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Abstract
The purpose of our research is to clarify the process of establishing a learning commons, 

as well as to analyze what are its goals as a student service, using Japan's libraries as case 

studies. We also propose a direction to improve student services at the university libraries.

For our research we surveyed literature on learning commons and interviewed staff at 

the Ochanomizu University Library, Tokyo Woman's Christian University Library, and 

the International Christian University Library. All three institutions are often cited in case 

studies of learning commons. Through our research, we clarifi ed the current state of the 

learning commons at the three libraries, the process of their establishment, and operating 

guidelines. Points in common belonging to all three libraries include a foundation 

laid in the liberal arts and student services, orthodox organizational management, and 

collaboration within the university. An especially important point was the swift assessment 

of situations within the university via intra-university collaboration and instantaneously 

acting on opportunities. Also, the three universities are unique when it comes to use of 

human resources, educational aspects toward students, and services appropriate to the 

circumstances of each library.

By adopting the commonalities and uniqueness of the three libraries, we can make use 

of learning commons in the form of new learning support at libraries, and improve student 

services.

Keywords:  Learning commons（ラーニング・コモンズ），Student service（学生サー
ビス），Study support（学習支援）
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1 ．はじめに
1 ‒ 1 . 研究の目的
　現在，世界中の図書館とりわけ大学図書館にお
いて，新たな経営のトレンドとして「ラーニング・
コモンズ」をつくり，利用者の学習を支援するこ
とに急速に注目が集まっている。国内でもまた，
いくつかの大学図書館のWebサイトからは既に
そのような内容を持つ仕組みを立ち上げているこ
とが確認できる。
　本調査研究では，国内のラーニング・コモンズ
の現状を把握し，大学における学生サービスの向
上にラーニング・コモンズがどのような役割を果
たすことが出来るかを考察する。そのため，関連
文献の調査を行うとともに，先行する図書館の事
例から，ラーニング･コモンズを立ち上げたプロ
セスと，学生サービスとして何を目指しているか
をインタビュー調査によって明らかにし，筆者達
の所属先を含むわが国の大学図書館における学生
サービス向上のための方向性を提案することを目
的とした。

1 ‒ 2 . ラーニング・コモンズの概要
　「ラーニング・コモンズ」という言葉については，
「コモンズ」「インフォメーション・コモンズ」等
の表現とどのように異なるのかなど，先行する文
献で様々に言及されている。国内で早い時期にこ
の分野の動向を紹介した米澤（2006）は， 「イン
フォメーション・コモンズからラーニング・コモ
ンズへの転換は，学部教育の新たなパラダイム転
換，すなわち学習理論が『知識の伝達』から『知
識の創出・自主的学習』に移行したことを反映し
たものである」という，2005 年の第 12 回 ACRL

全国会議での言葉を引用して，後者は前者の発展
段階であることを示している 1）。
　また，平成 19 年度文部科学省「今後の「大学像」
の在り方に関する調査研究（図書館）報告書」の
「トレンド 14：インフォメーション /ラーニング・
コモンズ」では，「学生の学習・研究活動を向上
させ十分な成果を獲得させるには，学生が必要と
する人的支援が必要であり，そのような支援が備
わっているインフォメーション・コモンズが特に
高い評価を得ている」とし，それら「学生の主体
的な学習活動を重視した」インフォメーション・
コモンズが「ラーニング・コモンズ」であると位

