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参考 ①：学びのプロセス – Knowing, Doing 

& Being
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1. 利用者と学内顧客の目線で考える
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• 図書館における“顧客目線”

- 利用者（＝ 学生・教員・研究者）の悩みや課題は何か？

- 図書館の “顧客” は利用者だけでなく、総長・学長、理事会、役員、他部署の職員
など、多岐にわたる

- それら（利用者以外の学内）顧客の課題は何か？ -グローバル化推進、留学生の
受け入れ増加、産業界の求める人材育成、地域連携強化 etc.

• “プロダクト・アウト”（Product-out）ではなく、 “マーケット・イン”

（Market-in）

- 図書館のサービスを押し付けるのではなく、利用者の課題を解決するソリュー
ション（解決策）として“提案する”



2. “顧客目線”の落とし穴
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“If I had asked my customers what they wanted, they would have 

said a faster horse”

Henry Ford, Founder of Ford Motor Company

“もし私が顧客に何を求めているのかを尋ねていたら、より早い馬が

欲しいとの答えが返ってきただろう”

ヘンリー・フォード（自動車会社フォード・モーターの創設者）



2. “顧客目線”の落とし穴
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• “利用者目線で考える”とは、利用者の声・不満の全てを満たそうと

することではない

• 利用者の視点に立ち、利用者が真に求めるものを想像し、その期待を

超えるものを創造する

• 大ヒットする製品やサービスの多くは、（企画当初から結果が出るまで）

社内・組織内で大きな反発に直面する

- 変化を起こすノウハウを学び、その技能を身に付けることが重要

- やり抜く信念と体力を持つ



3. マーケティングと図書館インターンシップ
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• インターンシップそのものが“顧客目線”からうまれたプログラム

- 学生の最も大きな不安・悩み（＝課題）は就職先と進学先に関するもの

参考：独立行政法人日本学生支援機構「平成28年度学生生活調査結果」p.18

- 政府・地方自治体・企業の全てが、大学生のインターンシップ参加を推奨

参考：公益社団法人経済同友会「これからの企業・社会が求める人材像と大学への期待」

（2015年4月2日公開）

参考：文部科学省「平成30年度私立大学等改革総合支援事業」

- 学生が就職を希望する政府・自治体・企業が求めるインターンシップ経験は、

学生が（顕在的・潜在的に）求めるもの

- （プロクエストのお客様である）国際大学の小島様より、留学生のインターン

受け入れの相談が企画のきっかけ

https://www.jasso.go.jp/about/statistics/gakusei_chosa/2016.html
https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2015/150402a.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002/002/1340519.htm


3. マーケティングと図書館インターンシップ
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• 情報リテラシーこそ、大学で身に付けることのできる最重要スキル
（ “キラーコンテンツ”）

- 学問的知識を社会の仕事で求められる実務スキルに昇華する

- コミュニケーションスキルとしての情報リテラシー

コミュニケーションスキルとは、情報理解力（＝ 文書読解力と情報の評価力）と情報発信力
（＝ 書く力と話す力・プレゼンテーションスキル）を主な要素として成立し（+ 他者の理解
+ 質問・対話力 + 形式・時宜・頻度の巧妙）、これすなわち情報リテラシーを指す

- 企業が新卒採用選考にあたり最も重視する点はコミュニケーション能力（主体性が続く）
参考：一般社団法人日本経済団体連合会「2018年度新卒採用に関するアンケート調査結果」

• 長期図書館インターンシップは情報リテラシーを身に付ける最適のプログラム

- 企業や政府機関よりも、情報リテラシーの指導を担う図書館だからこそ提供が可能

- 民間企業（ベンダー）や国会図書館などとも関係しており、様々な就業・職場体験が可能

- しかも学内で参加できる！

http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/110.pdf


4. 学生目線の図書館イベント
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• 立案者は学生＝ ER RAQABI El Mehdi さん

- メディさん本人による体験談ブログ記事：ProQuest Japan: 6 Months 12 Lessons

（URL：https://www.linkedin.com/pulse/proquest-japan-6-months-12-lessons-er-raqabi-el-

mehdi-%E3%83%A9%E3%82%AB%E3%83%93-%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3/）

• イベント（＝プロダクト）デザイン⇒ プランニング⇒ プロモーション

• 学生と教員のターゲティング

- “学生向け”でも全ての学生ではない – 土曜日の朝から“知的で真面目な”イベント

に参加する意欲のある学生を対象 ＝週末寝ている、または遊びたい学生は対象外

- インパクトを意識して研究者・教員にアプローチ ＝ “影響力のある先生は誰か？”

