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抄録：名古屋大学附属図書館医学部分館では建物の特性を活かして，ラーニング・コモンズとは異なる学修

支援として，学生の自主的学習のための年間指定席の新設をメインとした館内改修を行った。2015 年 4 月

から運用した Lib-Carrel と名付けた年間指定席は，大学内に設けられた本が読める学生の居場所であり，

また，同学年の学生と切磋琢磨できる場所として設置した利用者来館型の図書館サービスである。Lib-

Carrel の設置にいたる経緯と，1年間の運用の詳細，今後の課題等について報告する。

キーワード：学修支援，年間指定席，来館型サービス，座席占有，大学図書館，図書館改修，積載荷重，名

古屋大学，医師国家試験

1．はじめに

大学図書館の機能の一つは，学生の自学自習のた

めの資料と場を提供することである
1）
。

大学及び大学図書館をめぐる環境が変化しても，

この基本的機能の重要性は変わらないが，電子化の

進展，学術情報流通の変化，財政面，制度面を含む

大学をめぐる環境変化とともに，特に 2010 年前後

から，わが国の多くの大学図書館でラーニング・コ

モンズが開設され，大学図書館に対して，アクティ

ブ・ラーニング（能動的学修）への積極的な関与が

求められるようになった
2）3）
。

アクティブ・ラーニング・スペースを設置してい

る大学は，2015 年 5 月 1 日現在，国立大学で 74 大

学（86％），公立大学，私立大学も含めると 411 大

学（52.8％）に達していて，さらにその内，88％に

あたる 361 大学が図書館内に設置している
4）
。

大学図書館では，静かな空間で学習，研究に専念

したい利用者や，個人用の学習スペースを求める利

用者もいる。2009 年に，名古屋大学附属図書館中

央図書館がラーニングコモンズを設置した時には，

従来通りの静謐な空間の維持も重要な検討事項で

あった。グループによる議論もできるラーニング・

コモンズと，静かな空間の住み分けが比較的容易に

できるのは，2 フロア以上の図書館と考えられる

が，ラーニング・コモンズを設置した大学図書館に

は 1フロアだけの図書館もあり，住み分けに工夫が

必要となっている。

名古屋大学附属図書館医学部分館（以下，当館）

は独立した建物であり，大学生協の食堂（1階）の

上階，2階から 4階までと屋階のフロアを持つが，

西側と東側に大きな吹き抜けがあり，静かな空間と

の住み分けが難しいため，ラーニング・コモンズの

設置には適していないと考えてきた。館内でグルー

プ学習ができるスペースは，4階にゼミ室を 2部屋

用意しているだけである。

当館では，2014 年度の第 4四半期から 2015 年度

にかけて，建物の特性を考えて，ラーニング・コモ

ンズではなく，学生の自主的学習のための年間指定

席の新設をメインとした館内改修を行った。年間指

定席は，大学内に設けられた本が読める学生の居場

所として，また，同学年の学生と切磋琢磨できる場

所として設置した利用者来館型の図書館サービスで

ある。

本稿では，Lib-Carrel（ライブ キャレル）と名付

けた年間を通して指定席として利用できる学習ス

ペースの設置にいたる経緯と，その運用の詳細等，

ラーニング・コモンズとは異なる学修支援について

報告する。

2．経緯

2.1 当館の竣工以降に実施された館内改修

1971 年に完成した当館の当時の図面を見ると，2

階に 70 席，3階に 64 席の閲覧席を持っていたが，

1994 年 3 月に書架不足を解消するため，固定書架

に替わり電動集密書架が設置され，閲覧席は一部，

固定書架に替わった
5）
。さらに 2001 年には，耐震

補強，内装，空調を主とした 2ヵ月余りにわたる改

修工事を実施している
6）
。しかし，耐震補強とし

て，耐震壁は増設されたが，床は補強されなかった。

2.2 積載荷重の適正化の実現へ向けて

建物の床に人や家具・物品等が載ることでかかる

荷重は，建物や部屋の用途によって異なり，建築構

造設計指針として，最低限必要な積載荷重が定めら

れている
7）
。

1994 年に当館の 3階に設置された電動集密書架
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と固定書架は，事前に積載荷重が調査され，比較的

