデータ)。 

＊ランキングは，QS World University Rankings 2011/12 による。 

＊蔵書数等は 2011/12 のデータ。 

＊職員数にはサポートスタッフも含まれている。 

 

 

 

図 1 訪問先大学の立地場所（香港） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A3) 香港城市大学 

(A1) 香港科技大学 

(A2) 香港大学 

 
(A1) 香港科技大学 

Lee Shou Kee Library 

(A2) 香港大学 

Main Library 

(A3) 香港城市大学 

Run Run Shaw Library 
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図 2 訪問先大学の立地場所（シンガポール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A4) 南洋理工大学 

(A5) シンガポール国立大学 

(A4) 南洋理工大学 

Lee Wee Num Library 

 
(A4) 南洋理工大学 

Business Library 

(A5) シンガポール国立大学 

中央図書館 

 

(A5) シンガポール国立大学 

Hon Sui Sen Memorial Library 
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（B）オーストラリア 

現在，大学として設立されている高等教育機関は約40校であり，私立の専門学校やTAFE

（Technical and Further Education）と呼ばれる公立の専門学校がおよそ150校ある。 

オーストラリアにおける大学の特徴として，パートタイム学生の割合が全体の30％以上

と多いことや，留学生の受け入れに積極的で，特に中国，マレーシア，シンガポールなど

アジア地区からの受け入れが盛んであることが挙げられる。 

海外にキャンパスを設置して，現地で教育を提供するオフショア・プログラムの動きも

進んでいて，例えば，今回の訪問大学であるモナシュ大学では，マレーシアと南アフリカ

にキャンパスを持っている。 

以上のような背景からも，学生の教育に対するニーズは様々で，多様な学習支援や学習

環境が必要とされている。訪問先の図書館では，仕事や家庭を持つ学生のため講習会等に

参加しやすい日程を設けることや，オンラインでサービスを提供することを重要視してい

ることを伺うことができた。 

また，実際に図書館を訪問した際には，相対的な比較ではあるが，研究重視の傾向を持

つ大学と教育に力を入れる大学との印象の違いを受けた。研究大学への転換を目指す大学

もあり，大学が掲げる目標が，図書館の今後のあり方を方向付けると感じた。 

 

表 2 訪問先大学の概要（オーストラリア） 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 

 モナシュ大学 ディーキン大学 ビクトリア大学 マッコーリー大学 シドニー工科大学 シドニー大学

設立年(年) 1958 1974 1916 1964 1988 1850 

学生数(人) 62,550 39,606 45,000 31,286 23,158 49,020 

留学生(人) 22,291 8,507 11,800 10,691 4,630 11,000 

学部 10 4 5 4 7 16 

ランキング 60 401-450 - 211 268 38 

分館数 8 5 11 なし 2 12 

職員数(人) 259 131 150(student:20） 143 70 246 

蔵書数(冊) 3,248,123 1,390,000 300,000 [1,300,000] 870,000 5,200,000 

雑誌 11,825 91,058 13,000 11,504 80,000 6,260 

e-book 365,949 195,526 100,000 93,754 8,362 345,000 

e-journal 105,976 雑誌に含む - 67,000 37,000 85,000 

DB 1,140 400 393 250 300 - 

＊学生数等のデータは 2010～2011 年のもの。 

＊ランキングは QS World University Rankings 2011/12 による。 

＊蔵書数等は 2010～2011 年のデータ。 

＊シドニー大学：DB の総数不明とのこと。http://www.library.usyd.edu.au/databases/ を参照。 
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図 3 訪問先大学の立地場所（オーストラリア・メルボルン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B3) ビクトリア大学 

(B2) ディーキン大学 

(B1) モナシュ大学 

(B1) モナシュ大学 

Hargrave-Andrew Library 

 
(B2) ディーキン大学図書館 

（Melbourne Burwood キャンパス） 

(B3) ビクトリア大学図書館 

（Footscray Park キャンパス） 
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図 4 訪問先大学の立地場所（オーストラリア・シドニー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B5) シドニー工科大学 

(B6) シドニー大学 

(B4) マッコーリー大学 

(B4) マッコーリー大学図書館 

 

(B5) シドニー工科大学図書館 

(B6) シドニー大学 

 Fisher Library 

シドニー

(B6) シドニー大学 

 Law Library がある建物 
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インフォメーション・コモンズ 

4‐2 ラーニング・コモンズ 

各大学の施設・設備について，特にラーニング・コモンズのフロアプラン，機能，サー

ビス内容を中心に報告する。 

 

（A）香港・シンガポール 

 

(A1)香港科技大学 

■ラーニング・コモンズのコンセプト 

香港科技大学のラーニング・コモンズは，学生間でのグループワークが浸透してきたこ

とに加え，「図書館が学部卒業生に期待する学習成果目標」を改訂したことに対応するため

に，整備が決定した。予算は大学の特別プロジェクト基金に申請して確保したもので，追

加で予算が必要な際には再申請するなど，多大な労力を要したとのことである。 

ラーニング・コモンズは，エントランスの 1つ下の階の Lower Ground Floor 1 に設置さ

れている。館内にありながら図書館とは独立した空間として存在している点が特徴である。

例えば，図書館内での飲食は禁止されているが，ラーニング・コモンズ内の Refreshment Zone

だけは飲食が可能で，自動販売機も設置されていた。ラーニング・コモンズと図書館との

境目にはゲートを設け，ガラス張りにすることで図書館への音を遮断し，同時に空間の違

いを明確化していた。また，今回の改装によりラーニング・コモンズ独自の入口が設けら

れ，図書館を経由することなく直接ラーニング・コモンズに入ることができるようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，エントランスのある Ground Floor には，ラーニング・コモンズとは別にインフォ

メーション・コモンズが設置されており，利用者用 PC が多数用意されていた。この隣には

図書館職員やアシスタントが常駐するヘルプデスクがあり，情報の検索方法などをすぐに

質問できるよう配慮されている。 

ガラスで仕切られた 

ラーニング・コモンズの入口 
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図 1 香港科学大学図書館のラーニング・コモンズのフロアマップ 

 

■各ゾーンの機能 

[A] Open Study Area：話し合いながら勉強できる席が並ぶオープンスペース。固定式の机

と組合せ可能なキャスター付の机の 2 種類を用意。エントランス側にキャスター付の机，

内部の図書館入口側に固定式の机を配置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[B] Group Study Rooms（17 室）：テレビ，ブルーレイ

ディスク，持ち込みのノート PC などを映し出せるモニ

ター，LAN，コンセントを完備したグループ学習用の部

屋。部屋ごとにパーティションの色を変え，通路に螺旋

状の装飾を施すなど，デザイン性の高いものになってい

る。 

 

[B] Group Study Rooms 

[A ]Open Study Area
[C] Refreshment Zone 

[D] E-Learning Classroom 

[E] Tutorial Space 
[F] Creative Media Zone

総面積は1,800㎡ 座席数500席以上

PC80 台 

2012 年 2 月 1 日 グループ学習室等が

オープンしたが，一部工事中 

[G] Idea Corner
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[C] Refreshment Zone：軽食を取ったり，携帯電話での通話ができる，リラックスするた

めの空間。自動販売機（飲料・スナック菓子）も設置されており，学生に人気のスペース

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[D] E-Learning Classroom A・B 2 部屋）：PC（A は Mac，B は Windows）とプロジェクター

（各室 3 台）が設置されているセミナー等のための部屋。複数のプロジェクターが違う壁

面に向いているので，参加者は好きな方向に映し出される画像を見ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[E] Tutorial Space：パーティションで 3 つに仕切られた，個人指導用の部屋。パーティ

ションが可動式なため，取り外して一つの大きなセミナールームとしても使用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

A：Mac 用 

 

B：Windows 用 

14



 

[F] Creative Media Zone：本格的な設備を揃えたメディア空間。Publishing Technology 

Center（PTC）という，図書館と同じ Academic support unit に属するセクションの監修に

よって整備され，サポートも PTC が行っている。本格的なスタジオ，楽屋，編集室を完備

し，動画や音声の作成・編集・加工・視聴がここだけで行える。主に情報・メディア系の

学生が利用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[G] Idea Corner：タッチパネル式の PC を設置し，自由な議論を行えるスペース。グルー

プ学習室付近で，一区画だけ柱が邪魔をしてグループ学習室にできなかったスペースを活

用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港科技大学では“オープンポリシー”を大事にしていた。例えば，Tutorial Space は

予約することで優先的に利用ができる部屋だが，予約がない場合は誰でも自由に利用でき

るようにしている。 

 なお，現在改装中のラーニング・コモンズのエントランス付近に，職員が常駐するイン

フォメーションデスクが出来る予定である。 
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(A2)香港大学 

■ラーニング・コモンズのコンセプト 

Main Library の 3 階全部（総面積 2,800 ㎡）が巨大なラーニング・コモンズとなってい

た。香港大学では，ラーニング・コモンズではなく「ラーニング・コモンズ的空間（Learning 

Commons Style Facility）」と呼んでいた。ただし，ラーニング・コモンズを意識した施設

であることは間違いなく，Web サイト上ではラーニング・コモンズという呼び方も使用して

いる。「ラーニング・コモンズ的」と称しているのは，図書館の施設を図書館職員だけが単

独で管理運営を行っているからであり，アメリカ的なラーニング・コモンズの“いろいろ

な部署（例えば言語センターやキャリアサポート）の機能が集まった場所”という定義に

当てはまらないためとのことである。このような体制をとる理由として，単純に図書館の

面積がそれほど広くないため，また，柔軟なサービス体制を取れるためという説明があっ

た。 

なお，訪問時は建設中で，部分的にオープンしている状態だったが，その後，2012 年 4

月に全面オープンした。 

香港大学では，副館長からラーニング・コモンズ設置の経緯やコンセプトについて，次

のとおり，かなり詳細に説明を受けることができた。 

香港大学図書館は 1961 年に旧館，1991 年に新館が作られた。これらはいずれも「静かに

読む」「個人の学習」という古いスタイルに対応した作りになっていた。2012 年，新しいス

タイルを求める新しい世代に対応するために改装を行っている。 

改装の目的・ポイントは次の 5点である。 

①多様なニーズへの対応：大学では年間を通じてニーズが変わる。試験期間中と夏休み中

では利用者の目的が変わる。それらのニーズに応えて，活気のある場所を作り出すことが

必要。 

②大学の戦略的テーマに応える：学習支援が大学及び図書館のミッションである。学生の

学習経験を拡大し，環境を豊かにすることが求められている。 

③新しいカリキュラム及び Common Core Curriculum（香港大学で新しく制定した，学部学

生必須のカリキュラム。初年次の導入的な科目で，Scientific and Technological Literacy， 

Humanities，Global Issues，China: Culture，State and Society の 4 つの分野から成っ

ている）への対応：香港の大学では，3年制から 4年制への学制の改革を行っている。それ

に伴い，若い利用者が入ってくるようになり，言語教育，科学など 6 つの目的が出されて

いる。それをサポートすることが求められている。 

④学生や教員からのフィードバック：利用者から多数出されている要望に応えることが求

められている。 

⑤図書館内でのゾーニング：いろいろな目的を空間的に満たすためのゾーニングのデザイ

ンを考え，3階をラーニング・コモンズに改装することになった。デザインの仕様について
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は，教員も関わっている。“色は精神を反映する”という考えのもと，ゾーニングに当たっ

ては，配色にも配慮している。 

その他，このラーニング・コモンズの重要なコンセプトとして，コミュニケーションス

キルを育成するための空間となることが挙げられていた。 

 

■機能・各ゾーンの紹介 

ラーニング・コモンズは，異なるコンセプトを持つ 6つのゾーンからなっている。  

 

 

図 2 香港大学 Main Library のラーニング・コモンズのフロアマップ 

 

Zone A  
Study Zone  
(Quiet study zone) 

Zone B 
Collaboration Zone  
(Group discussion zone) 

Zone C  
Breakout Zone 
 (Socialization and 
relaxation zone) Zone D  

Technology Zone 

Zone E  
Multi-purpose Zone 
 (Inspiration and identity zone) 

Zone F 
Orientation Zone 
[Information Counter]
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[A] Study Zone：静かに勉強することを目的とした空間（54 席）。机・椅子を整然と並べず

に Z字型に配置しているのが特徴。そのことにより他人の目を気にしなくて済む。奥には，

キーボードのタイプ音すら禁止（PC 持ち込み禁止）の Deep Quiet Room が設置されている。 

 

[B] Collaboration Zone：フロアにある柱を中心に，組合せ可能な机と PC が並べられた協

調学習のための空間。周囲にはディスカッションルームが計 19 室設置されており，スマー

トボードやスクリーンを使用できるようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[C] Breakout Zone：バーテーブルや大型テレビを整備した休憩空間。このスペースでは飲

食も可能で，自動販売機も設置されている。壁や床は暖色系の色合いとなっており，疲れ

たときにゆったりくつろげるスペースとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deep Quiet Room 
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[D] Technology Zone：いわゆるインフォメーション・コモンズ。利用が非常に多いため，

PC と机は予約制を取っている（1セッション 30 分で 1日に 4セッションまで予約可。ただ

し，後に予約がなければ，使い続けることが可能）。静粛空間ではない。  

    

 

 

 

 

 

 

 

[E] Multi-purpose Zone：可動式のパーティションとプロジェクター5台が設置された多目

的空間。学習だけではなく展示等にも使える。プロジェクターは許可を得たプレゼンタ―

や講演者のみ利用可能である。学生が利用したい場合はコーディネーターを通して申し込

みできるが，基本的には Collaboration Zone の個別ディスカッションルームのプロジェク

ターを使用するように促している。試験期間中には学習スペースとしても利用できるよう

にする予定で，文字通り，多様な目的に対応した空間と言える。 

 

[F] Information Counter：専任のスタッフが通常 3人常駐し，各種質問に応対してくれる

窓口。 

 

 

 

 

 

 

 

■その他 

 新しいフロアについて学生からの意見を聞くために，アンケートを実施した。なかには，

座席数が十分でない，照明が明るすぎるなどの苦情も寄せられているようだ。 

この図書館内のラーニング・コモンズ以外に，副学長の管轄による，2.5 フロアを使った

総面積 6,000 ㎡のさらに大規模なラーニング・コモンズの建設予定がある。ただし，図書

館はこの件に関してタッチしていない。このラーニング・コモンズの完成後は，図書館と

は違う視点から作られたラーニング・コモンズとして注目されるだろう。 

 

座席予約用 PC 
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(A3)香港城市大学 

■ラーニング・コモンズのコンセプト 

香港城市大学の図書館職員は，近年の学生の学び方に変化を感じている。具体的には，

教員に対して積極的に指導を仰いだり，静かな空間よりインタラクティブな空間を求める

学生が増えたと認識していた。そういった学びの変化に対応するために，図書館では 2007

年から段階的に改修を行い，図書館全体のリニューアルを行った。 

香港城市大学では，ラーニング・コモンズをエリアとして独立したものではなく，コン

セプトとしてとらえていた。大学図書館全体の中にそのコンセプトを埋め込み，「図書館全

体がラーニング・コモンズ」となっている点が特徴だった。図書館改修の際の方針にも「ス

テレオタイプな開架図書館からラーニング・コモンズへ」と明記されていた。 

図書館は，平面的に広がったワンフロア（面積は「サッカー場 2面分ぐらい」とのこと）

で，改修を担当したコンサルタントのアイデアを含め，次のような点に基づいて空間の再

配分を行った。 

 焦点になる目を引く施設・設備を，およそ 50m 間隔で配置するよう設計し，学生が館

内を移動すると常に何らかの刺激を得られるようにする。 

 改修前は窓際席に人気が集中していたことの反省から，全席が魅力的に映るよう工夫

する。 

 利用頻度の低い図書（5年以上経っている科学系の本，特別コレクション等）を移動し，

学習空間を増やす。 

 分散していたオフィスを一箇所に集中させる。 

 静粛空間を建物の縁辺に移動する。 

 空間設計にあたっては，まず図書館職員から出た要望や問題点などをまとめたマスター

プランを作成し，それをコンサルタント（台湾の図書館設計で実績のある人）に提示する

形を取った。その後，教員と学生に対して，空間の使い方やマネジメントを説明するため

にフォーラムを開き，意見を募っている。その際に上がった要望によって，図書館職員と

フォーラム参加者の双方が改めて図書館空間の再編成の必要性を認識したということであ

る。 

なお，新しいフロアはすでに全面オープンしたが，既に今後の増築計画もあり，下の階

に新たな図書館エリアを作る予定とのことである。 
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図 3 香港城市大学 Run Run Shaw Library のフロアマップ 

 

■機能・各ゾーンの紹介 

[A] The Oval：図書館のほぼ中央部に位置する，その名の通り，円形構造のインフォメー

ション・コモンズ的なエリア。すべての席を魅力的にというコンセプトの一端が見えるエ

リアとなっている。隣接してレファレンス及び IT ヘルプデスクがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[B] Library Lounge：ガラスで区切られた休憩スポッ

ト。雑談をしていても音が外に漏れることがない。家

具もカフェのような仕様で，リラックスできる空間と

なっている。 

 

 

[A] The Oval 

[B] Library Lounge 

[C]Media Area 
[D] Semi-Closed Area 

[E] Mini Theatre 

[F] Humanities Academy
 (人文學堂) 

Reference / IT help

[E] Exhibition
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[C] Media Area：DVD などの AV 資料が配架されたエリア。 

 

 

 

 

 

[D] Semi-Closed Area：大学の講義関連資料が置かれている

エリア。 

 

 

 

 

 

[E] Mini Theatre：通常の映画館と同じ機材が使用されてい

る小さな映画館（定員 12 名）。主にクリエイティブメディア

を学ぶ学生が使用しているが，図書館主催の音楽・映画鑑賞

会も定期的に行っている。 

 

 