- セグメンテーションとターゲティングの重要性

https://www.linkedin.com/pulse/proquest-japan-6-months-12-lessons-er-raqabi-el-mehdi-%E3%83%A9%E3%82%AB%E3%83%93-%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3/
https://www.linkedin.com/pulse/proquest-japan-6-months-12-lessons-er-raqabi-el-mehdi-%E3%83%A9%E3%82%AB%E3%83%93-%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3/


5. バリュープロポジションの考え方
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競合他社が
提供できる価値

自社が
提供できる価値

顧客が
望んでいる価値

バリュー
プロポジ
ション

“バリュープロポジション”とは？

① 顧客が望んでいて、

② 競合他社が提供できず、

③ 自社が提供できる価値

※ “Google vs. Library”講座

（オリエンテーション）の背景理論



6. 図書館とバリュープロポジション
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図書館の“顧客”：利用者 + 大学経営陣及び学内の他部署職員（＆地元地域）

図書館の“競合”：利用者が（お金ではなく）時間を費やす全てのもの

※学生の時間をめぐり、図書館は（授業以外の）あらゆるものと競合している

• 学生の（学術）情報ニーズを満たすもの

- インターネット（Google）、友人やクラスメート、先輩のノート、自費購入の本及び雑誌 etc.

- 学生：“Googleで見つかる情報でレポートが書けるので、別に図書館は必要ありませんよね？”

• 学生の好奇心と探求心を満たすもの

- 図書館が提供できるもの以外で、学生が自主学習において利用する全てのもの – テレビの教養
番組や無料のオンラインコース etc.

• 学生が時間を娯楽などで費やす他のあらゆるもの

- 友人や恋人と過ごす、バイト、ゲーム、動画サイト etc. – “図書館を使わず、別のことをする” 



7. インパクト最大化戦略⇒図書館地位向上
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プロクエスト小林（監督者）とメディさん（若干25歳）との戦略協議内容

• 影響力の高い学内利害関係者の特定

- 教員・研究者

- 学生会（カウンシル）

- 図書館スタッフ

- 図書館学生スタッフ

- その他学内職員

• 戦術＆実行計画の策定

- 全ての関係者とWin-Winな関係を構築するには何が必要か？

- 巻き込むための（地道で丁寧な）根回し作業の企画と実施

• “策士たるな、戦略家たれ” – 小林からメディさんへのメッセージ

- “策士”は自らの利益だけのために謀をめぐらす。“戦略家”は関係者全ての利益のために策を練る。



8. プロモーションにおける創意工夫

12

•ポスター＆SNSの活用

•学生による、学生に“ひびく”メッセージ

- “When in doubt, go to the library”

“疑問のあるときは、図書館に行こう”

- 「ハリー・ポッター」で世界的に知られる

J・K・ローリングの引用を用いるセンス



9. 学生インフルエンサー・マーケティング
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•メディさんによる “インフルエンサー・マーケティング”

- 成績優秀者の教員・研究者・他の学生への影響力は極めて大きい

- 成績優秀者はまた、好奇心と探求心が高い傾向にあり、潜在的に図書館の

“ヘビーユーザー”になる可能性が高い

- 図書館のサービスにおいて、成績優秀者をターゲティングする意義



10. 実行する強い意志
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•マーケティングも含めた経営学は、変化を起こすノウハウ

•それらを学び、実践して最後までやり遂げる

- “戦略は5%、実行が95%”

•メディさんをインターン生として受け入れた幸運

- “プロジェクトマネジメントで最も重要なことは何か？”との質問に

対して、“Execution”（実行）と回答した、驚異の25歳（面接時24歳）



11. 個人における変化のプロセス

15

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



12. キャズム理論と社会（組織）変化のプロセス
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•変化を起こすには、 “イノベーター” と “アーリー・アダプター”と

なる顧客（利用者や学内の同僚）を探し当てることからはじめる

•起こした変化を新たな常態（＝新サービスの定着）にするには、

アーリー・マジョリティからの支持までを征する必要がある

イノベーター
アーリー
アダプター

アーリー
マジョリティ

レイト
マジョリティ

ラガード

2.5% 13.5% 34% 34% 16%

キャズム（溝）

変化が定着
採用者数

時間

成長モメンタム
（勢い）



13. まとめ –マーケティングは人なり
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• 利用者（学生）目線の重要性

