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今日の流れ

 情報リテラシーの概念
– 情報リテラシーとは

 大学図書館における情報リテラシー教育
– 「図書館の使い方」から「情報の探し方・使い方」へ

– 滋賀医科大学附属図書館での事例

 大学図書館員の専門性
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そもそも「情報」とは？

知恵(Wisdom)

理解(Understanding)

知識(Knowledge)

情報(Information)

データ（Data）

M.Adler 「学習の階段」（1986）

「情報」だけでは学習は完結せず

「情報」・・・断片的

「知識」・・・体系的で発展性あり

情報は、時・場所・環境・受け手等
の要因によって価値が変化
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情報リテラシーとは？

情報リテラシーとは、

「情報が必要なときに、それを認識し、
必要な情報を効果的に見つけ出し、
評価し、利用する」

ことができるように、

個々人が身に付けるべき一連の能力である。
ACRL 「高等教育のための情報リテラシー能力基準」(2001)より
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/InfoLiteracy-Japanese.pdf
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ACRLの情報リテラシー能力基準

情報リテラシーを身に付けた学生は、

1. 必要な情報の性質と範囲を見定める。

2. 必要な情報に効果的かつ効率的にア
クセスする。

3. 情報と情報源を批判的に評価し、選択
した情報を自らの知識基盤と価値観に
組み入れる。
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ACRLの情報リテラシー能力基準

情報リテラシーを身に付けた学生は、

4. 個人として、あるいはグループのメン
バーとして、特定の目的を達成するた
めに情報を効果的に利用する。

5. 情報の利用とアクセスを取り巻く多くの
経済的、法的、社会的な問題を理解し、
倫理と法律に反しないように情報を
利用する。
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情報リテラシーは広範囲

 情報を利用する上でのモラル・倫理を含む

＝メディアリテラシー

 現代社会で生きていくのに、必要不可欠な能力

＝ 「問題解決能力」

 義務教育、高等教育、職場、家庭など社会のあ
らゆる場で適用
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情報リテラシーの構造
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情報倫理

や著作権

情報源の

知識

情報収集

方法の

理解と

選択
情報の

批判的な

評価

情報の

社会的

影響力の

理解

情報
リテラシー

情報の整理・
加工・保存・
発信方法の
理解と実践



情報活用のサイクル
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情報源の選

択と

情報の収集

情報の評価

得た情報の

整理

・加工・蓄積

蓄積した情

報の

活用と発信

情報ニーズ

の発生



大学図書館における情報リテラシー教育

 学生の情報リテラシー習得・向上を目標に
科目を超えて体系的に取り組むべき課題

 学年に合わせて段階的に実施
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大学生のスタディ・スキルズ

 聴く

 記録する

 読む

 考える

 調べる

 整理する

 書く

 表現する 等
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講義の

受け方
ノートの

取り方

批判的

思考

情報の

整理

レポート

作成

討論・

討議へ

の参加

剽窃

倫理

学術情報
の探し方・
調べ方

スタディ・
スキルズ

プレゼン
テーション

技法



どちらが適当だと思いますか？

学生「情報リテラシーの本はありますか？」

A.（OPACを検索して）○○というタイトルの本が
あって、請求記号××の棚を見てください。

B.OPACで「情報リテラシー」をキーワードにして
ご自分で検索してみてください。やり方は・・・

2012.6.29 12



情報リテラシー教育の観点では

 「答えを教える」のではなく、

「答えを見つける方法を教える」

 「代わりに探してあげる」のではなく、

「本人が探すためのアドバイスを与える」

自立した情報利用者の育成
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大学図書館での「教育」の多様化

1. Library Orientation
図書館の利用案内・ガイダンス、館内見学ツアー

2. Library Instruction
図書館資料の探し方・使い方

3. Bibliographic Instruction
（特定主題の）情報源の認知、情報の収集・評価方法

4. Information Literacy Instruction
情報リテラシー育成・向上

L.J.Hinchliffe “Instruction” 2010
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図書館利用教育ガイドライン

 領域１： 印象づけ

 領域２： サービス案内

 領域３： 情報探索法指導

 領域４： 情報整理法指導

 領域５： 情報表現法指導

日本図書館協会利用教育委員会

「図書館利用教育ガイドライン－大学図書館版－」
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利用教育の形式

