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なぜオーストラリアの大学図書館は

学内地位が高いのか？

～歴史的経緯と維持の取り組み～

プルー・プレッサー＆リアン・ワイクス



Who is Leanne?
Current role: Training and Consulting Partner. With  ProQuest 

since 2016

Qualifications: Bachelor of Arts, History and  British & European 

Studies; Graduate Diploma of Library and Information Studies

Work History: Research Librarian, Freehills; 

Law Liaison Librarian, Deakin University; Training Specialist, 

Thomson Reuters; Team Leader (Law Library), Minter Ellison

What she loves about her work: Visiting libraries, 

meeting new people, helping customers

What she loves about her life: Travelling to new places

(and trying new beer!), spending time with family,

napping with my cats
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Leanne Whykes のご紹介

役職： Training and Consulting Partner （2016年入社）

学歴・資格：Bachelor of Arts, History and  British & European 

Studies （Curtin University）; Graduate Diploma of Library and 

Information Studies

職歴：法律事務所 Freehillsにてリサーチライブラリアン；

Deakin Universityにて法律専門のリエゾン・ライブラリ

アン； トムソン・ロイター社にて研修スペシャリスト；

法律事務所Minter Ellisonにて法律図書室チーム・リーダー

仕事で気に入っていること： 豪州各地の図書館を訪問し、

新しい人と出会い、お客様を支援すること

人生で気に入っていること： 新しい場所に旅行すること

（そして新しいビールを飲む！）；家族と過ごす時間；

飼っている猫たちとの昼寝
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Who am I?
Current role:  Senior Manager, APAC Regional Marketing – joined 

ProQuest Feb 2018.

Qualifications: Bach. Soc Science in Library and Information 

Science (RMIT University); Grad. Diploma Learning and Teaching 

in Higher Education (Oxford Uni)

Work history: Australian private law firm libraries  (Minters, 

Philips Fox); Academic law libraries – Melbourne University & 

Oxford University; Global risk, compliance and publishing 

business – Product and marketing roles

What I love about my work? Mentoring and coaching staff –

having a positive impact.

What I love about life? Feeding people! Gardening, animals, being 

active in nature 
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講師紹介（Prue Presser のご紹介）
役職：アジア太平洋地域、シニア・マーケティング・

マネージャー（2018年2月入社）

学歴・資格： Bach. Soc Science in Library and Information 

Science （RMIT University）； Grad. Diploma Learning and 

Teaching in Higher Education （Oxford University）

職歴：法律事務所ライブラリアン（Minters, Philips Fox）

大学内法学図書室 – Melbourne University & Oxford 

University；出版社、グローバルリスク管理及びコンプライ

アンス関連企業でのプロダクト＆マーケティング業務

仕事で気に入っていること： 部下の指導（メンタリング

＆コーチング） – ポジティブなインパクトを与えること

人生で気に入っていること：人々に料理をふるまうこと！

ガーデニング、動物、自然の中でアクティブに過ごす
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Why you should listen to this presentation?

➢Situations may be different (between 

countries and even between 

universities), but the strategies for 

managing are the same

➢Learn from each other

➢ Makes us feel better
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皆さまがこのプレゼンテーションを聞く理由とは？

➢国によって、また大学によって、

状況は異なります。しかしながら、

推進・運営すべき戦略は同じで

あると私は考えています。

➢一緒に学びあいましょう。

➢そうすれば、互いに心強く感じる

ことができると思います。

8



The presentation

•Driving influences in academic librarianship in Australia 

and globally

•Hear from current Australian academic librarians 

•Reflect on what we can do to help develop your own  

professional skills and further our professions



プレゼンテーションの内容

•オーストラリア及び世界の学術図書館界に影響を与えて

いる主な要因について

•オーストラリアの大学図書館員の声

•私たちがプロフェッショナルとしての技能をどのように

高め、キャリアとして成長するべきなのかについての省察



The numbers and how we are 
different?
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Japan Australia

Population 126,700,000 22,900,000

Size 377,915 km2 7,741,220 km2

GDP $38,100 $65,400

Universities ~780 43 
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日本とオーストラリア – 統計から
みる両国の違いとは？

