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報告の内容

• 台湾の4つの大学図書館を訪問
してきました。

• 様々な連携体制のなかで、ウェ
ブを活用しながら、留学生支援
をしていました。
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報告の流れ

1. 調査の概要

2. 台湾大学図書館

3. 台湾科技大学図書館

4. 清華大学図書館

5. 成功大学図書館
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1.調査の概要
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1. 調査の概要

「急速に留学生交流が促進されているアジ
ア地域で、大学図書館の国際化に即した
情報リテラシー教育の先進的な事例を調
査し、新たな知見を得る」

日本と類似点の多い台湾とした

目的

対象国
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1. 調査の概要

日本との類似点

・ 留学生数は年々増加

・ その多くがアジア地域出身

・ 最大規模の中国出身者が全体の40％以上

・ 英語による学位プログラムの拡大

中国出身者へは主に国語（北京語）で対応可

台湾での留学生支援における注意点
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1. 調査の概要

台湾大学
国際化を目標とした重点大学に指定さ

れ補助金を獲得した大学および英語

による学位プログラムへの財政補助を

獲得した大学から選定した。

いずれの大学も台湾におけるトップ12
大学のうちのひとつで、世界水準の研

究を行っている。

台湾科技大学

清華大学

成功大学

期間: 2017年7月30日～2017年8月5日
訪問大学
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• 中国語と英語のバイリンガルで
図書館サービスを提供

• 特にウェブサイトを整備

1. 調査の概要

訪問した4つの大学の留学生支援の特徴
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2. 台湾大学図書館
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2. 台湾大学図書館

大学概要

國立臺灣大學

1928年設立
所在地：台北市

学生数：約32,000人
台湾最高峰の大学

地図データ ©2018 Google
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2. 台湾大学図書館

2017年度留学生受入れ状況（中国籍および語学留学生を除く）

留学生数は、約2,200人。

非正課生が、全体の60%を占める。

出身国別の割合は、日本、米国、韓

国、ドイツ、フランスの順に多い。意外

にも欧米出身者が多い。

教育部の各級學校基本資料をもとに算出。
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2. 台湾大学図書館

留学生への英語による情報リテラシー教育と連携の体制

留学生

国際部

図書館

サブジェクト

ライブラリアン

教員

＜主な支援＞
・ 新入留学生ツアー
・ 講習会（予定）
・ ウェブサイト

→ 次ページ以降
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2. 台湾大学図書館

ウェブサイトでの情報リテラシー教育

https://issuu.com/ntulib/docs/guide_eng
（2018/6/7確認）

http://www.lib.ntu.edu.tw/en

Top page > Research SupportUsers’ Guide (eBook)
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2. 台湾大学図書館

ウェブを活用した図書館ツアー

https://www.viewtaiwan.com/embed.php?v=5egF0EQooPG
&showinfo=1

（2018/6/7確認）

http://cvweb.lib.ntu.edu.tw/main/AR/index_en.html

360cam Tours ARアプリ
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2. 台湾大学図書館

館内写真
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3. 台湾科技大学図書館
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3. 台湾科技大学図書館

國立臺灣科技大學

1974年設立
所在地：台北市

学生数：約11,000人
理工系の中規模大学

大学概要

地図データ ©2018 Google
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3. 台湾科技大学図書館

2017年度留学生受入れ状況（中国籍および語学留学生を除く）

留学生数は、約1,000人。

大学院生が全体の70％を占め、大学
院生の受入れ数では台湾トップ。

出身国別の割合では、インドネシアが

最も多く全体の30％以上。大学のウェ
ブサイトはインドネシア語にも対応。

教育部の各級學校基本資料をもとに算出。
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3. 台湾科技大学図書館

留学生
学生

図書館 ＜主な支援＞
・ 新入留学生ツアー
・ ウェブサイト

→ 次ページ

留学生への英語による情報リテラシー教育と連携の体制

19/37



3. 台湾科技大学図書館

ウェブサイトでの情報リテラシー教育

http://library.ntust.edu.tw/files/11-1025-128.php?Lang=en （2018/6/7確認）

Top page > Database Training Classes 

ここから、サービスプ
ロバイダが提供する
チュートリアルや図書
館作成のeリソース利
用ガイド（PDF）にアク
セスできる。
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3. 台湾科技大学図書館

館内写真
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4. 清華大学図書館
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4. 清華大学図書館

國立清華大學

（台湾では）1956年設立
所在地：新竹市

学生数：約17,000人
北京の同名の大学と前身は同じ

大学概要

地図データ ©2018 Google
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4. 清華大学図書館

2017年度留学生受入れ状況（中国籍および語学留学生を除く）

留学生数は、約700人。

博士課程の学生が最も多く、全体の

40％を占める。

出身国別の割合では、インドが最も多

く全体の30％以上。大学はインドで台
湾中国語教育センターを複数設立。

教育部の各級學校基本資料をもとに算出。
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4. 清華大学図書館

留学生への英語による情報リテラシー教育と連携の体制

留学生

新入生オリエンテーション

学務部

学生

＜主な支援＞
・ 新入留学生ツアー
・ 英語論文投稿講座
・ ウェブサイト

→ 次ページ

図書館

Service and 
Innovation 
Division
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4. 清華大学図書館

ウェブサイトでの情報リテラシー教育

http://pesto.lib.nthu.edu.tw/libtour/libtour_en.php

（2018/6/7確認）

Top page > Users Guide > Library Workshops 

http://www.lib.nthu.edu.tw/en/
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4. 清華大学図書館

館内写真
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4. 清華大学図書館

館内写真
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5. 成功大学図書館
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5. 成功大学図書館

國立成功大學

1931年設立
所在地：台南市

学生数：約21,000人
台湾大学と並び称される

大学概要

地図データ ©2018 Google
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5. 成功大学図書館

2017年度留学生受入れ状況（中国籍および語学留学生を除く）

留学生数は、約1,100人。

修士課程の学生が最も多いが、身分

別の割合にそれほど差は見られない。

出身国別の割合は、インドネシア、ベ

トナム、マレーシア、インド、タイの順

に多い。アジア地域出身者が多い。
教育部の各級學校基本資料をもとに算出。
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5. 成功大学図書館

留学生への英語による情報リテラシー教育と連携の体制

留学生

国際部

教員・部局

＜主な支援＞
・ 留学生ツアー
・ 講習会（EndNoteなど）
・ ウェブサイト

→ 次ページ以降

図書館
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5. 成功大学図書館

ウェブサイトでの情報リテラシー教育

https://libapp.lib.ncku.edu.tw/libref/en/
（2018/6/7確認）

Top page > Service > Promotions > Library Instruction 

http://www.lib.ncku.edu.tw/service/
service_en.php
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5. 成功大学図書館

ウェブを活用した図書館紹介

https://www.youtube.com/watch?v=AH0GSVRDfyc

（2018/6/8確認）

NCKU LIBRARY Short Film "The Call Number"
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5. 成功大学図書館

館内写真
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報告の内容

• 台湾の4つの大学図書館を訪問
してきました。

• 様々な連携体制のなかで、ウェ
ブを活用しながら、留学生支援
をしていました。

36/37



平成29年度海外派遣報告

台湾の大学図書館における

国際化に即した情報リテラシー教育

九州大学附属図書館

大田 海

平成30年6月14日 第65回国立大学図書館協会総会

37/37