置づけている 2）。
　海外では，ビーグル等（Beagle，2006）が「The 

Information Commons Handbook」の中で，この 2
つのコモンズの違いについて述べている。前者イ
ンフォメーション・コモンズは「学習を支援す
るために組織された，物理的，デジタル的，人
的，社会的な資源を関係付けた，ネットワーク利
用のためのアクセスポイントと，関連する情報技
術（IT）の道具の集合体」であり，それは「学習
を支援することを使命とする」ものであるとして
いる。これに対して，後者のラーニング・コモン
ズとは，前者インフォメーション・コモンズの要
素が，「他の学内組織等（アカデミックユニット）
によって提供される学習支援と一緒に協同で組織
化されたり，協調的なプロセスで明確にされる学
習の成果（アウトカム）と提携したり」する状態
のときに生じるのだとしている 3）。
　また，これを引用して，ベネット（Bennett，
2008）は，「ラーニング・コモンズは図書館やコ
ンピュータ関連部局のような，サポートやサービ
スの部局が協働することのみではだめで，学習の
目標を設定している他の学内組織等の参加があっ
て初めて成功する」のだとしている 4）。
　以上のように，海外（主としてアメリカ）の文
献では，両者の違いがその本質に関わるものだと
する議論があり，その呼称にも拘る考えもある。
しかしそれは彼の地での，1990 年代以降現在ま
でのインフォメーション /ラーニング・コモンズ
の歴史と発達段階を経て，はじめて生じてきたも
のと思われる。従って，まだこの分野の歴史と実
践が十分とは言えないわが国で，いたずらに言葉
の定義や本質論に拘る実益は低いと考え，本論稿
では，ビーグル等のインフォメーション・コモン
ズの概念を基準とし，「今後の「大学像」の在り
方に関する調査研究」の立場を参考にして，学生
が必要とする人的支援を備え，学生の主体的な学
習活動を重視した「インフォメーション・コモン
ズ」を「ラーニング・コモンズ」と考える。また，
ここで定義の前提となるラーニング・コモンズの
構成要素については，後程事例調査の中で見てい
きたい。さらに，「他の部局との協働」や，「学習
支援のための学部との連携」などは，ラーニング・
コモンズを考察する鍵となるポイントであるが，
そのことはやはり別途考察する。
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2 ．ラーニング ･コモンズの背景
2 ‒ 1 . 高等教育全般と図書館の状況
　ラーニング・コモンズをわが国に紹介した最初
の文献レビューとして，先程の米澤論文（2006）
が上げられる。この中で著者は，1990 年代当時
の米国で，図書館の入館者数，貸出数が減少して
いることに加え，WWWが無料開放されたことで
「図書館自体が存続していけるのか」という問題
意識があったことと，その危機感を背景に「デジ
タル時代の情報資源を利用するための共有資源・
公共の場」として「インフォメーション・コモン
ズ」が生まれたことを指摘している。
　図書館存続に関する危機の意識については，初
期の「インフォメーション・コモンズ」が出現す
る以前の 1980 年代のアメリカで，クラーク・カー
（Clark Kerr）の主宰するカーネギー高等教育審議
会が，1991 年から 1997 年にかけて学生在籍者数
が 60％減少すると予測するなど，一般に大学を
含む高等教育全体の将来への悲観的な見方による
影響があったことも指摘できる 5）。その後，実際
にはそのような学生数の減少が生じることは無
かったが，それでもそれ以前の時代に比べて政府
からの財政支援獲得が困難になったこと，マス型
からユニバーサル型への教育市場の変化，そして
カリキュラムにおける基礎的な学力（数学・言語
能力）育成の重要性が増していることなどが，引
き続き「危機的状況」と捉えられていたことが，
当時の複数の著作等からうかがえる 6）。
　これに比べわが国においては，1990 年代以降
現在まで，少子化による学齢人口減少，それに反
して設置基準の大綱化により私立大学数が増加し
たこと，バブル崩壊以降の日本経済全体の不調な
どを原因として，アメリカの状況と同じものでは
ないとはいえ，主として財政面から大学の危機的
状況が続いているということが指摘されている。
このような環境下で，国立大学は平成 16 年（2004
年）に法人化され，中期目標・計画による評価制
度のもとで厳しい大学改革の推進を課せられるこ
ととなり，また私立大学では一方で学生定員の確
保が困難となり定員割れする大学が増加する中，
それとは別に多くの大学で職員の外部化，アウト
ソーシングが進行する事態を生じている。この波
は図書館専任職員の削減に特に強く働いているよ
うにも思われる。これらのことは全て，見方によっ

ては図書館の存続に関わる大学の危機的状況と捉
えることが出来るだろう。そのことがラーニング・
コモンズの成立にどのような意味を持つか，訪問
調査結果の分析の中で確認したい。

2 ‒2 . ラーニング ･コモンズの対象領域
　本調査研究の対象領域として，単に施設面ある
いは設備面を考察するだけでなく，主たる利用者
としての学生，特に学部レベルの学生についての
考察を加える必要がある。またその学生に対して
大学が行うべき教育，あるいは学習形態の変化と
いう側面についても確認を行いたい。

2 ‒ 2 ‒ 1 . 学生
　学生についてみると，現代の大学生は一言で
「ネット世代」と言われるように，今日ではイン
ターネットを毎日利用することが当たり前となっ
ている。前出の米澤（2006）では，アメリカでの
ラーニング・コモンズの顧客層としての学生の特
色は「常にネットに接続，マルチタスク・活動的，
グループ学習指向，実地的学習を行ってきた，消
費と生産を同時に行う，ビジュアル指向」である
という指摘が紹介されている。
　また OCLCのニュースレターでは，現代の大
衆文化において，1960 年代以降の社会を形成し
てきたブーマー（Boomers）世代と，1970 年代以
降に生まれたゲーマー（Gamers）世代との間の
文化的衝突が，大規模な世代交代を進行させつつ
あるという社会学者の指摘を紹介している。この
ゲーマー世代の特徴は，テレビゲームなどを行う
ことを通じて，モチベーションが高く，簡単にへ
こたれることがなく，自信家で自分達を専門家で
あると考え，社交性があり，分析的な思考法を学
んでいるとされている。これに対して，ブーマー
世代はキャリア志向が高く，物質主義的で，また
独立心や猜疑心が強い理想主義者的傾向があると
している。現在社会の主導的位置にあるブーマー
世代が，今後ゲーマー世代に代わっていく過程で，
図書館へのニーズの変化が起こっていくことをこ
のニュースレターは問題提起しているが，この考
え方はまさに現代の大学生のニーズを考える際に
も必要となるものだろう 7）。
　さらに EDUCAUSEが行った 2008 年度の調査
報告（The ECAR Study of Undergraduate Students and 
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Information Technology， 2008）では，学生のノー
ト PCの所有率が，2006 年調査時の 65.9％から
82.2％に上がっていること，93.4％とほとんどの
学生が大学図書館のウェブサイトを毎週の頻度で
使っていること，そして自分自身が「インターネッ
トを効果的・効率的に使って情報を探すことが出
来る」と評価した学生が，79.5％に上ったことな
どが報告されている 8）。この EDUCAUSEの調査
は，アメリカの大学生を主としたものではあるが，
グローバル化が進む中で，日本の大学生にもこの
傾向はある程度当てはまるものと思われる。
　しかしまたアメリカの場合には，高大連携によ
る在学生，飛び級・飛び入学制度による英才教育，
成人・パートタイム・有職学生の飛躍的増加など
により，従来の学生像とは異なる対象として学生
の多様化が出現している。このことがいわゆる大
学教育の「ユニバーサル化」と相まって，レポー
ト等の執筆支援としてのライティング・センター
の設置への要求などに結びついていると思われ
る 9）。
　日本の大学生について考えると，平成 15 年
（2003 年）に高等学校の普通教育に情報科の授業
が必修として開始されたが，それ以前の初等中等
教育全般においても，小学校からの「総合的な学
習の時間」，中学校の技術・家庭科の「情報とコ
ンピュータ」や「社会」の授業などを通じて「情
報活用の実践力」「情報の科学的な理解」「情報社
会に参画する態度」を育成することが，平成 10
年度の学習指導要領で目標として掲げられてい
る 10）。
　これらの学習を行って大学に入学してくる新入
生達は，例えばパソコンの基本的なソフトウェア
に関する知識などについて習熟していることが予
想されたため，大学での情報教育担当者や図書館
等の利用教育担当者にとっては，最初の世代が入
学する 2006 年以降どのような対応をすべきかと
いう問題を提起した。しかし一方では，大学進学
率が 50％を超えるユニバーサル状態になったこ
とで，基礎学力の不足がどの学系でも 6割程度も
見られ，また学習意欲の不足が 4割程度見られる
という大学教員からの調査結果が，私立大学情報
教育協会から報告されている 11）。このことから
は逆に補習教育の必要性が指摘されるだろう。
　従って，現在の大学生の情報スキルについては，