[F] Humanities Academy：学生が多様な文化に触れることを目的にデザインされたエリア。

セミナールーム，ディスカッションルーム，General Education Room（2 部屋）から構成さ

れている。ディスカッションルームにはマルチメディア関係の機器が一通り揃っている。

セミナールームとディスカッションルームは中国風，General Education Room はそれぞれ

韓国様式・ペルシャ様式の部屋となっており，空間そのものも資料といえる作りとなって

いる。 

  

 

 

 

 

[G] Exhibition：エントランスを抜けた先には，展示スペース

が広がっている。ここは元々書架が並ぶ空間だったが，学生同

士の話し声により入口周辺が騒がしくなってしまい，図書館職

員は対応に苦慮していた。そこで，この場を展示スペースに変

更して静かな空間を意識付けたところ，学生は静かに図書館に

入るようになったとのことである。 
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(A4)南洋理工大学 

■ラーニング・コモンズのコンセプト 

南洋理工大学には Lee Wee Num Library（本館）の Level2（エントランスの下の階）と，

Business Library の B3（Basement3：4 階建ての上から 3番目の階）にラーニング・コモン

ズが設置されていた。この大学では，図書館長からラーニング・コモンズ設置のコンセプ

トについての説明があり，次の 4点が挙げられた。 

① Collaborative learning 

② Hi-Tech support 

③ Creation & publication 

④ Learning assistance 

ラーニング・コモンズは協調学習に貢献し，学生の求める多様な学習スタイルに応える

ために必要とのことだった。また，ラーニング・コモンズ設置については，香港では政府

の予算で設置しているが，シンガポールの大学は政府から独立しているので，大学自体で

決めることができ，通常の予算＋寄付金で行ったとのことである。 

 

 

■機能・各ゾーンの紹介（Lee Wee Num Library） 

本館のラーニング・コモンズは 5つの設備から構成されている。 

 

図 4‐1 南洋理工大学 Lee Wee Num Library のラーニング・コモンズのフロアマップ 

 

 

 

 

[E] Digital Newspapers 

[A] Learning Pods

[C] Recording Room 

[B] Multimonitor 

and Touchscreen 

PC Workstations 

[D] Video Wall
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[A] Learning Pods（6 部屋）：協調学習用の部屋。6部屋のうち 3部屋は液晶ディスプレイ

モニター，他の 3 部屋はスマートボードを備え付けている。また，各部屋にはデザイン性

に優れたホワイトボードも設置されている。Learning Pods は大変好評で，訪問時は 6部屋

全てが利用されており，持ち込んだノート PC をモニターに写して議論をしたり，スマート

ボードを用いて図形を描写しあったり，思い思いのスタイルで創造的な議論を繰り広げて

いた。 

 

 

 

 

 

 

 

[B] Multimonitor and Touchscreen PC Workstations：マルチディスプレイのパソコンを

整備した空間。1 台のパソコンにつき 2～3 台のディスプレイと，それを活かせる広めの机

を用意している。このスペースも Learning Pods 同様活発に利用されており，学生は，話

し合いながら，複雑なタスクを同時並行的にこなしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 隣接して IT ヘルプデスクも設置されている。その他，ラーニング・コモンズに限らず，

次の写真のとおり，館内には非常に多くの PC が設置されている。 
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[C] Recording Room：ビデオ撮影やプレゼンの練習ができるスタジオ風の空間。プレゼン

の際にはその様子と背後で写すプレゼンの資料を別に撮影することができる。また，撮影

する映像の背景を自由に変えることができる等，動画編集のための設備が備わっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[D] Video Wall：46 型モニター4 台分の巨大なディスプレイの周囲に気軽に談笑するため

の円形のソファが置かれた空間。ディスプレイには主に図書館の広報が流されている。音

声も流すことができるが，指向型スピーカーのため，音は漏れないようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[E] Digital Newspapers：新聞を読むことができる大型のディスプレイ。スマートフォン

のようなタッチ感覚でページ移動や拡大が可能となっている。 
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Discussion Pods 

■機能・各ゾーンの紹介（Business Library） 

Business Library のラーニング・コモンズは 2011 年にオープンしたもので，本館のラー

ニング・コモンズにはない設備として，Mini cinema が設置されていた。 

 
図 4‐2 南洋理工大学 Business Library のラーニング・コモンズのフロアマップ 

 

[F] Mini cinema：20 人程度まで収容できる動画鑑賞用の部屋。内装にもこだわっており，

照明を切り替えることでプラネタリウムのような景色に様変わりする。ソファも可動式で

かなり上質の物を採用していた。完全防音で，グループ学習の際の息抜きにも使える空間

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 その他，本館同様，次のようなスペースがあった。 

 

 

 

 

 

 

[F] Mini Cinema 

 

Business Library のラーニング・コモンズ 

 
Board Room（企業の会議室をイメージ） 
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(A5)シンガポール国立大学 

■図書館設備 

今回訪問した大学の中で唯一，ラーニング・コモンズを持たない図書館であった。しか

し，インフォメーション・コモンズ，飲食可能なラウンジ，ディスカッションルーム，マ

ルチメディアルーム，トレーニングルームなどがあり，今回訪問した他の大学がラーニン

グ・コモンズとして私たちに紹介してくれたものと通じる機能を持っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館内の廊下は非常に広く，「家のような雰囲気」があり，館内の至る所で床に座って議論

をする光景も見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

レファレンスカウンター トレーニングルーム 

自動販売機のあるラウンジ 入口付近のインフォメーション・コモンズ 
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図 5‐1 シンガポール国立大学 Central Library の 3D マップ（Level4） 

 

 

図 5‐2 シンガポール国立大学 Central Library の 3D マップ（Level6） 

 

 ビジネス・ライブラリーである Hon Sui Sen Memorial Library にもラーニング・コモン

ズはなかったが，ディスカッションルーム 11 部屋，トレーニングルーム，ラウンジが設け

られていた。 

 

■サポート 

 Central Library のインフォメーション・コモンズ内のデスクには学生が座り，PC 関連

の質問等に応えていた。この学生を雇うお金は学生の組合から出ている。 

 

トレーニングルームやディス

カッションルームのある階 

入口やインフォメーショ

ン・コモンズのある階 
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（B）オーストラリア 

 

(B1)モナシュ大学 

■ラーニング・コモンズのコンセプト 

多様化する利用者ニーズ，変化する教育・学習スタイルに対応するため，2004 年に改修

計画が始まり，最初に着工された Hargrave-Andrew Library は，2006 年 2 月に改修が完了

した。工学，科学，情報技術，医学，看護，健康科学にわたる分野の図書館である。 

ラーニング・コモンズとしての概念，また名称としての特定の場所があるわけではなく，

新たなフロアプランは，図書館が改善のために取り組んできた改修や設備更新の変遷の一

環であると捉えている。計画開始当初のデザインプランは，今では新しいものではなくな

り，今後も改善のための改修等を行うたびに，コンセプトは変化していくものとしている。 

グループワークを重要視する傾向は，ここ 15 年くらいのことであり，それが従来とは異

なるラーニングスタイル空間を構成していったと考えられる。 

学習スタイルには，文化的な要素も影響している。オーストラリアの大学では，西洋的

な教え方であるグループワークを重要視する傾向があり，カリキュラムでもリーダーシッ

プについて教えている。一方，マレーシアにあるキャンパスでは，伝統的な講義形式が多

いが，近年では学生同士が学びあう協同学習も重要視されてきている。 

改修計画は図書館が始めたプロジェクトであり，大学へ予算を要求し，受け入れられた

（IT サービス系のセクション，各キャンパスのマネージャーが関与）。最初の 2年間は大学

の予算，その後は図書館の予算で改修している。 

改修や設備の追加・更新に関しては，学生や教職員から，おおむね良い評価を得ている。

また，どれだけの空間を学生たちに開放するか，グループワークの場所と静かな場所のバ

ランスは，変わらず続く問題としてある。今後，8館のうち 2館を改修する計画が進んでい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level1: エントランス 図書館の外観 
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図 6 モナシュ大学 Hargrave-Andrew Library のフロアマップ 

 

Group study room 

Training room 

Computer workstations 

Adaptive technology room 

Information desk 

Learning skills drop-in 

Computer workstations 

Training room 
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インフォメーションデスク 

 

メディアスケープ 

 

トレーニングルーム 

 

■機能・各ゾーンの紹介 

図書館の総面積は 36,348 ㎡。カーペットや柱などを赤や緑に色分けして，職員がいる場

所，コピー機の場所，検索端末の場所などを分かりやすくしている。また，書架の配置に

より，グループ学習のスペースと静謐な場所を区切るようにしている。書架は音を遮るサ

イレントバリアとしての役割を果たしている。 

広い窓側のスペースは話をして良い場所で，備付け PC の要求も高い。 

トレーニングルームは，図書館の講義（検索の仕方など）で使用していない場合は，学

生が自由に使うことができる。 

グループスタディルームは，授業期間中は主に授業で使われているが，それ以外ならば

予約して使用できる。1年生や理学部の学生がよく利用していて，理学部では場所確保のた

め，いくつかの建物（理学部棟）でグループスタディルームへの転換案も出ている。工学・

情報学部の学生は，グループスタディルームを使用して，プロジェクターでプレゼンテー

ションの練習をしている。 

メディアスケープには，備付け PC が 2台あり，自分のノート PC もつなぐことができる。

2つのスクリーンを使用でき，グループで行う課題やプロジェクトの準備などによく利用さ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インフォメーションデスクは小さいものを使用し，利用者との距離を縮めて，質問しや

すい雰囲気を作っている。 
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予約・取り寄せ図書 

■その他 

 貸出中図書の予約や取り寄せをした資料は，貸出ができる状態で 7 日間書架に配架す

る。氏名が書かれた用紙を資料に挟んでおき，期間内に利用者が自分で貸出手続きを

行う。利用者自身で借りるようにして半年ほど経つが，問題は起こっていない。 

 指定図書は，自動貸出装置で館内貸出の手続きを行う。利用時間は 2～3 時間である。

テキストは電子化されているので，貸出頻度は減ってきている。 

 入口付近に展示されている広島をモチーフにした美術作品には賛否があるが，教育の

場として継続して飾っている。また，館内には，工学・医学系の図書館に合った絵画

や写真を展示している。 
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キャンパスの真ん中に Library 

(B2)ディーキン大学 

■ラーニング・コモンズのコンセプト 

「ラーニング・コモンズ」として特定の場所はなく，図書館全体が「学生の場所」とい

う意識を持っている。学生と関わる図書館，学生に使ってもらえる場所にしたいという気

持ちが強く，コンセプトを言うなら，図書館を大学の中心エリア，学生の集まる所“ハブ

（HUB）”にしたいと考えている。 

入口階（Level2）のフロアを 2 年前に改装後，入館者数が 30％増加し，学生が集まるよ

うになった。今後，Level3，Level1 と順次改修を計画している。2014 年に改修が完了し，

新しいフロアになる予定である。 

館内には学生が自由な使い方をできる場所があり，ノート PC を持ってきて作業したり，

ソファを並べてリラックスしたりといった様子を見ることができる。 

また，音を遮断することは難しい問題だが，会話ができるエリアと静寂なエリアを設け

ることに力を入れている。 

学生数が増えて，大学内で使える場所が狭くなってしまったため，今後の課題は，オン

ラインを充実させ，オンラインで図書館を利用できるようにするとのことであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■機能・各ゾーンの紹介 

貸出返却サービスは入口の一つのカウンターに集中させている。備付けの PC もあるが，

様々な学習スタイルに対応するため，ノート PC の貸し出しも行っている。ノート PC を使

用して，ソファや床などで作業をする学生もいる。全館で無線 LAN が使用できる。 

 学生がリラックスできるようにクッションを置いたり，照明の明暗をつけたりと居心地

のよい空間作りを意識している。少し照明を落として暗くすると学生の気持ちを静かにす

る効果がある。プラズマディスプレイでは，図書館の情報を発信して，学生とのコミュニ

ケーションを図っている。 

 PC エリアやソファのエリアなど様々なエリアを作っているのは学生に自由に使ってもら

うためである。ソファは自由に動かすことができ，ビーズクッションは学生に人気がある。

また，館内でも飲食可能としている。 

PC エリア 
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空間を自由に活用 

 閲覧席を書架の真ん中に置いて雑音を遮断すると，そこは自然と静かな学習空間になる。 

 同じ課題をする学生が一緒に活動してもらうグループワークを目的とした空間でも，実

際にはいろいろな使い方をしている。想定した目的やコンセプトがあったとしても，学生

がその通り利用しなくてもよいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Melbourne Burwood Campus の各フロア案内は下記 Web サイトを参照。 

http://www.deakin.edu.au/library/services/hourslocation/burwood.php 

 

[Level1]：請求記号 000-699 の図書を配架。 

 

[Level2]：エントランスフロア。指定図書，請求記号 700-999 の図書を配架。サービスカ

ウンター，2 室のトレーニングルーム（ITSD Computer Laboratory），備え付け PC エリア，

ギャラリースペース，Tech Zone。 

リザーブコーナーでは，教員や学生が予約している図書を取り置き，館内でのみ利用し

ている。自動貸出装置で館内貸出を行っている。 

最新のフィクションのコーナーには，アカデミックな図書は置いていない。最新図書を

揃えて学生の目のつくところに置いている。 

トレーニングルームは，学期の始まりの 1週間（2月と 7月）は図書館のオリエンテーシ

ョンで使っている。職員がそのようなワークショップなどを開催する他は学生が自由に使

用できる。プロジェクターで映像を投影できるよう白い壁になっており，室内の照明はや

や暗めにしている。グループでプロジェクトの討議などもできる場所である。 

 

 

 

 

 

 

 

人気のビーズクッション 

トレーニングルーム 

（ITSD Computer Laboratory） 
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アートギャラリーの展示作品 

Level3: Quiet Study Area 

アートギャラリーでは，学生に図書館に興味を持ってもらうため，アート系の学部学生

の作品を１か月に 2 回，内容を変えて展示する。学生の反応は非常に良く，近隣の住民も

来館し，とても良い評価を得ている。また，留学生のイベント（書道や民族ダンスなど）

も積極的に行っている。 

Tech Zone では，手に取って学生に実体験してもらうための新製品が置かれている。iPad

は学部のプロジェクトで使うことになり，図書館でいくつか購入する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Level3]：主に法学関係の資料を配架。大学院生のスタディルーム，個人の学習スペース，

グループスタディルーム。 

 Level3 は Quiet Study Area としている。グループスタディルームは 5～6 人で使うこと

ができる。リサーチの必要がある大学院生は個人で作業するための個室を用意している。

個室の数に限りがあるので，利用を希望する大学院生を各学部で絞り込んで貸し出す仕組

みにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

■その他 

 学生カード（図書館カード）に機械でお金をチャージでき，館内のコピー機等が使え

る。 

 ディーキン大学では「eduroam（エデュローム: 国際学術無線 LAN のローミング基盤）」

に参加している。共通のシステムを導入している大学内であれば，教職員や学生は所

属機関が発行したユーザーID を使って無線 LAN を使用できる。例えば，iPad や iPhone

等で他大学からもインターネットをつなぐことができる。 

 
Library Tech Zone 
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(B3)ビクトリア大学 

■ラーニング・コモンズのコンセプト 

“学生を中心”と“図書館であらゆるサービスを提供することが出来る”ことをラーニ

ング・コモンズのコンセプトとして，2006 年に City Flinders キャンパスに設置。引き続

き 2007 年に St Albans と Werribee キャンパスにラーニング・コモンズが設置された。そ

して大学のプロジェクトの一つとして 2010 年に Footscray Park キャンパスに複合的な機

能を備えたラーニング・コモンズが設置された。 

このラーニング・コモンズでは，教育を総合的に支援することを目的としており，学習

支援・IT 支援・キャリア支援・留学生支援などが行われている。ラーニング・コモンズが

設置された背景としては，自由な交流が可能な場として，カフェなどを併設したグループ

学習や PC を備えた空間が必要とされていることが挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT Help 

Information/Service Desk 
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図 7 ビクトリア大学 Footscray Park キャンパス 図書館のフロアマップ 

 

 

■機能・各ゾーンの紹介 

[Level1]：PC エリア，Group Study Room，Reading Room Cafe 

各種のグループ学習用の部屋が備えられている。ビジネス系を専攻している学生向けに

オフィスをイメージした部屋もある。学生の自由な交流を促す空間として，カフェが併設

されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
カフェのラウンジ オフィスをイメージした部屋 

Private Study Rooms
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[Level2]：Group Study Area，International Student Area，Career Support Room，

Collaboration Room，Cafe，Student Rover のカウンター 

図書館の入館ゲートがあるフロアで，多くの学習スペースが設けられている。グループ

学習用のエリアと，PC エリアがあり，さらに留学生向けのエリア（PC 4 台設置）も併設さ

れている。また，キャリア支援の部屋もあり，受付カウンターも置かれている。ライティ

ングや数学のサポートを行う部屋もある。こちらは，学生や他の学習支援部門のスタッフ

が担当している。 

“スチューデント・ローバー（Student Rover）”と呼ばれる学生の学習支援スタッフも

おり，資料の配架場所などの簡単な問い合わせに対応している。 

 

 

 

[Level3]：Quiet Study Area，Collaboration Room 

学生の学習スペースと，PC を併設したグループ学習向けの部屋が設けられている。 

 

