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はじめに 

 

マーケティングを学ぶことは、決して難しくはありません。他の分野同様、多くの理論やコン

セプトがマーケティングの世界でも生み出されてきましたが、それらはいずれもシンプル

で、理解が容易なものばかりです。しかしながら、私たちがそれぞれの与えられた状況で、

どの考え方をどのように適用するのか、その判断の質は、マーケティングの知識を実際に

利用することを習慣化し、練習により身に付ける以外に、向上させる術はありません。 

 

マーケティングにおいて実践経験が何より重要であるとしても、基礎的な理論をきちんと理

解し、専門家が作成したツールや考え方の枠組みを利用することにより、皆様の計画づくり

とその実行を、より効果的なものにすることができます。 

 

中級研修では、このことを念頭に、マーケティングの基本的な概念と、図書館における現場

での適用例を、国内・海外のものも含めて、講師が参加者の皆様にご案内いたします。 

 

また、研修当日午後にひらかれるワークショップでは、皆様が講座で学んだマーケティング

の知識を、架空の大学図書館の状況に適用し、実際にマーケティングプランを作成するこ

とにチャレンジいただきます。 

 

この研修前リーディング資料は、ディスカッションにより多くの時間を割くために、架空の大

学図書館についての記述を中心に構成されています。皆様をテストするわけではありませ

んので、事前に読み込む必要はありません。当日、概要を思い出せる程度に、軽い気持ち

で読み進めていただければと思います。 

 

多くの専門家が述べているとおり、マーケティングの知識は汎用性がとても高く、民間企業

のみならず、皆様の大学図書館のような、非営利組織や行政組織でも、ひろく活用されて

いるものです。ご所属先の図書館プロモーションのためはもちろんですが、皆様のこれから

のキャリアのためにも、是非、楽しんでマーケティングを学んでいただければ幸いです。 
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“マーケティングを学ぶのは大変なことなのだろうか？これについては、良い知らせと悪い知らせが

ある。良い知らせは、1 日あれば学べるということ。悪い知らせは、使いこなすには一生かかるとい

うことだ。” 

 

Kotler Philip・恩蔵 直人・大川 直人・大川 修二， 修二， 2003， 『コトラーのマケティング・セプト』 東洋経済新

報社． 

 

 

“マーケティング（マネジメント）は、組織およびそのステークホルダー全員の利益になるようなやり

方で、顧客に対して価値を創造し、コミュケーションし、その価値を届けるために、そして顧客との関

係を維持するために行う組織的な機能および一貫したプロセスである。” 

 

米国マーケティング協会（2005年） 

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． 

から引用 

 

 

“Simply put, we see a marketing plan as a guide for what you want to communicate about your 

library to your users, and how and when you’re going to do it.” 

 

“単純に言えば、マーケティングプランとは、あなたが利用者に対して、あなたの図書館について何

を、いつ、どのように伝えたいかについてのガイドなのです。” 

 

Gordon, Valerie S., and Patricia C. Higginbottom. Marketing for Special and Academic Libraries : A Planning 

and Best Practices Sourcebook, Rowman & Littlefield Publishers, 2016. P.11 ProQuest Ebook Central.  
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Part I 図書館マーケティングについて 

 

 

研修の要点 

 

 

① マーケティングの学習は日々の実践が大切 

 

② 利用者目線で考え、その期待を超えることが理想 

 

③ 学生と教員・研究者の課題を、図書館ならではの方法で解決する 

 

④ 図書館サービスの企画では、自身と所属する部署だけでなく、図書館と関わるあらゆ

る人の技能と特性を含めて（繋げて）考える 

 

⑤ 大学全体の取り組みと、図書館による利用者の課題解決を関連させて、成果を周知

先関係者のために可視化する ＝ 地位向上の鍵 

 

⑥ 館長と学長・総長の視点でものごとを捉えるための努力が肝要 

 

⑦ 千里の道も一歩から 

 

 

研修の後、上記要点を講師からの特に重要なメッセージとして皆様には持ち帰っていただ

き、マーケティングの学習と実践を継続し、日々の業務と皆様の図書館プロモーションに役

立てていただければと思います。 
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大学図書館の地位向上につながるマーケティングプランの考え方 

 

I. 利用者（または学内職員）の抱えている課題と、全学で取り組ん

でいる課題をつなげる（関連させる）。 

 

II. 利用者（または学内職員）の課題のなかから、図書館が解決（ま

たは解決の支援が）できるものを選ぶ。 

 

 バリュープロポジションの考え方（＝ 利用者が求めているも

ので、同時に図書館しか提供できないもの）を参考にする。 

 