日米ともに PCのハンドリング能力などを中心に
ある程度のレベルは見込めるが，大きな個人の格
差を内包する可能性も否定できないと言えるだろ
う。そこからまた，組織的な学習支援の必要性が
生じていると考えられる。

2 ‒ 2 ‒ 2 . 学習形態
　学習形態の変化という点で見ると，アメリカで
は 1980 年代後半以降，大学教育の概念モデルと
して「学習コミュニティモデル」が提唱されたこ
とで，学生参加型授業，初年次教育，特別なニー
ズを持つ学生のためのプログラムなど，学生の学
習を中心としたコミュニティの形成が進んだとい
う 12）。また，ジョンソン兄弟の提唱する「協同
学習（cooperative learning）」の理論によると，従
来の大学の授業が「知識は教員から学生に転移す
るもの」であり「学生は受身的な器」だと考えら
れてきたのに対して，新しいパラダイムでは「知
識は教員と学生がともに構築するもの」であり「学
生は自分の知識を積極的に構成・発見・生成する
主体」であるとされ，それを実践するための手段
として，協同学習の有効性が示された 13）。
　一方わが国でも，授業の形態が知識伝達型から
知識創造，問題解決型へと変化し，現在では筆者
達の周囲でも，授業内でグループごとの学習や討
議・発表などを行う事例が一般的となって来てい
る。井上（2007）はこのような変化を，「コミュ
ニケーション能力を重視して問題を解決していく
学習方法」であり「学びの身体技法」と呼んでい
る 14）。
　以上のような学生と学習形態の様々な変化が，
どのような形でラーニング・コモンズ的な環境を
要求するのかについて，後程今回の調査結果の中
で具体的に考察していくこととしたいが，ここで
最後に，いわゆる情報リテラシー教育（支援）と
して論じられるものと，ラーニング・コモンズの
関係についても，ある程度確認をしておきたい。

2 ‒ 2 ‒ 3 . 情報リテラシー
　情報リテラシー教育に関する最新の整理とし
て，野末（2008）はその論文の中で，「図書館の
利用教育（library use education）は，図書館利用
者に対して図書館の効果的・効率的な使い方を伝
える」内部的なものであるのに対して，「情報リ
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テラシー教育（という枠組みのなかで実施される
利用教育）は，大学生に対して情報リテラシーの
習得・向上を支援する」という大学全体の取り組
みの要請に基づくものであるとし，この「大学全
体の取り組み（教育）のなかに図書館を（積極的に）
位置づけるという方向性」が，ラーニング・コモ
ンズに象徴される大学図書館の学習・教育支援の
動きと連動していると指摘している 15）。
　従来図書館関係者は，ややもすると「情報リテ
ラシー教育は，単なるコンピュータリテラシー教
育とは違う」と主張し，大学の一般的な情報教育
と図書館利用教育としての情報リテラシー教育は
別物だと位置づけることで，図書館利用教育の重
要性を強調する傾向があったが，先程の高等学校
の教科「情報」への対応も含め，今後ラーニング・
コモンズの実現を通して，両者の協調協力関係が
より積極的に，重要になるものと思われる。そし
てそのことはまた，図書館の情報リテラシー教育
（という利用教育）の枠組みが今後更に「拡大」
され，従来の図書館の領域から離れた内容も含ま
ざるを得ないことも意味する。
　この拡大の枠組みを端的に表すのが，アメリカ
でのラーニング・コモンズの事例の中に「ライティ
ング・センター」を重要なサービスとしているも
のが多くあることである。（例えば，マサチュー
セッツ大学アマースト校デュボア（Du Bois）図
書館，ワシントン大学オデガード（Odegaard）図
書館など。）国内でも，名古屋大学附属図書館で
計画中のラーニング・コモンズには，「ライティ
ング・センター」の整備が予定されているし，今
回の訪問調査でも，国際基督教大学では今後の展
開として図書館内に「ライティング・センター」
機能の設置を検討していることが分かった。しか
し，このライティング・センターの実現にあたっ
ては，どのような体制で，具体的には誰がどのよ
うに学生をサポートするのかが鍵となるだろう。
この点すでに，ラーニング・コモンズとは別に「学
習アドバイザー制度」を立ち上げている大学がい
くつかあるが，それらの事例では，博士課程の大
学院生，図書館外の専門家などがそれぞれサポー
トを行っている。図書館職員がこれを直接サポー
トすることについては，そのスキルをどう確保で
きるかなど，まだわが国の現状では大きな課題が
あると思われる。これに関連して，竹内（2007）