[Level4]：Quiet Study Area，Private Study Room 

大学院生向けの学習用の部屋が設けられている。この部屋にはキッチンも付いており，食

べ物も持ち込み可となっている。また学習相談も行われており，“メンター（Mentor）”と

呼ばれるスタッフが院生の学習相談などに対応している。 

 
キャリア支援のカウンター 学習支援（数学などの相談）

を行っている部屋 

Student Rover のカウンター 

大学院生向けの学習室 

 
大学院生向けの学習室 
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(B4)マッコーリー大学 

■ラーニング・コモンズのコンセプト 

2011 年 8 月に新館が完成。世界トップ 200，オーストラリアトップ 8 の研究中心大学を

目指すという大学の目標達成のために建設された。新館は，大学の構内に入ってすぐの大

学の顔となる場所に作られている。新しい図書館は学習空間の提供に重点が置かれている。

「人」・「光」・「つながり」というコンセプトで空間設計が行われている。館内の設備は持

続可能なものが意識され，熱や光の調整ができるブラインド，リサイクル可能な家具，ト

イレでは再利用の水が使用されている。オーストラリア初導入の自動書庫があるため，ス

ペースを有効活用することができる。 

「ラーニング・コモンズ」とは呼ばず，「スタディ・スペース」と呼んでいる。スタディ・

スペースは学生が自由に学習できる空間となっており，警備員のみで，スタッフは常駐し

ていない。学生の自主性に重点をおいた空間作りが行われている。家具などはなるべくフ

レキシブルなものを置くようにしている。固定すると，10 年後に学習スタイルが変化した

ときに動かせないためである。座席数は，2011 年 8 月のオープン時には 2,500 席で，最大

3,000 席を提供予定。学生の多様な学習スタイルに合わせて，さまざまなタイプの机と椅子

を置いている。PC は 200 台設置されている。 

図書館で大切なのは，学生が自分たちで行動する（本を探す，借りる）ことであり，ス

タッフは質問に答えるが，学生が自分たちでやることが大切というスタンスでサービスを

行っている。学生の意見は重要なので，館内に質問用紙を置いている（週に 2 回，回収）。

学生の評価はよく，かなり満足して利用している。ただ，スペースの問題はないが，うる

さいという苦情はある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Study Space 
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Study Space 

Study Space 

Postgraduate Study 
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図 8 マッコーリー大学図書館のフロアマップ 

 

Study Space 

Training Room 

Higher Degree Research Space 
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館内の様子 館内の様子 

 
ラーニング・ヘルプ・デスク 

■機能・各ゾーンの紹介 

[Level1]：書架（Collection K-Z），Study Space，プレゼンテーション室 

グループ学習ができるプレゼンテーション室は 16 室あり，ドアはなく仕切りのみだが，

音はそれほど漏れない。ドアがないのは学生の自主規制を促すため。予約制だが，空いて

いれば利用可能。グループ学習のほか，プレゼンの練習もできる。身障者用の部屋も備え

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

[Level2]：書架（Collection A-J），Study Space，Reserve Collection 

図書館エントランスのあるフロア。エントランス前にカフェを併設。エントランスのデ

スクは可動式で，新学期の 1～2週間ほど設置される。Reserve Collection は講義などに使

われる使用頻度が高い図書が置かれており，1人 3時間までの貸出となっている。ガラスの

壁になっている部屋がいくつかあるのは，学生が人から見られる環境で自分自身を管理で

きるようにするためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

エントランスにあるラーニング・ヘルプ・デスク（Learning help desk）は他の部署の

管轄。ラーニングサポートコースの紹介などを行っている。図書館は場所を提供している。 

Level1・2 はほぼ同じレイアウト。階ごとに色分けしている。 

 
プレゼンテーション室 

 
プレゼンテーション室 

 

エントランス前のカフェ 

Study Space 

 

エントランスのデスク Reserve Collection 
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Level3～5 は別の入口があり，図書館の資料はそのまま持ち込めない。将来的な図書館の

時間外利用に対応。 

 

[Level3]：Study Space，Postgraduate Study Room 

スタディ・スペースのほか院生用の学習室などがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Level4]：Study Space，Training Room 

スタディ・スペースのほかトレーニングルームなどがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Level5]：Study Space，Higher Degree Research Space 

 

 

 

 

 

館内の様子 

トレーニングルーム 

 

スタディ・スペース トレーニングルーム 

 
館内の様子 

Postgraduate Study Room 

 

Postgraduate 

Study Room 
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(B5)シドニー工科大学 

■ラーニング・コモンズのコンセプト 

一般（学生や教員など）向けの概念としてラーニング・コモンズという言葉は使用して

いないが，職員の間ではラーニング・コモンズは“グループ学習の場”として認識してい

る。さまざまな学習を可能にする場所であり，フレキシビリティ（家具などの配置なども

含めて）を重視している。“sticky-campus”（つながれたキャンパス。キャンパス間を結び

付け，学生間の交流や情報共有を進める）として，学生が一緒に過ごすことが出来る空間

を作ることを目指している。 

 

Level2 

 

Level3 

 

Training room 

Research Help Desk 

Create Space Room 

Group Study Rooms 
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Level4 

 

 

 

Level5 

 

 

図 9 シドニー工科大学図書館のフロアマップ 

International Cultural 

 & News Centre 

Collaborative  

Learning Centre 

Silent Study Room 

Presentation Practice Room 

Silent Study Room 

Presentation Practice Room 
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■機能・各ゾーンの紹介 

[Level2]：Research Help Desk，Training Room，Group Study Area 

図書館の入館ゲートがあり，学生が自由に学習できる空間が作られている（クッション

や動かせる椅子などが置かれている）。Research Help Desk では，一般的な学習に関する相

談を受け付けている（担当は他の学習支援部門のスタッフ）。 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

[Level3]：Group Study Room，Create Space Room 

グループで使用可能な部屋と，自由な発想を生み出すために作られた部屋がある。Create 

Space Room では，予約制で使用可能なプロジェクターなどの機器のほかに，壁がホワイト

ボードになっている。 

 

[Level4]：Presentation Practice Room，Collaborative Learning Room，Silent Study Room 

個人用の学習スペースのほかに，PC を併設した学習支援向けの部屋，プレゼンテーショ

ン用の部屋が設けられている。 

 

[Level5]：Presentation Practice Room，Group Study Room，Silent Study Room 

個人用の学習スペースのほかに，グループ学習向けの部屋，プレゼンテーション用の部

屋が設けられている。 

 

床置きのクッション 
 

可動式の椅子 Research Help Desk のサイン 

グループ学習室 

 

Create Space Room ホワイトボード（壁） 
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(B6)シドニー大学 

■ラーニング・コモンズのコンセプト 

シドニー大学に 12 ある図書館の中で最も大きい Fisher Library は，現在，改修工事中

である。改修後の新しい Fisher Library のもとで，さまざまなサービスを統合し，提供で

きるようにしたいと考えている。学生がするであろう質問を予想して，事前に準備してお

くことが大切であるとしている。「ラーニング・コモンズ」とは，場所があって，サービス

や情報があるものであり，何が分からないかが分からない状態でも，そこで分かるように

なるものであると捉えている。「not space，“service”」をコンセプトに図書館の空間作り

を行っている。 

2008 年に SciTech Library，2009 年には Law Library がオープンし，新しい環境のもと

でサービスが行われている。 

 

■機能・各ゾーンの紹介 

①Fisher Library 

現在，Fisher Library 改修プロジェクトに基づいて改修中。改修の概要とフロアプラン

は下記 Web サイトを参照。 

「The Fisher Library Renovation Project」 Floor plans(Indicative plan only) 

http://sydney.edu.au/library/about/fisher-dev/downloads/renovation/floor-plans.p

df 

[Level1]：Rare Books and Special Collections 

[Level2]：Group Learning Zone 

[Level3]：High demand and 24hr zone 

[Level4]：Quiet Zone 

 

②East Asian Collection （Fisher Library） 

日本文学が充実。中国語の図書は増加傾向にある。日本語，中国語，韓国語対応の PC が

設置されている。 

 

③Law Library 

2009 年 2 月オープン。5,000 ㎡。2階分を超えるフロアスペース。オーストラリアで最高

の法律コレクションを所蔵している。多様な閲覧室を備えており，個人の学習席，グルー

プ机，Group Discussion Room，Training Room などがある。また，光の塔の形をした特徴

的な閲覧室（Turnbull Foundation Reading Room）がある。Fisher Library との連絡通路

ができる予定である。 
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図 10 シドニー大学 Law Library のフロアマップ 

Training Room 

Group Discussion Room 

Group Discussion Room 

Turnbull Foundation Reading Room 
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④SciTech Library 

2008 年 7 月オープン。4,500 ㎡。シドニー大学の図書館の中で，それまでとは全く異な

る環境を提供。テクノロジーに重点をおいた学生中心のスペースとしてデザインされた。

個人学習とグループ学習の場がミックスされている。直接書くことのできる壁や机がある。

学生たちがお互いに学んだり教えあったりするための様々な方法に合うような多様な学習

の場を提供している。 

館内に階段状にフロアが設けられている。机や椅子，さらに書架などもとてもカラフル

なものを設置している。机は様々な高さのもの，移動可能なものがあり，学生が自由に動

かして使用できる。Quiet Study Area もある。 

 

  ※SciTech Library の各フロア案内は下記 Web サイトを参照。 

    http://www.library.usyd.edu.au/libraries/scitech/gallery/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Law Library 館内の様子 Law Library 館内の様子 

 
Turnbull Foundation Reading Room 

 

SciTech Library 館内の様子 SciTech Library 
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4‐3 学習支援 

ここでは，各大学が取り組んでいる学習支援の内容について報告する，なお，今回の調

査の課題・目的となっている「留学生支援」及び「図書館職員の職務と役割」についても，

学習支援と関連が大きいので，この部分で別項を設け，併せて報告する。 

 

（A）香港・シンガポール 

■学習支援 

（1）全体的傾向 

各館ともサービスを展開する上で学習支援を強く意識しており，全ての大学で多様なメ

ニューを用意して学生をサポートしていた。 

図書館における学習支援の意義について，例えば香港大学では，「図書館が学習を支援し

ないと学生が来なくなる。大学の中で生き残り，発展していくためには，学生のニーズに

応えることが重要である」としており，学生目線での支援の大切さを強調していた。また，

学生を採用する企業側から「近年の香港の大学生にはコミュニケーション能力に欠ける学

生（“Stay home & Computer”と表現）が多い」という指摘があったことを受け， 対面で

議論を行う PBL（Problem Based Learning：問題解決型学習）を「就職力」に役立てるため

に重視しているという考えも聞くことができた。  

各館とも特に館内で行う講習会等に力を入れており，学生の学習意欲を刺激していた。

中には学生に限らず，教職員に対しても講習を行っている図書館もあった。これらのサー

ビスは，サブジェクト・ライブラリアンなど専門知識を持つ図書館職員により行われてい

る。南洋理工大学の図書館長は，「情報リテラシー教育はサブジェクト・ライブラリアンの

仕事」と，専門性あっての学習支援であることを強調していた。また，彼らはレファレン

ス・サービスに従事する場面も多く，高度な知識を要する質問に対応していた。 

その他，各館とも図書館 Web サイト上の学習支援コンテンツが充実していた。日本の大

学図書館の場合，Web 上での学習支援は各種電子資料へのアクセス方法などにとどまること

も多いが，香港・シンガポールの図書館ではそれらに加え，情報の扱い方に関連したあら

ゆるノウハウを，図書館 Web サイト上に集約している印象を受けた。例えば，OPAC 検索の

テクニックや主題別資料の調べ方，EndNote などのソフトウェアの有効活用法など，“どの

ように”情報を検索・収集・管理すべきか，Web 上で調べ，学ぶことができる。さらに，そ

れらの内容を効果的に学べるようにコンテンツが工夫されているのも特徴で，オンライン

ガイドやチュートリアル，FAQ や Web 授業などの方法で提供されていた。 
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（2）図書館が行う学習支援・情報リテラシー教育の内容 

①講習会関連 

どの大学も，図書館の使い方を教えるオリエンテーション，情報の探し方や分野ごとの

情報源等を教えるクラス，各種データベースやソフトウェアの利用方法についての講習等

を非常に活発に行っていた。講習の内容は情報のインプットに関する内容が中心で，レポ

ートライティング等のアウトプットを扱うものはわずかだった。いくつかの大学では，学

生だけでなく，教職員を対象にしたセミナーも行っていた。  

講師は，レファレンスや蔵書構築担当のライブラリアンやサブジェクト・ライブラリア

ンが担当していた。南洋理工大学では新しく取り入れたデータベースについてもベンダー

が直接利用者を指導するのではなく，ベンダーから講習を受けた図書館職員が利用者への

指導を担当していた。 

指導方法は，講義形式から実習を含むものまで様々であった。その他，各大学において

次のようなスタイルで実施していた。 

 

(A1)香港科技大学 

実習を含む授業を新装のラーニング・コモンズ内の E-Learning Classroom で実施してい

た。教室に出向いて講義を行う場合もある。学生はオンライン上で予約申込を行うことが

できる。 

 

(A2)香港大学 

図書館入口横の E-Learning Lab（46 席，PC あり）で実施している。授業はレファレンス

担当のライブラリアンが担当している。また，セミナー終了後にアンケートをとっていた。 

 

 

 

 

 

香港科技大学のワークショップスケジュール

 

ラーニング・コモンズ完成前に 

講習会等で使用していた部屋 
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(A3)香港城市大学 

学んだことを定着させるために実践形式をとったり，セミナー後にアンケートを行うな

ど，学生の理解度を重要視していた。また，教室に出向いて講義を行う場合もあった。 

 

(A4)南洋理工大学 

年間 411 ものクラスを開講し，延べ 9,904 人が参加していた。 

図書館の建物の外にインストラクショナル・コモンズ（Library Instructional Commons）

という図書館主催のワークショップやセミナーを実施するための施設がある。2009 年に完

成したこの施設は，プロジェクターを 3台備えた大きなセミナー室（部屋名：Alexandria）

と小さな会議室が 2部屋（部屋名：Dewey，Ranganathan)。この 2つの会議室を隔てる壁は

可動式なので，一つの大きな部屋としても使用可能)を備えており，様々なトレーニングに

対応している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他，次の Web サイトに教育用の施設についての紹介がある。 

http://www.ntu.edu.sg/library/facilities/Pages/InstructionalFacilities.aspx 

 

 

 

ワークショップ用の多目的室（この部屋で調査を実施）

 

インストラクショナル・コモンズ内に 

飾られていた図書館キャラクター 
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(A5)シンガポール国立大学 

受講者数が 20 人未満の場合は，少人数のグループに分けて，探し方についてのプレゼン

をさせ，それを共有させるという形で実施している。教員に対し EndNote の使い方や引用

分析の方法を教えるセミナーも開催していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②オンラインコンテンツ 

 オンライン上で図書館の使い方や情報探索法を学べるチュートリアルを用意していた。 

 

(A1)香港科技大学 

自ら学ぶ意欲のある学生のために，オンラインチュートリアルを作成している。4つのモ

ジュールで実施し，テストを受けることもできる。内容は図書館職員が考案するが，Web サ

イトは別セクションによって作成されている。 

http://libguides.ust.hk/infoliteracy 

 

(A3)香港城市大学 

自分のペースで学習を進められるオンラインコースを用意している。コースの最後に小

テストを実施し，80％以上の正解で修了証をもらえる（単位に直結はしないが，教員によ

っては成績を付ける際に考慮する場合もある）。それとは別に，文献探索法などのチュート

リアルも用意している。 

 

(A5)シンガポール国立大学 

セミナーを担当できるサブジェクト･ライブラリアンの人数が限られているため，オンラ

インでクラスを作成している。 

 

 

 
Hon Sui Sen Memorial Library 

トレーニングルーム 
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③サブジェクト･ライブラリアンによる学習支援 

サブジェクト・ライブラリアンと学部が連携し，コレクションの構築と併せて，学習支

援を行っていた。学問分野によって需要は違うようだった。各大学の活動は以下のとおり

である。 

 

(A1)香港科技大学 

担 当 者 は そ の 専 門 領 域 ご と に サ ポ ー ト サ イ ト を 作 成 し て い る

（http://libguides.ust.hk/）。ワークショップの中では，特に金融情報関連のものが人気

を集めている。 

 

(A3)香港城市大学 

特別カウンター（Law Reference & Information Services）で法学関連のリソースの使

い方を案内し，ワークショップも実施している。また，模擬裁判（moot competitions）の

準備を行う法学部生のために Law Discussion Room も用意されている。ワークショップは

カリキュラムに沿った形で，それぞれ専門領域を持つライブラリアンが担当。全ライブラ

リアンがフォーカスエリアを持って分担している。 

 

(A4)南洋理工大学 

サブジェクト・ライブラリー（＝分館）ごとにブログを作成し，FAQ はデータベース化さ

れている。新しい情報をメールで知らせるサービスも実施している。サブジェクト・ライブラリア

ンを直接訪ねることもできる。 

 

(A5)シンガポール国立大学 

主題別の資料の探し方について，特に大学院生を対象とした授業を実施している。 

 

④レポートライティングのサポートデスク 

 図書館内でレポートライティングのサポートを行っているケースはなく，各大学とも図

書館とは全く別の組織が担当していた。図書館の役割はあくまで利用者への情報の提供に

あり，レポートライティングなどは担当範囲外という認識が各大学とも強くあったように

見受けられた。 

例外的に，シンガポール国立大学では図書館内に Writing Communication Hub という施

設を用意し，ライティング支援を行っていた。ただし，この施設は English Language 

Communication という教員のセクションに空間を提供しているもので，教員から指導を受け，

任命された学生がライティング支援を行っていた（ピア・サポート）。図書館ではその活動

の内容をほとんど把握していないようだった。 
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               シンガポール国立大学：Writing Communication Hub 

 

（3）学習支援のマニュアル・基準 

どの大学の図書館も ACRL（Association of College and Research Libraries）の定めた

基準を意識しており，それに沿った目標を掲げていた。また，どの大学においても大学全

体の教育目標と図書館の目標を一致させており，図書館が大学に対してどう貢献できるか意

識されていた。 

例えば香港科技大学では，香港科技大学卒業生として到達してほしい 7 つの目標を大学

が設定していた。図書館ではそれを達成できるよう，以下のような図書館の目標 9 カ条

（Library's Intended Learning Outcomes for graduates）を作成していた。 

 

Library's Intended Learning Outcomes for graduates 

1. Articulate their information needs.   

2. Identify potential information sources.  

3. Select the most appropriate tools to retrieve relevant information. 

4. Understand the characteristics of different tools and construct effective search strategies. 

5. Understand how information is produced, organized and disseminated. 

6. Examine and compare information and sources to determine reliability, validity, accuracy, 

authority, timeliness, point of view or bias, and suitability for their information needs. 