日本 オーストラリア

人口 126,700,000 22,900,000

国土面積 377,915 km2 7,741,220 km2

GDP $38,100 $65,400

大学数 ~780 43 



The Australian economy
1:   Iron Ore
2:   Coal
3:   International Education

Top 3
globally

over 
$30b

over 
600,000
students 

7% of 
global 
market



オーストラリア経済
1:   鉄鉱石
2:   石炭
3:   教育（留学生受入）

世界
弟3位

300億
ドル以上
の市場

600,000
人以上の
留学生

7% の
世界市場
シェア



2018 international students in Australia
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Most 
from 
China



2018年のオーストラリア留学生事情
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主に中国
からの
留学生
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Over 
200,000 

jobs

The over-600,000 international 
students currently in Australia are 
required to purchase visas, compulsory 
private health care and pay full tuition 
fees, on top of purchasing routine 
consumer goods and services. 

Impact on the Australian economy

over 
$30b
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200,000 
人の雇用

60万人を超える留学生は、生活必需
品の購入に加えて、学生ビザの発行
費用を支払い、民間保険企業が提供
する（法的加入義務のある）健康保
険に加入し、学費の満額を支払うこ
とによりオーストラリア経済に貢献

オーストラリア経済へのインパクト

300億
ドル以上
の市場



The Japanese economy
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1. Agriculture - rice

2. Manufacturing – motor vehicles, electronic 

equipment, machine tools

3. Fishing

4. Tourism

Largest 
electronic 

24% of 
GDP 3rd

largest 
auto 

Most 
visited in 

APAC 
2012

Agric = 
1.4% of 

GDP

4th

largest 
fishing



日本経済
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1. 農業 – 米作

2. 製造業 – 自動車産業, 電子機器, 

工業機械・製品

3. 漁業

4. 観光

最大規模の
電子産業

GDPの24% 自動車
産業規模
世界
第3位

外国人観光
客数APAC

1位
（2012）

農業の
GDPに占
める割合

= 1.4% 

漁業規模
世界
第4位
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2018 International students in Japan

Most 
from 
China
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2018年の日本の留学生事情

主に中国
からの
留学生
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43

Australian Universities
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43

オーストラリアの大学



Number of libraries in Australian universities
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オーストラリアの大学図書館数
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Library expenditure in Australian universities
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2000 2010 2014
All University $409,585,077 $634,911,421 $698,525,399 + 71%



オーストラリアの大学における図書館予算
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2000 2010 2014
All University $409,585,077 $634,911,421 $698,525,399 + 71%



Number of staff in university libraries
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2000 2010 2014
All University 4,298 4,145 3,792 -12%



大学図書館における図書館員の数
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2000 2010 2014
All University 4,298 4,145 3,792 -12%



Number of students

• 1053
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2000 2010 2014
All University 610,606 873,190 1,053,219 72%



学生数

• 1053
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2000 2010 2014
All University 610,606 873,190 1,053,219 72%



Global trends

Electronic preferred policies since 2000’s

Shrinking footprint – available number of libraries

Reduction in physical spaces – shelf space

Flat or shrinking budgets

Reduction in staff - administration costs

Teaching and learning centres

New technologies – disruption

Competition



世界各地と同様のトレンド

2000年代からはじまる電子資料の優遇政策

減少傾向の活動拠点–図書館の数

縮小する物理面積 –書棚スペースの転用

フラット（一定）な、または縮小する予算

人員削減 –事務費用

教育及び学習センター

新しいテクノロジー –変わる状況

激しい競争



Academic librarians
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大学図書館
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Qualifications of librarians
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Australia Japan

To become a librarian in Australian you 
usually have to:
1. complete a degree at university with a 

major in information and media, 
information services or information 
studies.