はアメリカの大学図書館での「新しい図書館員
像」として，「リエゾン・ライブラリアン（liaison 

librarian）」「ブレンディッド・ライブラリアン（blended 

librarian）」といった職員層の出現を紹介している。
前者はいわゆるサブジェクト・ライブラリアンと
の共通性を持ちながら，教員・学部学科との仲介・
連携を明確に意識した業務を行い，後者は伝統的
な図書館員の知識・技能以外に，カリキュラムデ
ザイン，インストラクション技術についての知識・
技能を持ち，図書館員を教育プロセスの中に統合
するものだという 16）。ライティング・センター
のサポート等を考えるときに，今後わが国でも図
書館員の目指すべき新たな専門性として，これら
の分野が注目されるのではないだろうか。

2 ‒ 2 ‒ 4 . 正課としての学習支援
　もうひとつ，情報リテラシー教育も含めて，図
書館が行うこれらの活動が，正課の支援なのか，
課外活動なのかという点が，今後より問題となる
可能性がある。図書館と正課授業の関連について
は，すでに日本図書館協会図書館利用教育委員会
編「図書館利用教育ハンドブック：大学図書館版」
によって，①学科関連指導，②学科統合指導，③
独立学科目の形態があることが示されているが，
これらに含まれない図書館独自の指導は，すべて
課外活動と位置づけられるのだろうか。従来の事
務職員の業務範囲の考え方からすると，そのよう
に考えざるを得ない。これに対して小貫（2007）
は，米国の学生担当職員の役割の分析の中で，そ
れ以前は課外という位置づけだった学生支援活動
が，1980 年代後半以降，その概念モデルが「学
習コミュニティモデル」へと変化したことで，「学
生の学習は授業内でのみ起こるものではなく，学
生が所属する環境全てがその対象となる」として
正課活動も含んだ学習活動支援となったことを説
明している 17）。これによって，アメリカでは学
生支援が「正課教育との融合によって教員と共に
学習コミュニティを形成」するものとなり，学生
担当職の役割は，「学生の学習支援者」となった
とのことだが，この結果として「学習環境構築を
積極的に働きかける学生担当職像が普及」したこ
とは，恐らくアメリカのラーニング・コモンズ発
展に大きな影響を持ったはずだと思われる。わが
国でも，野末のような立場からは，情報リテラシー
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教育は「大学全体で段階的・体系的に実施される」
べきで，図書館もより積極的に大学の「学習・教
育支援」にコミットすべきであると言えるのだろ
うし，ラーニング・コモンズの設置に向けては，
そこが学習・教育の場であることを，より大学全
体に訴求する必要があると考えられる。
　この点で，米国の事情を説明するものとして，
先程のビーグル（Beagle，2006）の「The Information 

Commons Handbook」の第 3章は「インフォメー
ション・コモンズ，情報リテラシー，ラーニング・
コモンズ」と題し，それぞれの関係づけを行って
いるが，その冒頭で南カリフォルニア大学リー
ヴィ（Leavey）図書館のメラニー・レミー（Melanie 

Remy）の言葉を引用している。そこで彼女は，
「リーヴィのインフォメーション・コモンズの学
習者中心の環境では，情報リテラシーは私たちの
サービスミッションの一部となっている。ここで
は，レファレンスの相互作用が，学習者中心の教
育機会として重要視されている」「この状況で教
育を行う図書館員は，学部授業クラスに対して，
学生が現在の情報環境の中で，実際にどのように
考え学んでいるのかを理解することを，理想的に
支援することができる」とし，具体的には学部授
業クラスに対して，主題に基づく知識内容に沿っ
た情報の統合的な収集方法を，カリキュラム計画
に取り入れることについて相談を受けたり，大学
の「ライティング・プログラム」との連携協力に
よって，初年度学生のリサーチ・ライティングの
課題を，一緒に分担したりしているとのことであ
る。その過程でインフォメーション・コモンズの
図書館員は，学生がデジタル情報とどのように向

き合い，それを図書館のウェブページ，オンライ
ン授業，CMS（コース・マネジメント・システム）
や，その他の複雑な情報検索システムなどから適
用してまとめていくのを，傍らで案内するのだと
いう。レミーは，最終的には利用者中心によくデ
ザインされた，物理的・仮想的な図書館空間を統
合することで，インフォメーション・コモンズは
学生の情報収集に関する労力を軽減し，時間を節
約し，情報の学術的な利用に貢献できるとしてい
る 18）。 周知のように， 米国と日本では図書館員
（ライブラリアン）の地位・役割が大きく異なる
現状があるので，これをそのまま同列に見ること
は出来ないし，わが国では図書館員が教育を行う
ということそのものに大きな障壁があることも事
実である。しかし，図書館の「情報リテラシー教
育」の守備範囲を拡大していく中で，ラーニング・
コモンズの形成・運用との連携を図っていくこと
は，今後の大学内の学習支援に大きな意味を持つ
ものと考える。