7. Understand issues related to privacy, security, censorship, intellectual property and copyright 

so as to obtain, store, use and disseminate information responsibly. 

8. Become self reliant (comfortable and confident) in information literacy skills in different 

research environments.  

9. Apply information literacy skills for life-long learning in personal and professional development. 

 

この内容は大学にも承認されており，時代の変化にあわせて随時見直されるとのことで

ある。 
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（4）広報 

広報については，各大学とも Web やメールを積極的に活用していた。 

 

(A1)香港科技大学 

広報は基本的にメールが中心で，全学生に連絡を行う。その際，文中にウェブ上の申込

ページへのリンクを張ることで，スムーズに予約できるよう配慮されていた。その他，ブ

ログ，TV モニターを使った広報を実施している。 

 

(A3)香港城市大学 

アナウンスシステムや Facebook，サブジェクトリエゾンからのアナウンスなどにより広

報している。 

 

(A4)南洋理工大学 

Facebook，YouTube，ブログ，展示などで広報を行っている。ブログは上述のとおり分館

ごとに作成し，図書館の活動や新しい情報源の紹介に活用している。YouTube の図書館の紹

介などを行っている動画は学生に有償で作ってもらった。広報については，Library 

Promotion Division がスチューデントユニオンと協力して行っている。その他，ベンダー

から寄付をつのり，図書館主催のイベントの景品にする等しているのも印象的で，iPad が

景品になったこともあるとのことである。 

 

(A5)シンガポール国立大学 

教員に図書館活用術についてインタビューしたビデオを YouTube で公開。また，Google 

Maps の API を活用した 3D 館内マップ（学生が有償で作成）も Web 公開している。 

 

 

（5）レファレンスサービスとの関係 

 カウンターでの対面のレファレンスサービスの傾向については，今回踏み込んだ質問を

できなかったが，「従来の対面式レファレンスの質問数が減少しているのは世界的な傾向」

とコメントしている館もあった。その一方，どの大学でも図書館の Web サイトに，「Ask A 

Librarian」というオンラインによるレファレンス受付の窓口を用意しているのが目立った。

その他，各館では次のような体制でサービスを行っていた。 

 

(A1)香港科技大学 

一般的な質問に応えるインフォメーション・デスクと専門的な質問に応えるレファレン

スデスクを別にしている。 
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(A2)香港大学 

レファレンス担当は 4～6人（その他にサポートスタッフあり）だが，今後，蔵書構成担

当と統合する予定。レファレンス数は，年間約 7,000 件（テクニカルサポートも含む）。 

 

(A3)香港城市大学 

すべての図書館職員がレファレンス・ライブラリアンとして活躍。ただし，レファレン

ス質問の件数は減っている。対面とオンラインを併用しており，対面の方は資料探しの補

助が多い。一般的な質問は，インフォメーション・カウンターで受けている。カウンター

は学生スタッフも雇っているが，レファレンスカウンターはライブラリアンが分担して担

当している。 

 

(A4)南洋理工大学 

すべての図書館職員がレファレンス・ライブラリアンとして活躍している。簡単な質問

はインフォメーション・デスクで対応し，複雑な質問だけサブジェクト・ライブラリアン

が応対する。 

 

(A5)シンガポール国立大学 

チャットレファレンス（利用者からのオンラインでの質問に答える図書館職員が常駐し，

チャット形式でリアルタイムに質問対応するもの）を実施。応対した図書館職員が答えら

れない場合は，全館のサブジェクト・ライブラリアンが対応する。複雑な質問の場合は，

チャットではなく，直接来館するように促すか，メールでの回答を行うようである。 

また，館内のあちこちに QR コードが貼ってあり，それを携帯電話で読み込むと，その場

でチャットレファレンスによる質問ができる，あるいは 3D Tour が表示されて探している

資料の場所を確認できるサービスを展開している。 

 

 

（6）図書館と他部局，カリキュラム等との連携 

①ワークショップでの連携 

教員からの要請を受けて，学生を対象としたオーダーメイドのワークショップを開いて

いる。 

香港科技大学では Language Center との協働で，カリキュラムと連動した語学のクラス

を多数行っていた。このクラスを取っている学生は必ず図書館のワークショップも受講す

る必要があり，その出席状況は同センターの担当教員に報告されている。 

 

②施設面での連携 

 香港科技大学ではラーニング・コモンズ内の Creative Media Zone を Publishing 
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Technology Center（PTC）等と共同で管理していた。シンガポール国立大学では前述のと

おり，図書館内に Writing Communication Hub という施設があった。 

 

③学生との連携 

 シンガポール国立大学では，図書館の展示内容を学生と協力して制作しており，学生に

は展示内容を考えさせ，ブログでその内容を紹介させている。また，最近は展示の場が教

育実践の場ともなっている。図書館でも活発な利用を促しており，学生はその場所でプレ

ゼンを行ったりしている。 

 なお，どの大学図書館においても，学生の力を借りる際にはボランティアではなく，あ

くまで仕事として従事させていた。 

 

 

 

■留学生支援 

（1）全体的傾向 

今回訪問した 5 大学はインターナショナルな大学であり，そのため，日本の大学図書館

に見られるような留学生コレクションは存在せず，特別な支援もなかった。ただ，図書館

以外の部署で，英語に関する集中講義などは行われていた。 

どの大学でも，館内のサインはすべて「英語表記が上」または「英語のみ」になってお

り，英語が標準となっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このことは，香港・シンガポール全体としての国際化の度合いに対応していると考えら

れる。特にシンガポールは，英語が公用語であり，大学内で英語のみで対応するという状

況は当たり前と言える。香港は，タクシーの運転手をはじめ，市内では英語はあまり通じ

なかったが，大学内では英語中心となっていた。日本の大学も国際化を進めば，こういう

形になる可能性もある。 

 

 

香港科技大学（英語表記が上） 
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（2）大学ごとの特記事項 

以下，各大学での聞き取り調査の内容を簡単に紹介する。 

 

(A1)香港科技大学 

学生は世界中から集まっているため，英語でのサービスを行っている。サービス内容に

ついても特に区別をしていない。 

 

(A2)香港大学 

全学生の 1／3が留学生であるが，特に区別せず英語でのみサービスを行っている。図書

館は，留学生の居場所となることを意識している。 

 

(A3)香港城市大学 

特に区別はしていない。留学生交流オフィスからの要請で，図書館の使用経験が少ない

学生に対するオリエンテーションは行っている。留学生の中には，図書館を無償で利用で

きることを知らない人もいるそうだ。なお，このオリエンテーションについては英語だけ

でなく，広東語や北京語でも行なわれている。 

 

(A4)南洋理工大学 

Business Library で留学生向け言語教育をしている。 

 

(A5)シンガポール国立大学 

欧米からの留学生は英語を問題なく使える。アジアからの留学生については Writing 

Communication Hub で特別のプログラムを行っている。アジアからの学生向けには要望に応

じてオリエンテーションを行っている。 

 

 

 

■図書館職員の職務・役割 

（1）全体的な傾向 

訪問した大学図書館全てでサブジェクト・ライブラリアン制度が確立していた。訪問先

の図書館職員は皆，サブジェクト・ライブラリアンの存在が図書館サービスの核と位置づ

けており，高度な専門性に基づいた業務とその体制に誇りを感じているようだった。 

彼らの基本的職務は，図書館資料の選定，情報探索の助言・補助，ワークショップ等の

開催，学部教員とのコミュニケーション及びリエゾン活動などで，図書館によって多少の

違いはあったが概ね同様の取り組みが行われていた。 

また，図書館職員の定数削減についても質問をしてみたが，どの図書館も削減は考えて
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いなかった。特に香港では，新教育制度への移行に伴い学生が約 20％増えるため，図書館

職員を少し増員する，新しい部署を立ち上げるなど，図書館が持つ人的資源・機能を拡充

する動きが見られた。 

 

 

（2）図書館職員の分類 

香港・シンガポールの大学図書館の職員は，プロフェッショナル・ライブラリアン（ス

タッフ）とサポート・スタッフに二分されていた。プロフェッショナル・ライブラリアン

は修士号以上の学位を有し，サービスの核となる業務を行い，それ以外の実務をサポート・

スタッフが担当するという分業が行われていた。 

なお，サブジェクト・ライブラリアンと呼ばれる職員は原則としてプロフェッショナル・

ライブラリアンだったが，大学によっては，プロフェッショナル・ライブラリアンではあ

るがサブジェクト・ライブラリアンではないという職員もいた。 

 

 

（3）大学ごとの特記事項 

 以下，各大学での聞き取り調査の内容を簡単に紹介する。 

 

(A1)香港科技大学 

図書館職員は 92 人で，そのうち 20 人が図書館学の修士号を持つプロフェッショナル・

ライブラリアンだった。彼らのうち 8人は図書館学以外の学位も持つため，サブジェクト・

ライブラリアンとして担当分野の教員たちとの橋渡し役も担っている。 

図書館職員に対しての研修は随時行っており，例えばラーニング・コモンズができた際

にはインフォメーション・デスクの職員が新たな業務を行えるように研修を行っている。

他にも，SD プログラムでの研修や，職員同志の勉強会を行うなど，職員同士で学びあう機

会を大切にしていた。 

 

(A2)香港大学 

図書館職員は 228 人。“Key Objectives, 2011-2014”の中で図書館職員について，「変化

に対して敏感に対応し，動的な研究図書館をサポートするために，必要なスキルを持つス

タッフを擁した組織文化を促進する」としている。 

 

(A3)香港城市大学 

図書館職員は 110 人。法学分野とビジネス分野のバックグラウンドを持つ 2 名以外は全

員ジェネラリストとのこと。ただし，全てのライブラリアンがフォーカスエリアを持ち，

その分野に特化したサブジェクトリエゾンとして働き，レファレンスカウンターにも出て
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いる。 

 

(A4)南洋理工大学 

図書館職員は 105 人で，そのうち 44 人が修士号を取得しており，彼らはプロフェッショ

ナル・ライブラリアンと呼ばれている。プロフェッショナル・ライブラリアンはサブジェ

クト・ライブラリアンであると同時に，事務的な業務も兼務している。彼らはベンダーの

トレーニングなどの研修を積極的に受講しており，そこで得た知識を利用者に提供する役

割も担っている。ベンダーから利用者への直接講習を行なわず，自らが学んで教える側に

回ることで，専門知識を高め，大学内でのサブジェクト・ライブラリアンとしての役割を

確かなものにしている。 

そのほか，図書館職員が担当領域の知識を深めることを奨励するため，例えば，勉強会

や会議に参加するとポイントが貯まり，それが一定数に達すると賞が得られるようにして

いる。 

また，6年前にレファレンス係を廃止しており，その業務をサブジェクトごとにこなして

いる。それにより，専門性に基づく高度なレファレンスを可能としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館のロビーには専門分野ごとのサブジェクト・ライブラリアンを写したパネルを用

意し， Lee Wee Num Library に掲示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南洋理工大学 Business Library 

（左がサブジェクト・ライブラリアン，

中央が IT サポート担当，右がサポート

スタッフ） 
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(A5)シンガポール国立大学 

図書館職員は 3人の IT スタッフを含めて 201 名。そのうちプロフェッショナル・スタッ

フと呼ばれる職員が 66 名である。彼らのほとんどが図書館内の組織であるプロジェクト・

チームとリソース・チームに所属している。このうちリソース・チームはサブジェクト・

ライブラリアン的な業務を担当し，それぞれの専門領域を持つ。 

この大学も南洋理工大学同様，図書館職員自身の学びを奨励するためにポイント制度を導

入している。図書館職員の間でも知識を共有するためのセッションを行ったり，eリソース

についてのイベントを行ったりしている。 

また，この大学では優秀な組織構成員を毎年表彰している。それは図書館職員において

も同様で，表彰された図書館職員の顔写真が館内に公開されている。 

 

 

 

 

 

 

 

  2009 年及び 2010 年の表彰者顔写真 
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（B）オーストラリア 

■学習支援 

（1）全体的傾向 

 オーストラリアの大学図書館では，学習支援の内容やサービスの提供方法など，そ

のあり方において，リエゾン・ライブラリアンの存在が大きく関わっていた。学習支

援を担当する図書館職員は，リエゾン・ライブラリアン，サブジェクト・ライブラリ

アン，リサーチ・ライブラリアン，ラーニング・スキルス・アドバイザーなどで，大

学によって職名は異なるが，いずれも学部の教員と連携して，各分野のニーズに応え

る支援を行っている。 

 講習会やワークショップは，図書館の利用方法，資料検索方法，研究調査のための

スキルなど多彩な内容を用意している。ただし，ノートの取り方，レポートの書き方，

プレゼンテーションの方法など，学習全般のスキルについては，学習支援を担当する

部署の教職員が教えている場合が多い。 

 学習支援の担当部署が図書館とは異なる大学内の別の場所にある場合でも，図書館

にヘルプデスクを設置して学習支援を行ったり，講習会の開催場所として図書館の施

設を利用したりすることもある。このように，学生が必要とする学習および研究のた

めのサポートを学内で連携して提供する体制が見られ，図書館が大学における学習の

中心エリア“ハブ（HUB）”として位置づけられている。 

 さらに，パートタイムの学生や遠隔地に住む学生の学習をサポートするため，オン

ライン・チュートリアルや e ラーニングに力を入れている大学も多く，利用できる資

源をうまく組み合わせて活用し，効率良く成果につなげることを重視している。 

 また，学生によるピアサポートも学習支援の役割の一端を担っている。留学生が多

いこともピアサポートが盛んな理由の一つである。その他，学生の活動と図書館との

関わりとして，研究成果や美術作品の館内展示，学生のリーディング・クラブや留学

生のイベントの開催などがあげられる。 

 

（2）図書館が行う学習支援・情報リテラシー教育の内容 

①講習会・ワークショップ 

(B1)モナシュ大学 

モナシュ大学での学習支援モデルは比較的新しく，2008 年から図書館が学習支援の

役割を担っている。図書館では，教員としてラーニング・スキルス・アドバイザーを

雇用しており，ラーニング・スキルス・アドバイザーは，学部へ出向いて研究のため

のスキルを教授するなど，講義を行っている。その役割はいわゆる支援にとどまらな

い。 
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講習の形式は主に次の 3 つのタイプがある。 

1) ドロップインセッション： 学部生最初のコンタクトポイントとして，学生が

いつでもサービスカウンターへ来て相談できるもの（1 人 10～15 分）。 

2) 図書館が実施するクラス： 文献の読み方，レポート論文の書き方等，学習・

研究に必要な知識や考え方を指導するための各種講習会。 

3) 学部の科目での講義： 各分野の研究を進めるにあたって必要なスキルの習得

に特化した講義。図書館職員と教員が話し合い，講義をコーディネートする。 

 

(B2)ディーキン大学 

新学期が始まる2月と7月の一週間で，図書館の利用方法等についてのオリエンテー

ションをトレーニングルームで行っている。リエゾン・ライブラリアンやリサーチ・

ライブラリアンと話し合い，ニーズに対応したクラスをリクエストすることもできる。 

その他，レポートの書き方や文章の書き方，プレゼンテーション方法，参考文献に

ついて，一般的な学習スキルのワークショップ（Study Skills Workshop)が学内の別

の場所で，学生支援を担当する部署によって開催されている。 

 

(B3)ビクトリア大学 

図書館で行われる講習会は図書館に関することや情報リテラシーに焦点を絞って提

供している。プログラムは対面の場合とオンラインによるものがあり，今後，カリキュ

ラムのひとつに加える予定である。 

課題のサポートや語学の指導，文章の書き方などの学習スキルに関する支援には図

書館職員は直接関わらず，教員であるラーニング・サポート・カウンセラーやメンター

が担当している。講習会などの開催は，ラーニング・コモンズが活用されている。 

 

(B4)マッコーリー大学 

図書館では情報リテラシーに関する講習が中心で，学習に関する全般的なスキルの

講習は学習支援を担当する部署が行っている。 

 図書館内のトレーニングルームでは，リエゾン・ライブラリアンによるワークショッ

プが開催される。ワークショップの内容は，文献の探し方や参考文献に関することな

ど，調査・研究のスキルを磨くものや，ライブラリー・ツアーや資料の入手方法など，

図書館の利用法を教えるものがある。科目ごとに行う場合は，教員と連携し，クラス

に特化した調査・研究のためのプログラムを準備している。 

また，図書館入口付近には，学習に関する質問に応じるラーニング・ヘルプ・デス

ク（Learning Help Desk）があり，質問の内容によって，適切なサービスへの案内，
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例えば，学習スキル習得のためのワークショップを学生に薦めるなどしている。なお，

このサービスは図書館職員ではなく学習支援のスタッフが担当している。 

学習スキルのワークショップには，各分野のレポート・論文の書き方，効果的なプ

レゼンテーション方法，試験準備や時間の管理方法といった内容が含まれており，学

部生や大学院生向けに各種用意されている。 

 

(B5)シドニー工科大学 

図書館内で行うセミナーと学部に出向いて行うセミナーを合わせて，年間 4000 人以

上の学生にトレーニングを行っている。その多くは 1 年生で，蔵書検索の方法やデー

タベースの使い方，参考文献の引用方法については，学年のほぼ全員が受講している。 

新入生対象のオリエンテーションで図書館の代表が案内を行うため，その後，学生

自身が Web サイトを調べてワークショップに参加をするケースが多い。2，3 年生向け

セミナーでは特定の課題に関するサポートを，大学院生向けには研究の目的に合わせ

たトレーニングを行っている。各クラス向けには，図書館のリエゾン・ライブラリア

ンと教員が話し合って，特定の課題に対応したワークショップを行っている。 

また，ライティング・サポート・センターと協力してライティング支援のワーク

ショップを金曜日の午後に定期的に開催している。学習支援は図書館とは別の部署が

担当し，ライティング・スキル以外にも，プレゼンテーション方法，効果的な話し方，

試験のための体調や時間の管理方法などを学ぶことができる。 

 