- イベント（製品・サービス）の企画・デザインからプロモーションまで

• 学生インフルエンサーの潜在力

- メディさんのような学生を迎えることができれば最適

- そのような数少ない機会と幸運を最大限に活用する

• 学生が持つマーケティングの専門知識を活用する

- マーケティングに詳しい人が図書館にいなくても、経営学部・商学部の学生は知っている（はず！）

- ビジネス以外の分野の学生（且つ時間的余裕のある人）には、マーケティングを学ばせる – 生涯スキル

• 学生・図書館・ベンダーのコラボレーション

- それぞれの特性と技能を活かすチームづくり

• 戦略の重要性

- 戦略のある事業とない事業の違い

- “諸葛亮が加わる前の劉備”

- プロクエストは皆様の参謀を（よろこんで）務めます – ご指名ください
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• “プロになるためには1万時間かかる” – “Knowing” + “Doing”

参考①：学びのプロセス – Knowing, Doing & Being

GLOBIS 知見録（https://www.youtube.com/channel/UCoorcrpmcdrB6F7GsBZVX0A）『グローバル企業で活躍できるリーダーとは？
～Visa社長安渕聖司』, 開始から56分20秒, URL：https://www.youtube.com/watch?v=XmI1rUvQJJQ&t=2171s（動画）

Snook, Scott, Nitin Nohria, and Rakesh Khurana. The Handbook for Teaching Leadership : Knowing, Doing, and Being SAGE, 
2012. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB07857783.

Knowing Doing Being

プロフェッショナル

https://www.youtube.com/channel/UCoorcrpmcdrB6F7GsBZVX0A
https://www.youtube.com/watch?v=XmI1rUvQJJQ&t=2171s
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB07857783


参考②：講師略歴

小林 隼（こばやし しゅん）

• プロクエスト日本支社 シニア・トレーニング＆コンサルティング・パートナー

• 1981年1月25日生まれ

• 出身： 大阪府 吹田市

• 高校時代のひきこもり体験の後、19歳でイギリスに留学。当初はサッカーの子供向けコーチになること

を目指して渡英したが、ヘルニアで断念し、大学に進む。2006年秋に帰国。教育修士。

• BSc in Social Policy & Administration at University of Roehampton

• MPhil in Education at University of Cambridge, Fitzwilliam College

• Dealogic社（英国の金融情報ベンダー）とトムソン・ロイター社（金融部門）にて、データベース・

インストラクター及び担当営業、KVH社（ITインフラ会社）にて外資系金融機関の担当営業を経て、

2014年9月より現職。英語での製品講習会やプレゼン講座など、各種講座を日本全国の大学で実施。

• ケンブリッジ英語検定プロフィシエンシー・レベル（CPE）保有

• （社）日本外国特派員協会アソシエイト会員
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参考③：講師推薦図書＆資料（1）
小林： “マーケティングの初学者にお薦めの書籍を以下にご案内いたします。面白そうなものを何冊か読んで（動画な

ら見て）いただければ、皆さまのマーケティングと経営への興味が高まり、学習が楽しくなると確信しております。”

マーケティング関連

日本放送出版協会・NHKエンタープライズ，2016，「マーケター森岡毅の仕事: “ナニワの軍師、再起のテーマパーク”」（DVDまたは動画）

永井 孝 尚，2016， 『これ、いったいどうやったら売れるんですか?』SBクリエイティブ．（マンガ版がおすすめ！）

永井 孝 尚， 2011， 『100円のコーラを1000円で売る方法～マーケティングがわかる10の物語～』中経出版．（小説＋解説 - マンガ版あり）

永井 孝 尚， 2012， 『 100円のコーラを1000円で売る方法2～ビジネス戦略がわかる10の物語～』中経出版．（小説＋解説 - マンガ版あり）

永井 孝 尚，2013， 『 100円のコーラを1000円で売る方法3～イノベーションがわかる10の物語～』中経出版．（小説＋解説 - マンガ版あり）

森岡 毅，2016a， 『USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか?』KADOKAWA．

森岡 毅， 2016b， 『USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 : 成功を引き寄せるマーケティング入門』KADOKAWA．

森岡 毅， 2018， 『マーケティングとは「組織革命」である。』日経BP社; 日経BPマーケティング (発売)．

鈴木 隆(マーケティング)，2017， 『御社の商品が売れない本当の理由 : 「実践マーケティング」による解決』光文社．

数江 良 一，2011， 『マーケティング思考法 : 考えて行動するための実践的手引書』東洋経済新報社．

Kotler Philip・恩蔵 直 人・大川 修 二，2003， 『コトラーのマーケティング・コンセプト』東洋経済新報社．

Godin,Seth, 2018, This is marketing, New York, New York: Portfolio/Penguin.