3 ．インタビュー調査
　本研究では，ラーニング・コモンズ的機能を備
えた図書館の中から，お茶の水女子大学附属図書
館，東京女子大学図書館，国際基督教大学図書館
の 3館を調査対象に選び，運営に責任ある立場の
方へのインタビュー調査を行った。インタビュー
調査は，収集するデータの内容を深めるために，
文献による事前の調査を実施し，調査対象館の
サービス内容と運営状況を把握した上で実施し
た。

（第 1表　調査対象館の基礎データ）

大　学　名 東京女子大学 国際基督教大学 お茶の水女子大学
図書館竣工年月 1996 年 7 月 1960 年 6 月 1959 年 9 月
延べ床面積 5,762 ㎡ 7,968 ㎡ 4,422 ㎡
閉館時間（土曜） 22：00（18：00） 22：30（16：30） 21：00（17：00）
奉仕対象総数 4,866 人 3,723 人 4,735 人
　うち学生数 4,233 人 3,063 人 3,490 人
蔵書冊数 480 千冊 658 千冊 605 千冊
　うち開架冊数 339 千冊 658 千冊 157 千冊
入館者数 163 千人 326 千人 163 千人
貸出冊数（学生） 62 千冊 191 千冊 27 千冊
年間開館日数 276 日 253 日 262 日
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3 ‒ 1 . 調査対象と基礎データ
　訪問調査の対象として 3つの図書館を選んだの
は，これらの図書館がここ数年「ラーニング・コ
モンズ（またはインフォメーション・コモンズ）」
というキーワードで，度々メディア等に取り上げ
られていることによるが，3館とも訪問しやすい
東京地区に立地することも考慮した。
　調査に先立って，3館の規模とサービス面につ
いて「日本の図書館 2007」と「図書館年鑑 2008」
のデータによる簡単な比較を行った（第 1表）。
　図書館の奉仕対象者は 3,700 人から 4,800 人，
蔵書冊数は 48 万冊から 66 万冊と 3館ともほぼ同
じ規模の図書館である。しかし，床面積では，4.4
千平米から 8千平米まで大きな差がある。サービ

ス面に関しては，国際基督教大学における学生の
貸出冊数が 191 千冊と突出しているが，他の 2館
も 62 千冊と 27 千冊と倍以上の差がある。また，
平日の閉館時間に関しても，21 時から 22 時 30
分と 1時間半の差がある。
　調査対象とした 3館は，規模的にはほぼ同一の
部分もあるが，床面積では大きな差が存在し，サー
ビス面でも差が存在している。ほぼ同数の学生に
対して，規模の差の大きい設備と，異なったサー
ビスが提供され，そのアウトプットにも差があり，
個々の図書館のおかれている状況が一様でないこ
とが分かる。
　文献調査により，3館のサービスと運営の内容
は（第 2表）としてまとめた。

（第 2表　3館のサービスと運営の内容） 

調査対象 お茶の水女子大学附属図書館 東京女子大学図書館 国際基督教大学図書館

開　　始 2007 年 4 月 2008 年 4 月 2000 年 1 月
ミルドレッド・トップ・オスマー図
書館（本館とブリッジで連結）

名　　称 ラーニング・コモンズ なし スタディ・エリア
（当初，インフォメーション・カマ
ンズとする案あり）

面　　積
フロア図

150 ㎡（図書館 1階南側）
第 1図

840 ㎡（図書館1階と2階の一部）
第 2図

1,000 ㎡＊ 2フロア
第 3 - 1 図，第 3 - 2 図

機　　器
の 構 成

学生用 PC 70 台
新入生には1年間ノートPC貸与

PC 約 50 台
貸出用ノート PC 20 台

PC 122 台
マルチメディアルーム PC 50 台

サービス
内　　容

ラーニング・コモンズ：ICT・イン
ターネット環境の提供

キャリアカフェを併設：現代 GP，
コーヒー片手にリラックス，知的
空間

メディアスペース：PC利用でインター
ネット検索，レポート作成

コミュニケーション・オープンス
ペース：ノート PC利用でグルー
プ学習

プレゼンテーションルーム：小規模
の発表と学内行事利用

グループ閲覧室：密度の高いグループ
学習（ノートPC利用可）

リフレッシュルーム：休憩（飲食可能，
ノートPC利用可）

スタディ・エリア：PC 122 席の利
用

レファレンス・デスク：コンピュー
タ操作から事項調査まであらゆる
質問に対応できる強力なサポート
体制

マルチメディアルーム：授業のサ
ポート

グループ学習室
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調査対象 お茶の水女子大学附属図書館 東京女子大学図書館 国際基督教大学図書館

人的援助 ラーニング・アドバイザー（TA）
の常駐，機器利用のサポート

学生アシスタントとして「ボラン
ティアスタッフ（20 名）」「サポー
ター（22 名）」「システム・サポー
ター（8名）」「学習コンシェルジュ
（院生 5名）」を採用，「サーチャー」
による情報検索サポート

専任職員 4名によるレファレンス・
サービスセンター

学 生 の
自 主 性
への配慮

ラーニング・アドバイザー（TA）
のキャリア教育も意識，学生アシ
スタント（LiSAプログラム）活
用

LiSAメンバーと図書館スタッフの
協働による図書館活性化のため
のブログ「お茶の水女子大学附
属図書館 LiSA活動日誌」<http://
ochadailisa.blog32.fc2.com/>