(B6)シドニー大学 

情報リテラシー教育プログラムは，学生の学習ニーズや能力に応じた内容で実施さ

れている。また，学年が上がるごとに高度になる達成目標に対応するようワークショッ

プを提供している。例えば，初年次のクラスでは，図書館の利用と所蔵資料等に関す

る基本的な内容で開催されるが，大学院生向けではより進んだ調査スキルに特化した

内容を提供している。 

学生，大学院生，研究員，教員，あらゆる利用者向けにプログラムを開発しており，

オリエンテーションや入門クラスから高度な調査スキルまで，内容は多彩である。 

 

②オンラインコンテンツ 

大学での学びに必要なスキルをあらゆる方法・機会を通じて習得できるように，各

大学ともオンラインによるサービスを重視していた。 

キャンパス外の遠隔地から，都合の良い時間帯に，図書館のサービスや資料を利用

できることへの要望が高まり，そのような多様化する利用者のニーズに合わせて，オ
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ンラインでの学習にも力を入れていく方針を取っている。 

 Web でのチュートリアルでは，図書館の利用方法や資料検索を学べるようにしてい

る大学もあった。また，学内の学習支援サイトへリンクを張るなど，相互に学習スキ

ル向上のための機会を増やす工夫もされている。 

学習に必要な情報やスキルを習得する機会を，様々な方法を用いて提供していた。 

 

(B1)モナシュ大学 

大学の講義をオンラインで配信するレクチャー・オンライン（Lectures Online）を

図書館で管理している。現在，受講学生数の多い 100 以上の講義を記録し，配信して

いる。パートタイムの学生にとっては，特に重要なサービスであり，医学・薬学部の

学生は移動中に聞くこともあるとのことである。理学・医学・薬学部の大半の講義は，

記録することについて許諾が得られている。 

また，オンライン・リソースやデータベースをどのような形で教育に取り入れ，学

習に関連させるか，図書館や大学の中でどう活用していくかについて検討する役割を

e ラーニング・コーディネーターが担っている。e ラーニングと従来の学習とを分離す

ることなく，両方を合わせて活用することで充実した学習へつなげている。 

Web サイト上には，Language and Learning Online などの e ラーニングのための豊

富なオンライン・リソースがコレクションされており，国際的にも注目を集めている

とのことである。http://monash.edu/lls/llonline/を参照。 

なお，今後，ムードル（Moodle）による e ラーニングシステムを使用して，カリキュ

ラムと学習支援の連携も予定している。 

 

(B2)ディーキン大学 

ディーキン大学でも，オンラインによる講義の受講が試みられていた。図書館とし

ても学生の学習充実のため，情報検索機能を充実させ，学習管理システムとの連携に

よって，オンラインによる学習支援に力を入れていく方針であった。 

 

(B5)シドニー工科大学 

Web サイトから，学習ガイドやチュートリアル，各種ツールに多方面からたどり着

けるようになっている。動画のチュートリアルでは YouTube も活用している。 

 

(B6)シドニー大学 

2007-2008 年に政府の助成金を得て，iResearch というオンライン学習に関する新し

いプロジェクトを開始した。このプロジェクトには，情報リテラシー・スキル，学術
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論文の書き方，資料や論文の探し方，効率的な検索戦略など，幅広い内容が含まれて

いる。 

図書館の Web サイトにある First Year Roadmap では，1 年生が知るべきこと，すべ

きことが表示されており，参考になるリソースや Web ページにリンクされている。 

iResearch プロジェクトでの学習ツールの開発は，ラーニング・センターと協同で

計画された。シナリオに沿って学習が進み，簡単なクイズに答えながら学ぶことがで

きる内容になっており，画面ではテキストも表示しているため，音声がなくても理解

することができる。チュートリアルの脚本や出演する学生のキャラクタ―設定は図書

館職員が考えたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクトで進めてきたものにはアイコンが付いている 

http://www.library.usyd.edu.au/skills/ 

 

1 年生が知るべきことは，図書館職員と教職員にとっても参考になる 

http://www.library.usyd.edu.au/clients/roadmap/ 
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チュートリアルの内容や学習効果についての検証は，コンテンツをスライドで作成

した段階で，学生の協力も得て，問題がないかをテストしている。さらに，質問が正

しいかどうか，背景の映像を含めてプログラムが適切かどうかを外部機関に依頼して

添削を受けている。 

実際に使用している段階でも，チュートリアルが効果的に行われているかどうかは

フィードバックで知ることができる。また，チュートリアルを修了すると電子版の証

明書を出せるようにしている。 

このプロジェクトはクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとに開発されてい

るので，リソースを各国語に翻訳して使用することもできる。 

iResearch のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスについては，次の URL を参照。 

http://sydney.edu.au/library/elearning/creativecommons.php 

 

③レポートライティングのサポートデスク 

レポートライティングやプレゼンテーションの方法などの，学習・研究に必要なサ

ポート全般については，他の部署が行っている場合も多く，図書館では学習支援を担

当する部署のワークショップ開催に施設を提供したり，必要に応じて学習支援につい

て学生に案内するなどしていた。 

図書館で必要となる情報リテラシーや研究のためのスキルと一般的に学ぶべき学習

スキルを明確に分けることは難しいが，それぞれに役割を分担，かつ連携してサポー

トを行っている。 

 

 
効率的な検索を学ぶコンテンツ 

http://sydney.edu.au/library/elearning/learn/topic/index.php 
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(B1)モナシュ大学 

レポートや論文の書き方などのサポートは，図書館においてラーニング・スキルス・

アドバイザーがその役割を果たしている。 

 

(B2)ディーキン大学 

レポートや文章の書き方，プレゼンテーション方法，参考文献について等，一般的

な学習スキルは，Study skills workshop として学生生活部門によるワークショップ

が実施されていた。図書館では学生へ必要に応じて，これらのワークショップの案内

を行っている。 

 

(B3)ビクトリア大学 

ラーニング・コモンズのライティング・スペースにはライティングの課題をサポー

トするメンターがいて，学生からの質問を受けたり，課題に関する話をしたり，作成

したレポートを読みアドバイスをしたりするとのことであった。 

 

(B4)マッコーリー大学 

ラーニング・ヘルプ・デスクでは，学習支援を担当するスタッフが論文の書き方，

英語の書き方，学習の仕方などの支援を行っていた。併せて，この場所でラーニング・

サポート・コースの案内も行っている。 

 

(B5)シドニー工科大学 

図書館が場所を提供する形で，学生への支援が行われていた。館内のリサーチ・ヘ

ルプ・デスクでは図書館職員が研究支援を行い，ラーニング・サポートの部署の担当

者はプレゼンテーションの方法やレポートライティングのサポートを行っていた。 

    
ラーニング・ヘルプ・デスク（マッコーリー大学） 
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④学生によるピアサポート 

図書館職員だけでなく，大学で雇用した学生による学習支援や IT サポートがいくつ

かの大学で積極的に行われていた。学生を雇わない大学図書館もあり，方針の違いが

見られた。訪問時期が新学期であったこともあり，ピアサポートを実施している大学

では，これから図書館の利用を始める新入生への案内の様子を実際に見ることができ

た。 

 

(B2)ディーキン大学 

毎年，スチューデント・ローバー（Student Rovers）プログラムで，在校生を雇用

し，図書館やコンピューター室で他の学生のサポートを行っている。採用された学生

はスチューデント・ローバーとして IT や図書館利用の質問に応えている。学内で働く

ことができるため，留学生の応募も多く（採用者の半数が留学生），また，人気が高い

ので継続を希望する学生も多い。採用については，年度の初めに募集ポスターを掲示

し，履歴書に基づいて，学生（2，3 年生）を採用する。 

スチューデント・ローバーに対しては，約 6 時間の講習に加え，必要に応じたトレー

ニングを行っており，IT 関連，ラーニング・サポート，ネットワークの使い方，学生

システムの使い方などの質問に対応できるようにしていた。また，新入生に対して，

講義場所の案内をすることもあるため，キャンパス内の建物の配置も把握している。 

訪問時，スチューデント・ローバーは，赤い T シャツを着て，学生に館内案内をし

ていた。案内以外にも，資料の検索，PC トラブル，課題に関する質問にも対応してい

る。また，IT サポートへの案内や学内の他部署で行われる学習支援の情報を伝えたり

もする。 

現在，15～20 人が活動しており，1 日 2 シフト制（1 回のシフトに 2 名入る）を取っ

ている。また，毎月の勤務シフトは学生自身で管理している。学生間でシフトを交代

することも多く，その調整を自分たちの責任で行うことも教育の一環と考えているか

らである。学生には問い合わせ内容や対応人数を記録したレポートを提出してもらっ

ている。学生が図書館の仕事に従事することで，図書館のことが，口コミで学生間に

伝わるといった利点もある。 

 

(B3)ビクトリア大学 

図書館では 20 名のスチューデント・ローバーを雇用している。平日のみ活動してお

り，2～3 時間ごとに 3 シフト制，1 回のシフトに 2 人（多い時は 4 人）を配置してい

る。全体の 25％が留学生である。採用面接では，IT サポートやコミュニケーション能
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力に問題のない学生を選んでいる。 

採用した最初の年にトレーニングを行い，経験のある学生が初めて活動する学生に

教え，その後は仕事の中で学んでいく。2～3 年，スチューデント・ローバーを続ける

学生も多い。 

主に PC の使い方などの IT 関係，学習管理，教材の探し方などに関する支援を担当

しており，時には「課題を手伝ってほしい」と依頼されることもある。どんな質問も

受け付けているが，対応できない場合は図書館職員に伝えることになっている。毎日

業務後に提出する報告書はオンラインで記入し，自己評価を行っている。 

スチューデント・ローバー専用のブログでは，自分たちの業務がどうすれば改善す

るのかを書き込むなど，学生間で情報を共有している。また，休業期には図書館に集

まってミーティングも行っている。図書館では，スチューデント・ローバーを学習支

援スタッフの一員とみなしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B5)シドニー工科大学 

Peer network student help という学生を支援する体制があり，毎年，図書館の予

算で学生を雇用している。PC やプリンタのトラブル対応などの IT 関係，検索方法な

どについて，学生の支援を行っている。 

 

（3）学習支援のマニュアル・基準 

オーストラリアおよびニュージーランドの情報リテラシー教育のガイドラインとし

て，ACRL（Association of College of Research Libraries）の基準を基に，ANZIL

（The Australian and New Zealand Information Literacy）Framework が作成された。

ANZIL Framework は全体的で理論的なガイドラインであるため，教育現場で使えるよ

うに，より具体的な内容にしたのが，RSD（The Research Skill Development）Framework

である。 

 
スチューデント・ローバーのデスク 

 
スチューデント・ローバー 
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この RSD では，リサーチ・スキルをレベル別（5 段階。RSD7 は 7 段階）に記載して

いるが，そのスキルをレベルに当てはめるのではなく，いかにして学生のスキルを次

の段階に上げるか，大学図書館としてはどう教えればよいかを考える際の参考として

いる。 

例えば，モナシュ大学では，RSD を学内の情報リテラシー教育の基準として使うこ

とを図書館から提案し，現在，学内の教育委員会は教育の一環としてカリキュラムの

中で使用することを計画している。当初のレベルからどのレベルまで押し上げたいの

か，どの要素を教えたいのかなど，RSD の使い方について，学部と連携しながら教員

と検討することになる。 

その他の大学でも，ANZILや RSDを情報リテラシー教育のプログラムを考える際に，

参考にするケースが多く，シドニー大学では歯学部と医学部のカリキュラムで ANZIL

を使用している。 

以上のように，ANZIL，RSDはまだ基準となってはいないが，目指すスキルの到達目

標が分かりやすいため，各大学の状況に合わせた内容に変更するなどして，ひな形と

して導入しようとする大学が増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSD（The Research Skill Development）Framework http://www.adelaide.edu.au/rsd/ 

※RSD7（The Researcher Skill Development） http://www.adelaide.edu.au/rsd/rsd7/ 
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（4）学習支援の評価 

 

(B1)モナシュ大学 

学習支援は図書館にとって新たな役割であるため，組織的な評価方法はまだなく，

フィードバックフォームや学生・教員との議論，事前事後テスト等により各図書館の

職員がそれぞれにプログラムを評価している。図書館が組織として大学への貢献を示

すために，これらの評価情報をまとめていくプロジェクトが現在進められている。 

 

(B3)ビクトリア大学 

学習支援の評価を行うため，課題に対する評価シートを作成している。利用者の満

足度調査“Survey report August 2011”では 4000 人を超える回答（回答率約 10％）

があった。 

 

(B6)シドニー大学 

学生の情報リテラシー・スキルの習熟度をテストするために，学習管理システムな

どを使用している。また，学生や教員からの提案・フィードバックに回答することで，

今後のクラス改善に役立てている。また，2 年ごとに利用者満足度調査を行っている。 

 

 

（5）学習支援プログラムの広報 

講習会のプログラム等の各学部への広報については，教員との強い連携を活用し，

リエゾン・ライブラリアンが担当するケースが多い。学部組織全体へのマーケティン

グについては，管理職が担当している。 

図書館からの情報発信手段は多様で，Web サイト，メール，Facebook，twitter 等と

館内のプラズマ・ディスプレイ，配布物，ポスターなどを併用している。 

 

(B1)モナシュ大学 

学部との連携を活かし，図書館長，サブジェクト・ライブラリアン，レファレンス・

ライブラリアン，ラーニング・スキルス・アドバイザーが学部で PR をするほか，図書

館 Web サイトやプラズマ・ディスプレイで学生へ周知する。学生手帳のカレンダーに

も図書館のプログラムに関する情報が記載されている。現在，学習管理システム

Moodle に図書館 Web サイトにリンクするタブを作り，科目から関連するプログラムへ

つなぐことを検討している。 

 

73



(B4)マッコーリー大学 

カリキュラムの中で図書館利用に関する講義を実施する機会があるため，学部の教

員へ向けて広報を行っている。例えば，図書館スキルのトレーニングに関するリーフ

レットを配布し，リエゾン・ライブラリアンが直接学部へ行って広報をするとのこと

である。 

ライティング・スキルや数学の基礎力，プレゼンテーション・スキルなど一般的な

講習については，図書館以外の学習支援の部署が計画・広報を行っているが，図書館

のエントランス付近に設置しているラーニング・ヘルプ・デスクでも学生に案内して

いる。 

 

(B6)シドニー大学 

学習管理システム Blackboard や電子メール，Web サイト，Facebook 等で情報を発信

している。カリキュラムに含まれているクラスの場合は，学生は必ず参加する。研究

者や学生に向けて開催するワークショップは，ニュースレターや電子メールで広報を

行っている。Web サイトでは，分野ごとの資料検索や DB 検索，EndNote 等，様々な講

習会の開催日程をカレンダー形式で確認でき，Web から申し込むことも可能である。 

 

（6）レファレンス・サービス，テクニカルサポートとの関係 

どの大学でも，レファレンス・サービスについては，Web サイト，チャット，電話，

メール，Facebook，twitter など多様なツールを活用していた。例えば，Web サイト上

に Ask a question または Ask a librarian と呼ばれるメールフォームを用意し，質問

を送信できる形を取っていた。ただし，直接話ができる対面によるサポートを重視し

ていると語る大学もあった。図書館 Web サイトに，サブジェクトガイドを掲載し，担

当の学部や科目を持つリエゾン・ライブラリアンへのコンタクトが取れるような案内

がある大学もあった。 

教員や学生のために学習，教育，研究の支援を行うリエゾン・ライブラリアンとテ

クニカル・サービスを担当する職員が同じ時間帯にデスクに座ることにより，互いに

学び合う機会につながっているという事例もあった。その他，IT サポートや学習支援

担当者など，他部署の職員が図書館の場所を借りて対応しているケースもあった。 

 

(B1)モナシュ大学 

IT サービスは一つのキャンパスで集中管理している。新学期のみ，IT サポートの学

生を雇用して対応する館もある。オンライン・チャット・レファレンスは，7～8 年間

行っていたがあまり活用されなかったため，現在はサービスを停止している。 
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(B2)ディーキン大学 

IT サポートデスクには，図書館職員ではないが，IT サービス部門の職員が毎日 1

人常駐している。また，スチューデント・ローバーも IT 支援を行っている。 

図書貸出カウンターでは，フロントライン・スタッフが，一般的な質問，情報の探

し方，IT スキル等に関する質問への回答を行っている。また，スチューデント・ロー

バーのサポートも行っている。学生の満足度の 80～90％はこのスタッフの活躍にか

かっているとのことである。なお，フロントライン・スタッフは Paraprofessional 

staff とも呼ばれていて，リエゾン・ライブラリアンは Professional staff と呼ばれ

ている。 

 

(B3)ビクトリア大学 

IT 支援や資料検索についての質問はスチューデント・ローバーが対応しているが，

回答範囲外の質問の場合は図書館職員が対応している。 

 

(B4)マッコーリー大学 

図書館の入口付近のラーニング・ヘルプ・デスクで，図書館職員以外の学習支援担

当者が学習支援に関する質問に対応している。 

専門分野の問い合わせについては，リエゾン・ライブラリアンが対応する。オンラ

イン・サービス（Web サイト，メール，チャット）でも対応しており，Web サイトには

リエゾン・ライブラリアンの連絡先，専門分野が書かれている。高度な研究に関する

質問だけでなく，研究の初期段階でもニーズに応じてサポートをしている。 

通常，閲覧カウンターでの問い合わせについては，フロントライン・スタッフが対

応しているが，繁忙時にはリエゾン・ライブラリアンと一緒に対応することもあり，

互いにスキルを学び合うことができる。 

 