2. Alternatively, undertake a degree in any 
discipline, followed by a postgraduate 
qualification in information studies or 
information management. 4+ years of 
higher education

There are 3 ways to become a professional 
librarian:
1. Take the specialised 3-month course
2. Complete a two year university degree or 
diploma on library science or similar 
discipline
3. Work as a library assistant for 3 years and 
complete the specialised course



司書資格制度

40

オーストラリア 日本

オーストラリアで司書資格を得るには：

1. 大学にて以下のいずれかの分野で学士号
を取得する（＝ 4年制大学を卒業する）
–情報・メディア学、情報サービス学、
情報学

2. または、分野を問わず大学にて学士号を
取得し、情報学または情報管理学にて大
学院での資格（Post Graduate 

Qualification）を取得する
4年以上の高等教育期間

日本で司書資格を得るには、3つの方法があ
ります：

1. 大学、短期大学、高等専門学校のいずれ
かを卒業した上で司書講習相当科目を履
修する

2. 大学に2年以上在学し62単位以上を修得、

もしくは短期大学、高等専門学校を卒業
した上で司書講習を修了する

3. 司書補として3年以上勤務したうえで司
書講習を修了する



ALIA  https://www.alia.org.au/

While CAUL represents the interests of 39 academic institutions in 

Australia and 8 in New Zealand, ALIA represents the people working in 

academic libraries.
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CAUL https://www.caul.edu.au/

CAUL is the peak leadership organisation for university libraries in 

Australia. Members are the lead library executive of the institutions that 

have representation on Universities Australia.

Professional Associations in Australia

http://about-caul/institutions
http://www.universitiesaustralia.edu.au/


ALIA （Australian Library and Information Association）
https://www.alia.org.au/

CAUL（下記参照）がオーストラリアの39学術機関とニュージーランドの

8学術機関を代表する団体である一方、ALIAは大学図書館に勤める人々

（＝ 図書館員）を代表する団体。
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CAUL （Council of Australian University Libraries）
https://www.caul.edu.au/

CAULはオーストラリアの大学図書館業界の頂点に立つ、リーダー的団体。

会員は Universities Australia （ https://www.universitiesaustralia.edu.au/ ）

団体に所属する大学図書館のエグゼクティブ（上級管理職）に限られる。

オーストラリアにおける大学図書館業界団体

https://www.universitiesaustralia.edu.au/


Professional Associations in Japan
JLA（Japan Library Association）

https://www.jla.or.jp/

JUSTICE（Japan Alliance of University Library Consortia for E-Resources）

https://www.nii.ac.jp/content/justice_en/

JANUL（Japan Association of National University Libraries）

https://www.janul.jp/en

JASPUL（Japan Association of Private University Libraries）

http://www.jaspul.org/index-e.html

KIRALI（Kinki Regional Academic Libraries Initiative）

https://www.kinkiinitia.org/
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https://www.jla.or.jp/
https://www.nii.ac.jp/content/justice_en/
https://www.janul.jp/en
http://www.jaspul.org/index-e.html
https://www.kinkiinitia.org/


日本における大学図書館業界団体

JLA（日本図書館協会）

https://www.jla.or.jp/

JUSTICE（大学図書館コンソーシアム連合）

https://www.nii.ac.jp/content/justice_en/

JANUL（国立大学図書館協会）

https://www.janul.jp/en

JASPUL（私立大学図書館協会）

http://www.jaspul.org/index-e.html

KIRALI（大学図書館近畿イニシアティブ）

https://www.kinkiinitia.org/
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https://www.jla.or.jp/
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Challenges and opportunities
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課題と機会
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What is different today as compared to before 
in academic libraries?

47

Major differences between academic libraries 
and other libraries?

Future challenges?

Suggestions for approaching these future 
challenges?



大学図書館の過去と現在では何が違うのか？
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公共図書館など、他の形式の図書館と大学図書館
では何か異なるのか？

未来の課題とは？

それら未来の課題にどのように対応すべきなのか
についての提案とは？



Mr. Frank Ponte – RMIT University Melbourne
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フランク・ポンティ氏 –ロイヤルメルボルン工科大学
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Key points
Changes? 

➢Libraries are aligning more with strategic direction of their university

➢Support blended learning – evolving services – connected to university strategy

Differences between academic and other libraries?

➢Opportunities for specialisation and a greater range of roles on offer e.g. collection 
development; reference; technical services

➢More opportunities for pathways to higher management

Challenges?