積極的な学生：他の学生への支援を
通じての成長を支援

大学の学習環境に不適応な学生：同
じ学生同士で援け合いを促す

学生アシスタントの日常活動は自主
性を重視，メーリングリストで
日々活動報告，各学期に全体・業
務別各 1回のミーティング

大学としてリベラル・アーツを推進

開 設 の
効　　果

2006 年と比較して 2008 年入館者数
約 50％増加
定時観測で 92％の PCが利用されて
いた
教員の意識変化：「資料のある場所」
から「教育の場」へ，大学の教育
改革の場に図書館が選ばれてい
る。

入館者数累計（2008 年 4 月から半
年）前年度比 約 31.1％増加

館外貸出冊数 (4 月から半年）前年
度比 約 6.8％増加

入館者数アップ：1990 年代に 25 万
人前後の年間入館者数が，2000
年には 30 万人を突破，その後 35
万人前後で推移

一人当たりの年間館外貸出冊数の増
加：過去 10 年（2003 年まで）で 1.5
倍（45 冊→ 65 冊）

　（参考）一人当たり貸出冊数の大
学平均は 8冊

運　　営 大学全体では 2008 年度から「21 世
紀型文理融合リベラルアーツ教
育」を推進。
文系理系の垣根を越え，講義・討論・
発表・実験実習・演習を組合せた
授業「読み・聞き・書き・語り・
作る」という 5能力の養成を通し
て「コミュニケーションから創造
される知」を目指す。
全学的な教育改革に図書館も積極的
に参加するタイミングと捉えた。

図書館としての意思決定をし，図書
館全体の運営に責任を持つ「図書
館委員会」の下に，2007 年度か
ら「マイライフ・マイライブラリー
運営委員会」を設置している。ま
た学習支援プログラムを検討する
作業部会も立ち上げている。

全面開架，リザーブブック制度，貸
出冊数無制限により，当初（1962
年）からリベラル・アーツ教育を
支える使いやすい図書館として運
営されてる。

オスマー図書館は，インフォメー
ション・コモンズを基本構想とし
ている。 1）あらゆる情報にアク
セスできる環境， 2）様々な学習
形態に対応する空間の提供， 3）
サポート体制の充実

新図書館構想委員会は，第 1期
（1991-1992），第 2期（1993），そ
れ以前に図書館長期計画委員会
（1982）があった。

（第 1図　お茶の水女子大学附属図書館 1階）

書庫

書庫

図書館事務室

空調機械室

書庫

第一
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玄関
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キャリアカフェ

ラウンジ

テラス
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女

女WC
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EV
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（第 2図　東京女子大学図書館 1階）

（第 3 - 2 図　国際基督教大学ミルドレッド・トップ・オスマー図書館　地階）

（第 3 - 1 図　国際基督教大学ミルドレッド・トップ・オスマー図書館 1階 )
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3 ‒ 2 . 調査方法と分析
　3館の図書館運営に責任ある立場の方に対し
て， 調査対象館の会議室などで以下の調査項目
（第 3表）をもとに半構造化インタビューを実施
した 19）。
　インタビュー調査では，ラーニング・コモンズ
の運営と実施に至るまでのプロセスについての
内容や考え方について，インタビュー対象者 1名
と調査者 2名が自由に話し合い，その会話の内容
をインタビュー対象者の許可を得てボイスレコー
ダーで録音した。録音した各館の 2時間から 2時
間 30 分のインタビュー録音を書き起こし，各館
のインタビュー記録として 31,000 字から 49,000
字のテキストデータを得た（第 4表）。
　このテキストデータを用いて分析を行った。
データの分析は，ラーニング・コモンズの運営と
実施に至るまでのプロセスについての発言をもと
に，調査者 2名の話し合いによって，3館の特徴
と共通点の概要をまとめた。

4 ．調査結果と考察
4 ‒ 1 . 3 館における危機と変化
　先程ラーニング・コモンズの背景として，高等
教育における危機の意識があったことを指摘した
が，それでは今回訪問調査を行った，お茶の水女
子大学附属図書館，東京女子大学図書館，国際基
督教大学図書館において，ラーニング・コモンズ
の導入と「危機の意識」はどのような関係があっ
ただろうか。その点を 3館での調査を元に確認し
てみたい。

4 ‒ 1 ‒ 1 . お茶の水女子大学
　まず，お茶の水女子大学の場合を見ると，ラー
ニング・コモンズは 2007 年の 4月に設置された
が，これは前年の 4月から施設面改善のための図
書館改修の一環として行われたものである。また
2006 年の 4月には，インタビュー対象者が新た
な管理職として赴任し，そのリーダーシップのも
とで，この年は国立情報学研究所の公募委託事業
である「次世代学術コンテンツ基盤共同構築事業」
への応募と採択，図書館の将来像として「「21 世
紀型文理融合リベラルアーツ」をサポートする附
属図書館を目指して」（注）の策定，図書館システ
ムのリプレイスなどの諸事業が推進された。そし
て翌 2007 年には，ラーニング・コモンズ設置に
続き，学術機関リポジトリ「Tea Pot」の公開，国
立情報学研究所の「総合目録データベース遡及入
力事業」への採択，ライブラリースチューデント
アシスタント（LiSA）制度の立ち上げなど，や
はり大きな事業を立て続けに行っている。これ
らの背景には，2005 年度から就任された図書館
長の元で， 「附属図書館の理念」が検討策定され
（2006 年 4 月公開），その理念に基づいて前記管
理職と共に図書館の改革が進められたという事情
があった。しかし，この二人が相次いで図書館に
就任した当時の実際の状況は，伝統ある有名大学
でありながら実際には「国立大学平均の半分にも
満たない職員数と予算規模」の図書館で，施設の
建屋の中に外部の研究所を抱え，事務室の配置も
非常に利用しにくい状況であったことが報告され
ている 20）。