強度のある場所に設置されたが，2010 年 5 月の積

載荷重の再調査によると，建築構造設計指針が示す

積載荷重と大きくかけ離れていて，危険な状態に

あった。この指針によると，可動書架を設ける書庫

の場合は，約 1,200kg/m
2
（11,800N/m

2
）の積載荷

重が必要とされているが，当館 3階の南北 2ヵ所に

設置された集密書架の積載荷重はともに 500kg/m
2

しかなかった。また，一般書庫の場合は，約

800kg/m
2
（7,800N/m

2
）の積載荷重が必要とされる

が，3 階の外国雑誌を配架している固定書架は，

300kg/m
2
しかないことがわかった。

そこで，附属図書館，医学部，大学本部事務局の

施設管理部などに現状を報告し，改善を依頼して，

2012 年 3 月に旧・西病棟の地階に保存書庫を確保

することができたが，この建物が 2〜3 年後には建

て替えられる予定であったため，当館を耐震改修す

るか，または集密書架に配架してある資料を移動さ

せることを検討せざるを得なくなっていた。

そのため，ようやく学内に確保した保存書庫で

あったが，そこには資料を置かず，重複資料などを

廃棄し，また，2012 年 12 月に，電子ジャーナルが

利用可能な外国雑誌の廃棄を行い，積載荷重の負荷

軽減を図った
8）
。

2.3 なぜ年間指定席なのか

当館は，平日は 9時から 20 時まで開館しており，

その他の時間は，0 時から 4 時を除いて，通年で学

生証あるいは職員証により入館することができる。

0時以降も退館しなければ，館内に居続けることは

可能である。

2004 年ごろまでは，夜間に警備員が館内を巡回

し，利用者がいる場合は，全員が退館するまで待っ

ていたが，時間がかかり，キャンパス内の他の場所

の巡回時間が確保できなくなったため，当館への巡

回そのものが中止された。しかし，利用者の安全確

保を最優先とするため，館内に残っている利用者の

退去は求めないこととして，医学部に対し夜間の警

備員巡回を要求して，2012 年 4 月から警備員の巡

回が再開された。

閲覧席の長期にわたる占有利用は，0 時以降に館

内の利用者の退館を求めなくなった 2005 年ごろか

ら続いていたと考えられる。閲覧席への資料や荷物

の放置は，他の利用者の迷惑になるだけでなく，盗

難の恐れもあること，また，放置物は撤去すること

がある，という注意を促すカードを放置物の上に置

き，さらに，年に数回時期をみて，予告の上，放置

物の撤去も実施してきたが，根本的な解決にはいた

らなかった。

当館では，閲覧席占有の最大の原因は，閲覧席数

が不足していることであり，占有するのは主に医師

国家試験の受験に備える医学科 6 年生であると考え

ていた。

そこで，閲覧席の占有の改善のためには，占有し

ないように対策を考えるのではなく，逆転の発想

で，閲覧席を占有してもらい，その座席は自分専用

として自ら管理してもらおうと考えるにいたった。

日本において法科大学院の発足時に米国を手本とし

ていくつかの大学が導入した専用自習室からヒント

を得たもので，専用自習席を 24 時間居続けること

ができる図書館内に設けるというものである。

専用自習席が，医師国家試験へ向けて勉学する学

生にとって，資料の面からは，自前の受験用のテキ

ストだけでなく，図書館内の蔵書も存分に活用でき

ること，また，場所の面からは，同学年の学生がそ

ばにいることで相談ができ，必要となれば，4階の

ゼミ室でグループ学習もできるため，かなり有効に

機能すると考えた。ラーニング・コモンズとは異な

る図書館による学修支援となるもので，利用者来館

型の図書館サービスである。

2.4 今回の館内改修のきっかけ

2013 年 8 月に卒業生の記念事業による図書館整

備の話があり，この時はまだラーニング・コモンズ

のようなスペースの設置が念頭にあったが，いつの

まにか記念事業の話そのものが立ち消えになった。

2014 年 1 月に，医学部長・医学系研究科長から，

医系研究棟 3号館の新築に伴って，機能が移転する

ことになった基礎研究棟別館の 1 階の一部 112m
2

を保存書庫として転用する話があった。この時，同

時に学習環境の整備の話になり，雑誌書架を撤去す

れば，300m
2
近くの広さの閲覧スペースを設置でき

ること，ただし，吹き抜け部分でありラーニング・

コモンズの設置には適さないことから，以前から構

想してきた年間指定席の新設を目指して，さらに詳

細に検討することになった。

一方，2014 年 9 月に，当時の附属図書館長が鶴

舞キャンパスにある当館と，大幸キャンパスにある

医学部分館保健学図書室を見学する機会があった。

この時，図書館長は，東山キャンパスにある附属図

書館中央図書館はラーニング・コモンズなどの整備

が進んでいるが，部局の図書館・図書室は旧態依然

としているという印象を持たれたようである。

その後，基礎研究棟別館 1階の保存書庫への資料

移動に関連した作業を進めている時に，図書館長の

働きかけが実り，総長裁量経費による当館と保健学
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図書室の館内整備の実施の内定が得られ，2015 年 1

