国立大学図書館協会 教育学習支援検討特別委員会

ラーニング・コモンズ整備の現在
大学図書館におけるラーニング・コモンズ
及び情報リテラシー教育に関する調査
結果概要
調査実施時期：平成25年10～11月 対象：委員館ほか全14館

パネル構成
１．考え方・目標・整備目的
２．学生等による人的支援
３．設備・什器
４．ラーニングコモンズを設置して

ここがよかった！
ここが困った！
その他、注目

1.考え方・目標・整備目的(1)

北海道大学（2011年11月）

利用者（特に学生）へ柔軟かつ自由度の高い学習
空間を提供し、学習支援と活発なコミュニケーション
を図る。

東北大学（
東北大学（2012年11月）

大学図書館内におけるラーニングコモンズは、学
生の主体的な学修を支援するための①「施設・設
備」のみならず、②「人的サポート」、③「コンテン
ツ」、④「大学教育（学生・教員・組織等）との連携」
の４輪が動いて初めて機能し始め、そして発展する
ものと考える。
図書館の学術情報資源やツールを活用し、グ
ループで議論しながら主体的に学習できる場と、論
文作成指導、 技術に関するサポートを提供する。
IT

筑波大学（2011年9月）

学生の自発的な学習活動を効果的にサポートする
機能（コンテンツ、コンピュータ設備、人的サポート）
を有した学習環境の提供。
• ラーニング・コモンズの効果的な運用による学習図
書館的機能の拡充。
上記を実現するため、以下の学習スペースを提供す
る。
• 学生たちが気軽に集い、教え合う学びの空間
• 多様な学習スタイルに応じて姿を変える万華鏡空間
• 学生同士の交流や諸活動の「見える化」により知的
好奇心を刺激して学びの相乗効果を生み出す空間
•

千葉大学（
千葉大学（2012年3月）

知識基盤社会を生き、生涯学び続けるための基
礎的な力を備えた「考える学生」の創造をめざす「ア
カデミック・リンク」のコンセプトを実現する場。
学修とコンテンツの近接によるアクティブ・ラーニン
グの推進が目的。

新潟大学（
新潟大学（2013年4月）

学生の自主自立的な学習活動を支援するための
「学びの場」「創造の場」「発想の場」としての役割を
果たすこと。
学生の共同的・自主的な学習のための快適かつ
機能的な環境を提供し、ネットワークを活用した情
報の収集・加工・発信のための設備や人的支援を
提供する。

1.考え方・目標・整備目的(2)

お茶の水女子大学（
お茶の水女子大学（2007年4月）

本学のリーダーシップ教育のキーワード
“
は、
（心遣い）／
（知性）／
（しなやかさ）の３
つの要素から構成される。
これらリーダーに必要な力は、 人で学ぶことだけ
ではなく、他者と共にあることで育まれるという教育
理念の下、「共に学び共に成長する場」として、ラー
ニング・コモンズは設置・運営されている。
学内各部署と連携して、図書館内に新しい教育に
ふさわしい場を学生に提供する。
Migakazuba”

Intelligence

Respect for others
Confidence

国際基督教大学（
国際基督教大学（2000年9月）

当時（ 年当時）、海外で広がっていたインフォ
メーションコモンズの考え方を手本に、印刷媒体資
料と電子媒体資料の統合的利用を主目標とした。
2000

1

名古屋大学（
名古屋大学（2009年12月）

「ラーニング・コモンズは、次のような学習環境を
学生のみなさんに提供することを目指しています。
• 図書館の学術情報基盤をもとにして、協同学習、
を活用した学習が行える総合的な学習環境
• 情報リテラシー能力の育成及び学習を効果的に
行えるサポートサービス
• 学習及び学生生活に関する各種情報の提供
IT

静岡大学（
静岡大学（2010年4月）

当館では
というコンセプトを表明して
いる。「
」は、学習、研究する場としての図書
館、「 」は人が行き交う都市の中の公園をイメー
ジしている。
人とが出会い、集い、学ぶことができる空間、長時
間滞在できる快適な空間で、学生等の利用者の学
習・研究をサポートすることを目指している。
Learning Park