 セミナー形式(Workshop)
OPACやデータベースなどの検索講習会等を単発で実施

 学科関連指導(Course-related Instruction)
授業時間内で、教員の代わりに図書館員が指導

 学科統合指導(Course-integrated Instruction)
カリキュラムに組み込まれており、教員と図書館員が分担して
指導

 独立科目形式(Credit Course)
図書館が開講あるいは図書館職員が講師となって、単位を認
定する講義を担当
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滋賀医科大学附属図書館での事例（一部）
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 学部学生

– 新入生オリエンテーション（全員）

– 講義「情報科学」（医・1年、看・1年、看・編入）

– 「医学英語」における文献検索講習会（医・3年）

– 卒業論文のための文献検索講習会（看・3年）

– 病院実習のための文献検索講習会（医・5年）

 大学院生

– 新入生オリエンテーション（全員）

– 論文作成のための文献検索講習会（博士・修士）



 新入生オリエンテーション

2012.6.29 18

滋賀医科大学附属図書館での事例①

対象：学部新入生（必須）
内容：図書館の使い方、

施設案内等
形式：講義形式

達成目標：大学図書館の基本を知る

「図書館利用教育ガイドライン－大学図書館版－」における

領域１：印象づけ
領域２：サービス案内



 講義「情報科学」
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滋賀医科大学附属図書館での事例②

対象：学部新入生（必須）
内容：OPAC検索方法、

ポータルサービス、
電子リソースの紹介等

達成目標：図書館ツールを利用し、自分で資料を探す

「図書館利用教育ガイドライン－大学図書館版－」における

領域３：情報探索法指導（学科関連指導）

形式：実習形式
（パソコン１人１台）

＊半期を通じて行われ
る講義の１コマ

（教員との連携）



 卒業論文のための文献検索講習会
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滋賀医科大学附属図書館での事例③

対象：看護学科３年生（必須）
内容：データベース検索実習

文献入手方法等
形式：実習形式

（パソコン１人１台）
＊講義の１コマ（教員との連携）

達成目標：研究テーマに沿った文献を入手する

「図書館利用教育ガイドライン－大学図書館版－」における

領域４：情報整理法指導、領域５：情報表現法指導



 論文作成のための文献検索講習会
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滋賀医科大学附属図書館での事例④

対象：大学院新入生（必須）
内容：文献検索の応用

文献管理ソフト利用方法等
形式：実習形式

（パソコン１人１台）
＊特別講義（教員との連携）

達成目標：入手文献を管理し、論文作成に役立てる

「図書館利用教育ガイドライン－大学図書館版－」における

領域３：情報探索法指導、領域４：情報整理法指導
領域５：情報表現法指導 （学科統合指導）



 ぷち講習会
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滋賀医科大学附属図書館での事例⑤

対象：全構成員（希望者）
内容：文献検索、文献入手方法

電子ジャーナル利用方法等
形式：実習形式（パソコン１人１台）

マンツーマンでの指導

達成目標：利用者のニーズによって異なる

「図書館利用教育ガイドライン－大学図書館版－」における

領域３：情報探索法指導、領域４：情報整理法指導
領域５：情報表現法指導 （セミナー形式）



大学図書館の変化

資料や利用環境の多様化

 紙媒体→電子媒体

 来館型→非来館型
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職員・予算削減のターゲットに！



大学図書館サービスの生命線

人減らし、予算減らしのターゲットになりやすい

大学図書館の現状において・・・

「専門性」を訴えていく

ことが死活問題

情報リテラシー教育にかかわることで、

「専門性」を図書館外にも広くアピールすることが重要
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大学図書館員の専門性

図書館業務の知識・技能の習得は当然の

ことながら、

 情報源の知識

 学生のニーズやレベルの理解

 社会や大学の動向把握
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大学図書館員の役割

 教員との情報の共有と共働

 大学における位置づけ
（ライブラリアイデンティティ）
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「図書館員だからこそ」「図書館ならでは」
理論的に説明（主張）できることが重要



まとめ

 情報リテラシーとは

– 情報を「探索する」だけでなく「理解・表現する」

 大学図書館における情報リテラシー教育の変化

– 利用者を知る（ニーズ把握）

– 検索技能だけでなく、整理・分析・発信へ

 大学図書館員に求められる専門性

– 教員との連携・共働

– 図書館外へのアピール
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