III. 解決策のなかから、効果と実行性の両面で最適なものを選ぶ。 

 

IV. 解決策をプロモーション（広報）し、利用者への効果を最大化する。 

 

V. 成果を可視化し、学内でのインパクトを最大化する。 

 

 「誰に」が重要 – その人物はどのような内容と形式で成果

について知りたいのか？ 

 

これらを実行し、成果をあげれば、図書館の地位が向上する。 

  

利用者向け 

マーケティング活動 

学内向け 

マーケティング活動 
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Part II ワークショップ用の仮想大学及び図書館 

 

 

このセクションから、研修当日午後のワークショップで取り上げる、仮想大学及びその図書館につ

いての記述になります。 

 

架空の設定として、あなたはある中規模大学図書館の事務部長をしています。日々の図書館運営

に追われながらも、どのようにすれば、大学全体の取り組みに図書館として貢献し、学内での地位

向上を図れば良いのでしょうか？ 

 

参加者の皆様の多くは、管理職ではなく、現場の職員としてお勤めかもしれません。今回の研修の

要点、そしてねらいの 1 つとして、皆様が役職に就く前から、図書館全体と大学の経営について考

える習慣をつけてもらうことがあげられています。特に気負わず、下記の各項目について、普段より

高い役職とその視点を意識しながら読み進めてみてください。 

 

また、利用者についての記述には、学生、教員・研究者が抱える不満や課題についての記述があ

ります。それらは図書館で解決できる、または解決を支援できる課題でしょうか？ 

 

利用者に加えて、図書館の職員、委託スタッフ、学生アルバイト、ベンダーなど、図書館と関わる

人々についての項目も登場します。その中には、それらの人々の特徴や能力を示唆するような記

述が出てきます。研修前に深く分析する必要はありませんが、それらは利用者の課題を解決する

にあたり、図書館が作りあげる「解決策」というパズルのピースとなる可能性があります。そのことを

少し意識して、以下の記述を読んでいただければと思います。 

 

 

I. 事務部長（あなた）が設定した、図書館の将来像と 2019年度の目標 

 

将来像（Goal or Vision）： 

 

10年後に学内で最も学際的且つ国際的な知の拠点となること。学生には探求心を最も満たす場所

となり、研究者・教員には研究と教育活動において大いに頼られる存在となること。 
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2019年度の目標（Objective）： 

 

今年度の図書館プロジェクトを大学経営陣が評価できるかたちに可視化し、その成果により来年度

のプロジェクト継続のための予算を確保する。 

 

2019年度の基本方針（Policy）： 

 

将来像に近づく第一歩として、図書館の取り組みのなかから、大学が取り組んでいる主要な経営課

題と関連づけることのできるものを洗い出し、そのうちの一つに注力して取り組み、その成果を可視

化することによって、大学経営陣の課題解決のための手段としての図書館の認識を向上させる。 

 

取り組みのための予算額（Budget）：  

 

70 万円。2018 年度末にアグリゲーター系データベースのビジネスコレクションを解約し、150 万円

の予算を削減した。そのうち、80万円を他の電子資料の値上げ対策にあて、残った 70万円を今回

の図書館振興プロジェクトにあてる。 

 

 

II. 基礎情報 

 

大学名：千里大学（私立） - 1970年創立 

 

規模：5,500人（学部生：5,000人、大学院生：100人、研究者・教員：200人、職員 200人） 

 

キャンパス：北千里キャンパス及び服部キャンパスの 2つ 

 

学部数：8 

 

北千里キャンパス：経営学部（2 年前に経済学部を併合）、観光学部（2 年前に新設）、法学部、国

際教養学部（2年前に改名した旧外国学部）、情報学部 

 

服部キャンパス：看護学部、心理学部、教育学部 
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学科数（大学院）：5 – 経営学科、国際文化研究科、情報学科、看護学科、教育心理学科 

 

学部別偏差値： 

 

看護学部：60-63 

心理学部：60-63 

教育学部：58-60 

経営学部：60-63 

観光学部：55-58 

法学部：55-58 

国際教養学部：55-58 

情報学部：55-58 

 

※服部キャンパスは関西地域に対して看護師及び教員を多く輩出してきたので、実務者育成機関

としても評判が高い。また、地元財界による経営学部の卒業生に対する評価も高い。 

 

※1回生は学部を問わず北千里キャンパスで全学共通科目を受講する。 

 

※3年前に就任した総長により、グローバル化推進統括本部が 2年前に設置された。 

 