Learning

Park

金沢大学（
金沢大学（2010年4月）

学生が効率的に自学自
習・グループ学習を行える
ような支援を行い，「自ら学
ぶ力」の向上に貢献する。
朱字：森いづみ（お茶の水女子大学）
豊田裕昭（東北大学）
注目キーワード（朱字）
をチェックしてね

1.考え方・目標・整備目的(3)

同志社大学（
同志社大学（2013年4月）

「知的欲望開発空間」を全体コンセプトとしている。
これは、「正課科目」の授業外学習時間の増加と質
向上を、アクティブ・ラーニングを通じて推進すること
を目的としている。
このため、課外活動は想定しない立場である。教
育支援機構が運営を担当するのはその理由からで
ある。課外に焦点をあてるのであれば、学生支援セ
ンター：旧学生部が管轄となる。しかし、インターン
シップ、ボランティアを含むサービス・ラーニングの展
開など、正課と課外の境がボーダレスになってくる潮
流があり、今後調整と見極めが必要になる。正課
（に近い活動）と認識する基本は、評価の「アセスメ
ント指標」がそのプログラムに備わっているかどうか
にあると考えている。

大阪大学
大阪大学
（LC：2009年6月／GC：2012年11月）

〇ラーニング・コモンズ ： 図書館所蔵の紙資
料と電子資料の双方を自由に利用できる空間で、
学生や教員が互いにコミュニケーションを取り合
(LC)

い、共に考え、ディスカッションする主体的な「学び
の場」「創造の場」「発想の場」。
•
から
へ、
から
へ大きく変化する教育・学習方法に対
応し、自主的、自立的な課題解決型学習を支
援。
〇グローバル・コモンズ ： ラーニング・コモン
ズを「学びのスタイルの多様化」「国際化」の方向で
機能強化した共同学習空間で、試験期の 時間利
用を実現するとともに、多言語・異文化理解のため
の自主的な学びと交流を支援する場。
• 「学びのスタイルの多様化」「国際化」に対応し、
時間利用を実現するとともに、多言語・異文化
学習を促進し、留学生と日本人学生の学びと交
流を支援。
Teaching

Learning

Reading

Learning

(GC)

24

24

九州大学（
九州大学（2009年10月／2009年4月）

九州大学附属図書館では、「学問的雰囲気と活気
に満ちた学習図書館の実現」をミッションに一つに
掲げており、ラーニング・コモンズはこのミッションに
沿ったものである。
年度に開館予定の新中央図書館では、「主
体的な学びを創出する図書館」をコンセプトの一つ
に掲げ、基本機能に「目的や学習形態、人数に応じ
選択できる多様な学習スペースを提供」「主体的な
学びをうみだす学習の場のマネジメント」等を挙げ
ている。
学部学生の学習の場、授業との連携の場、イベン
ト開催の場、能動的学修を促進する場、知の交流
の場。
2017

広島大学（
広島大学（2010年4月）
•
•

ネット資源活用を前提とした、人と情報、人と人
が出会う開かれた学習空間
グループ学習・作業のための共同で学ぶ空間

国際基督教
国際基督教大学
基督教大学
＊ 『ライティングスタッフ』
ライティングスタッフ』（１０名）
：
•
•
•

日本語・英語ライティング指導
毎日 ： 12:00-15:00
人件費 ： 図書館経常経費
トレーニング ： 教員や外部ライティン
グ専門家によるスキルアップワーク
ショップ（年２回）
： PC利用ガ
イダンス

＊『PCサポート
PCサポート』
サポート』（１０名）

九州大学（
九州大学（嚶鳴天空
大学（嚶鳴天空広場
嚶鳴天空広場）
広場）
＊ 『図書館学習サポーター』
図書館学習サポーター』

： 利用
案内、学習相談
• 週５日 ： 9:00-21:00
• 人件費 ： 学内プロジェクト経費（EEP：
教育の質向上支援プログラム） 及び
情報統括本部からの経費