➢Understanding and keeping up to date with digital knowledge – “digital literacy”

➢Keeping up with student needs and understanding the research lifecycle

➢Diversity and inclusion – how does library evolve to help all students
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要点
変わったことは何か？

➢図書館は各大学の戦略的方向性により歩調をあわせる（連携する）ようになった

➢大学の戦略と関連した多様な学習を支援 – それに伴い図書館サービスが進化・発展

大学図書館とその他の図書館の違いとは？

➢専門化する機会とより幅広い役割・役職についての求人
例：コレクション構築、レファレンス、テクニカル（IT）・サービス

➢より高位な管理職における雇用機会 – 増加傾向

課題は何か?

➢常に進化するデジタル技術への理解及び知識向上と対応 – “デジタル・リテラシー”

➢変化する学生ニーズへの対応と研究サイクルの理解

➢多様性と包含性 – 全ての学生を支援するためにどのように図書館は進化・発展するのか
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RMIT Univserity

53

Approaches for the future?

➢Social connection – use the tools to stay up to date with your 

industry, but not all of them! 

➢Adopt an attitude which is positive about lifelong learning – take 

responsibility for your own professional development

➢Conferences; seek out public speaking opportunities and publish



RMIT Univserity
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未来に向けたアプローチとは？

➢ソーシャルなつながり – 時代に乗り遅れないよう各種ツー

ルを利用するが、全てを追う必要はなし！

➢生涯学習（学び続ける）ことを肯定的にとらえて実践する

– 自らのキャリア開発（技能向上）に責任を持つ

➢業界イベントの参加; 様々な場面で発表する機会を自ら

求め、執筆・出版する



Reflection

Alignment with university strategy

• Do you know what your university’s 

strategy is?

• Do you feel your library is aligned with 

your university strategy?

• Do you understand how your role or 

your work supports the university 

strategy?
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省察

大学の経営戦略との連携

• 皆さまは自身の大学の経営戦略に

ついて知っていますか？

• 皆さまの図書館は大学の経営戦略と

連携していると感じますか？

• 図書館における皆さまの役職・役割

がどのように経営戦略の実行に貢献

するのか、理解していますか？
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What is different today as compared to before 
in academic libraries?

57

Major differences between academic libraries 
and other libraries?

Future challenges?

Suggestions for approaching these future 
challenges?



大学図書館の過去と現在では何が違うのか？

58

公共図書館など、他の形式の図書館と大学図書館
では何か異なるのか？

未来の課題とは？

それら未来の課題にどのように対応すべきなのか
についての提案とは？



Ms. Jill Benn – University of Western Australia 
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ジル・ベン氏 –西オーストラリア大学
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Key pointsChanges? 

➢Pace of change 

➢Great opportunity for library - focus is on research excellence and student experience –

library can play a key role

Differences between academic and other libraries?

➢libraries can be aligned with university strategy - recent evolution of electronic 

resources (etexts; ejournals etc.)  has positioned academic libraries well to deliver on 

the university digital strategy – strategic alignment 

Challenges?

➢People – keeping workforce up to date with skills - digital literacy

➢Process – will need to become more agile in the future – make decisions quicker –

evolve faster

➢Place – transformation of physical spaces and conversion to ‘learning spaces’



要点
変わったことは何か？

➢変化の速度

➢図書館にとって大変良い機会 – 焦点は研究における卓越性と学生の体験

– 図書館はこれらの実現に主要な役割を果たすことができる

大学図書館とその他の図書館の違いとは？

➢図書館は大学の経営戦略と連携することができる – 昨今の電子資料の進化・発

展（etexts; ejournals など）が大学におけるデジタル化戦略の推進を強力に支援

課題は何か？

➢人材 – スタッフ技能の最新化 – デジタル・リテラシー

➢プロセス – 将来は今より機敏（アジャイル）になる必要がある – より迅速な

意思決定 – より速い進化・発展

➢場（プレイス） – 物理的な館内スペースを学習空間に変換



Approaches for the future?

