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大学図書館における英会話研修の実施と『大学図書館英会話集－名古屋大学
中央図書館カウンターでの対応－』の作成

粟野　容子1），岡部　幸祐2）

名古屋大学附属図書館1），2）

までに1万件を超えるダウンロード数となっている。参
考にしていただいているのなら嬉しい限りである。

本稿では，その英会話研修の実施から，冊子『大学図
書館英会話集』の発行，さらに，それを基にした電子書
籍版5）の作成，公開までを報告する。

Ⅱ．図書館職員を対象とした実践的英会話研修の企
画と実施

1．英会話研修の企画
学内には常勤及び非常勤の図書館職員約130名が働い

ており，中央図書館をはじめとして医学部分館のほか，
22の部局図書室に所属している。

常勤職員には英語力強化のための研修が学内でいくつ
か準備されており，それに参加することが可能だった
が，内容は図書館に特化したものではなく，一般的な英
会話研修だった。非常勤職員には一般的な英会話研修の
機会も少なかった。このことから大学図書館のカウン
ターでの英語力強化には常勤や非常勤の区別をせずにす
べての図書館職員を対象として，独自の研修が必要と判
断した。平成22年度からの2年間にわたって情報サー
ビス課参考調査掛が担当掛として英会話研修を企画して
実施した。

2．英会話研修の実施
1）実施概要
英会話研修は平成22年度から平成23年度に，第1期

（112回）と第2期（60回）の英会話研修と集中研修（2回）
を行い，実施総回数174回，参加人数は54名だった（表1）。

実施にあたっては次の点に留意した。
・研修内容は実際のカウンター業務を想定した実践的な

内容とする。
・実践的な研修を行うため少人数クラス編成（6名）と

する。
これは講師が1人1人に目を配ることができ，参加者
が毎回，クラスの中で発表する機会を設けることがで

Ⅰ．はじめに

大学図書館職員に求められる英語力とは何か。英語の
資料を読みこなす力。英語の資料を探せる力。これま
では，カタロギングやレファレンスをベースにしたも
のだった。しかし，グローバル化する大学においては，
英語のみで卒業できるコースが設けられるなど「英語
化」がすすめられている。大学図書館においても英語で
のサービスが必須のものとなってきている。名古屋大学
でも，「名古屋大学からNagoya�Universityへ」をスロー
ガンに国際化を進めている。平成21年度には，文部科
学省事業「国際化拠点整備事業（グローバル30）」1）に
採択され，留学生の受入れを積極的に行っている。平成
23年10月からは，学部における全ての授業を英語で提
供する「国際プログラム群」も開始された。英語で学習
する留学生の数は年々増加し，英語で授業をする外国人
教員の数も増えてきている。このような状況の中で，大
学図書館職員に求められる英語力も，図書館サービスを
提供するための「英語でのコミュニケーション力」が必
要とされている。

名古屋大学附属図書館2）では，『大学図書館英会話集
－名古屋大学中央図書館カウンターでの対応－』3）（以
下，大学図書館英会話集）を平成24年3月に発行した。
この英会話テキストは，名古屋大学中央図書館で行われ
た図書館独自の図書館職員向け英会話研修の成果として
生まれたものである。中央図書館でのカウンターサービ
スを英語で行えるように作成されたものであり，会話の
内容は名古屋大学のローカルなルールに基づいている。
その特殊性を差し引いたとしても，これを公開する意義
はあると考え，PDFファイルを名古屋大学学術機関リ
ポジトリから平成24年5月に公開した4）。平成25年8月

1）Yoko�AWANO：〒464-8601�愛知県名古屋市千種区不老町B3-2�
�（790）.　awano@nul.nagoya-u.ac.jp�
2）Kousuke�OKABE：okabe@nul.nagoya-u.ac.jp�
� （2013年10月10日　受理）
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に絞り，大学図書館業務についての知識は採用後，習得
してもらうことにした。
②講師への事前研修

大学図書館業務についての理解を採用条件からはずし
たため，図書館業務について理解をしてもらうことが必
要だった。カウンターに関係する図書館業務については
情報サービス課の各掛で簡単な説明を行った。また自習
用教材としてビデオやDVD「情報の達人」，「図書館員
のための英会話」等を視聴してもらうほか，中央図書
館で開催するガイダンスや講習会等にも参加してもらっ
た。勤務当初にこれら約10時間の研修を行った。
③講師としての業務