3.設備・什器
荷物入れ用サイドワゴン
（お茶の水女子大学、
広島大学）

カフェ
（金沢大学）

ゆったりできる応接家具
（広島大学）

Life
Activity

ベンチ、ピクチャーレール
（北海道大学）

SkyPe
（新潟大学）

展示用書架
（筑波大学）

ひとり用据置PC
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2
0

スキャナ
（新潟大学）

ICT

グループで使うこ
とを想定した据置
PC

調査対象14大学中
の設備保有数

プロジェクター
海外放送受信設備
（名古屋大学、金沢大
学、同志社大学）

壁面ホワイトボード
（金沢大学）

マルチメディア編集設備
（新潟大学、
同志社大学）

可動式パーティ
ション
プロジェクター用
投影スクリーン

ひざかけ
（お茶の水女子大学）

貸出用PC（タブ
レット、ポータブ
ルを含む）

ホワイトボード
テーブル型
タッチディスプレイ
（大阪大学）

電子黒板
（大阪大学、
同志社大学）

4.ラーニングコモンズを設置して

ここがよかった！
北海道大学

メディアコートには、ベンチを設置してい
るが、床面が暖房つきのカーペットであ
るため、床に直接座ってベンチを学習
机としてグループ学習する学生が多く
見受けられるようになった。

静岡大学

ファミレス風ブース
の人気が高い。

図書館のおねえさんたちは、びっくりし
たんですよおという反応が学生さんたち
に伝わっているんでしょう。そのやりとり
が図書館の財産です。いい雰囲気が出
てます。 （広島大学 野村）

千葉大学

特に利用指導はしていないが、学生
たちは可動式の机、椅子、ホワイト
ボードを自由に使って学修している

私たちが提供している家具、器具とい
うのは、需要にマッチしているのか謙
虚に見極めなきゃあいけんですね。
（広島大学 野村）
机や椅子の並び替えがいらないので，
気軽に利用できます。（金沢大学 村
田）

大阪大学

LC設置後、入館者数が急増し、設置前
に比べ約1.5倍に増加した。主な要因
は、LC設置により、それまであまり図書
館を利用しなかった学生が、LCの利用
を目的として図書館に来るようになった
ためと思われる。
を図書館内に設置する
LC

ことで，未利用者の利用
が促進された好例です。
どこの図書館にとっても，
利用者増を図書館の活
性化につなげることが肝
要になりますね。（九州大
学 渡邊）

おおっ、大学図書館らしい。想定外の使われ方をしても、咎めない。
驚いて、感心して、そのことを伝える、メッセージする。それだけで好
循環が生まれそう。（広島大学 野村）

名古屋大学

試験期など最も利用が多い時に
は、着席率が70%を超える。非常に
良く利用されている。

よく利用されされています。ま
た，利用状況も細かく把握でき
ています。（金沢大学 村田）

北海道大学

オープンエリアの拡張後は、
学生の利用方法に変化が出
てきた。ホワイトボードを使っ
た自由なディスカッションが行
われるようになった。

この変化こそ、図
書館が望むもので
すね！（筑波大学
内島）
こういうの見ていてうれしくなりますよね。「オープンエリ
アの拡張」と「学生の利用方法の変化」の因果関係を
探れるとラーニング・コモンズデザインの大切なポイン
トになります。隣のグループとの距離？利用者が多く
なったから？？？（名古屋大学 岡部）

広島大学

ゆったり空間で長時間利用に備えた椅子
を有するスタディスペースは利用者で早く
うまる。 一人で静かに学習したいという従来型の利用も多

いので，グループ学習以外のスぺースも十分確保
しておきたいですね。（金沢大学 村田）

九州大学

声を出して話や議論
LCとそれ以外（参考図書） ができるエリアと、一
人で静かに自習がで
のエリアのゾーニング。静 きるエリアを、うまく
謐なスペースが騒がしくな ゾーニングすれば、
学生は上手に使い
ることはなく、学生は上手 分けると思います。
（大阪大学 星屋）

く使い分けている。

新潟大学

利用者の学習行動からラーニン
グ・コモンズの拡充につながる好
事例です。（新潟大学 長谷川）

学外の方も気軽に立ち寄ることのできるラ
ウンジ的機能を備えたインフォメーションラ
ウンジ・・・・LCと同様の機能を備えているこ
とから、第2のLC的な使われ方をしている。

