
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



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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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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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。
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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
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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 



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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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



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

オーストラリアの大学



オーストラリアの大学図書館数
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オーストラリアの大学における図書館予算

14

2000 2010 2014
All University $409,585,077 $634,911,421 $698,525,399 + 71%



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%



学生数

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



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



大学図書館
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司書資格制度
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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 （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/


課題と機会
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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？



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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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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要点



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



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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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？



ジル・ベン氏 –西オーストラリア大学
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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



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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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？

32



変化
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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



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



ここからどこに向かうのか？
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連携・協働
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生涯学習
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変化
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つながる
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つながる

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

• ProQuest Facebook  https://www.facebook.com/ProQuestJapan/

• ProQuest Twitter https://twitter.com/proquest_japan

• 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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https://go.proquest.com/preferences
https://www.facebook.com/ProQuestJapan/
https://twitter.com/proquest_japan


同じ課題、異なる段階または局面
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ご質問がございましたら、

お気軽にお尋ねください



ご清聴ありがとうございました