(B5)シドニー工科大学 

Web サイト，チャット，SMS（携帯から送る短いメッセージ），電子メール，Facebook，

twitter など，多様なオンラインサポートを行っている。ログインは所属学生のみが

可能である。例えば，オンラインチャットについては，月曜日から木曜日の午後 1 時

から 8 時までと金曜日の午後 1 時から 5 時まで質問ができる。Web サイト上での質問

と図書館職員の回答は情報共有のため公開しており，各種ガイドへのリンクも張られ

ていて便利である。 

レファレンス質問はオンライン上に多くのサービスポイントがあるが，リサーチ・
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ヘルプ・デスクでの対面によるサポートもより大切にしているとのことである。 

 

 

 

(B6)シドニー大学 

各学部のリエゾン・ライブラリアンはインフォメーション・デスクでレファレンス・

サービスを提供し，さらに情報リテラシー教育を担当している。学生に対しては，ラー

ニング・センターで支援を行っていることを伝えたり，情報スキルを高めるための講

習に参加することを提案したりもしている。 

 

（7）図書館と他部局・カリキュラムとの連携 

①ワークショップでの連携 

各学部，学科を担当するリエゾン・ライブラリアンは教員と常に協力体制をとりな

がら仕事を行っている。どの大学でもその関係は共通しており，カリキュラムでの課

題を把握した上で，学習効果をより高めるための学習支援を行っていた。  

また，ラーニング・サポート・センターなど他部局が実施するクラスを図書館で案

内するなど，学習支援に関する業務を役割分担し，学生が必要とするサポートをどこ

で受けられるか，情報を共有する形で連携をとっていた。 

その他，図書館の場所や施設を他部署が主催する活動に提供するといった連携も見

られた。 

 

(B1)モナシュ大学 

各学部のカリキュラムの課題を図書館側で分析し，各学年のレベル，年次の課題等

をふまえて講習会の内容を考えている。ラーニング・スキルス・アドバイザーは教員

 

多様なサービスポイントを用意している 

http://www.lib.uts.edu.au/help/ask-librarian

リサーチ・ヘルプ・デスクでの 

対面によるサポートも重視 
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と協力して，その学部に特化した講義をコーディネートしている。例えば，医学部の

研究に必要な事項について話し合った上で，学部に出向いてデータベースの活用方法

や論文の書き方などの講義を行っている。他大学の学部や図書館で教えることもある

とのことである。 

学習支援とは異なるが，研究支援関係でも連携を行っている。学内の Research Data 

Management では，研究者の研究データ（著作物だけでなく，出版以前のデータも含む）

を他の研究者も利用できるように，保存・管理している。その管理方法については，

図書館が責任を持っており，研究データの管理，収集，提供等の基盤開発を行うこと

が研究者の支援につながるとして重要視している。以下，参考 URL を記載する。 

Research Data Management http://www.researchdata.monash.edu.au/ 

The Australian National Data Service (ANDS) http://www.ands.org.au/ 

 

(B2)ディーキン大学 

学内の別の場所で行っている一般的な学習スキルについてのワークショップ（Study 

skills workshop）を必要に応じて学生へ紹介している。 

 

(B3)ビクトリア大学 

ラーニング・コモンズでは学生への学習支援サービスを統合しており，図書館だけ

でなく IT サポート，キャリア支援，ライティング支援を集中させたワンストップ・サー

ビスを実現している。学生をサポートするプログラム（Peer Mentoring Program）の

実施により，ラーニング・コモンズへのメンターの配置に力を入れている。また，教

員であるラーニング・サポート・カウンセラーもラーニング・コモンズで学習支援を

行っている。 

例えば，数学の基礎を教える部屋が設置されており，数学のレベルが低いまま入学

した学生のサポートを行うなど，学生が直接サポートを受けることができる場所とし

て活用されている。なお，支援する科目は学生からのリクエストや教員からの提案，

依頼で決めているとのことである。 

 

(B4)マッコーリー大学 

入学担当および初年度オリエンテーション委員会に図書館職員が参加し，初年度の

学生が受講する図書館のオリエンテーションについて検討を行っている。 

リエゾン・ライブラリアンは科目ごとに教員と話し合い，連携してワークショップ

の内容を考えている。内容は，学術データベースの検索，情報収集方法，参考文献リ

ストの作り方，EndNote の使い方など，主として研究スキルについてである。コース
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ごとに研究に特化したプログラムを学部生から博士課程まで全て網羅している。 

 

(B5)シドニー工科大学 

教員，職員ともに学部との強い協力体制がある。リエゾン・ライブラリアンが学部

と直接連絡を取って，学部の達成したい目標を知った上で，ワークショップを行って

いる。また，ワークショップの開催時間について，フルタイムの仕事を持つ大学院生

向けには夜間，家庭を持つ大学院生向けには昼間のクラスを設けるなど，きめ細かく，

ニーズに対応している。 

各学部に在籍している支援が必要な学生に関して，学生支援担当教員（Academic 

liaison officer）から図書館へも連絡があるため，その事情を把握した上で学生をサ

ポートしている。学生に対して，大学が進んで関係を持つことが大切であり，お互い

に話し合うことを重視している。 

学生の組合が行う新入生全員を主対象としたアンケート調査では，図書館に関連す

る項目について調査結果が届き，図書館の使い方が分からないと回答した人に対する

フォローアップを行っている。 

 

(B6)シドニー大学 

リエゾン・ライブラリアンは，各学部の教員と協力してカリキュラムの内容を検討

している。例えば，薬学，歯学，看護，医学について，情報リテラシー能力の育成を

支援するカリキュラムを作っている。 

ワークショップや講義は教員と一緒に計画を立て，カリキュラムに応じた内容で提

供している。場合によっては，リサーチ・センターに出向き，研究者のためのワーク

ショップを行うこともある。 

学習支援のコースでは，論文の書き方，読み書き，話し方，プレゼンテーション等

についてのトレーニングを受けることができ，図書館では，それらのコースを必要と

する学生に，受講を薦めることもある。 

現在は，ラーニング・センターの窓口となっているスチューデント・サポート・デ

スクが図書館にあり，論文の書き方やロジカル・シンキングについての指導が必要な

場合にラーニング・センターの紹介を行っている。ただし，その機能を図書館に持ち，

一括してサービスを行うことが望ましいとも考えているとのことである。また，学内

には学生支援の部署が複数あるため，図書館では学内の適切な部署を案内できるよう

に連携をとっている。 

その他，研究支援として，シドニー大学出版会におけるデジタル化の支援，出版の

合意や契約，著作権に関する業務を図書館が担当している。 
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■留学生支援 

（1）全体的傾向 

オーストラリアの大学に入学するためには，一定水準以上の英語力が必要とされる

ため，「留学生に対して特別なサービスを行っておらず，他の学生と区別していない」

という図書館が大半だった。ただし，いくつかの図書館では，館内に留学生コーナー

を設置し，学期初めに留学生向けの図書館利用オリエンテーションを行うなどのサー

ビスを行っていた。 

 

（2）大学ごとの特記事項 

以下，各大学での聞き取り調査の内容を簡単に紹介する。 

 

(B1)モナシュ大学 

図書館で留学生向けに専門のサービスは行っていない。どんな学生にも平等にサー

ビスを行っている。 

 

(B2)ディーキン大学 

スチューデント・ローバーとして留学生を多く採用している。大学に留学生が多い

ので，留学生同士の関わりが深まる。また，留学生関連のイベントのための場所の提

供などを行っている。 

 

(B3)ビクトリア大学 

最初のオリエンテーションのみ留学生と現地学生を分けている。また，英語のレベ

ル・アップのためのクラスには力を入れている。留学生用図書を特別に購入すること

はないが，英語学習用のテキストは多く購入している。館内に留学生コーナーを用意

し，情報収集用 PC や関連するパンフレットを置いている。スチューデント・ローバー

には留学生が多い。 

 

 

 

 

 

 

 
 

ビクトリア大学図書館 

（Footscray Park キャンパス） 
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(B4)マッコーリー大学 

留学生向けに特別なサービスは行っていない。学期の初めに行う図書館の利用方法

のワークショップのみ，留学生向けにも行っている。 

 

(B5)シドニー工科大学 

特に留学生用資料の収書方針はないが，IELTZ（International English Language 

Testing System：アイエルツ）の教材は多く収集しており，International cultural & 

news centre には，留学生向けの図書や雑誌を置いている。その他，英語の本を読ん

で留学生の英語力を向上させる，Reading club などの活動なども行っている。 

図書館職員の中に留学生担当が 3 人おり，中国語の EndNote の使い方など，中国語

でのサポートを行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B6)シドニー大学 

留学生に対しては基本的に英語で対応しているが，East Asian library のスタッフ

は，中国語，日本語，韓国語で図書館の資料やサービスの紹介を行っている。 

また，海外に住むオフキャンパスの学生が，各コースの資料に簡単にアクセスでき

るように，電子ジャーナル，電子ブック，教材をスキャンしたものなどをオンライン

で提供している。大学院生は Web のサービスにログインして，オフキャンパスからで

も必要な資料を図書館に直接依頼することもできる。 

 

 

 

シドニー工科大学図書館 

 

Reading club のポスター 
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■図書館職員の職務と役割 

（1）全体的な傾向 

オーストラリアの大学図書館では，Library Manager やリエゾン・ライブラリアン，

レファレンス・ライブラリアンなどの職位ごとに募集があり，そのポジションに就く

ために各自が応募し，業務に従事するといったシステムが一般的だった。異動がない

ため，例えば，リエゾン・ライブラリアンがマネジメントの仕事を希望する場合は，

そのポジションに応募することになる。 

サービス部門では，カウンターでの問い合わせなどに対応するスタッフの他にサブ

ジェクト・ライブラリアンが存在し，学部との連携を行っていた。学生をスタッフと

して雇用し，学生からの相談の対応や学習支援の補助をさせている大学もあった。 

研修は大学が主催する職員育成向けのものと，図書館が主催する図書館の実務に関

する内容のものが準備されており，各大学の目標に沿った内容が組み込まれていた。

その他，学外で行われる研修や会議に参加するなど，職員の自発的な研修も可能となっ

ていた。図書館では情報リテラシーに関する講習会を定期的に実施しており，講習会

のプログラムを構成するための知識や技術などを研修で積極的に習得させていた。 

オーストラリアの大学図書館の中には，日本の大学と交流協定を結び，日本からの

短期職員研修プログラムの受け入れを実施しているところもあり，グローバル化に向

けた図書館サービスの提供を促進していた。 

 

（2）大学ごとの特記事項 

 以下，各大学での聞き取り調査の内容や背景を簡単に紹介する。 

 

(B1)モナシュ大学 

図書館職員数は 259 名。図書館は Client Services，Information Resources Division，

Central services の 3 部門から構成されていた。最初は閲覧カウンターで学生からの

一般的なレファレンス質問への回答を担当し，段階を経てサブジェクト・ライブラリ

アンとして学部の研究とつながりの強い専門的な業務を担当する形を取っていた。 

今年の図書館の年間計画では，優先的事項として“the research skill development 

framework”を大学の研究活動の基盤として体系的に活用することが記されている。電

子情報の管理にも力を入れており，e-リサーチ・センターなどと連携して，研究デー

タの管理をより発展させる計画も記されている。 

このような計画に沿って職員向けの研修もさまざまなものが実施されており，3 つ

の部門を含めたローテーションによる業務経験，大学のプロジェクトや学会への参加

などが行われていた。 
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(B2)ディーキン大学 

図書館職員数は 131 名。全ての職員が利用者サービスに焦点を置いて組織されてお

り，2 つの部門を中心に構成されていた。 

利用者向けのサービスとして，カウンターで対応をするフロントライン・スタッフ

と専門的な業務を行うリエゾン・ライブラリアンが存在し，スチューデント・ローバー

も雇用していた。 

リエゾン・ライブラリアンは 4 学部に合計 22 名の担当者がいた。またリサーチ・ラ

イブラリアンも 2 名おり，研究者と連携して研究者コミュニティからのニーズに対応

したり，研究者支援についてのデザインを行ったりしていた。 

図書館の年間報告の中では，図書館職員の目標として学術的な規則に基づいて学術

的な知識を習得することと，変化した環境などに適応できる柔軟性を習得することが

挙げられており，各種の研修を実施していた。また，スチューデント・ローバーに対

しても，雇用後，6 時間の講義を実施していた。 

 

(B3)ビクトリア大学 

図書館職員数は 150 名。各学部を担当するファカルティ・ライブラリアンは合計 6

名，リサーチ・ライブラリアンおよびインターナショナル・ライブラリアンが各 1 名，

そのほか，一般職員（general staff）が各館に在籍し，利用者からの問い合わせに対

応している。スチューデント・ローバーも約 20 名雇用していた。 

大学の 3 ヵ年（2010-2012）の報告書の中では，図書館サービスを発展させるための

計画として，図書館職員との協力という項目が記されており，新たな需要や優先事項

に合った柔軟性や目的を達成可能とする組織的な構造を確立させること，将来の需要

を満たす能力と知識を一致させること，文化の共同性や柔軟性，開発などを育てる役

割を発展させることが挙げられている。 

これらの目標に沿った研修が，大学や図書館において実施されており，大学のプロ

ジェクトへの参加も行われていた。毎年，図書館職員のサービスについての項目を含

む図書館利用満足度調査を利用者に対して実施し，結果を翌年のサービス向上のため

の参考としていた。 

 

(B4)マッコーリー大学 

図書館職員数は 143 名。利用者向けサービスの職員としては，カウンターでの対応

を行うスタッフと，リエゾン・ライブラリアンが在籍していた。一般的な問い合わせ

はカウンターでのスタッフが担当し，特定の分野に沿った問い合わせや相談について
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は，リエゾン・ライブラリアンが担当していた。4 学部ごとに担当がおり，合計 16 名

となっていた。また，教員とも連携しており，授業の中でのワークショップも開催し

ている。 

その他にインフォメーション・ライブラリアン（約 3 名）とアクセス・サービス・

ライブラリアン（19 名）がいる。 

大学の報告書（2010-2014 年）では，図書館の使命を「大学のために世界レベルの

情報環境を提供する」としている。その下に戦略的な目標を 6 項目に分けて記してい

た。その中のサービスの項目では，利用者中心の高品質のサービスを提供することが

挙げられていた。 

その目標に沿って，図書館では実務に沿ったものからキャリア形成に関するものま

で幅広く研修を実施していた。 

 

(B5)シドニー工科大学 

図書館職員数は 70 名。組織は，「教育と研究サービス部門」と「図書館資源部門」

から構成されている。「教育と研究サービス部門」は，アクセス・サービスと情報サー

ビスにさらに区分されていた。 

職員には，コミュニケーション能力と情報の共有が重要とされており，業務の遂行

に当たっては，チーム制（同一の業務を複数で担当）が導入されていた。 

図書館サービスのガイドラインとして，client service charter を作成している。

これは，学生と共同で作成したもので，「図書館サービスで必要とされること」「図書

館職員がすべきこと（気さくに親切に対応する）」「図書館職員が利用者に求めること

（他の利用者の権利を尊重する）」などが記されている。 

研修は，大学や図書館が実施するものに加えて，データベース提供企業等による講

習会も多く行われていた。 

 

(B6)シドニー大学 

図書館職員数は 246 名。そのうち，レファレンス・スタッフは 82 名，IT サポート・

スタッフは 9 名である。 

シドニー大学図書館では，スタッフに求める条件を staff duty statement に記して

おり，研究環境で情報サービスを提供し，発展させる能力などを必須項目として挙げ

ている。これらの能力を効果的に向上させるために，毎年自らの業務遂行状況を報告

し，評価することが義務づけられている。その過程の１つとして，効果的な研修の方

法などを上司と話し合うことも多い。 

その他，外部団体主催の研修への自主的な参加や，データベース提供企業等による
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講習会も行われている。 

 

（3）その他 

①職員のオフィス 

どの大学のオフィスも機能的で清潔だった。サービスカウンターの職員以外は，利

用者用スペースと区分された場所がオフィスとして提供されていた。ビクトリア大学

では，図書館職員の働く空間を快適にすることにも力が入れられており，オフィスの

隣にキッチンやベランダも併設していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，個々の職員のプライバシーも重視し，パーテーションで職員のデスクを区切っ

ていた。完全に独立した空間とするのではなく，職員同士でのコミュニケーションが

取れるようパーテーションは，お互いの顔を見ることができる高さになっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②図書館ボランティアと学生の雇用 

訪問したオーストラリアの大学図書館では，図書館がボランティアを募集して業務

を担当してもらうといった試みは行っていなかった。モナシュ大学では，法学部のプ

ロジェクト（PLEA）のひとつとして，図書館でのボランティア活動も実施されていた。 

一方で，オーストラリアでは図書館でのボランティア活動は一般的なものであり，

 

オフィスに併設されたキッチン 

 

オフィスに併設されたベランダ 

 

オフィスのデスク 
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ボランティアセンターや専用の募集サイト（SEEK など）からの応募が可能なシステム

が作られていた。 

また，図書館では，スチューデント・ローバーとして学生スタッフを雇用し，利用

者からの問合せに対応させていた。大学側では，学生が他の学生を教えることで，学

習経験を積み，将来的なキャリア形成へのきっかけとしてもらうという意図を持って

いた。 

学生スタッフの育成のために，雇用決定後から勤務開始前までの間に，講義形式で

基礎的な知識を習得させ，勤務に活かす形を取っていた。また，勤務後には，当日の

勤務内容（問合せ件数・内容）を記入し，報告してもらっていた。 

 

 

③図書館職員の職務による分類 

オーストラリアの大学図書館では，ALIA（Australian Library and Information 

Association）が定める次の 3 職種が図書館業務と密接に関連している。 

http://www.alia.org.au/education/qualifications/ 

 

1）Librarian と Teacher librarian 

Librarian は，図書館の運営や利用者のニーズに合ったサービスやポリシー等を作

成する職種で，指定のコースを開講している大学・大学院などで，コース修了後に与

えられる資格が必要になる。 

Teacher librarian は，効果的な図書館サービスや情報サービスを構築することに

より，学校社会が目指すビジョンを支援・構築する業務を行う職種（司書教諭）で，

教育の資格と，図書館職員に関する指定のコースを開講している大学でコース修了後

に与えられる資格が必要とされる。主な役割は，生徒への授業，情報リテラシーの教

育，カリキュラムの作成と運営などが一般的とされている。 

 

