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ACRL (2000.1.18) 

Information Literacy Competency Standards for Higher Education 

「高等教育のための情報リテラシー能力基準」 
 http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/InfoLiteracy-Japanese.pdf 

「情報リテラシー」の定義 
 

 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。 



 情報リテラシーは、生涯学習の基礎をかたちづくるものである。それは、
すべての学問領域、すべての学習環境、すべてのレベルの教育に共通で
ある。情報リテラシーによって、学習者は、学習内容を習得し、調査を展開
でき、さらに自立的になれ、自らの学習をしっかり管理できるようになる。情
報リテラシーを身につけた個人は、次のことができる： 

 

・必要な情報の範囲を確定する 

・必要な情報に効果的かつ効率的にアクセスする 

・情報と情報源を批判的に評価する 

・選び出した情報を個人の知識基盤のなかに組み入れる 

・特定の目的を達成するために情報を効果的に利用する 

・情報利用をめぐる経済的、法的、社会的問題を理解し、倫理的、合法的
に情報にアクセスし、利用する  



大学図書館の整備について 

（審議のまとめ） 

－変革する大学にあって求められる大学図書館像－ 

平成22年12月 
文部科学省 科学技術・学術審議会 学術分科会 

研究環境基盤部会 学術情報基盤作業部会 

(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/1301602.htm) 

1．大学図書館の機能・役割及び戦略的な位置付け 
（3）大学図書館に求められる機能・役割 

1．学習支援及び教育活動への直接の関与 
イ．教育活動への直接の関与 

では、そもそも大学図書館における 
情報リテラシー教育とは？ 



 現在、情報環境が豊かになり、多様な情報に容易にアクセス
できるようになったが、多くの学生はそれらの分析と選択のスキ
ルが不十分であり、利用可能な関連する情報を常に入手でき
ているわけではないことに留意する必要がある。（中略） 

 

 しかしながら、大学においてはさらに踏み込んで、大学図書館
の利用方法も含めて、情報を探索し、分析・評価し、発信するス
キルを一層高める情報リテラシー 教育が必要である。 

 

 また、さらに一歩進めて、メディアの情報を客観的に評価する
メディアリテラシー教育についても、必要に応じて、大学図書館
において取組みを検討することが求められる。 



 情報リテラシー教育は、大学図書館が主体となって取り組むこ
とが求められている。例えば、新入生に対する初年次教育の一環
として必修の授業として開講することが考えられる。カリキュラム
の開発や実施を教員と協同して行うだけでなく、図書館職員が教
員を兼任するなどして、直接授業を担当することも視野に入れる
べきである。 

 

 情報リテラシー教育の中では、検索ツールや基礎知識を身に付
けるためのチュートリアルシステムが、欧米だけでなく日本でも開
発されている。これらを複数の大学図書館及びその職員が協同し
て行うことも考えられる。 

 

 なお、大学におけるe‐Learningへの取組みについて、大学図書
館における学習、教育、研究への関わりが強調される中で、その
教材作成への関与、教材の整理・提供といった面での貢献が期待
されている。 
 



図書館職員＝支援者 
図書館職員が必ずしも研究者である必要はありません！ 
ただし、研究のプロセスを理解し、その活動や成果に対して 
常に興味を失わないことは大切。 

各大学・機関によって、情報リテラシー教育の在り方は様々。 

規模・学生数・施設・職員数・研究分野, etc., etc.… 

→学生が情報を自主的に扱えるように促す 

情報リテラシー教育 
＝学修支援の一環としての教育 



アクティブ・ラーニングの推進 

（情報リテラシー教育の隣接領域） 

学修環境充実のための学術情報基盤の整備について 

（審議まとめ） 
 

平成25年8月 

文部科学省 科学技術・学術審議会  

学術分科会 学術情報委員会 

(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/031/houkoku/1338888.htm) 

３．今後の展開における考え方 



○上記の課題等を踏まえ、大学として、学生の学習時間をどう確保して、より良
いものにしていくかという中で、各教科の特性を考慮しつつ、アクティブ・ラーニン
グを位置づけ、授業を受ける教室や自主学修のための図書館を中心とした物理
的空間とＩＣＴの活用によりコンテンツの相互利用を図る仮想空間を組み合わせ、
効果的な学修を展開するための基盤整備を推進することが重要である。 
 

○ アクティブ・ラーニングを推進していくことで、各教科の内容だけでなく、２１世
紀のグローバル社会で必要とされる情報リテラシー（情報を読み解く力）やＩＣＴリ
テラシー（情報技術を使いこなす力）のほか、批判的思考、問題解決力が身に付
き、コラボレーションやチームワークと言った２１世紀を生き抜いていく力が養わ
れるものと考える。 
 