※図書館の活動上、留学生及び日本人留学希望者を支援する国際センターと就職支援をするキャ

リアセンターとは連携を取ることがある。 

 

※北千里キャンパスの図書館は新築・開館して 5年、服部キャンパスは新築・開館して 10年で 

ある。 

 

※図書館はラーニングコモンズを両キャンパスにて 5 年前にオープンさせた。北千里は収容人数

50人、服部館は 30人。 

 

※図書館は両キャンパスとも、英語学習専用スペース（PC、オーディオ設備、関連資料の書棚が

ある）を 2年前にオープンさせた。 
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III. 大学総長の方針（2018年度からの 5 ヶ年計画）＝ 全学経営課題 

 

1 地元である大阪府及び関西地域が今後求める人材を育成し、卒業生として輩出する。 

 

2 看護・心理・経営学部の教育は学外から高い評価を得ているが、同水準の教育を他の学部に

おいても実現する。 

 

3 学際的な研究を促すために、学部・学科を超えた研究者・教員・学生の交流を活性化する。 

 

4 全学のグローバル化を推進する。 

 

4.1 国内で評価の高い看護・心理分野において、英語による論文発表及び海外雑誌による

掲載数を増やし、海外での大学認知度を今より向上させる。 

 

4.2 外国人教員比率を 5%（10名）から 10%（20名）に引き上げる。 

 

※ 200名の研究者・教員のうち、現在 10名が外国人であるが、このうち 6名が国際教

養学部に所属する。  

 

4.3 留学生比率を 2%（100名）から 8%（400名）に引き上げる。 

 

4.4 毎年海外に留学する日本人学生を 2%（100名）から 8%（400名）に引き上げる。 

 

 

IV. 5 ヶ年計画の背景 

 

◼ 自治体・医療団体・企業からの要請 

 

➢ 企業におけるグローバル人材不足 

 

➢ 行政、教育、医療、観光現場での外国人対応の急増 

 

➢ 問題解決のために主体的に考え、学び続けることにより変化に対応できる人材育成の要請 
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◼ 少子化の影響で日本人学生の入学希望者数が減少 = 留学生確保の重要性が相対的に増

加 

 

 

V. 図書館の人事構成 

 

館長 ＋ 副館長 ＋ 事務部長（あなた） – いずれも北千里キャンパスに在籍 

 

北千里館： 職員・委託スタッフあわせて 20名 ＋ 学生アルバイトスタッフ 12名 

 

北千里館事務課長 ＋ 資料担当 5名（司書 2名） + 利用支援担当 4名（司書 2名） + 委託ス

タッフ 10名 

 

服部館： 職員・委託スタッフあわせて 12名 ＋ 学生アルバイトスタッフ 8名 

 

服部館事務課長（司書） ＋ 資料担当 3名（司書 1名） + 利用支援担当 2名（司書 1名） + 委

託スタッフ 6名 

 

 

VI. 館長・副館長・事務部長（あなた）について 

 

館長も副館長も研究者である。 

 

館長は 2年前に就任し、経営学部長とも兼務している。 

 

副館長の専門は情報学で、コンピューター科学にも詳しい。 

 

事務部長（あなた）は館長と同時期に配属された。勤務歴 27 年で、入学センターに 10 年、教育学

部に 8 年、国際センターに課長として 7 年勤務した経歴を持つ。英語力はビジネスレベル。図書館

についてはまだあまり詳しくない。 
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VII. 資料及びソフトウェアの契約状況について 

 

主要な資料のサプライヤーとして、〇〇〇書店を利用。 

 

契約データベース： 

 

日系レファレンスデータベース×1、日系電子書籍データベース×1、日系ビジネス雑誌データベース

×1、日系企業情報データベース×1、日系新聞データベース×3 

 

海外プライマリー出版社系フルテキストジャーナルデータベース×1、海外アグリゲーター系ビジネ

スジャーナルデータベース×1、海外法例情報データベース×1、海外アグリゲーター系医学ジャーナ

ルデータベース×2、海外アグリゲーター系心理学ジャーナルデータベース×1 

 

契約ソフトウェア： 

 

OPAC、リンクリゾルバー、文献管理ツール（海外ジャーナルデータベースとパッケージで購読） 

 

 

VIII. 図書館スタッフの構成について 

 

北千里館スタッフの構成： 

 

北千里館： 職員・委託スタッフあわせて 20名 ＋ 学生アルバイトスタッフ 12名 

 

北千里館事務課長 ＋ 資料担当 5名（司書 2名） + 利用支援担当 4名（司書 2名） + 委託ス

タッフ 10名 

 