2）Library technician 

図書館のレファレンスや ILL などの業務を行う職種で，指定の職業訓練コースなど

を受講すると与えられる資格が必要になる。オンラインコースも開講している。 

 

3）Library assistant 

1），2）の職種の補助業務を行う職種で，特に資格は必要としないが，他の職種の訓

練コースなどを受けることも可能となっている。 
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4‐4 その他 

 この節では，調査目的とは外れるが，調査を通じて印象に残った部分について報告する。 

 

（1）入館ゲート 

(A)香港・シンガポール 

大半の館では入館時に IC カードで認証する形になっていたが，郊外に立地している南洋

理工大学だけは，ノーチェックで入館できる形になっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B)オーストラリア 

訪問したほとんどの図書館は，ノーチェックで入館できる形になっており，ブックディ

テクションシステムのみが設置されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビクトリア大学 Footscray Park キャンパス 

 

市内にある香港城市大学の場合 

 

郊外にある南洋理工大学の場合 

 

マッコーリー大学図書館 

86



（2）自動貸出返却装置 

(A)香港・シンガポール 

全館で導入されていたが，日本で導入されているものとは形が違っていた。 

延滞した場合の罰則は，どの館も延滞金を支払う形を取っていた。支払いシステムも合

理化されており，キャッシュレス（IC カード）で支払うことのできる装置が併設されてい

る館もあった。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

香港城市大学では Media Area と Semi-Closed Area にて，それぞれ異なる自動貸出シス

テムを使用して，どちらのシステムが使いやすいか試行していた。このうち Media Area の

システムは業者作成のもの，Semi-Closed Area のシステムは大学作成のもので，今のとこ

ろ大学が作成したシステムの方が好評とのことだった。 

 

(B)オーストラリア  

 すべての館で導入されていた。日本とは異なるタイプだが，訪問した館ではいずれも共

通していた。返却は，時間内でも入口にある返却ポストに入れる形式が一般的なようであ

る。ポストへ返却された資料が，ベルトコンベアによって事務室の所定の場所に運ばれる

仕組みになっている図書館もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ビクトリア大学 Footscray Park キャンパス 

南洋理工大学（左は延滞金支払い用の装置）

 

シンガポール国立大学 

 
マッコーリー大学 
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香港大学 

（3）予約図書・取り寄せ図書 

(A)香港・シンガポール 

香港大学では，閲覧カウンターの外側に予約図書をそのまま出して，セルフサービスで

貸出できるようにしていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B)オーストラリア  

ほとんどの大学で，次の流れで，予約図書のセルフ貸出を行っていた。①予約図書や他

館取り寄せ図書を別室に置く。②予約者名のデータの印字された紙を挟み，書架に並べる。

③学生はその部屋に設置されている自動貸出装置で借りていく。学生の自主性を尊重して

いることがうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）リザーブブック（指定図書） 

(A)香港・シンガポール 

 大半の大学で，閲覧カウンターのすぐそばに貸出期間の短い（一夜貸し）授業関連図書

のリザーブブックコーナーを作っていた。 

 

(B)オーストラリア 

訪問した多くの図書館で，授業などでよく使われる図書をまとめた部屋を作っており，

短時間の貸出を行っていた。 

 

モナシュ大学 
 

ビクトリア大学 
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（5）視聴覚資料 

(A)香港・シンガポール 

どの大学も充実したコレクションを持っていた。内容的には娯楽性の高いものが多く，

日本のレンタルビデオ店のような様相の館もあった。館外貸出も行っていた。 

香港城市大では返却ポストに入れると自動的に返却されるシステムを独自に開発してい

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）24 時間開館 

(A)香港・シンガポール 

香港大学では，図書館入口横の学習室のみ 24 時間開館としていた。館内全域が 24 時間

開館の図書館はなかった。 

 

(B)オーストラリア 

マッコーリー大学では，図書のある Level1，2 と，Level3～5 の学習スペースとを別の入

口にしていたが，将来的に 24 時間対応を目指しているのかもしれない。学習スペースに図

書館職員はいないが，警備員は常駐しており，安全面を考慮しているとのことである。 

 

 

  

香港大学 

 

香港城市大学 
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（7）コピーサービス，プリントサービス 

(A)香港・シンガポール 

シンガポールの 2 大学には，非常に多くのコピー機，プリンターがあり，日本の大学の

生協に当たる組織の担当者が常駐していた。コピー料金は，地下鉄のカード（オクトパス

カードなど）で支払うことのできる大学もあった。 

 

(B)オーストラリア 

どの大学もコピー機，プリンターの数は非常に多かった。支払は学生証にお金をチャー

ジする方法が多かった。 

 

（8）機関リポジトリ，ディスカバリサービス 

(A)香港・シンガポール 

全大学で機関リポジトリを運用していた。南洋理工大では，学内限定公開で，学生のレ

ポートを登録していた。 

 また，いずれの図書館もディスカバリサービスを導入しており，図書館の Web サイトか

ら多様な情報資源を一元的に検索できるようになっていた。 

 

(B)オーストラリア 

全大学で機関リポジトリを運用していた。シドニー大学では，オープンアクセスと closed

アクセス（教員の書いたものがほとんど。構内のみ。制限付き）の 2 種類のリポジトリを

運用していた。 

また，いずれの図書館もディスカバリサービスを導入していた。 

 

（9）障害者支援 

(A)香港・シンガポール 

香港大学では，一学年に 2～3人ほどいる視覚障害者のために特別な部屋を設け，点字を

タイプできる機械や拡大機を設置していた。 

 

 

 

 

 

 

 

(B)オーストラリア 

モナシュ大学やマッコーリー大学には障害者用の部屋が設置されていた。 

  拡大機（左）と点字キー（右） 
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（11）ライブラリーカフェ 

(A)香港・シンガポール 

香港・シンガポールの大学にはカフェは併設されていなかった。 

なお，香港大学では，図書館の正面入口横でスターバックス・コーヒーが営業していた

が，図書館とは無関係だった。 

 

(B)オーストラリア 

オーストラリアでは，すべての図書館にカフェが併設されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）キャンパス内のラーニング・スペース 

(B)オーストラリア 

 図書館とは別の建物にあるラーニング・スペース。パソコンの利用や学生が集まって勉

強することができるスペースがあった。また，サポートデスクが設置されていた。 

ビクトリア大学 Footscray Park キャンパス 

  
ビクトリア大学 Footscray Nicholson キャンパス

    

ディーキン大学 （The Learning Space） 
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5．まとめ 

 最後に以上の結果を調査項目別にまとめる。 

 

5‐1 ラーニング・コモンズ 

■コンセプト 

各大学図書館のラーニング・コモンズは，以下のとおり多様なコンセプトと考え方の下

に設置されていた。 

 

(A)香港・シンガポール 

 (A1)香港科技大学：館内にありながら図書館とは独立した空間として設計。 

 (A2)香港大学：新しいスタイルを求める新しい世代に対応するため，図書館が独自に

展開する空間。 

 (A3)香港城市大学：「ステレオタイプな開架図書館からラーニング・コモンズへ」とい

うコンセプトの下，図書館全体がラーニング・コモンズになるように工夫。焦点にな

る施設・設備を効果的に配し，館内を移動すると常に何らかの刺激が得られるように

設計。 

 (A4)南洋理工大学：協調学習に貢献し，学生の求める多様な学習スタイルに応える空

間。 

 (A5)シンガポール国立大学：図書館全体を「家のような雰囲気」を感じられる空間に。

ただし，ラーニング･コモンズと呼ばれる場所はなかった。 

 

(B)オーストラリア 

 (B1)モナシュ大学：多様化するニーズ，変化する教育・学習スタイルに対応した空間。

ラーニング・コモンズという特定の場所としての認識はなく，改修および設備の更新

を行うたびに，コンセプトは変化していくものとしている。 

 (B2)ディーキン大学：図書館を大学の中心エリア，学生の集まる所“ハブ（HUB）”に

したいという意図の下，ラーニング・コモンズとしての特定の場所は設けず，図書館

全体を「学生の場所」として位置付けている。 

 (B3)ビクトリア大学：「学生中心」，「図書館であらゆるサービスを」というコンセプト

の下，自由な交流が可能な場として，カフェなどを併設したグループ学習や PC を備え

た空間を用意。複数のサービスを一括で提供できる環境を整備している。 

 (B4)マッコリー大学：「人・光・つながり」というコンセプトの下に設計。「スタディ・

スペース」と呼ばれる場所で，学生の自主性に重点をおいた空間作りを実施。 

 (B5)シドニー工科大学：家具の配置も含め，フレキシビリティのあるグループ学習の

場として設置。ただしラーニング･コモンズとは呼ばれていない。 

 (B6)シドニー大学：「not space，“service”」というコンセプトの下，サービスと情報
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を同時に提供でき，「分からなかったことが分かるようになる」空間として設計。 

 

比較してみると，香港大学とディーキン大学では，他部署との関わりという点で，全く

異なる考え方を持っている。国ごとに比較した場合でも，香港・シンガポールとオースト

ラリアでは，コンセプトの立て方に違いが見られる。 

香港の大学及び南洋理工大学ではラーニング・コモンズという概念を新たな施設・設備

のコンセプト（あるいは目指すべき点というべきか）として扱っている（日本もどちらか

というとこちらに近いと言える）。 

一方，オーストラリアの大学では，図書館本来の機能として，必要とされるサービスや

情報を提供できる環境を設計し，大学の中心で人とサービスを有機的に結びつける“ハブ

（HUB）”となることを目指している。 

名称についても，ラーニング・コモンズではなく独自の名称で呼んでいる館があるなど，

大学ごとの差異がみられた。 

ただし，以上のような差異にも関わらず，どの館も，ラーニング・コモンズを単なる「場

所」としてではなく，学生への多様なサービスを実現するための必須の空間として捉え，

ニーズの変化に対応して空間デザインを行っている点では共通していた。 

 

■施設・設備 

ラーニング・コモンズの構成要素として，ほぼ全館で，次のようなスペースが含まれて

いた。 

 利用者用 PC スペース（インフォメーション・コモンズ） 

 ディスカッション可能な協調学習に対応したスペース 

 図書館職員による講習会，セミナー用スペース 

 マルチメディアに対応した各種作業用スペース 

 サポートデスク 

また，各ラーニング・コモンズ内では，先端的な ICT 機器や可動式の家具が活発に利用

されていた。その他，明確なゾーニングを行うことで，館内には，静寂な学習空間，個室，

アメニティ空間も確保していた。  

香港・シンガポールとオーストラリアを比較すると，前者では図書館の一部をラーニン

グ・コモンズ化，後者では図書館全体でラーニング・コモンズを形成しているケースが多

かった（香港城市大学は例外）。上記の共通要素のほか，各大学で以下のような特色あるス

ペースを用意していた。 

 

(A)香港・シンガポール 

(A1)香港科技大学：Creative Media Zone 

(A2)香港大学：Deep Quiet Room 
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(A3)香港城市大学：Mini Theatre，General Education Room 

(A4)南洋理工大学：Recording Room，Mini cinema 

 

(B)オーストラリア 

(B3)ビクトリア大学：ビジネス系学生向けのオフィス仕様の部屋 

(B5)シドニー工科大学：Create Space Room  

 

今回訪問した大学のラーニング・コモンズは，日本の大学図書館のラーニング・コモン

ズと同等以上の機能を備えていた。特に次の点で日本より優れていると感じた。 

 自由でクリエイティブな思考を刺激する個性的な空間デザイン 

 各ゾーン・部屋・家具の配色，照明に対する強いこだわり。 

 利用者用 PC，プリンタ，コピー機の数の多さ 

 最新の ICT 機器の積極的な導入 

 

5‐2 学習支援 

■学習支援 

今回調査を行った図書館では，大学全体の教育に関するミッションや ACRL，オーストラ

リアにおいては ANZIL や RSD といった情報リテラシー教育に関する基準に準拠，または参

考にした内容の学習支援活動を行っていた。また，学習支援に図書館の生き残りの活路を

見出しているといった意見も聞かれた。 

具体的には，次のような学習支援を行っていた。 

 今回訪問した全大学で，各学問分野について，①講義，ワークショップ等の集合型の

情報リテラシー教育，②Web サイトでのオンラインチュートリアル，③窓口での図書館

職員によるサポート，といった支援を重層的に展開。 

 大学全体の学習支援ポリシーや学生・教員のニーズに合致したプログラム（例えば，

オーダーメイドクラスや教員の要請によるワークショップ等）の実施。 

 教員に対する講習（学術コミュニケーションの動向，文献管理法，引用分析等）の実

施。 

なお，話し方，プレゼンテーション，レポート・ライティング等に関する支援は，学内

他部署が実施しているケースが多く，サービスのすみ分けと協力が行われていた。図書館

では，講習会用の施設の提供や，担当部署への学生の誘導という形でこれらサービスに対

しての支援をしている。 

日本の大学図書館と比較すると，図書館職員が教員からより強い信頼を得た上で，学部

教育としっかり連携を取って学習支援を行っている印象を受けた。教員と共同で教育に携

わっている事例もあった。図書館の Web サイトを活用した学習支援については，日本の大

学よりも遥かに進んでいた。 
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広報活動については，電子メール，ブログ，SNS，動画等，新しいメディアを積極的に取

り入れ，多様なチャネルを使っている点が特徴的だった。 

学生ボランティアによる学習支援を行っている例は見られなかったが，研修を受けたス

チューデント･ローバーなどの学生スタッフが大いに活躍している大学があった。 

 

■留学生支援 

図書館が行う留学生支援については，留学生だけを特別扱いをせず，全学生に対して英

語による標準的なサービスを行うことを基本としていた。この点は，香港，シンガポール，

オーストラリアのすべての大学で共通していたが，留学生の母国語（中国語等）によるサ

ポートを行っていた図書館もあった。 

ただし，言語面はクリアできても文化・経験的な違いによりサービスを受けられること

を認識していない留学生がいるため，その点について配慮をしなければならないと話して

くれた大学もあった。また，図書館が留学生にとって居心地のよい場所となるような雰囲

気作りを心掛けている大学もあった。 

 

■図書館職員 

 全体的な共通点として，上記のような学習支援活動を支えるため，サブジェクト・ライ

ブラリアン，オーストラリアでは，リエゾン・ライブラリアン等が中心となって活躍して

いた。彼らは，各学問分野についての専門的な知識を活かして学部教育との連携を取り，

学習支援活動を行っていた。 

サブジェクト･ライブラリアンは，学習支援以外に，学習環境（ラーニング・コモンズ）

の整備，図書館のコレクション構築といった業務を各人の専門として分担して業務を行っ

ていた。その他，図書館システムの構築，機関リポジトリの運営なども専門職として確立

していたが，今回は調査を行えなかった。 

職員の呼称については，香港・シンガポールでは，サブジェクト・ライブラリアンに加

えて「プロフェッショナル・ライブラリアン（もしくはプロフェッショナル・スタッフ）」

という言葉を頻繁に聞いた。サブジェクト・ライブラリアンとプロフェッショナル・ライ

ブラリアンは全く異なる存在ということではなく，プロフェッショナル・ライブラリアン

の一部（もしくは全員）がサブジェクト・ライブラリアンとしても働いているとのことで

あった。どの大学でも，サービスの核となる業務をプロフェッショナル・ライブラリアン

が行い，それ以外の実務をサポート・スタッフが担当するという分業が行われていた。一

方，オーストラリアでは，ALIA の基準によって図書館職員の職種と業務を分類されていた。 

なお，学生が図書館業務に参加する場合は，ボランティアとしてではなく，サポート・

スタッフ等として雇用していた。 

日本の図書館職員ともっとも違う点は，各学問分野の専門知識を持った図書館職員が存

在することである。図書館職員が学部や教員との連絡窓口（リエゾン）となることで学生
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や教員からの信頼を獲得し，教育活動を行うことが当然となっていた。 

職員の育成や研修については，今回十分な調査は行えなかった。調査を行った範囲では，

館内・学内・学外の図書館関連の研修のほか，他大学のサブジェクト・ライブラリアンと

のコミュニティの形成を行う，大学主催の職員育成プログラムに図書館職員も参加し，マ

ネジメントその他の研修を受ける等の例が見られた。また，シンガポールでは研修を受け

るごとにポイントが加算され，一定のポイントに達すると表彰されるという制度があった。 
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6．今後に向けて 

 最後に，今回の調査で残った課題をまとめた後，調査結果を今後の大学図書館で役立て

るための展望について考察する。日本国内の大学図書館でラーニング・コモンズ整備を進

め，学習支援を促進していくには，どういうことが求められるのだろうか？調査実施後，

今後に向けて，参加メンバーで自由に意見交換を行った結果をまとめてみた。 

 

6‐1 課題 

今回の調査では，次の点が課題・反省点として残った。 

 事前送付した調査項目が調査時間に対して多過ぎたため話が煩雑になり，全館につい

て全項目を調査することができず，十分な比較を行うことができなかった。 

 調査日程が訪問先の多忙な時期と重なり，十分な調査を行えなかった大学があった。 

 訪問先の教育事情，文化的背景についての下調べが不足したため，深く踏み込んだ調

査ができなかった。また，日本の大学図書館の現状についての調べも不足していたの

で，日本との比較が十分に行えなかった。 

 図書館以外の関連部局（学習支援センター）等での教育状況についての調査を行うこ

とができなかった。また，教育の評価や効果について調査できなかった。 

 日本とは異なる講義の形態，学位のあり方についての事前知識が足りなかった。 

 各館とも資料の電子化が進んでいたが，その影響や関連性について調査できなかった。 

 ラーニング・コモンズが建設中だった館もあったので，将来，継続的な調査を行うこ

とが望ましい。 

 