筑波大学

既存の環境と調和し、境界を意識すること
なく誰もが出入りできるというメリットを生か
し、従来の通路にホワイトボード・展示用書
架等を配置してプレゼンテーションエリアと
して活用している。

意図して作られたスペースだけでなく、既存の空間
をいかに学修空間としてデザインしていくか。これ
大切ですよね。（名古屋大学 岡部）

4.ラーニングコモンズを設置して

ここが困った！
筑波大学
ワーキンググループ体制での運営か
ら定常業務体制への移行

ラーニング・コモンズの担当者が係横断の
WGであったり、複数係にまたがる場合に、
運営方針に関する意志統一が難しかった
り、それぞれの利害関係が衝突したりと問
題も出てきそうです。なにより、これまでの
レガシーな業務に新しい学修支援という大
きな業務が付加されるので、係業務の見
直しも必要になってきます。人を増やさず
解決できる何か良い方法はないものでしょ
うか？（名古屋大学 岡部）

名古屋大学
サポートスタッフ担当：参考調査
掛、施設・設備担当：閲覧掛

九州大学

新潟大学
情報サービス係、情報調査係

元々書架が並んでいたところ
を改修したため、風通しが悪
く、空気がこもって暑い。

に限らず空調に対する図書館への要望はとて
も多いですね。可能ならば，個別空調を導入した
いものです。（金沢大学 村田）
LC

お茶の水女子大学

現在は、LAの人柄やスキルに依存するところ
が大きく、それぞれのスキルが引き継がれて
いない。体験談や特殊な技術などは、研修な
どですべてまかなうのは困難。対応マニュア
ルを明文化しているわけではないため、実
質、アドバイザ本人の裁量によるところが大
きい。
大学という場にあっては、すべてに組織的な取り組み
を求めなくてもいいかもしれない。困るのは組織的な
活動を求めるあまり、突出した成果を出させない組織
文化のほうだ。すごい人が現れて、それが大学の特
色になって、何か成果が生まれて、そして引き継がれ
なかったとしても、それはそれで大学の特色のひとつ
といえるかもしれない。大枠の部分で組織的な取り組
みが出来ていればいい。（広島大学 野村）

広島大学
予想以上に什
器が汚れる、座
面清掃等や交
換などメンテナ
ンスに予算を割
かねばならな
い。

九州大学
清掃のコスト
がかかる（利
用が多いた
め汚れやす
い）

什器類の汚れと清掃
は事前に想定しなけ
ればならない。（東北
大学 豊田）

学習支援の内容が、担当する学生スタッフの資質
や性格等に左右されるとともに、スキルの継承が難
しいのは確かだと思います。それは、学生スタッフだ
けでなく、学習支援に携わる図書館職員にも言える
ことで、今後の活動を担う学生スタッフや職員を、ど
のように獲得・養成していくかが課題の一つだと感じ
ています。（大阪大学 星屋）

同志社大学
いつでも教室にリノベーション
できるよう設計されたので、照
明等が教室仕様であり、せっ
かくグループでの議論の集中
力を高めるような照明施設
（ダウンライトの多用）には
なっていない。

九州大学
ガラス張りにし
たため、外気温
やPCの熱につ
いて、温度制御
が難しい。

ガラス張りが採用される中で、天井
の高さや照明、空調管理等につい
ても、設計時に要確認ですね。（東
北大学 豊田）

九州大学
空調集中管理のた
め、温度設定等の微
調整ができない。

4.ラーニングコモンズを設置して

続・ここが困った！
北海道大学
床がフリーアク
セスになってい
ない場所までLC

お茶の水女子大学
席と席が近いため、荷物をとなり

東北大学
ノートPC利用者
用に、OA床に
電源を用意した

の席に置く人が多い。 ラーニングコモンズの机に

が、可動式テー
ブル・椅子があ
るエリアでは、
電源ケーブル
が結構邪魔。

貸出ではな
く，LCに置いて
自由に使って
もらえばどうで
しょうか。（金
沢大学 村
田）

のエリアを拡大
したので、床か
ら配線できない
場所が出てし 床配線についても、事
前の検討課題である。
まった。
（東北大学 豊田）

九州大学
プロジェクタの貸

名古屋大学

グループラーニングエリア
での可動式机があまり活
用されなかった。ホワイト
ボードがあまり利用されな
かった。
設備・什器類は、想
定通りの利用がない
状況が見られるの
で、導入時の検討や
利用促進策の検討
が必要か。
（東北大学 豊田）