講師には研修開始前に模擬レッスンを2 ～ 3回しても
らった。担当者が，講師とレッスンの進め方や内容，ク
ラス運営等について細かい打合せを行った。実際の研修
が始まると1回毎のレッスン計画を講師に提出・説明し
てもらい，必要な時には講師と担当者で打合せをした。
毎回レッスン終了後は講師が各クラスの「英会話クラス
進捗状況」と「参加者出欠管理」を記録するようにし，
出勤日の仕事内容全体については「業務日報」による記
録を行った。これにより担当者がいつでもその内容につ
いて把握することができた。

4）研修内容
研修は，後述（Ⅲの1．）に紹介する方法で中央図書

館で独自に作成したテキスト，カウンター業務について
の「閲覧掛編」と「館内ツアー編」の2種類を利用して
スタートした（図1）。

カウンター業務については「閲覧掛編」から「相互利
用掛編」「参考調査掛編」とすすめた。「館内ツアー編」
は最終的に中央図書館の案内ができるように，少しずつ
中央図書館ツアーの案内順に進めた（図2，図3）。第2
期の研修では最後に所属図書室での案内ツアー説明文を
参加者で作成して実施するという企画も行った。

きる人数だった。
・1回を40分とし，回数を多く設定する。

短時間に成果をあげるためにこの時間とした。また
キャンパスが広いため大学内で研修場所まで片道約
10分かかる部局図書室もあり，往復にかかる時間を
含めても1時間以内で完結することが，毎週，継続し
て行うには適当だった。

・クラス内ではできるかぎり英語だけを使用する。
・聞き取りと発話を中心に各自の能力に合わせた目標を

設定して「相手に伝える」ことに重点を置く。
2）参加者
第1期の参加者は中央図書館カウンター対応職員全員

と定員に余裕があったので部局図書室の一部の職員が加
わった。第2期の参加者は主に部局図書室の図書館職員
だった。中央図書館と離れたキャンパスにある医学部分
館や保健学図書室の参加者のためには集中研修を企画し
て実施した。

3）講師
2年間でのべ3名の派遣職員を留学生支援担当職員と

して雇用し，英会話研修の講師を担当させた。一日6時
間で週3日18時間の勤務だった。業務は留学生のため
の英語による図書館利用支援の強化で，次のような仕事
を行った。
・英会話研修実施と英会話テキスト作成・編集補助業務
・図書館の英語化：館内のサインや掲示物，図書館ホー

ムページ，各種書類の英語訳や英文チェック
・英語による図書館講習会等の準備
①講師の条件

講師の雇用にあたって，重要視したのは次の2点だった。
・米国，英国等のネイティブ相当の発音ができる人。
・レッスンを英語で行うことができる人。

この条件に合い，さらに大学図書館に精通している人
を探すのは困難だった。最終的には採用条件を上記2点

第１期　英会話研修 第２期　英会話研修 英会話　集中研修
期　間 平成22年8月～平成23年6月 平成23年9月～平成24年3月 平成24年1月の2日間

対　象
中央図書館カウンター対応の図書
館職員を中心とする全学の図書館
職員

全学の図書館職員

医学部分館・保健学図書室の図書
館職員（毎週参加することができ
ない鶴舞キャンパスと大幸キャン
パスの図書館職員）

クラス編成 6名ずつの4クラス　計24名 6名ずつの3クラス　計18名 6名ずつの2クラス　計12名
時　間 1回　40分　 1回　40分　 1回　3時間

回　数 各クラス26 ～ 29回�
（週1回　総回数112回）

各クラス20回�
（週1回　総回数60回）

各クラス1回�
（総回数�2回）

表1．実施概要
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〇研修実施における工夫
研修実施にあたっては，次の点に注意し，研修が円滑

に進められるようにした。
研修は集中的に，テンポよく行うことを目標にする。
開始した平成22年度の研修では，参加した参考調査

掛の職員がクラスを牽引した。率先して大きな声で発音
や文章を繰り返して発声する，恥ずかしがらずに人前で
ロールプレイングを行う等，研修時間中は英語で話し，
積極的に参加する態度を示し雰囲気づくりをすること
で，クラス全体が積極的に取り組み，参加者が挑戦する
姿勢になっていった。

