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この講義の構成

1. 「情報リテラシー」とは

2. 対象者を知るということ

3. 大学図書館の情報リテラシー業務の実際

4. 教員との連携・学生との協働
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自己紹介

大阪大学附属図書館
雑誌の目録・受入・契約（2年）
生命科学図書館 ILL受付（2年）
理工学図書館 サービス全般（3年）※最後の1年は情報リテラシーも
↓

神戸大学附属図書館 [人事交流]

総合・国際文化学図書館 サービス全般（2年）
↓

大阪大学附属図書館
総合図書館 参考調査・情報リテラシー・TAとの協働（3年目）
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大阪大学と附属図書館の概要

大阪大学の概要
11の学部・16の研究科（大学院）を持つ総合大学
学部生数 15,285人、大学院生数 8,031人（2019年5月1日時点）
豊中・吹田・箕面の3つのキャンパス＋中之島センター
学部1年生は全学部豊中キャンパス。2年生以降に吹田・箕面に移動する学部あり

大阪大学附属図書館の概要
4館で構成:総合図書館（豊中）、生命科学図書館（吹田）、理工学図書館（吹田）、
外国学図書館（箕面）
中央館という明確な概念は無く、4館は対等な位置づけ。それぞれ主対象となる学部・
研究科所属者を中心にサービス
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大阪大学附属図書館の
情報リテラシー業務体制
4館それぞれが主対象の学部・研究科の情報リテラシーを担う

学部1年生は総合図書館が担当
学部2年生以上は総合図書館も含めた各図書館が主対象学部・研究科を担当
業務WGなどの枠組みで、各館の活動状況を共有・情報交換を行う
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薬学部

理学部、
基礎工学部
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法学部、
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図書館

総合
図書館

学部2年以上
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生命科学
図書館

理工学
図書館

外国学
図書館

生命科学
図書館

1.「情報リテラシー」とは
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「情報リテラシー」のさまざま
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PCそのものや、
WordやExcel等

の使い方

情報セキュリティ
の知識

情報を使うときの
倫理・マナー

レポートの書き方

Web上やSNS上の
情報の評価

図書館の使い方

文献検索法

日本の大学図書館界での議論

『高等教育のための情報リテラシー基準 2015年版』（国立大学図書館協会教育学習支援
検討特別委員会 2015）

「高等教育の学びの場において必要と考えられる情報活用能力」、すなわち「課題を認識
し、その解決のために必要な情報を探索し、入手し、得られた情報を分析・評価、整理・
管理し、批判的に検討し、自らの知識を再構造化し、発信する能力」

★学問分野の文脈によらず、極力一般化し、情報活用の行動プロセスに限定

★情報活用の行動プロセスを6つの場面にわけて、それぞれの場面における行動指標と
その構成要素（達成度評価の目安）を体系的に示したもの

★「情報リテラシー教育の体系化が遅れている日本の大学図書館におけるスタートライ
ンを示すもの」（岡部 2017）
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アメリカの大学図書館界での議論

『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』（Association of College and Research Libraries 2000）
「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

★すべての学問領域・学習環境・レベルの教育に共通する能力という考え
★一方でその後、この『基準』をベースに、主題領域ごとの基準も作成された

『Framework for Information Literacy for Higher Education 高等教育のための情報リテラ
シーの枠組み』（Association of College and Research Libraries 2015）
情報を反省的に発見し、情報がどのように生産され価値づけられるかについて理解し、新しい
知識を創造しかつ学習の共同体に倫理的に参加するのに必要な情報を利用する際に必要となる
能力の総体（日本語訳は 根本 2017 p.202 より引用）

★基準ではなく改善への選択肢。各大学の状況に合う形でこの『枠組み』を活用すればよい
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共通の能力?主題領域等によって違う?

この講義の問題意識:
基盤的な共通能力と主題領域ごとに必要な能力の2種類があって、大学での学習・研究を進
めていくためには両方が必要なのでは
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【基盤的な共通能力】
『高等教育のための情報リテラシー基準 2015年版』などに示されているような、
学問分野を問わず必要な共通の能力

主題領域A 主題領域B 主題領域C

【主題領域ごとに必要な能力】
・「基盤的な共通能力」をベースに主題領域ごとに発展して修得する必要のある能力
・「基盤的な共通能力」とは別に、主題領域で個別に必要となる能力

高等教育
における
情報リテ
ラシー



2.対象者を知るということ
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なぜ対象者の理解が必要?