月に，総長裁量経費の要求書を作成するため，事業

の概要，事業の実施計画・方法，要求額の内訳など

を急いでまとめることになった。

3．館内改修と年間指定席の新設

3.1 改修の方針

当館にとっては，2001 年以来の大規模な館内改

修である。方針として，1）学習環境の充実，2）研

究支援環境の充実，3）利用者の安全確保 の 3つの

観点から整備を進めることにして，当館のアメニ

ティ向上を図ることとした。

特に，学習環境の充実のために年間指定席を設置

することは，同時に，利用者の安全確保のための積

載荷重の適正化を実現することでもあり，意義深い

事業となった。

3.2 改修スケジュール

基礎研究棟別館の各部屋が，新築される医系研究

棟 3号館へ移転するスケジュールに合わせて，当館

では，次の改修スケジュールを考えた。

2014 年 11 月 基礎研究棟別館 1階の改修工事開始

2014 年 12 月 保存書庫完成

2015 年 1 月 4階外国雑誌を保存書庫へ移動，3階

外国雑誌を 4階へ移動

2015 年 2 月 3階書架撤去，電源工事，床と壁の補

修，カーペットの敷設 等

2015 年 3 月 3階に個別閲覧席 113 席を設置

2015 年 4 月 年間指定席の運用開始

保存書庫へ雑誌を移動し，3階の雑誌書架を撤去

することでできたスペースを学習スペースに転換し

て，年間指定席を設置するという方針である。

改修に伴う騒音の発生する工事は，2 月上旬の医

師国家試験終了後に集中させ，1月後半から 3月末

にかけての比較的利用の少ない短期間に，一度も臨

時休館することなく改修作業を完了させることがで

きた。

3.3 基礎研究棟別館の改修

保存書庫として転用されることになった基礎研究

棟別館 1 階の部屋は，献体保存庫と献体準備室で

あった。排水用のピットがあり，集密書庫を設置し

た場合の積載荷重を満たしていないため，床の補強

工事を行った。また，配架の効率，除湿効果を勘案

して，2室間の壁を取り除き，献体保存庫にあった

除湿器 2 台を移設した。その後，書架段数 1,590

段，収容冊数約 30,000冊の集密書架が設置された。

保存書庫へ移動した 1988 年以前の外国雑誌は，

利用者や ILL の依頼があった際に図書館職員が出

納することにしており，1日 1回程度の頻度で運用

している。

3.4 外国雑誌の移動

基礎研究棟別館の改修工事と並行して，保存書庫

への移動対象資料の選定と，書架上の占有幅の計測

を行った。国内雑誌よりも電子ジャーナルが利用可

能なことの多い外国雑誌の，古い年代のものを移動

対象とした。当館では，スペースの都合から雑誌を

年代で区切って異なる階に配架していたが，今回の

移動を機会に，それらを統一し，わかりやすい配架

とするため，4階固定書架（1976 年以前）の外国雑

誌，および 3階集密書架（1977-1988 年）の外国雑

誌を保存書庫へ移動し，空いた 4階書架に 3階固定

書架（1989 年以降）の外国雑誌を移動し，今後 5

年間の増加分のスペースを確保した。

なお若干のスペース不足を解決するため，2012

年に実施した廃棄以降に電子ジャーナルバックファ

イルを購入済であることが判明した外国雑誌を約

3,700冊廃棄した
9）
。

3.5 書架の解体

雑誌の移動完了後，3階の東と西にある固定書架

の解体，電源工事，床と壁の補修，利用者用 PC の

増設，トイレの改修等，館内随所で改修作業が急