研修初日には，担当者が参加者にむけて研修に臨む態
度について説明を行った。研修の40分間に集中して取り
組んでほしいこと。様々なレベルの人達が集っている中
で，たとえば，最終的にはカウンターで流暢に話すこと
ができるようになりたいとか，自分はたまにテキストを開
いてフレーズを覚えて使えるようにはなりたいとか，今ま
でまったく理解できなかった聞き取りに挑戦したいとい
うような目標を各自が持ってほしい，ということを伝えた。

各クラスの参加者からリーダー 1名を指名して，毎回の
レッスンの報告と質問，感想等を担当者にメールで報告さ
せた。その内容について必要な時は講師と打合せを行い，
レッスンの振り返りや次回のテキスト作成の参考とした。

5）成果
英会話研修実施後に参加者に行ったアンケートでは次

のように高い評価を得た。
a．内容は知りたいものであった　100％
b．テキストは分かりやすかった　100％
c．今後活用できる内容であった� 89％
d．自由記述
・図書の検索や書架案内など，日ごろよく質問される

事柄への応対を知ることができ，とても充実した内
容でした。

・実際に，利用者への案内時，研修で覚えたフレーズ
のいくつかがすっと出てくるようになりました。

その他，第2期の研修の最後には参加者が所属の図書
室の案内ツアーの英語説明文案を作成した上で，実際の
現場で実施した。参加者からはこの経験は非常に大きな
力となったという声があった。

Ⅲ．これまでにない実践的な大学図書館英会話テキ
ストを目指して

1．英会話テキストの作成
英会話研修の目的の一つは，図書館職員の英語力の強

図2．英会話研修

図3．英会話研修　館内ツアー

図1．研修内容の一例（1回40分のレッスン計画）

英会話研修

１． ウォームアップ（ 分）

前回の単語の復習

・単語

・会話読み上げ、リピート、ペア発表

２． 閲覧掛編

スキット紹介（ 分）

ボキャブラリー（ 分）

会話練習で使用する単語、表現、その他便利な表現

会話練習（ 分）

・リーディング

・ペアを組んで練習

・ペアを組んで発表

３． 館内ツアー編 （ 分）

館内ツアーの場面を練習

・リーディング

・練習

・発表

４． 今日のおさらい（ 分）

単語・会話練習のおさらい

５． 次回の学習予定
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化だったが，もう一つの目的は，英会話テキストの作成
だった。大学図書館に特化したカウンターでの実践的な
英会話テキストは国内を探しても見つからなかったこと
から，大学図書館で実際に使える英会話テキストを作成
すれば，英会話研修を継続して開催することや自主学習
で有効に利用されるのではないかと考えた。どの大学図
書館にも共通して利用できる実践的な英会話テキストと
なるように編集を行い，冊子の発行を目指した。

1）英会話テキスト作成方法
実践的な英会話テキストを作成するためには中央図書

館カウンターでのやりとりを実際の現場から拾いあげる
必要があった。中央図書館のカウンターは情報サービス
課の3掛が担当している。主に図書館全般の利用に関す
る業務を担当する閲覧掛，学内外からの複写業務を担当
する相互利用掛，レファレンスを担当する参考調査掛で
ある。この業務に合わせてテキストの構成を決めた。

【テキストの構成】
カウンター編　・閲覧掛編

・相互利用掛編
・参考調査掛編

館内ツアー編

〇カウンター編
実際のカウンターでの会話を集約することから始め

た。まず掛ごとにカウンターでの会話を基にたたき台の
作成を行った。カウンターでの実際の図書館職員と利用
者のやりとりを一文ずつリスト化した。それは日本語で
も英語でもどちらでもよく，会話になっていなくても構
わず，またこんな言い回しをしたいというような要望も
含めた，想定される文章の洗い出しだった。これを実際
には英会話研修の実施と並行して行った。閲覧掛が最初
にこのリスト化に取り組み，研修の進捗にあわせて，相
互利用掛，参考調査掛がリスト化を行った。

カウンター編はこのおおまかなリストを参考にして，
1レッスンにつきA4・1枚，一つのテーマに限定して作
成した。内容については講師が担当者と相談の上で毎回
作成した。レッスン前に該当掛のチェックを受けてか
ら，英会話研修の各クラスでレッスンを行い，その中で
の意見交換によりさらにテキストの内容を充実させた。

【内容構成】1レッスンごと
・カウンターでの会話1シーンのダイアローグ
・重要単語（Vocabularies）
・重要なもしくは参考になる言い回し（Useful�Expressions）
（図4）