このギャップをできるだけ埋めるために理解が不可欠!
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役に立とうと思って話したことが…

そんなこともう知っている、ああこの授業退屈だなぁ。

なんとなく役に立ちそうだけど、
この話は私の大学での学習にどう関係あるんだろう？

役に立ちそうと思って参加したけれど、
私の分野には直接役に立たなそうな内容だなぁ。



多様な学生

2020/5/28 2020年度大学図書館近畿イニシアティブ初任者研修「情報リテラシー業務」 13

主題領域（専門分野）による違い
学部もさまざま、同じ学部の中でも専門分野はさまざま

学年による違い
各段階で必要とされるスキル、前提として良いスキルが異なる

例えば、学部1-2年生/学部3-4年生/修士/博士・研究者 というような段階

大学院進学を想定しているかどうかによる違い
さらなる多様化

留学生の増加、社会人学生・大学院生の増加、遠隔地在住の学生の存在

対象者を知る方法の一例

図書館での利用者対応から
貸出・返却、ILL、参考調査での直接的対応＋統計的な分析

教員/学生に聞く
図書館でアルバイト・TAなどをしている学生がいれば気軽に実態を聞けるチャンス

シラバスやWebサイトのチェック
専門分野についての学び方・研究作法の資料を読んでみる

専門分野に特化した情報リテラシーやアカデミックスキルの図書・文献
専門分野の研究入門・研究方法紹介の図書・文献
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サポートできていない層を探す方法の一例

サポート対象を量的に把握してみる
学部・学科・専攻ごとの在籍人数（学部生 / 修士課程 / 博士課程）
学部の専攻と大学院の専攻の関連性を整理してみる

実施中の情報リテラシー教育の対象層を改めて明確化する
少なくとも、学年と分野のマトリクスで考える必要性
学年での体系図の事例:『筑波大学附属図書館 学習・研究支援体系図』（筑波大学附
属図書館 2019）

⇒この2つの掛け合わせで、サポートできていない層をある程度
把握できる
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3.大学図書館の
情報リテラシー業務の実際
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情報リテラシー業務にあたっての考え方

いわゆるPDCA（Plan, Do, Check, Act）のサイクルが基本
ADDIEモデルなど、授業設計の手法も参考になる
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分析
Analysis

設計
Design

開発
Development

実施
Implement

評価
Evaluation

必要に応じて改善
Revise as needed （稲垣・鈴木 2015 p.3 より図を引用）

情報リテラシー業務の全体の流れ
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分析 対象者を知る。誰が何を必要としているか（2章で済）

設計 位置づけや学習目標を明確にし、骨組みを検討

開発 教材作成や詳細な進行の決定

実施 授業や講習会の実施

評価 参加者等からのフィードバックをもとに改善を図る

広報（授業での実施の場合は基本的に不要）



設計 全体の計画の中での位置づけ

まず、分析 Analysis を踏まえて、想定対象者を明確にする
次に、その講習会の位置づけ・学習目標を考える

想定対象者の属性（専門分野、学年など）を前提に
少なくとも、図書館の情報リテラシー教育全体の中での位置づけを明確化する
何をなぜ学ぶのか（＝学習目標とその文脈）を考える

そして、盛り込むべき内容の骨組みを検討
伝えたいことはたくさんあるが、その中でも重要な概念は何かを吟味する

参考:「階層分析」の方法 （稲垣・鈴木 2015 p.56-58）
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設計 何をどのように伝える?

demandsだけではなくneedsも見極めて (野末 2015)

学生自身が「必要だ」と考えている内容にとどまらず、「必要だ」と気づいていない
が学習・研究に必要なスキルや考え方を伝える

学習・研究の文脈の中への明確な位置づけ
自分にとって「必要だ」と理解してもらう

親切すぎる説明にならないほうが良い?
既知の内容・見れば分かる内容を細かく解説して退屈を招きがち
参加者に新たな気付きを与えられるように
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設計 適切な提供形式は?