ピッチで進められた。

3.6 年間指定席の新設

3階の書架を解体後に，床の補修とカーペットの

新調は予定していたが，壁と壁紙が予想以上に傷ん

でいたため，その補修と張替も行った。

こうして，間に書架をはさみ，東側に 61 席，西

側に 52 席，合計 113 席の指定席制学習スペースが

誕生した。（図 1，図 2，写真 1，写真 2）

なお，当館の閲覧席数は，2014 年度は 206 席で

あったが，館内全体の改修により 284 席となった。
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4．Lib-Carrel の運用

4.1 年間指定席の名称

法科大学院の専用自習席が図書館内に設置されて

いる例や，法科大学院とは別に図書館に年間指定席

を設置されている例があるかどうか，寡聞にして知

らないが，おそらく日本の大学図書館としてこの規

模の年間指定席の設置は初めてのことではないかと

考えていた。

ラーニング・コモンズや，アクティブ・ラーニン

グ・スペースという名称が少なくとも大学図書館を

中心として急速に広まったように，利用者に親しみ

を持ってもらえるスペースとするため，名称を考え

ることにした。欧米の図書館の事例を調べたところ，

Carrels, Study Carrels, Student Carrels, Research

Carrelsなど奇をてらわず無難な名称が多かったた

め，当館でも，Library内に設置した Carrel（個別

閲覧席）であることから，Lib-Carrel（ライブ・

キャレル）を名称の候補とした。

4.2 運用方針

2015 年 4 月 1 日からの利用開始に先立ち，まず

運用方針案を作成し，医学部の図書委員会で承認を

受けた。同時に名称を Lib-Carrel（ライブ・キャレ

ル）と正式決定した。

以下，運用方針から，主な点を紹介する。

�）Lib-Carrel は，医師国家試験の準備のため，集

中的な学習を必要とする医学科 6 年生が優先的に

利用できる。現役か留年生かは区別しない。

�）Lib-Carrel に残席がある場合は，医学科 6 年生

以外の学生等も利用できる。

�）Lib-Carrel使用者の利便性を考え，使用者自身

の責任で，使用者が不在の間も，Lib-Carrel に荷

物を置いておくことを認める。

�）貸出手続きをしていない図書を Lib-Carrel に

置きっぱなしにすることは認めない。

�）当館内の PC コーナーなど，他の座席の一時的

な利用は認める。

�）Lib-Carrel の使用ルールに違反する場合，年間

指定を取り消す。

4.3 準備作業

Lib-Carrel の各机は，棚 2 段，LED 照明器具，

コンセント 2口，椅子，引き出し代わりのワゴンか

らなる（写真 3）。情報コンセントもあるが，無線

LANが利用できるため，蓋をしてある。

準備作業として，机と椅子とワゴンのそれぞれ

に，E（東側）とW（西側）のアルファベットと通

し番号を印字したテープを貼り，入り乱れないよう

にした。

また，従来から適宜実施していた図書館職員によ

る館内巡回に，Lib-Carrel の巡回も含め，1 日 4回

実施することにした。

大学図書館研究 CV（2017.3）

103

図 2 3階の改修後（2015 年 9 月）
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4.4 受付開始