（第 3表　調査項目）

基 礎 デ ー タ 開始時期，名称，面積，機器構成，サービス内容，人的支援
機 能 要 件 施設・設備面の配慮，資料面での配慮，機能統合の配慮，快適性・居住性，学生の自主性
運 営 な ど 取り組みのきっかけ，目標の設定，開設の効果

（第 4表　インタビュー調査のデータ）

場　　所 調　査　日 録音時間 インタビュー記録
（括弧内はインタビュー対象者の発言）

お茶の水女子大学附属図書館 2008 年 11 月 25 日 2 時間 30 分 37,000 字（23,000 字）
東 京 女 子 大 学 図 書 館 2008 年 11 月 29 日 2 時間 20 分 49,000 字（29,000 字）
国 際 基 督 教 大 学 図 書 館 2008 年 12 月 2 日 2 時間 31,000 字（15,000 字）
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　この状況は一種の危機ではあっただろうが，逆
に先程の理念のもとで，大学全体の教育改革の動
きと連動した「リベラルアーツ支援図書館」をキー
ワードとした改革が，上記のように進められた。
その象徴的な事業がラーニング・コモンズ設置で
あったのである。

4 ‒ 1 ‒ 2 . 東京女子大学
　次に，東京女子大学の事例を見てみたい。こち
らは 2007 年 9 月に文部科学省の「新たな社会的
ニーズに対応した学生支援プログラム」に選定さ
れた「マイライフ・マイライブラリー」事業が
2007 年 11 月から開始され，2008 年 4 月までに図
書館の改修を行って，ラーニング・コモンズ的な
空間，サービスの提供を開始している。（なお東
京女子大学では必ずしも施設を「ラーニング・コ
モンズ」とは称していないが，実質的にはその機
能を備えている。）これに先立って図書館に存在
した問題は，2002 年度まで独立した部であった
図書館が，教育研究支援部の中の１課体制となり，
それに伴って職員数がほぼ半減（平行してアウト
ソーシングが進行）したことと，利用状況も開館
時間延長にもかかわらず，入館者数，館外貸出冊
数ともに減少を食い止めることが出来なかったこ
とであった 21）。これらもまた，危機的状況であっ
たということが出来るだろう。

4 ‒ 1 ‒ 3 . 国際基督教大学
　最後に，国際基督教大学の事例を見てみたい。
国際基督教大学は朝日新聞社の「大学図書館ラン
キング」において，1994 年以降常に上位（1か
ら 3位までが 9回）にランクされてきた先進的な
優良図書館であり，一見危機的な状況とは無縁と
思われる。しかし，昨年刊行された図書「図書館
の再出発：ICU図書館の 15 年」によれば，1990
年代以降の大きな変革期に，いくつもの問題を乗
り越えてきたということが記されている 22）。そ
の最大のものは，1980 年代に満杯となり，倉庫
業者への委託を余儀なくされた書庫スペースの問
題を，どのように解決していくかというものだっ
た。またそれと平行して，増加する電子的情報に
どのように対応していくか，レファレンスの体制
をどのように構築するかなどについて，何度も試
行錯誤が続いてきたとの報告がなされている。