提供方式のさまざま
図書館主催の講習会
授業やゼミ内での実施
e-learningやWeb上での情報提供
カウンタでの個別相談（対 個人、対 グループ）

実習を盛り込むかどうか
検索演習、グループワーク など
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組織体制や施設設備
の制約もあるので、
実現可能な範囲で
最適解を探してみる。

設計 大阪大学理工学図書館での事例

「工学系の論文の探し方入門」日本語論文編・英語論文編
2015年度に新規に図書館主催講習会として開催
[背景] ベンダーによるDB講習会以外に工学部/研究科の文献検索について何も情報提供

できていない状況、カウンタへの相談もほぼ皆無
[分析] 図書館TAや時間外開館担当の学生へのインタビューなどから学生の現状分析

⇒発見的検索に頼る状況、日本語論文中心と英語論文中心の分野があることを推定
[設計] 系統的な検索や思考法の盛り込み、日本語論文編と英語論文編に分けて開催
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2015年度参加者からの意見を受け、2016年度からは日本語論文編と英語
論文編での分割はやめて、想定レベル別に「超入門編」と「基礎編」に。
現在まで毎年継続して実施、多くの参加者あり。



広報 結局は分析・設計が大事

適切な開催日時や会場の設定
想定参加者層の参加可能性をまずは最大限高める

講習会タイトルがまず目につくように
学内で飛び交う膨大な量のお知らせの中から「自分に関係ありそう」と思ってもらう

広報物に想定対象者や習得できることを明示
「自分に関係ありそう」→「確実に自分に関係あるぞ」へ
demands ではなく needs を扱う場合は、より工夫が必要
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広報 利用できる手段の例

例えば大阪大学附属図書館では以下のような手段を活用
研究室配属以降の学部生・院生と教員へのメール周知
留学生や外国人教員へのメール周知（英語での周知）
学務情報システム上での学生へのお知らせ
各部局へのポスター掲示・チラシ設置依頼
図書館のWebサイト、twitterなどSNS、館内掲示
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学年などの属性によって、よくチェックする情報が違う。
想定参加者層に適した広報が必要。

学生ターゲットの講習会であっても、教員にも案内すること
で、指導学生・院生に参加を促してもらえることがある。



広報 大阪大学総合図書館での事例

最速最短!大学院生・研究者のためのフルテキスト入手法 (2017年度～)

2015年度・2016年度は「文献入手入門」のタイトルで開催、参加者低調
2017年度よりこのタイトルに変更→参加者が大幅に増加

明治～昭和期の日本の雑誌・新聞記事の探し方 (2019年度～)

タイトルで講習会内容を具体的に表示
ポスターなどで想定対象者を明示
参加が想定される学部・専攻の演習やゼミの
時間帯をシラバス等で確認し、極力回避

⇒想定対象者を中心に多くの参加あり
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広報 悩むポイント

予約制のメリット・デメリット
メリット:参加者の属性を把握しやすく、当日の内容調整や会場準備を行いやすい
デメリット:予約対応など事務処理の増加、参加への心理的ハードルが高まる（?）

広報のコスト・パフォーマンスの問題
広報を次々と拡大すれば効果は漸増するが、マンパワーや印刷コスト等が際限なく増加
本当は、内容の検討や実施準備に時間を使いたい
⇒アンケート結果などから、コスト・パフォーマンスの良い広報手段を探っていく
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評価と改善 フィードバックをできるだけ収集

学習目標が達成できたかどうかを測れると良いが…
図書館の情報リテラシー教育は多くが単発のため難しい

さまざまなフィードバックを複合的に活用
参加者アンケートの分析 ← 必要なフィードバックを得られるような設問を
講習会中・終了後の参加者との質疑応答
講習会中の参加者の様子（演習中の理解度や聴講中の様子）
上司や同僚に聞いてもらいアドバイスをもらう
実際に講習会をやってみることで自身でも新たな気づきが
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評価と改善 個と全体と

各講習会単体でのみ考えず、全体計画の改善にもつなげたい。

【個】その講習会の内容改善を考える
学習目標は適切だったか?内容や方法は適切だったか?

【全体】効果的な時期に効率的に実施
少なくとも年度単位での計画は立てておく。
必要な情報を必要なタイミングで提示できるようにしたい。他の情報リテラシー活動と
の関連もよく考えて
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再掲:情報リテラシー業務の全体の流れ
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分析 対象者を知る。誰が何を必要としているか

設計 位置づけや学習目標を明確にし、骨組みを検討

開発 教材作成や詳細な進行の決定

実施 授業や講習会の実施

評価 参加者等からのフィードバックをもとに改善を図る

広報（授業での実施の場合は基本的に不要）

情報リテラシー業務遂行の難しさ

集中できるまとまった時間の必要性
カウンター業務等もあり、分析・設計・評価のための時間を確保するのが難しい

組織体制・マンパワーからの限界
授業・講習会を際限なく増やしていくことは困難。「捨てる」勇気も必要

人事異動と継続性の問題
後任に引き継がないといけない、という難しさ
より文脈に基づいた専門的な内容になればなるほど引き継ぎ困難

⇔情報リテラシーの教材自体が、格好の学びの材料になるという側面も
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4.教員との連携・
学生との協働
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教員との連携 その意味