名古屋大学医学部医学科の入学定員は，112 名

（2014 年度以降は 107 名）である。ほぼ全員が Lib-

Carrel の利用を希望するとしても，友人と隣同士

の席を希望したり，好みの席もあるかもしれないた

め，当館が座席を割り当てるのではなく，先着順と

した。

2015 年 3 月 18 日に掲示と電子メールにより広報

し，4 月 1 日から 21 日までの 3週間を受付期間と

した。4 月 22 日以降は，残った席を対象に，医学

科 6 年生以外の学生等の受付期間とした。

受付の初日は，開館前の午前 8時から並ぶ学生も

いて，関心の高さが伺えた（写真 4）。

5．Lib-Carrel の利用状況

2015 年度，医学科 6 年生 111 名の内，107 名が希

望した。残りの 6席の使用状況は次のとおりである

（表 1）。

6．運用 1年目でわかった課題とその対応

2015 年 4 月 1 日の運用開始後，いくつかの課題

が明らかになった。築 45 年という建物や設備の老

朽化によるもの，3階の利用者密度が増えたことに

よるものなど，原因はさまざまであるが，課題とそ

の対応について述べる。

6.1 建物と設備の老朽化による問題

2015 年の 8 月下旬から 9 月上旬は雨の日が多く，

9 月 7 日になって，当館の屋上に雨水が溜まって

プールのようになっている，という連絡があった。

当館と道を隔てて東門へと向かうメタセコイアの並

木の葉が屋上の排水口を塞いでしまったせいで水が

溜まり，葉を取り除くと解消されたが，10 日に

なって，Lib-Carrel の東側の天井ダクトから，雨漏

りがあり，真下の席に置いてあったテキスト 6冊と

ノートを汚すという事故が発生した。

汚れたテキストは，国立大学法人総合損害保険
10）

により学生に全額弁償することはできたが，雨漏り

の補修工事で，吹き抜けの天井へ向けて足場を組む

ことになったため，1ヵ月以上，真下の学生に窮屈

な思いをさせてしまった。

また，Lib-Carrel のスペースに限ったことではな

いが，空調設備の老朽化による室内機の水漏れ，漏

電，電源が入らないなどの不具合が冷房時にたびた

び発生し，その都度，業者が出入りすることになっ

た。空調設備は，当館事務室内のコントロールパネ

ルで一括調整できるが，個々の室内機でも自由に操

作ができるため管理は難しい。

6.2 LAN設備の問題

Lib-Carrel のスペースは，無線 LANが利用でき

るが，医師国家試験の予備校の動画サイトに繋がり

にくいという問題があった。

アクセスポイントを 4か所増設したが，増設後も
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写真 3 机と椅子とワゴン