イティングによる利用
があまりされていな
い。

静かな環境を求める声
もある。

北海道大学
静かな学習環境を好
む学生も多いこと。サ
イレントエリアのゾー
ニングについては何
回かの試行錯誤が
あった。

利用者はホワイトボードや，
プロジェクターの方を好む
傾向があるようです。操作
方法を覚えたり接続に手間
大阪大学
がかかるのは少し敬遠する
村田）
各種電子黒板の のかも。（金沢大学

出をしているが、
利用が少ない。
利用されていな
この話はよく聞きます。ウリ
い。

名古屋大学
ライティングサポートエ
リアは意図に反し、ラ

千葉大学

カバンやバッグを置くとい
う行為は社会人としてのマ
ナーに反するけど、その点
はしっかり指導してやった
のがいいのか、いつも気
になります。就職試験の面
接や大事な取引先に行っ
た時に、そんなことをしな
いでくれと祈る。（広島大
学 野村）

にしている機能がミスマッチ
なのか、提供方法に工夫が
足らないのかでしようね。し
かし、よく利用されている図
書館もあります。その条件
の違いを検討するとなにか
有益な情報が得られるか
も。（広島大学 野村）

同志社大学
電子黒板が一部の教
職希望者らを除け
ば、十分に使いこな
せているとはいいが
たい。

グループ学習やイベント時の騒音と静
寂を求める利用者との調整やゾーニン
グが必要か。（東北大学 豊田）

お茶の水女子大学
壁がないため、時として、話し
声が気になる場合があること。
従来どおり、図
筑波大学
書館に静かな学
習環境を求めて
LCとして独立した空間ではない
いる学生も少な
ため、「会話もできる場」としての
くない。会話ス
ペースとの共存
活用が不十分で、LCとは別に設
共栄は運用の
置した「スタディ・スペース」（静か
鍵になります
ね。（新潟大学
な学習空間）との差別化が図れ
長谷川）
ていない。

「ラーニング・コモンズの学修環境」を考える場合、「会話できるグループ学修空間の
整備」だけを考えがちですが、「個別学修空間の整備」も忘れることはできません。実
際、ラーニング・コモンズで一人で学修している学生も結構目につきますよね。 失敗
OK! 見えない問題は解決しにくいが、見える問題には必ず解決策があるはず！ラー
ニング・コモンズは成長する有機体です。（名古屋大学 岡部）

4.ラーニングコモンズを設置して

その他、注目
新潟大学
学生による学習支援サ
ポーターの資質を向上さ
ティング指導なども行っていきたい。
せるしくみや雇用の継
続。
筑波大学
人的サポートの確保、経
学習サポートデスクの
費、資質向上、認知度向
認知度向上のために
上、アドバイス件数の増加
筑波大学
など、人的サポートに係わ
は・・・･強制的な利用を
LCでの中核的な学習支援活動
る課題がたくさんあります。
促進させる工夫も必要
（新潟大学 長谷川）
を維持するためには継続的な
教員との連携が可能な体制・制
名古屋大学
度作りも必要。
当初はTAを配置したが・・・事務
同感です。効果的な学習支援を行うためには、教員
補佐員として雇用している。
等との連携協力が不可欠です。また、その活動を継
お茶の水女子大学
人的サポートは必須である。・・・ライ

続するためには、教員組織等との組織的な連携体
制の構築が必要と考えます。（大阪大学 星屋）

多くの大学
シラバスやシラバス掲載図書、英語
多読テキストなど語学学習用図書、
ライティングほかアカデミックスキル
関係の図書などをラーニング・コモン
ズに配架し、学修に活用できるよう
にしている。