〇館内ツアー編
館内ツアー編についても，A4・1枚のテキストを毎回

作成した（図5）。
中央図書館は約15,000 m2あり，館内ツアーは日本語

で約30分を要した。当時，学習支援スペースのラーニ
ング・コモンズを新しく設置したため説明の量も増えて
いた。また，留学生の増加に伴い，既に英語での館内ツ
アーの依頼があり，図書館職員がなんとか対応している
状態だったことから，この日本語の館内ツアーの英語版
も作成することにした。

2）英会話研修とテキスト
実際にこの英会話テキストを利用して第1期英会話研

修（平成22年8月～平成23年6月）が始まった。毎回の
英会話テキストはその時点ではまだ「案」の段階で，研
修時間の中で，参加者の意見を新たに受け取り，内容に
反映させた。テキストの修正・加筆・削除は，毎回行わ
れた。第1期では，4クラスにほぼ同じレッスンをするこ
とから，修正されたテキストで，次のクラスのレッスン
が行われた。全掛の業務のレッスンが終了して「英会話
テキスト（暫定版）」が完成したのは約1年後だった。こ
の段階でおおよそのテキストの全体像ができあがった。

第2期英会話研修（平成23年9月～平成24年3月）では，
「英会話テキスト（暫定版）」を使用して英会話研修を行い，
更に内容を精査した。冊子発行のための実際の編集作業も
研修と並行して行った。編集作業に約半年間を費やした。

2．『大学図書館英会話集』の作成
1）「英会話テキスト」から「大学図書館英会話集」へ
第2期英会話研修を実施する一方で，「英会話テキス

ト（暫定版）」を基に，発行する予定の冊子の編集をは
じめた。本文の中心となるのは，カウンター編の英会話
のやりとりだったが，「英会話テキスト（暫定版）」では
日本語訳を全くつけていなかった。英語を得意としない
人が自習するためには，日本語訳は必要だと判断した。
英語から日本語訳をつける作業は思いのほか時間を要し
た。1レッスンは見開きページ（図6）として左ページに
英語のダイアローグ，右ページは日本語のダイアローグ
とした。全体の構成は表2，図7のとおりだった。

2）編集上の留意点
・Vocabulary，Useful�Expressions，Tipsの欄を設け学

習しやすいように編集した。
・図書館利用者と図書館職員

英会話のダイアローグでは，図書館利用者は学生，大
学院生，教員，職員，一般学外者等，あらゆる年齢・
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図6．「大学図書館英会話集」見開きページ

図4．英会話テキスト　閲覧掛編（一例）

閲覧掛編  Part.4 
“Have you checked the holdings on OPAC? “ 

 
Emma:  “I’m looking for some books.  Would you help me find them?” 
 
Mr. Tanaka:  “Sure!  Have you checked the holdings on OPAC?” 
 
Emma:  “No, I haven’t.  Can you show me how to do that?” 
 
Mr. Tanaka:  “Yes, please come this way.  (They walk up to the PC.) 
       First, go to the English top page and click on OPAC.   

From this page, you can search the location of a book.” 
 
Emma:  “That looks easy enough.”  (She enters some information about the book.) 
 
Mr. Tanaka:  “Here, you need to take note of both the location and the call number 

to find where books are located.” 
 
Emma:  “OK.  I’ll write them down.” 
 
Mr. Tanaka:  “If a book you want to borrow is out on loan, it’s possible to make a 

reservation for that book through OPAC.  
Take this printout and library guide for further information.” 

 
Emma:  “Thank you so much for your help!” 
 
Mr. Tanaka:  “You’re welcome!” 
  
<Vocabularies> 
 holdings  所蔵  ● location  配置場所、位置 
 borrow  借りる       ● call number  請求番号 
 take note of~  ～に注意する、気付く ●out on loan  貸し出し中で 
 make a reservation  予約する ●printout  プリント 
 for further information  詳細については 
<Useful Expressions> 
 Would you help me~? ～するのを手伝ってもらえますか？  
 Can you show me how to do that? どうしたらよいか教えて下さい。 
 

図5．英会話テキスト　館内ツアー編（一例）

館内ツアー編 Part. 2 
 
At the entrance 
 
Let’s start the tour from the entrance!1 

 
First, keep in mind that the library entrance is on the 2nd floor. 
 