➢People – invest in transforming skills e.g. adapting to AI and 

ML（Machine Learning）; Strong emphasis on developing 

change leadership to adapt quickly to future

➢Process  - make decisions quickly and use data

➢Place – Invest in digital transformation, think differently –

AI and MBL – future big impact on future of universities 

and their libraries

➢Collaborate with other librarians!
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未来に向けたアプローチとは？

➢人材– 変化を支える技能への投資 – 例：AI （人工

知能）や ML（Machine Learning 機械学習）; 環境に

適応し、変化を可能にするリーダーシップをより強調

➢プロセス - 迅速な意思決定とデータの活用

➢場（プレイス） – デジタル化に投資し、考え方を変え

る – AI（人工知能）と ML（機械学習） – 未来の大学

と大学図書館に大きな影響を与える要因

➢他の図書館員との連携・協業
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Reflection

People 

• Does the thought of needing to change often 

and quickly make you feel uncomfortable?

• Do you stay up to date with the direction your 

profession is going?

• Are you get connected with other librarians?

• Are there other people you should consider 

becoming connected with professionally?
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省察

人材について

• 変化しなくてはならないと考えるとき、

皆さまはすぐにそれが不快と感じますか？

• 職業としての図書館員が向かう方向と

トレンドに、乗り遅れないでいますか？

• 他の図書館員の方々とはつながっていますか？

• 他にもプロフェッショナルとしてつながってい

る必要があると思う人たちはいますか？
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And one more….
What is the biggest challenge facing Australian academic librarians in the future?

“I believe that the biggest challenge facing Australian academic librarians in the future is 

the challenge of continuing to show our relevance and the value of our contribution to 

the academic endeavour. 

It is difficult for us to keep up with rapid technological change; the many 

disruptors/disruptions to the scholarly communication environment mean that it can be 

challenging to ensure that our services continue to meet the requirements of the 

communities we serve.

Leadership is essential in this environment – we need to ensure we always “have a seat at 

the table”, that we are engaged with, and understand what academic staff and students 

want and need, and that we can anticipate new requirements too.”

67

Ms. Constance 
Wiebrands

Edith Cowan 
University



そしてもう一人・・・
質問：オーストラリアの大学図書館が将来直面することになる最も大きな

課題は何だと思いますか？

“オーストラリアの大学図書館が将来取り組む最も大きな課題は、学術活動におけ

る図書館の関連性と貢献の価値を示し続けることであると、私は確信しています。

私たちにとって、急速なテクノロジーの変化についていくことは困難です；学術

コミュニケーション環境における変化とその要因は、図書館のサービスが私たち

が奉仕するコミュニティの求めに応じることが難しくなることを意味します。

このような環境ではリーダーシップが不可欠です – 「テーブルの席を確保するた

めに」、教員・研究者・学生と関わり、何を求め、必要としているのかを理解し、

新しい要望に応えるべく、私たちは努力をしなくてはならないのです。”
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コンスタンス・
ウィーブランド氏

エディスコーワン
大学



Change
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変化

70

縦軸：業績 変化のプロセス

従来の環境

新しい環境

未知の要素

抵抗

混沌 革新的なアイディア

統合
横軸：経過時間



Where to from here?
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ここからどこに向かうのか？
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Collaborate
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連携・協働
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Life long 
learning
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生涯学習
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Change
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変化

78



Get 
connected

79



つながる
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Get connected

• ProQuest Preference Centre https://go.proquest.com/preferences

• ProQuest Facebook 

• ProQuest Twitter 

• Linked In

• ProQuest 

• Prue Presser 

• Fumie Kawabata 

• Leanne Whykes 

• Shun Tadaki-Kobayashi 

81



つながる

• ProQuest Preference Centre https://go.proquest.com/preferences

• ProQuest Facebook 

• ProQuest Twitter 

• Linked In

• ProQuest 

• Prue Presser （プロクエストオーストラリア支社）

• Fumie Kawabata （河端ふみえ – プロクエスト日本支社）

• Leanne Whykes （プロクエストオーストラリア支社）

• Shun Kobayashi （小林隼 – プロクエスト日本支社）
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Same challenges, different stages or places

83



同じ課題、異なる段階または局面

84



85



86

ご質問がございましたら、

お気軽にお尋ねください



Thank you 



ご清聴ありがとうございました