◼ 北千里館課長 – 経営学部に 5年、留学支援課に 3年、広報部に 7年勤務し、2年前に図書

館長の推薦で異動してきた。図書館については詳しくないが、広報の実務ができて、研究者・

教員ともコミュニケーションができる。交渉力もあり、昨年は海外アグリゲーター系のビジネス

ジャーナルデータベースのうちの 1つを解約するために、学内を上手く説得した。 

 

◼ 北千里館の利用支援担当には、2名際立つ人材がいる。 
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➢ 1名は図書館勤務歴 25年のベテラン司書で、経営、法律及び外国資料についてとても詳し

い知識を持っている。 

 

➢ もう 1名は大学勤務歴 3年の若手で、図書館にはまだ 2年しか務めていないが、商学部出

身でプレゼンテーションが上手く、講習会を積極的に担当している。 

 

◼ 北千里館の委託スタッフのなかにも、頼りになるスタッフが 3名いる。 

 

◼ Webサイトが作成できるスタッフ 1名 

 

◼ デザインの専門学校を出ており、ポスターやフライヤーなどの作成ができるスタッフが 1名 

 

◼ 情報工学部出身で、ITにも詳しいスタッフが 1名 

 

服部館図書館スタッフの構成： 

 

服部館： 職員・委託スタッフあわせて 12名 ＋ 学生アルバイトスタッフ 8名 

 

服部館事務課長（司書） ＋ 資料担当 3名（司書 1名） + 利用支援担当 2名（司書 1名） + 委

託スタッフ 6名 

 

◼ 服部館課長 – 司書であり、大学卒業後に千里大学に勤務をはじめてから 20年の間、図書館

にのみ勤めてきた経歴を持つ。資料担当として 10 年、利用支援担当として 7 年勤め、3 年前

に服部館課長に就任。心理学と看護学の資料に特に詳しい。利用支援担当をしていたときは

講習会の講師も担当していた。 

 

◼ 服部館利用支援担当の司書は、文献管理ツールの講習会を毎年教員からの依頼で実施して

いる。 

 

◼ 服部館利用支援担当の残り 1名のスタッフは教員免許を持っている。 

 

◼ 服部館利用支援担当の両名ともデータベースには詳しい。 



  2019年度中級研修向け 

   

12 

 

 

◼ 服部館資料担当の司書は、図書館での勤務歴が 25 年のベテランで、看護学、心理学、教育

学の資料にとても詳しく、ベンダー各社との値段交渉において実績が多くある。 

 

◼ 服部館の委託スタッフにも入社 4 年目で絵を趣味にしている若手が 1 名いて、ポスターやフラ

イヤーなどで使うキャラクターのデザインを昨年に担当させたところ、かわいいと好評だった。 

 

 

IX. 図書館と研究者の関係について（研究者の声） 

 

◼ よく図書館（サービス）を利用する研究者・教員が、各学部に 2～3名いる。 

 

◼ 図書館スタッフが気軽に話せる研究者・教員が、各学部に 1～2名いる。 

 

◼ 図書館に不満を抱いている研究者・教員が、各学部に 2～3名いる。 

 

◼ 全ての学部の研究者・教員が、近年の学生のレポートの質が低下していることを指摘しており、

指導に手を焼いている。特に北千里キャンパスは剽窃の報告が 10年前より 3倍に増えた。 

 

◼ 学部・分野を問わず、およそ 9 割の研究者が英語での論文執筆と学会での発表にとても苦労

している。 

 

◼ およそ 2割の研究者・教員に海外留学経験があり、1割は英語での論文発表も行っている。 

 

◼ 多くの研究者と教員が多忙で、時間に追われている。 

 

◼ 総長は「より学際的な研究」を奨励しているが、推進する具体策は誰も見いだせていない。 

 

◼ 多くの研究者と教員が教育や各自の専門分野だけでなく、社会全体のデジタル化に興味・関

心を抱くようになった。 

 

◼ 各データベースの利用における年間ダウンロード数は、1,000～10,000程度である。 
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◼ 文献管理ツールの学内の ID 保有者は 50 名で、そのうち 10 名が研究者、10 名が大学院生

で、残りの 30名は大学生。全員が服部キャンパスに所属している。 

 

 

X. 図書館と学生の関係について（学生の声） 

 

◼ 大学 1回生全員は入学直後（4月中旬～下旬）のオリエンテーションで 20分間の図書館利用

ガイダンスを受ける。 

 

◼ 非常によく図書館（サービス）を利用する学生が全体の 2%（100名）いる。 

 

◼ 全く図書館を利用しない学生が 30%いる。 

 