○ 基盤整備を行っていくにあたっては、画一的なサービスを提供するのではなく、
大学教育においては、多様性の確保が極めて重要であることに留意し、各大学
において、図書館を中心とした学習空間の確保、オンライン教育の強化を含むコ
ンテンツの電子化・充実、自主的学習に対する人的支援の強化・連携を基本的
な要素としつつも、大学のニーズや特性等の状況に応じて、創意工夫により、ユ
ニークで効果的なアクティブ・ラーニングのための基盤整備を柔軟に展開すべき
である。  



今後は、図書館そのものが 

情報リテラシー教育実践の「場」となることが期待されている。 

「学習」から「学修」へ 

学生＝自主的な「学修」 
（アクティブ・ラーニング） 

図書館＝学修の「場」の提供（ＬＣなど） 
      ＆ 情報リテラシー教育 

促し・支援 



神戸大学附属図書館の事例 



情報リテラシー教育の大きな二本の柱 
 

 

★「情報基礎」授業（主催は情報基盤センター） 

・1回生全員が受講対象 

・全6回のうち、第5回「情報の活用」が図書館担当 

・担当授業回数は年間23回、約2600人が受講 

・「情報リテラシーＷＧ」職員9名が講師と補助を担当 
 

★ツアー＆ガイダンス 

・図書館が主催するもの（定期的に開催） 

・オーダーメイド・ガイダンス（利用者の依頼によって随時開催） 

 

 



「情報基礎」授業 第5回「情報の活用」 
 

主な内容 

★図書館の施設紹介 

★ＤＶＤの放映（約10分） 

 『レポート・論文を書こう！ : 誰にでも書ける１０のステップ』 

 （Library video series  . 情報の達人 ; 第3巻, 紀伊國屋書店, c2007 ） 

★情報の入手方法 

★図書の探し方（神大OPAC・CiNii Booksの操作実習） 

★中間クイズ（4択・昨年度のベスト・リーディング図書） 

★レポート・論文の執筆マナー（出典の表示） 

★雑誌論文の探し方（言及のみ） 



年間の業務サイクル 
 

2月  担当教員との打ち合わせ 

4月  第1回ＷＧ（授業内容の確認）    

      授業テキストの提出 

5月  授業開始（～6月末まで、全22回） 

7月  第2回ＷＧ（反省と改善点の確認） 

11月  補習授業（全1回） 



アンケート 

学生の意見を生で知ることができる貴重な情報源 

（フィードバックによる改善: 好意的回答は職員の励みにもなる） 

 

例）毎年、無意味な意見や、「眠い」「暑い」などの体感に関する意
見が非常に多い 

⇒「ツマラナイ」から退屈しているのでは？ 

 

★学生にとって本当に魅力のある授業を実現するには？ 

 ○情報量を思い切って減らす 

 ○イラストを増やし、見て楽しい画面に 

 ○端末操作の作業量を増やす 

  （「聞いているだけ」を避ける） 



「中間クイズ」の導入 

情報基盤センター教員との打ち合わせ →システム構築へ 



授業課題 
 

 

 ⇒実際に図書館に足を運び、利用してもらう工夫 

アンケート回答では・・・ 
 

●図書館で本を検索しても、請求番号の見方がわからず今まで本の探し方が分
かりませんでしたが、この課題によって今後本をスムーズに探すことができそう
でよかったです。 
 

●私は本を読むとき、店や図書館で偶然見つけたものを買ってあるいは借りて
読んでいたが、このように興味を持った事柄を絞って検索して本を探すのも大事
であると感じた。 
 

●いままで、読みたい本は全部買っていたので、図書館はただの自習室として
使っていたけど、今回のレポートを通して、図書館にある本の数の多さにびっくり
しました。今後はしっかり図書館を活用して、知識をつけていきたいと思います。 

「自分が興味を持つテーマを設定し、そのテーマに沿って選んだ図書の 

情報と、最初の一行を書いて提出してください」 



Ｈ25年度の成果は？ 
まずはアンケートのチェックから！ ⇒二つのアンケートの結果の違いは？ 

 

役に立った 

図書館を使うきっかけ

になった、今後も使い

たい 

HP、OPAC、DB、検索

方法など（役に立っ

た） 

課題について（肯定的

評価） 

課題について（否定的

評価、問題提起） 

難しい、面倒、疲れた 

簡単だ、役に立たな

い、意味がない 

その他 

単なる謝礼や感想、無

意味な内容 

課題アンケート結果（自由記述） 
有効回答数: 1758 

図書館の使い方やレ

ポートの書き方な

ど、役に立った 

説明や内容がわかり

やすかった 

難しい、分からない 

簡単だ 

眠い、疲れる、長す

ぎる 

その他 

単なる謝礼や感想、

無意味な内容 

単元アンケート結果（自由記述） 
有効回答数: 306 



他にも… 
 

★学生アンケートで無意味な回答が減った！(^O^) 
 