写真 4 受付初日の様子

表� 残りの席の使用状況

期間 使用者数 内訳 応募者数

5-7 月 6 名
5 年生 4 名，3 年生

1名，研究生 1名
13 名

8-10 月 4 名
5 年生 2 名，4 年生

1名，3年生 1名

5-7 月の

落選者対象

11-1 月 3 名
5 年生 2 名，研究

生 1名
3名

2-3 月 7 名 *
5 年生 6 名，2 年生

1名
7名

* 2-3 月は，残席数より 1 名多い応募だったため，6 年

生の早く片付いた席を充てた。



繋がりにくい席があるため，有線 LANが利用でき

る当館 2階の PC コーナーや，基礎研究棟別館 2階

にある本学の情報メディア教育システムサテライト

ラボの利用を勧めている。

2016 年度に，改めて比較的安定した有線 LANの

増設を検討することとした。

6.3 ゴミ問題

当館内のゴミ箱は，2010 年以降，設置数をかな

り少なくした。

Lib-Carrel の運用開始後もゴミ箱をできるだけ置

かないことを原則としてきたが，医師国家試験後の

席の片付け期間には，既存のゴミ箱では入りきらな

くなったため，臨時のゴミ箱を用意した。不要と

なったテキスト類の処分は学生各自に依頼した。

6.4 Lib-Carrel 利用上の問題

Lib-Carrel の運用方針に沿った使用ルールは，利

用の受付時に，利用者に通知している。守られない

こともあるが，年間指定を取り消すという事例はま

だ無い。

それぞれの座席には，幅 1,000mmの棚が 2段あ

り，幅 300mm ×奥行 600mm ×高さ 350mm のワ

ゴンもあるが，そこに収容できない量の荷物を持ち

込み，壁際や窓際の床スペースを占有してしまう利

用者がいた。図書館職員による館内巡回時に，安全

管理上問題があるエアコン周辺の荷物は片付けた

り，利用者に注意したが，今後は，注意する範囲や

判断の基準が必要となる。

また，貸出手続きを経ていない図書館資料の持ち

込みや放置があり，不明図書を探している過程で見

つけたものもあったが，通常の巡回では Lib-

Carrel に置かれている図書が貸出図書か未貸出図

書か判断できないため，対応が難しい。

7．Lib-Carrel による効果

大学図書館にとって学習環境の充実は，常に考慮

しなければならない大きな課題であり，当館にとっ

ては，閲覧席数を増やすことが一つの改善方法と考

えていたが，今回のように年間指定席という形で閲

覧席を増やせたことは，当館の利用の実態からみる

と，適した方法であったと考えている。

7.1 閲覧席の占有

医学科 6 年生による Lib-Carrel 以外の閲覧席の

占有，荷物放置はなくなった。他の学年の学生によ

る荷物放置がまだあるが，全体的には Lib-Carrel

以外の席の占有はかなり少なくなった。

7.2 入館者数の増加

入館者数が，前年比で約 3割増加したが，ほぼ医

学科 6 年生の利用による増加と推測できる（図 3）。

7.3 6 年生の貸出冊数

医学科 6 年生だけの貸出冊数をみると，年により

変動はあるが，ここ数年の低落傾向に歯止めがかか

り，少し増加した（図 4）。

7.4 既存設備の利用増加

Lib-Carrel の利用にともない，当館に 6 年生が集

まることで，グループでのゼミ室の利用が増えた。

また，2014 年度末に，18台増設し，35台となった

PC コーナーの利用も多く，時期や時間帯によって

は満席近い利用があった。

なお，2015 年 10 月に基礎研究棟別館 2 階に 10

人のグループが利用できる部屋が 8 部屋開設され

た。当館の Lib-Carrel，ゼミ室との使い分けがで

き，学生にとって選択の幅ができたことは良かっ

た。

7.5 国家試験の合格率

医科系大学の図書館職員から，ラーニング・コモ
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図 3 入館者数