There are security gates to enter the library here. 
 
You can also see Starbucks on your        . 
 
Please be reminded that you CANNOT eat, drink or use cell phones 
anywhere within the security gates.2 
 
Also, please DO NOT smoke inside or around the library. 
 
 
玄関にて 
では、入り口からツアーを始めましょう！ 
はじめに、図書館入口は２階にあるということを覚えて下さい。 
ここには図書館の入館ゲートがあります。 
○側にスターバックスもあります。 
飲食や携帯電話での通話は、図書館内では出来ないのでご注意下さい。 
また、図書館内・図書館周辺は禁煙です。 
 
Expressions 
 keep in mind that~ ～を覚えておく、心に留めておく 
1“Let’s get started!” or “Shall we start?” さあ始めましょう！ 
2“I’d like you to remember that eating, drinking or using cell phones are not 
permitted anywhere within the security gates.” (丁寧な表現) 
“When is the next tour?” 次回の図書館ツアーはいつですか？ 
“The next tour is scheduled for October 19th.  You’ll be able to check the 
details of upcoming tours on the library notice board and our website.” 
 次回は 10 月 19 日に予定されています。詳細については、館内掲示板またはウ

ェブサイトをご確認下さい。 
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性別の人々を対象とした。同じく図書館職員も老若男
女を想定したので各レッスンの会話のやりとりは，女
子学生と男性図書館職員や，教員と女性図書館職員と
いうように，変化をつけていた。そのため，同じ内容
を話すにしても英語で違う言い回しがある場合はな
るべく多くの言い方を盛り込むようにした。「英会話
テキスト（暫定版）」では図書館職員には，常に「田
中」さんや「小島」さん，というように名前をつけて
いた。また利用者も，「Tom」「Emma」「Mike」等と
いうように個人名をつけて，親しみやすさを与える
ようにした。この工夫は音声付きテキストにする際
に，これら多くの出演者を使い分けるのが難しいと判
断したため，冊子の編集段階で図書館職員は英語で

「Librarian」，日本語は「図書館員」とだけ簡単にした。
・館内ツアー編

館内ツアー編については，「英会話テキスト（暫定版）」
で16パートに分けていた内容に過不足がないかを確
認した上で集約した。また，どの図書館でも使えるよ

うな基本表現を別に追加した。
・英文チェック

職員間での英文チェック，ラーニング・コモンズの英
語サポートスタッフ（大学院生）でのチェックを行った。
3）冊子発行
書名を『大学図書館英会話集－名古屋大学中央図書館

カウンターでの対応－』としたB5判96ページの冊子は
平成24年3月に完成させて発行した。この英会話集は，
これまでにない実践的なものとなり，中央図書館カウン
ターをはじめとする学内の分館・部局図書室に置かれ，
サービスに活用されている。国内の国公私立大学・短期
大学・高等専門学校等，約300機関にも配布した。

平成24年5月には，冊子のPDF版を「名古屋大学学
術機関リポジトリ」で公開した。平成25年8月までの
ダウンロード数は1万件を超え，寄せられるコメント等
からも利用の反響は大きかった。

Ⅳ．音声付きテキストへの進化：電子書籍版の作成

1．電子書籍版を企画
テキストを冊子としてまとめることはできたが，これ

を基に各自が学習を進めるには，やはり音声が必要だっ
た。PDF版を名古屋大学学術機関リポジトリから公開
した後，次のステップとして，英語音声作成の準備を進
めた。その過程で，音声ファイルだけよりも，テキスト
を見ながら音声を聞けるようにしたほうがより効果的に
学習できるのではないかと考えた。iPadやiPhoneのア
プリとして作成することも検討したが，より汎用性を持
たせるため電子書籍の形で作成することで準備を進める
ことにした。電子書籍の作成にあたっては実績がある丸
善株式会社と株式会社DNP中部に協力を求めた。

2．ファイル形式
電子書籍として作成するとしても，様々なファイル形式

がある。特定のリーダーに依存することなく，汎用的に利
用できることを重視してEPUB形式を採用することにした。

EPUBは，電子出版業界の国際的組織である，国際電子�
出版フォーラム（IDPF，International�Digital�Publishing��
Forum）が仕様の策定，管理を行っている。ダウンロー
ド配信を前提にした，HTMLを定義し直したXHTMLの�
サブセット的なファイルフォーマットである。平成23
年10月には，EPUB3の最終仕様となるRecommended�
Specification6）が出されている。作成にあたっては，こ
のEPUB3を選択した。