◼ 学期末のみ、PC とプリンターの利用目的で来館する学生が 50%いる。 

 

◼ 留学を希望する学生の割合は、ここ数年、微小傾向にある。 

 

◼ 英語を含めた語学学習には、留学希望者であっても、苦労している。 

 

◼ 英語学習関連書籍及び資料の利用率は、他の資料とほぼ変わらない。 

 

◼ 昨今の大学生はアルバイトをしているものも多く、多忙な生活を送っているようである。 

 

◼ 最大の関心事は卒業後の就職である（全国大学生活協会連合会の学生生活実態調査報告な

どを参照）。 

 

◼ 図書館スタッフとよく話をしている学生が各キャンパスに 5人いる。 

 

 

XI. 研究者・学生の声から想定される利用者の課題 

 

利用者の声には、図書館に対する不満もあるかもしれませんが、研究者・学生が抱える悩みや問

題が多く含まれています。これらの課題を図書館ならではの方法で解決できれば、利用者にとって
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の図書館の存在価値は唯一無二のものとなります。 

 

上記セクション IXと Xに記載された研究者・学生の声から想定される、利用者の課題とは何になる

でしょうか？また、図書館がその解決に貢献できるものはどの課題でしょうか？ 

 

以下はワークショップのファシリテーターを務める講師が考える課題のリストになります。研修当日

は、この中から各グループにつき 1 つの課題について、解決策とそのプロモーション（＝図書館サ

ービスのマーケティング）案の作成に取り組んでいただきます。 

 

研究者の課題： 

 

A) 全ての学部の研究者・教員が、近年の学生のレポートの質が低下していることを指摘しており、

指導に手を焼いている。特に北千里キャンパスは剽窃の報告が 10年前より 3倍に増えた 

 

➢ 学部・分野を問わず、およそ 9 割の研究者が英語での論文執筆と学会での発表にとても

苦労している 

 

B) 多くの研究者と教員が多忙で、時間に追われている 

 

C) 総長は「より学際的な研究」を奨励しているが、推進する具体策は誰も見いだせていない 

 

➢ 多くの研究者と教員が教育や各自の専門分野だけでなく、社会全体のデジタル化に興

味・関心を抱くようになった 

 

学生の課題： 

 

➢ 昨今の大学生はアルバイトをしているものも多く、多忙な生活を送っているようである 

 

E) 留学を希望する学生の割合は、ここ数年、微小傾向にある 

 

➢ 英語を含めた語学学習には、留学希望者であっても、苦労している 

 

F) 最大の関心事は就職である（全国大学生活協会連合会の学生生活実態調査報告などを参照） 
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XII. 図書館と学生アルバイトスタッフの関係について 

 

北千里館学生アルバイトスタッフの構成： 

 

◼ 経営学科 6名、国際文化研究科 3名、情報学科 3名 

 

◼ 全員が修士課程 1または 2年目である。 

 

◼ 経営学部長の館長の影響で経営学科のスタッフが多い。 

 

◼ それぞれの学科所属者に図書館ヘビーユーザーがいる（合計 3名）。 

 

◼ そのうち、経営学科と情報学科に所属する 2名はアクティブな学習者で、国際文化研究科の 1

名は読書家である。 

 

◼ 情報学科に所属する 1名は「図書館がおもしろい」と言っており、図書館のデータベースやソフ

トウェアもよく利用しているようである。 

 

服部館学生アルバイトスタッフの構成： 

 

◼ 看護学科 3名、教育心理学科 5名 

 

◼ 全員が修士課程 1または 2年目である。 

 

◼ 図書館ヘビーユーザーが合計 3名いる。 

 

◼ そのうち、看護学科に所属する 1名は文献管理ツールを日常的に利用している。 

 

◼ 教育心理学科に所属するもう 1 名は、留学体験者であり、データベースも頻繁に利用している。 
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XIII. 図書館とベンダースタッフの関係について 

 

◼ 日系ベンダーの担当者の 1人は、大学の卒業生であり、先生をふくめて、キャンパス内で顔が

ひろい。図書館内や学部との調整作業にも協力的で、良い提案を頻繁にしてくる。 

 

◼ 外資系ベンダー各社の担当者は、近年、電子ジャーナルやデータベース、ソフトウェアの解約

防止に躍起であり、色々な相談に乗ってくれるようになった。 

 

◼ 以前まで講習会の開催は年に 1回であったが、ここ最近は全ての外資系ベンダーが年に 2回

まで実施をしてくれるようになった。 

 

◼ プライマリー出版とアグリゲーターにクリエイティブな提案をする担当が 1人ずついる。 

 