図 4 医学科 6 年生の貸出冊数



ンズを設置すると，医師国家試験の合格率が上がり

ますよ，という話を聞いたことがある。

Lib-Carrel の設置目的の一つは，大学内に，医学

科 6 年生が医師国家試験に向けて集中して勉強でき

るスペースを提供することであり，医師国家試験の

合格率は，その成果の一つとして期待していた。

2016 年 2 月に実施された第 110回医師国家試験で

は，過去 2 年と比較すれば合格率は上がっており，

それなりの効果があったと認められる。今後も，高

い合格率の維持に貢献できるように，Lib-Carrel の

改善に努めたい（図 5）。

7.6 追加工事による積載荷重の適正化の実現

図書館における利用者の安全確保は何よりも大事

な問題であるが，Lib-Carrel の開設にともない，

2010 年 5 月の積載荷重の再調査以降，緊急に解決

すべき問題であった積載荷重の適正化の一部が実現

した。

しかし，まだ 3階の南側と北側の中央部分に電動

集密書架が残ったままであった。特に南側にある電

動集密書架は，東側と西側に設置した Lib-Carrel

の間にあり書架を動かすたびに，軋みながら大きな

音がするため，Lib-Carrel周辺の静謐を保つために

も，できるだけ早く固定書架に替える必要があっ

た。

この問題は，総長裁量経費では解決できなかった

が，2015 年度に本学の医学研究の奨励助成などを

行う一般財団法人共済団から寄附を受け，9月に固

定書架への切り替え工事を行い，併せて書架上の照

明を人感センサー対応とし，書架の側面に配架案内

板を新たに付けた。

これにより，当館内のほぼすべて
11）
の集密書架を

固定書架に切り替えることができた。

8．2016 年度以降の運用について

2016 年 3 月に，2015 年度の運用状況，課題など

をまとめて，附属図書館医学部分館長，医学部長・

医学系研究科長と個別に面談した。特に課題である

Lib-Carrel の増設と LAN 環境の改善については，

業者の見積書を提示して，実現へ向けて相談した。

8.1 Lib-Carrel の増設

本学の医学部医学科の入学定員は 112 名（2014

年度以降は 107 名）であるが，現員からみると，医

学科 6 年生は，2017 年度に 118 名，2018 年度には

117 名になる見込みである。

医学科 6 年生全員が利用を希望しても十分提供で

きるという前提で開設した Lib-Carrel であるが，

新設時には，予算とスペースとの兼ね合いで 113 席

の設置が最大限であった。

2016 年度になってから研究科長裁量経費により

追加で 6 席の増設が認められ，夏ごろまでに合計

119 席となる予定である。

8.2 LAN環境の改善

無線 LANがやや不安定であるため，当館 2階の

PC コーナーを利用する 6 年生も多く，時期や時間

帯によっては満席に近くなる。そこで，LAN環境

のより安定した提供のため，Lib-Carrel の各机にあ

る既設の情報コンセントを活用して，有線 LANの

導入を検討してきた。

これも Lib-Carrel の増設と同じく，2016 年度に

なってから研究科長裁量経費により有線 LANの導

入が認められた。

8.3 アンケート調査の実施

指定席の決め方，受付の時期，使用期間など学生

からの要望，あるいは，学生による運用などについ

て，医学科 6 年生にアンケートを実施し，運用の評

価を行い，改善点を検討することを計画している。

8.4 その他，

学生自身が 1年間を通して使う机，という意識を

持ってもらえるならば，座席の整理整頓への意識も

高まり，消灯，エアコンの電源オフ，設定温度な

ど，省エネへの協力，簡単な清掃への協力も依頼し

やすくなり，快適な環境づくりに学生自身が心掛け

てもらえると考えている。

与えられた学習環境を十分に活用し，次の学年へ

と美しく引き継いでいく気風が醸成されることを期

待したい。

また，Lib-Carrel の利用時間は，図書館職員が不
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在の時間帯も含まれるため，緊急時の対処方法など

を検討しておく。

9．おわりに

2014 年度から 2015 年度にかけての改修では，前

述した Lib-Carrel の新設，集密書架から固定書架

への切り替え，雑誌の案内板の設置，人感センサー

の設置のほか，学習環境の充実，研究支援環境の充

実，利用者の安全確保のそれぞれの観点からも改修

を行った。

学習環境の充実として，4 人掛け閲覧机への間仕

切り板設置，LED 照明への切り替えなど，研究支

援環境の充実として，PC コーナーの増設，利用者

の安全確保として，図書書架への落下防止棚板の設

置，手すりからの落下防止と階下からの目隠しを兼

ねた板の設置，サービスカウンターの上部の天井ガ

ラス落下防止ネットの設置，床のカーペット張替

え，トイレの改修などを実施した。

これらの改修工事は，いずれも当館の数年来の課

題であったが，今回一挙に解決することができた。

当館では，毎年，現状と課題をまとめて医学部分

館運営委員会で協議している。この取り組みによ

り，総長裁量経費などの要求事項作成でも慌てるこ

となく役立ったと考えている。

日ごろの情報収集を行い，自館の問題点を洗い出

し，利用者ニーズ，大まかな費用の見積もり等につ

いて情報を収集・アップデートし，改修のビジョン

を描いておく必要がある。

次に重要なのは，業者との打ち合わせである。タ

イトなスケジュールを確実にこなすには，事前の周

到な段取りと，細やかな進捗の確認が不可欠であっ

た。

今回は，Lib-Carrel 新設にかかわる多様な業務

や，多数の業者を相手として，見積もりの依頼や，

見積書の比較，業者との打ち合わせなどを図書館職

員が分担して取り組めたことが大きい。

最後に，今回の改修に際し，学内の多くの方々の

ご支援ご協力をいただいた。この場を借りて深く感

謝を申し上げたい。
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Hidehiro GAMOH, Chihiro ISHIHARA

Creation and operation of “Lib-Carrel” : A case report of learning-support environment in Nagoya

University Medical Library

Abstract：Nagoya University Medical Library underwent renovations, which mainly included creation of

the yearʼs reserved carrels to provide learning support different from that of learning commons, making the

most of its structural properties. Having started operation in April 2015, the yearʼs reserved carrels, named

Lib-Carrel, are a reading place for students established in the campus, and also one of the on-site library

services established as a place of competition and encouragement for students of the same age. This article

reports on the background, results of the first yearʼs operation, and future challenges of Lib-Carrel.

Keywords：learning-support / yearʼs reserved carrel / on-site library service / seat occupation / university

library / library renovation / movable load / Nagoya University / The National Examination for Medical

Practitioners

Lib-Carrel（年間指定席）の新設と運用
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