大学のカリキュラムや教員との連携への多くの指摘
「学術情報リテラシー教育（あるいは情報リテラシー教育）は、図書館だけで実施す
るものではなく、授業をはじめとして、大学全体（ひいては社会全体）として展開さ
れるべきものである」（野末 2015）
「講習会の開催企画は、大学の教育方針を達成するため、教員や関連部署と図書館が
連携、分担をしながら、学年や学生の専門を踏まえて考えられるべき」（岡部 2017）

図書館の情報リテラシー教育を大学教育の中に位置づける
授業課題や教育課程に連動した、学生の文脈に合った情報リテラシー教育に
結局、図書館主催講習会に来る学生は全体のほんの一部（インセンティブの不在）
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教員との連携 大阪大学外国学図書館での事例

箕面キャンパスのゼミ・クラス等を単位に手厚いガイダンス
外国語学部・日本語日本文化教育センターの全教員に毎年案内
基本的には授業やゼミの時間内に実施
3つの基本パッケージからの選択制＋専攻語により案内内容をカスタマイズ
2019年度実績:37ゼミ（クラス）

大阪外国語大学時代からの⾧年にわたるガイダンスの実績
教員との距離も近くなり、図書館運営にも理解・協力をいただける
授業課題との連携が課題:より学習・研究に紐づいたガイダンスへ
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教員との連携 大阪大学生命科学図書館での事例

正課授業内やオリエンテーションでのレクチャー
その学年・分野にて修得すべき、文献探索の考え方・方法論を伝えることに主眼
学部・研究科と連携することで、該当学年全体を対象に講義できる

正課授業（必修）ー医学部保健学科3回生、歯学研究科新入大学院生
入学オリエンテーションー医学系研究科（医学/医科学専攻と保健学専攻で別内容）

レクチャーをきっかけにカウンタでの個別の学習支援へ
相談者の具体的な課題に応じて、カウンタで個別の相談に対応する

具体的な課題に基づいた文献探索や、先行研究調査などのより広い文脈での研究相談

⾧年の連携による教員からの信頼⇒図書館で個別相談を行うように学生へ指導も
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学生との協働 大阪大学附属図書館のTA

4館すべてに大学院生TAを配置
「ラーニング・サポーター（LS）」という名称で活動
学習相談、レポートの書き方、英語ライティング、PCの操作方法やプログラミングな
どTA自身の経験・スキルを活かして主に学部生をサポート
パスファインダー（テーマ別調べ方ガイド）の作成、講習会の企画・実施、選書やお
すすめ本の紹介なども
教育学等が専門の学内教職員による研修により、学部学生の学習支援に必要なスキル
の習得も図っている

図書館の提供する「情報リテラシー」の範囲の拡大
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学生との協働 大阪大学理工学図書館の事例

TAによる学習支援の質の保証の試み―教員の監修
2016年度開始。理工学図書館運営委員会での教員からの指摘がきっかけ
パスファインダー作成と講習会の企画・実施について、TAの指導教員や内容に関連す
る授業担当教員の監修を事前に受ける形に

⇒より正確で充実した情報を学生に提供できるように

工学部・工学研究科との連携強化に
毎年度当初に、工学研究科宛に理工学図書館のTA活動への協力を依頼
監修教員を中心に、TAや図書館の認知度アップへつながる
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おわりに
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図書館の情報リテラシー教育は
学生の役に立っているのか?
学習・研究の面で

卒業後は

図書館職員が「教育」を行う意味は?
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情報リテラシー担当者に
必要な知識・スキル?
図書館・学術情報にまつわるあらゆること

よく知らないことを話すとすぐにボロがでてしまう…
データベースや検索ツールには誰よりも詳しくなりたい。そのためには受入や目録・
メタデータの仕組みや学術情報流通の最新動向についても知っておきたい

所属機関について
学生層、カリキュラム、研究動向、機関内の関係する組織の動向 etc.

教育工学、マーケティングなどについての学習
大学図書館の業界動向や他機関の事例収集など
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「講義 5 情報リテラシー業務」関連文献リスト 

とくに、「基礎文献」「授業・講習会の内容設計」に挙げているものは、基本的な内容がわ

かりやすくまとまっているので、ご興味のある方はぜひ読んでみてください！ 

 ※Web サイトの確認日付はいずれも 2020 年 3 月 9 日です。 
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