北海道大学
他部署との連携、学生との協働
による意見をとりいれながら、全
学の図書館を構築していく必要

図書館にあるラーニング・コモンズの機能として、「場」「人的支援」「コ
ンテンツ」が言われていますが、実際にラーニング・コモンズで図書館
の用意した資料がどれだけ活用されているかは疑問ではないでしょう
か。学生の学修プロセスの中でラーニング・コモンズを活用するステッ
プは図書館の資料をあまり必要としないのか？どのようにすれば「コ
ンテンツ」を学修に組み込んで、ラーニング・コモンズにおけるアクティ
ブラーニングに繋げていくのか。これはなかなか難しい課題です。で
も、これを明確にできないと、「ラーニング・コモンズは図書館にある必
要はない。」と言われかねません。（名古屋大学 岡部）

大阪大学
現在LC・GCでの学習支援に協力・・・・学内
関係組織と連携に向けた協議を進めてい
きたいと考える。

があると考えている。

新潟大学
教員組織との連携協力による、学
生の能動的学習を支援するしくみ

各大学のミッションに沿った
運用や教育組織や学内部
署との連携は、これからの
図書館の重要な課題と思わ
れます。（新潟大学 長谷
川）

東北大学
留学生課、・・・･高等教育開発
推進センター等との連携

4.ラーニングコモンズを設置して

続・その他、注目
東北大学
「情報リテラシー教育」という名称は、他の
ICT系の研修や授業でも使用しており、特に
ネットワークやPCのスキル向上を意図した
内容で、教員や学生にもそのように認識され
ている。当館では、図書館の利用者に誤解
を与える可能性もあり、特に「情報リテラシー
教育」という名称は使用していない。

タイトルだけでな
く、意図を明確に
しているメッセー
ジ、いいですね。
（広島大学 野
村）

素晴らしいですね！このようなポリシー
を館として持つことは学習支援をやって
いく上で必須。わが大学でも是非そうし
たいです。（筑波大学 内島）

同志社大学
3月に外部評価委員に来てもらい、問題点を
指摘してもらう予定。委員は高等教育や学
習科学の専門家であって、図書館情報学等
の領域の研究者に依頼する予定は、今後も
含め全くない。

北海道大学
職員によるレファレンス支援、学
生による学習アドバイザーの設置
を検討中。学生スタッフについて
は、予算の確保と、図書館による
TAの雇用体制の確立などの課題
がある。

同志社大学
「ノートの作り方」、「ポスターの
作り方」、「レジュメの作り方」。

きめ細かいテーマ、需要にあった企画、いいです
ね。パンフレットやマニュアルにプラスしてこの講習
会をすると効果３倍まちがいなし。（広島大学 野
村）

九州大学
Google活用術
(H25)「とりあえ
ずググる」という
学生のために、
一歩進んだ検
索のコツを紹
介。

いわゆるPDCDサイクルのC（評価）をどのようなしくみで行
うかはとても重要。学生さんから直接意見をもらう「館長と
語ろう」や利用者アンケート、教育学習面成果を検証のた
めに「全学FD」などを開催している事例があります。（新潟
大学 長谷川）
先進的な取り組みを行っている大学では，すでに多くの課
題が顕在化しているようです。また，LCの評価には，図書
館情報学ではなく，高等教育や学習科学の専門的知識が
不可欠との指摘には要注目です。（九州大学 渡邊）
学生の雇用体制はどこも
同じ問題を抱えています
よね。図書館でTAが必要
という考えを飲み込んで
もらうのは図書館の学習
支援事業の理解促進に
つながるものでもありま
す。（筑波大学 内島）

東北大学
文科省の方針や大学のビジョ
ンに沿った「グローバル化」を
キーワードとした設備・支援
が必要と考えている。

大学にとって，いまや「グローバル
化」は重要なキーワードです。図書館
の中だけに籠らず，国の政策や大学
の方針を常に注視する姿勢が，我々
図書館職員には求められるでしょう。
（九州大学 渡邊）