★「居眠りが減った」「内容が面白かった」「説明が分かり
やすかった」などの感想が教員から寄せられた。 
 

★「ぜひ、こういった内容のガイダンスを院生向けにもして
ほしい」という依頼が教員からあった。 
 
 

こういった、ささやかな成果も、 
図書館員の励みになります。 



一年間のサイクルを通して分かったこと 
 

★情報量が多すぎると、かえって良くない 

 ⇒「分かりにくい、退屈、つまらない」につながる 

  （図書館員も一度「クソマジメ」を脱ぎ捨ててみましょう！） 
 

★端末操作や課題、クイズ等を多く導入する 

 ⇒聞くばかりの受け身の授業はダメ！ 
 

★図書館の使い方を知らない学生は非常に多い 

 ⇒検索システムや請求記号を知らない、ブラウジングに頼っている 
 

★アンケート等のフィードバックを通して、 

  工夫と改善を毎年繰り返すことが大切！ 



新入生オリエンテーション 

(H25年度=52回・参加者200名) 
 

★新入生の図書館への注目度は高い 
 

★「図書館」という場所の紹介 

 (図書館は勉強するだけの場所ではない) 
 

★まだ複雑な話をする必要はない 



図書館主催ガイダンス 

（情報の探し方、データベースの紹介 etc.） 
 

神大図書館の問題点 
 

★分館が多い（全９館） 

⇒規模・学生数・研究分野など、様々な特徴 
 

★図書館内に専用会場がほとんどない 

⇒端末コーナーを間借りして開催せざるを得ない 



図書館員が講師を担当したガイダンス 
(H25年度=全24回・参加者189名) 
 

★「レポート・研究に役立つ！  雑誌論文の探し方」 

全22回 
開催館＝自然科学系、社会科学系、保健科学、 
人間科学、海事科学、医学（職員向け） 
 
 

★就活情報の探し方（Ｈ25年度より新規） 

全2回 
開催館＝自然科学系 
（次年度は社会科学系でも開催予定） 
 
 



★専門講師によるデータベース説明会 
（H25年度=全24回・参加者212名） 
 
内容＝ Web of Science , EndNote, SciFinder, Lexis.com, 
eol, 日経テレコン, JapanKnowledge, EBSCOHost , SPEEDA 

⇒講師との事前打ち合わせが必要 
（内容、日程、場所、資料の準備、etc.） 



H25年度の改善点 
 

★ガイダンスが開催されていない館があった 

⇒全9館のうち、8館で開催（医学分館は「職員向け」に） 
 

★データベース講習会の内容を再検討 

⇒Web of Science ガイダンスを EndNote に特化 

(今後はJournal Citation Reports, Essential Science Indicatorsも) 

 ⇒ジャパンナレッジ、法律系ＤＢを追加 
 

★就職活動支援ガイダンスに初参加・初開催 

⇒キャリアセンターとの協力体制を構築 



引き続き問題点が・・・ 
 

★参加者が少ないガイダンスは、何が原因？ 

（保健科学図書室、人間科学図書館） 

 

○保健学科＝学生が実習で忙しい、社会人院生が多い 

⇒２回生・３回生の授業に組み込んでもらう 

⇒データベース説明会は、思い切って中止 
 

○発達科学部＝「後期は学生の学修意欲が減退、できれば前期に
開催してほしい」と教員の声 

 

★一時的な原因か、恒常的な原因か？ 

★結果とニラメッコして、常に修正・改善していくことが必要！ 

 

 



オーダーメイドガイダンス・ツアー 
(H25年度=全35回・参加者773名) 
 

・開催がほとんど前期に集中している 
 ⇒研究活動の前提としての情報リテラシー 
 
・毎年、開催を希望する教員・院生が存在 
 ⇒授業に組み込まれた形での開催 
   図書館が教育機関としての役割を果たす大きなチャンス! 
 
・今後はリテラシー教育ＷＧメンバーによる講義も増やす方針 
 ⇒職員の成長にもつながる 
 
 

★教員・院生との間の信頼関係は、 
 図書館にとって大きな財産になります！ 



情報リテラシー教育に大切な姿勢 
 

★Try & Check & Feedback 

○「継続すべき所」と「変えていくべき所」の見極めを大切に 

○チャレンジ精神は常に必要、反省と見直しも必要 

 

★受講者側からの視点を大切に 

○「押し付け」「独りよがり」は避ける 

○受講者にとって「本当に必要な知識」とは何か？ 