6‐2 今後に向けて  

■ラーニング・コモンズ 

学生のニーズに応え，その創造力を刺激する学習空間となることが求められる。そのた

めには，ラーニング・コモンズを限定された場所として捉えるのではなく，図書館全体を

ラーニング・コモンズ化するような意識が必要だろう。その為にも今回見られたように，

図書館全体が「学生の場所」となること，学生が気軽に集まることができ，リラックスし

た中で議論や交流を行えるように「家にいるような雰囲気作り」を意識すること，より多

くの利用者に活用してもらえるような設備の拡充が必要と考える。 

 

■学習支援 

学習支援に関わる職員の養成と，大学教育とのより強い連携が何よりも必要である。ま

ずは，利用者に対するアンケート結果等をフォローすることで，学生への関わり方を強く

することを考えるべきである。 

レポート・ライティング支援については，今回調査を行った大学図書館と日本とでは状
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況がかなり違うと思われる。基本的には各大学での状況，需要を見極めたうえで，図書館

ができる範囲で関与する必要があるが，日本の大学の場合，海外とは違った形（例えば，

図書館が中心になったライティング支援の実施）も考えられるだろう。 

また，大学全体から見た場合，大学図書館が，学内の各種学習支援サービスへの案内を

する HUB となり，情報の一元的な窓口になることが求められるのではないだろうか。図書

館外のサービスには図書館にはないノウハウがある。利用者とこれらのサービスの間を取

り持つことで，現状よりも多彩な学習支援が可能になると考えられる。 

 

■留学生支援 

日本の大学がグローバル化をさらに推進する場合，将来的には，国内学生と留学生を区

別しないサービス，つまり英語によるサービスを定着させることを視野に入れるべきだろ

う。 

 ただし，このことは各大学の状況や方針に応じて考えるべきである。例えば，日本人学

生が大半を占める大学で，英語中心のサービスを実施することは難しいだろう。当面は，

留学生の活躍の場を広げ，学生同士の新たなつながりを作る場所として図書館を活用して

いくなど，言語面以外での対応を行うことも考えられる。 

 いずれにしても，大学のグローバル化に関しては，言語以外にも，文化や経験の違いに

対するフォローが必要となることも視野に入れる必要がある。 

また，学内の国際関係部局と連携しながら，各大学のグローバル化の方針に沿う形で，

図書館における留学生支援を考えていく必要もあるだろう。 

 

■図書館職員 

 今回調査を行った大学図書館では，サブジェクト・ライブラリアン制度が定着し，学部

のカリキュラムと連携した学習支援サービスを行っていた。この制度は，今回訪問した大

学図書館（もしくは国）では有効に機能していたが，これをそのまま現在の日本の大学図

書館に導入することは養成・雇用形態の面から困難と思われる。また，全く同じものを模

倣すべきか？今後どうあるべきか？についても，次のとおり，出張者の間で様々な意見が

出た。 

 最終的には，日本の大学図書館でも，同様のサブジェクト・ライブラリアン制度を導

入し，専門を持った図書館職員が教育研究支援を行っていく形が考えられる。 

 見習うべきではあるが，専門分野についての知識を必ずしも要求されていない現在の

日本の大学図書館にそのまま導入することは困難である。 

 日本の事情に合わせた独自の専門性向上指針を作り上げるべきである。 

 香港城市大学で取っていた「フォーカスエリア」というやり方を日本式にアレンジし，

各図書館職員が専門分野を持つようにすることが考えられないだろうか。 

 海外では，レポート・ライティング支援は，図書館職員はほとんど担当していなかっ
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たが，日本の場合，図書館職員が情報リテラシー教育とライティング支援を包括的か

つ高度に行える図書館職員を育成する形が考えられないか。 

  

今回の調査では各国の図書館職員制度にまで踏み込んで調査することはできなかったた

め，図書館職員の今後のあり方についても結論づけることはできなかった。 

 海外の図書館のように，図書館職員が，各学問分野についての専門知識を持った上で図

書館業務を行い，利用者にとって，研究内容についての身近な相談者と認識されるように

なることは，図書館職員が利用者から信頼を得る方法の一つとして有効であることは間違

いない。ただし，日本の大学図書館の場合，図書館職員のサブジェクト・ライブラリアン

化だけにこだわるのではなく，利用者から信頼される図書館職員となる方法として，日本

独自の効果的な学習支援，研究支援，または図書館職員としての技能向上のために必要な

様々な可能性を追求していくことが今後さらに必要になってくるのではないだろうか。 
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≪参考文献，参照 Web サイト（2012 年 7 月参照）≫ 

 

【大学および大学図書館 Web サイト】 

(A1) 香港科技大学 The Hong Kong University of Science & Technology 

(A2) 香港大学 The University of Hong Kong 

(A3) 香港城市大学 City University of Hong Kong 

(A4) 南洋理工大学 Nanyang Technological University 

(A5) シンガポール国立大学 National University of Singapore 

(B1) モナシュ大学 Monash University 

(B2) ディーキン大学 Deakin University 

(B3) ビクトリア大学 Victoria University 

(B4) マッコーリー大学 Macquarie University 

(B5) シドニー工科大学 University of Technology, Sydney 

(B6) シドニー大学 The University of Sydney 

 

 大学 Web サイト 大学図書館 Web サイト 

A1 http://www.ust.hk/eng/index.htm http://library.ust.hk/ 

A2 http://www.hku.hk/ http://lib.hku.hk/ 

A3 http://www.cityu.edu.hk/ http://www.cityu.edu.hk/lib/index.htm 

A4 http://www.ntu.edu.sg/ http://www.ntu.edu.sg/library/ 

A5 http://www.nus.edu.sg/ http://libportal.nus.edu.sg/frontend/index 

B1 http://www.monash.edu.au/ http://www.lib.monash.edu.au/ 

B2 http://www.deakin.edu.au/ http://www.deakin.edu.au/library/ 

B3 http://www.vu.edu.au/ http://library.vu.edu.au/ 

B4 http://www.mq.edu.au/ http://www.mq.edu.au/on_campus/library/ 

B5 http://www.uts.edu.au/ http://www.lib.uts.edu.au/ 

B6 http://sydney.edu.au/ http://sydney.edu.au/library/ 

 

 

 

【参考文献，参照 Web サイト】 

■4‐1訪問先概要 

・Top Universities, QS World University Rankings．2011． 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011 
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・馬越徹.“第 10 章 オーストラリア”． アジア・オセアニアの高等教育（高等教育シリーズ

129)．馬越徹編．玉川大学出版部， 2004，p.208-227． 

 

・独立行政法人大学評価・学位授与機構. 諸外国の高等教育質保証システムの概要: オースト

ラリア， 2010， p.45． 

http://portal.niad.ac.jp/library/aus_jpn.pdf 

 

・Department of Education, Employment and Workplace Relations. Student 2010 Full Year: 

Selected Higher Education Statistics．2011． 

http://www.deewr.gov.au/HigherEducation/Publications/HEStatistics/Publications/ 

 

■4‐3学習支援 

・Australian and New Zealand Information Literacy Framework: principles, standards and 

practice．Second ed. Editor: Alan Bundy. Adelaide, Australian and New Zealand Institute 

for Information Literacy． 2004. 

http://www.caul.edu.au/caul-programs/information-literacy/publications 

 

・Willison, J., O'Regan, K..“The Research Skill Development Framework”．2006． 

http://www.adelaide.edu.au/rsd/framework 

 

・The Australian National Data Service (ANDS) 

http://www.ands.org.au/ 

 

・ALIA（Australian Library and Information Association） 

http://www.alia.org.au/education/qualifications/ 

 

■全体 

・佐藤博志編著．オーストラリアの教育改革 : 21世紀型教育立国への挑戦．学文社，2011． 

 

・全国学校図書館協議会オーストラリア学校図書館研究視察団編． オーストラリアに見るコ

ミュニケーション力を培う学校図書館．全国学校図書館協議会， 2011． 

 

・大城善盛．オーストラリアにおける図書館職員事情 (特集 これからの図書館員制度(2)具体

化に向けて)．図書館雑誌．2008，102(3)，p.164-166． 
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【本文中にも記載した参照 Web サイト】 

■4‐1訪問先概要 

・シドニー大学：データベース 

http://www.library.usyd.edu.au/databases/ 

 

■4‐2 ラーニング・コモンズ 

・ディーキン大学：Melbourne Burwood Campus 各フロア案内 

http://www.deakin.edu.au/library/services/hourslocation/burwood.php 

（“What you'll find at the Library”参照） 

 

・シドニー大学：Fisher Library 改修の概要とフロアプラン 

http://sydney.edu.au/library/about/fisher-dev/downloads/renovation/floor-plans.pdf 

 

・シドニー大学：SciTech Library 各フロア案内 

  http://www.library.usyd.edu.au/libraries/scitech/gallery/index.html 

 

■4‐3 学習支援 

・南洋理工大学：教育用施設の紹介 

http://www.ntu.edu.sg/library/facilities/Pages/InstructionalFacilities.aspx 

 

・香港科技大学：オンラインチュートリアル 

http://libguides.ust.hk/infoliteracy 

 

・香港科技大学：サブジェクト・ライブラリアンの専門領域ごとのサポートサイト 

http://libguides.ust.hk/ 

 

・モナシュ大学：Language and Learning Online 

http://monash.edu/lls/llonline/ 

 

・シドニー大学：iResearch プロジェクト 

http://www.library.usyd.edu.au/skills/ 

 

・シドニー大学：First Year Roadmap 

http://www.library.usyd.edu.au/clients/roadmap/ 
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・シドニー大学：iResearch（効率的な検索を学ぶコンテンツ） 

http://sydney.edu.au/library/elearning/learn/topic/index.php 

 

・シドニー大学：iResearch のクリエイティブ・コモンズ・ライセンス 

http://sydney.edu.au/library/elearning/creativecommons.php 

 

・RSD（The Research Skill Development）Framework 

http://www.adelaide.edu.au/rsd/ 

 

・RSD7（The Researcher Skill Development） 

http://www.adelaide.edu.au/rsd/rsd7/ 

 

・シドニー工科大学：多様なサービスポイント 

http://www.lib.uts.edu.au/help/ask-librarian 

 

・モナシュ大学：Research Data Management 

http://www.researchdata.monash.edu.au/ 

 

・モナシュ大学：The Australian National Data Service (ANDS) 

http://www.ands.org.au/ 

 

・オーストラリア：ALIA（Australian Library and Information Association）が定める図書

館職種 

http://www.alia.org.au/education/qualifications/ 
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（付録１）各訪問先に事前送付した質問票 

 
Research Members, Purposes, and Questions 

of 
Visit to National University of Singapore 

 

I. Date and time: 

  Monday, March 8, 2012 

 9:00-11:00 AM (Central Library), 11:15-12:00(Hon Sui Sen Memorial Library)  

                   

II. Visitors: 

  5 people (including an interpreter) 

 

  Faculty member 

   Dr. Masanori YAMADA 

   Associate Professor, Research Center for Higher Education, Kanazawa University 

 

  Staff members of university libraries 

   Mr. Yohei HASHI  

   Assistant division chief, Information Service Division, Kanazawa University 

   Mr. Keisuke MORIBE  

   Staff, Hamamatsu Branch Library, Shizuoka University 

   Mr. Yusuke NAKAAKI  

   Staff, Library of Informatics and Languages, Nagoya University 

 

English – Japanese Interpreter 

 

III. Major purposes  of  our visit: 

  Learning about the following three points. 

  1. Your library's building and layout, especially the Learning Commons. 

  2. Learning support in the library. 

  3. Services for international students (students from overseas) at your library. 

 

この部分は訪問先によって変えた。 

この部分は「香港・シンガポール」と「オーストラリア」

とで変えた。 
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IV. Our major interests in National University of Singapore 

We hope to talk mainly about these topics with you. Thank you very much in advance. 

 

1. The Learning Commons (LC) 

We would like to have brochures or leaflets about your library's floor plan and the LC if you have any 

available. 

(1) Please tell us the concept (e.g. philosophy of spatial design) and the feature of your LC.  Is the concept 

connected with the university’s visions or aims? 

(2)For what purposes do your students use the LC? Are there any differences between the graduate, 

undergraduate, and international students? How do your students evaluate the LC?  How much do you 

consider the student’s opinion to improve the LC? 

(3)Are there any workshops or meetings held at the LC? 

(4) Do you have any staff members or peer supporters who are there? If you have any, what kind of tasks 

do they have? 

(5)Who pays the cost to reform the spatial design of the library? 

(6)What problems have occurred after the opening of LC?  

 

2. Learning Support 

(A)The contents of learning support and services for international students 

(1) Please tell us about “Material for Discussion of the visiting day (questions_and_material.xls, Sheet2)”. 

(2)Do you have manuals or standards for the learning support? Do you refer to ACRL (Association of 

College a Research Libraries ) standards?  

(3)What style of education do you provide in the library? Are the contents of service changed according to 

a student's volition and skill level?  

(4)Are you cooperating with the reference service and learning support?  

(5) What method do you adopt to evaluate the effect of your learning support? And from what view point 

do you evaluate it (Especially about an evaluation from students)?  

(6) In what languages does your library support international students? 

(7)What collection building policy does your library have for international students (including DB, e-books, 

e-journals etc)? 

(B) Staff training 

(1)What competence does your library want to the staff to show ?  

(2)Do you have the program to develop it? Does the topsider have understanding about it?  

(3) Specifically, what training does your library undertake for staff members?  

(C) Cooperation with other faculties or centers in your university  

(1) Does the library work with the academic staff or administrative sections for some activities? 

(2)Does the library service coordinate with the curriculum? 

(3)Are the student support services by other faculties distinguished from the learning support services in 

the library?  

この部分は訪問先によって変えた。
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Section 1. Basics Data & Statistics about your Library

Classification Question Answer
Total　number of library staff

Reference staff

IT support staff

Staff for International students(including foreign
staff)

Opening hours of weekday

Number of lending per year (2011)

Transition of the number of lending(increase and
decrease)

Number of visitors per year (2011)

Transition of the number of visitors(increase and
decrease)

Number of reference services per year(2011)

Transition of the number of reference
services(increase and decrease)

Number of online reference services per
year(2011)

When was the LC in your library
established?

Number of PC for the users in your library

Total area of the LC

Please fill in the numbers and outline in advance and hand us over the day of our visit.
Or please supply brochure or leaflet about these data.

I.Number of
library staff
members

IV.LC and
technical
services

II.Public
services
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Classification

V.Other

A.

【Q１４】 Does the topsider of the university seek downsizing of the library?
A.

A.

【Q１５】 Does your library serve as a place for interchanges between people?
(e.g. an opportunity to talk each experience together)

IV.
Opinion and
evaluation

【Q13】What kind of opinion and evaluation do the students and academic staff have for library
improvement? (except on the LC and learning support)

Please fill in advance and hand us over the day of our visit. 
Question & Answer

【Q1】 How are the traditional library functions balanced with the new functions?
A.

【Q2】 Is there any place where users can eat and drink in the library?

Section 2. Questions in Advance

Ⅰ.
Building and
its layout

A.

【Q５】Do library staff members teach in a classes? What classes do they teach?
A.

【Q１０】 How does your library advertise the LC to students?

A.

【Q４】Are any classes given in the library? If So, what classes are given?

A.

【Q３】 Please tell us about the measures you undertake against sound.

Ⅱ.Class

A.

【Q1１】How do you advertise the learning support program to your students?
A.

III.
Advertising
to students

【Q１２】Does the library adopt the opinion from students and academic staff? How do you
adopt them? By way of meeting, interview, advice from teaching staff etc ?
A.
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Material for Discussion of the visiting day

contents Who is in charge?
TA? Peer support?

Online service or
tutorial avairable?

How many
students take part
in it ?

A.   
Lectures or
workshops on
information
literacy for
students in the
library

B.   
Technical
Support

C.   
Support desk
for academic
subjects by
subject liaisons

D.   
Support desk
for report
writing

E.   
Support desk
for
international
students

F．
Other services

Please tell us about following topics on the day of our visit if your library provides these services.
(Don't have to fill in this sheet in advance.)
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（付録2） 各訪問先での対応者一覧

（A）香港・シンガポール

大学名 対応者名 身分
Gabrielle Wong Learning Commons Manager
Steven Yip Head of Reference & Research Services
Y. C. Wan Deputy University Librarian （副図書館長）
Esther Woo Administrative Services Team Leader
Rebecca Yeung Reference Librarian, Main Library

Teresa To
Senior Assistant Librarian, Access Services and Public
Relations Support Unit

Bethany Wilkes
Reference and Instruction Section, Public Services
Unit

Stella Chung Access and Public Relations Support Team
Choy Fatt Cheong University Librarian （図書館長）
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南洋理工大学
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学

A1

A2

A3
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(A3) 香港城市大学 (A4) 南洋理工大学
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Ayako Hatta
Japanese Studies Librarian
Asian Studies Research Collection
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Jill Denholm Manager, Medical Sciences Libraries
Nancy Li East Asian Collection Librarian
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モナシュ大学

ディーキン大学

シドニー工科大学
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B1

B2

B5

B6

(A5) シンガポール国立大学
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(B3) ビクトリア大学

111



Research reports on the universities abroad  

by the tie-up project among 3 Tokai-Hokuriku university libraries 

 to promote learning support : 

The current state of learning commons and learning support at the university libraries 

in Hong Kong, Singapore, and Australia 

 

by 

Kanazawa University Library, Shizuoka University Library, Nagoya University Library 

September, 2012 

 

 

Abstracts 

This report is the results of research on the university libraries in Hong Kong, Singapore, 

and Australia. 

 In this research, we visited 11 universities in 3 countries in March 2012 and investigated 

into the current state of 2 topics. 

 1. Learning Commons 

 2. Learning support 

 (including library staff ’s activity and services for international students) 

 In this report, we introduce results of research about these topics and show our opinions 

about problems that Japanese university libraries are faced with. 
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