Gordon,Valerie S. and Patricia C. Higginbottom, 2016, Marketing for Special and Academic Libraries : A Planning and Best Practices Sourceboo k,

Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.
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参考③：講師推薦図書＆資料（2）

戦略関連

『銀河英雄伝説』石黒昇（総監督）,田中芳樹（原作）, 1988 – 2000, OVA本伝110話、外伝55話（アニメ）

小林のコメント： “戦略・戦術についてだけではなく、歴史、政治、リーダーシップ、組織論など、人文科学の多くの分野について学ぶことのできる

教養アニメです。某アニメ動画配信サイトにて、石黒監督版は全話配信中。2018年には『銀河英雄伝説 Die Neue These』がリメイク版として登場。

日本の大学にて是非この作品を見れる環境にしていただきたいと、個人的には考えています。”

田中 芳 樹，2007， 『銀河英雄伝説』東京創元社．（1982年-1987年に刊行された上記アニメの原作小説）

Lafley A. G. (.・Martin Roger L.・酒井 泰 介，2013， 『P&G式「勝つために戦う」戦略』朝日新聞出版．

Magretta Joan・櫻井 祐 子・Porter Michael E.，2012， 『マイケル・ポーターの競争戦略 : エッセンシャル版』早川書房．

Horwath,Rich, 2011, Deep dive: the proven method for building strategy, focusing your resources, and taking smart action, Austin, TX: 

Greenleaf Book Group Press.

Horwath,Rich, 2012, Strategy for you: building a bridge to the life you want, Austin, TX: Greenleaf Book Group Press.

Horwath,Rich, 2014, Elevate: the Three Disciplines of Advanced Strategic Thinking, Hoboken: Wiley.
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参考③：講師推薦図書＆資料（3）
経営その他ビジネス関連

岩崎 夏 海，2015，『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』新潮社（小説＋マンガ＋アニメ＋ 映画）

三枝 匡，2013，『V字回復の経営 : 2年で会社を変えられますか : 実話をもとにした企業変革ドラマ』日本経済新聞出版社．（小説＋解説）

三枝 匡， 2016，『ザ・会社改造 : 340人からグローバル1万人企業へ : 実話をもとにした企業変革ドラマ』日本経済新聞出版社．（小説＋解説）

Drucker Peter F.・上田惇 生，2001，『マネジメント : 基本と原則』ダイヤモンド社．

Drucker Peter F. 2007，『非営利組織の経営』ダイヤモンド社．

Bossidy Larry・Charan Ram・Burck Charles・高遠裕 子，2010，『経営は「実行」 : 明日から結果を出すための鉄則』日本経済新聞出版社．

Doerr John E.・土方奈 美・Page Larry，2018，『メジャー・ホワット・マターズ : 伝説のベンチャー投資家がGoogleに教えた成功手法OKR』

日本経済新聞出版社．

GLOBIS 知見録（https://www.youtube.com/channel/UCoorcrpmcdrB6F7GsBZVX0A）『ネスレ日本流「顧客に愛され続けるためのマーケティン

グ」とは？～石橋昌文×田久保善彦』, URL：https://www.youtube.com/watch?v=saQFbYW8NaY&t=29s （動画）

先人たちの底力知恵泉 – NHK, Eテレ毎週火曜午後10時 | 再放送 毎週火曜午後0時（テレビ・動画アプリ）

[WBS]ワールドビジネスサテライト：テレビ東京, 毎週月曜日～金曜日夜11時～放送中（テレビ・動画アプリ）
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https://www.youtube.com/channel/UCoorcrpmcdrB6F7GsBZVX0A
https://www.youtube.com/watch?v=saQFbYW8NaY&t=29s


23

セッション #4：「図書館インターンシップの意義と可能性

〜立教大学図書館及び国際大学 松下図書・情報センターに

よる協力で実現した図書館ならではのプログラム 〜」

開催日：2019年5月22日（水）in 大阪＆ 5月24日（金）in 東京

発表者：小林隼（shun.kobayashi@proquest.com ）

• ご興味のある方は小林までご連絡いただければ資料をお送りいたします

参考④：ProQuest Day in Japan 2019 資料

mailto:shun.kobayashi@proquest.com
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shun.kobayashi@proquest.com

ご清聴ありがとうございました