EPUB3による利用環境としてiPad，iPhone等のiOS

・表紙
・タイトルページ
・目次
・閲覧業務　Part�1-24
・相互利用業務　Part�1-6
・参考調査業務　Part�1-3
・コラム「聞き取りやすい英語の話し方」
・館内ツアーと基本表現
・索引（英語索引，日本語索引）

表2．冊子の構成

図7．表紙
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で動作する標準的なものとしてiBookを，PCではGoogle�
ChromeのアプリであるReadiumをターゲットとした。
Readiumの開発プロジェクトは “Readium�Foundation” と
して，非営利組織化されている。これらビューアに限定し
たのは，多くのEPUB3ビューアを対象として動作確認す
ることは難しかったという事情があった。

3．音声の作成
電子書籍版作成の一環として，アメリカ人による音声の

録音を行った。ナレーターは，企業等でのナレーション実
績のあるプロフェッショナルに依頼した。録音も専門のス
タジオで行った。ネイティブが話すナチュラルスピードより
は少しゆっくりとした140 ～ 160 wpm（Words�per�Minute）
で録音を行っている。これは，この教材がヒアリングの教
材であるよりは，スピーキングのテキストとして音声と一
緒に話す練習をすることを想定しているためである。

4．EPUB3の限界
電子書籍では「リフロー」と言われる，文字の大きさ，

画面のサイズによって，1画面に表示される分量が変わ
る方式を採用している場合が多い。しかし『大学図書館
英会話集』の電子書籍版は，音声データを埋め込むため
に画面を固定する必要があった。そのため，見開きペー
ジの画像に音声再生のボタンを設けている。1ページの
レイアウトは固定されるので，再生される音声とページ

の対応はとれるのだが，iPhone等画面サイズが小さい
デバイスで見る場合には，文字も小さくなり見づらいも
のとなってしまった。

EPUB3の仕様は標準化されたものであるが，Webで
もブラウザーによる見え方の違いがあるように，閲覧する
ビューアによる差異がある。同一のビューアでもバージョ
ンが変わると，表示や動作が変わることもあり，その対
応も必要となってくる。最終的な動作確認は，Readium�
0.5.2，Google�Chrome�22.0.1229.79で行っているが，こ
の報告を執筆した平成25年9月時点ではReadium�0.9.1，
Google�Chrome�29.0.1547.76mと既にどちらもバージョン
が変わっている。このように各種ビューアへの対応は難し
いのが現状である。汎用性を考えてEPUB3を採用したの
だが，デバイスやビューアの制約から逃れられてはいない。

5．電子書籍版の公開
電子書籍版は，平成24年9月に完成した（図8）。名

古屋大学附属図書館のスタッフ向けWebサイトに掲載
し，図書館職員の自主学習に役立ててもらっている。

冊子と同様に学外への公開についても検討を行った。
商品化を図るという案もあったが，最終的には，広く活
用していただくためクリエイティブコモンズ7）の「表示
－非営利－改変禁止」の条件で附属図書館Webサイト
から無償公開した。ダウンロード数は，平成25年4月
の公開から平成25年8月までに100件を超えている。

図8．電子書籍版
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Ⅴ．おわりに：課題とこれからの展望

図書館独自の英会話研修を実施し，それを基に英会話
テキストの『大学図書館英会話集－名古屋大学中央図書
館カウンターでの対応－』を作成して，大学図書館職員
の英語によるコミュニケーション力の強化を図ってき
た。しかし，まだ十分とは言えず，英語でのサービスを
提供するには，さらなる英会話力の向上が求められる。
そのためには自主的な継続したトレーニングが必要であ
る。自主的な英語学習を促すためには，環境を整備する
ことが必要となる。今後は，冊子，電子書籍版を基にし
たe-ラーニングによる自主学習環境の構築を計画してい
る。このテキストの内容をカウンターで活用しやすい形
でツール化していくことも必要であろう。

図書館における利用者サービスとしては，多言語によ
る対応が必要であるかもしれない。しかし，大学におけ
る国際化では，まず英語での十分な対応が求められてい
る。名古屋大学附属図書館では，英語でのサービス提供
を第一の目標として国際化への対応に取り組んでいる。
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