4 ‒ 1 ‒ 4 . 3 館の共通性
　これらの事例を振り返ってみると，確かにそれ
ぞれの大学では「危機」として捉えられる内容が
あったかも知れない。しかしより客観的な視点か
ら見ると，それらは全て大きな変革期のもとでの，
文字通り挑戦（challenge）の事例であるようにも
思われる。言葉を変えると，1990 年代以降われ
われ全ては大学と大学図書館の変革，そしてイン
ターネットによる社会の大変革期にあって，従来
のままのやり方ではその変革に取り残されてしま
う可能性があるという「危機」の状態に置かれて
いるのだが，その変革をいち早く察知して，それ
に柔軟に対応していける体制を作れたかどうか
が，「危機」を逆にチャンスとして新たな発展を
迎えることが出来るかどうかにつながったのだ，
ということが考えられる。今回調査した 3館はそ
の意味で，よいモデルを提供していると言える。
　特にこの 3図書館に共通することとして，上部
組織である大学そのものが，1990 年代以降の「大
競争時代」といってよい大学変革期に， 「リベラ
ル・アーツ」（注）をキーワードに掲げた大学改革
を推進してきたことが特徴と言える。本論の目的
から，リベラル・アーツということ自体の詳しい
定義などには触れないが，この概念が 3つの大学
図書館でどのように捉えられてきたかを以下で確
認してみたい。
　お茶の水女子大学では 2008 年度から大学全体
で「21 世紀型文理融合リベラルアーツ教育」が
推進されているが，「読み・聞き・書き・語り・
作る」能力の養成を通じて，コミュニケーション
から創造される知」「発信・交渉能力，領域横断
的な視野，変化に対応する判断力」を目指すとい
うプログラムのねらいが，まさに大学図書館の新
しいあり方を要求するものであったと言えるだろ
う 23）。
　また，東京女子大学の場合は，2009 年 4 月か
ら現在の 2学部を「現代教養学部」に統合再編
し，「リベラル・アーツ教育を現代的ニーズに応
えて充実」させることを目指している。この過程
で学生支援 GPとして「マイライフ・マイライブ
ラリー」が選定される以前にも，「女性学・ジェ
ンダー的視点に立つ教育展開（平成 15 年度特色
GP）」「キャリア・イングリッシュ・アイランド（平
成 16 年度現代 GP）」「東京女子大学キャリア・ツ
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リー：リベラル・アーツ教育に基づくキャリア構
築支援（平成 19 年度現代 GP）」と立て続けに文
部科学省 GP（Good practice）に選定される目覚
しい成果を上げているが，これらは全て「女性」
「キャリア」「実践力」「情報発信能力」「自己確立」
など，現代的ニーズのもとでのリベラル・アーツ
教育の再編という大学全体のテーマに沿った関係
付けがなされている。このような大学の理念・目
的を実現する方法論として，東京女子大学での
ラーニング・コモンズ形成の必然性があるように
思われる 24）。
　国際基督教大学の場合は，他の 2大学と異なり，
2000 年のミルドレッド・トップ・オスマー図書
館の竣工によってラーニング・コモンズが実現
されたという， 比較的長い歴史を持っているが，
元々 1953 年の建学当時から教養学部 1学部によ
る「少人数クラスでの対話を重視する徹底したリ
ベラル・アーツ教育」を特色としてきた。オスマー
図書館の建設は，大学 50 周年記念事業の一環と
して行われたものだが，開館時に当時の絹川正吉
学長が寄せた言葉の中にも「大学教育は知識受容
型から学習支援型に改革することが強く求められ
ている。図書館は学習支援型教育において中心的
機能を発揮する知的サービス空間である」とあり，
また同学長の著書では「リベラル・アーツ教育の
目標の１つは，学生が自立した学習ができるよう
に支援することである。（中略）そのようなリベ
ラル・アーツ教育のインフラこそは図書館である
と言ってよい。」と述べられている 25）。
　国際基督教大学図書館が，例えば学生１人当た
りの図書年間貸出数がずば抜けて多いという，国
内でも最も先進的な図書館として存在しているこ
との背景には，このような大学の理念・目的と深
く結びついた実践を当初から続けていることが大
きいと言えるだろう。またこのことが，他の国内
大学図書館に先駆けてラーニング・コモンズを実
現できたという背景に大きな影響を持つものと思
う。
　海外の事例に目を向けると，マサチューセッツ
大学アマースト校デュボア（Du Bois）図書館や，
ワシントン大学オデガード（Odegaard）図書館の
ような，大規模なラーニング・コモンズの紹介も
多くなされているが，それだけでなく，マウント・
ホリヨーク・カレッジのインフォメーション・コ

モンズのように，比較的小規模なリベラル・アー
ツ指向の大学での取り組みが ACRLの図書館優
秀賞を授与されるなど，規模と関係なく「学習支
援」に重点を置くサービスが重要であることが見
て取れる 26）。
　それでは，ラーニング・コモンズの設置は，リ
ベラル・アーツ指向の小規模な大学に限って推
進されるものなのだろうかというと，もちろん
そのような限定は出来ない。先程の海外の大規
模な事例だけでなく，国内でも 2008 年になって
PC100 台以上の規模で設計されたメディアセン
ターを持つ神田外語大学の SACLA（Self-Access， 
Communication，Learner，Autonomy）が竣工したり，
現在名古屋大学附属図書館で 2700 ㎡の 2階フロ
ア全体をラーニング・コモンズに改装する計画が
進んでいたり 27）と，大規模なプロジェクトでの
取り組みも着々と行われている。国際基督教大学
のオスマー図書館がこれに先行するものと言える
だろう。
　しかし， 今回調査した 3館が強いリベラル・
アーツ指向を持つ大学にあったことは，必ずしも
偶然ではない。ラーニング・コモンズの設置に際
しては，大学自体として教育基盤の強化，教育支
援の推進といった戦略的なビジョンを持っている
ことが，その成功の鍵となるだろう。そのことは，
アメリカでのラーニング・コモンズの本質の議論
からも理解することができる。またそのことが，
リベラル・アーツの推進という，高度な学部教育
の目標を持つ大学において，ラーニング・コモン
ズへの早い時期での取り組みが目立つことにつな
がっているものと，理解できるのではないだろう
か。
　更に言えば，日本で現在比較的小規模な大学で
成果を出しつつあるラーニング・コモンズの試み
が，大きな資金を必要とする施設である新図書館
の建設が難しい大学の場合でも，既存の閲覧ス
ペース，PC提供エリアなどの改修で，比較的容
易に提供することができるという今後のモデル事
例となるかもしれない。

4 ‒ 2 . 3 館の特徴
4 ‒ 2 ‒ 1 . お茶の水女子大学
　事前に責任者の個人的力量が大きいと考えてい
たが，赴任以前に策定されていた図書館のミッ
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ションと館長による将来構想策定の指示などによ
り，責任者を含めた図書館スタッフ全員が改革の
構想や流れを創っていったようである。責任者の
手腕は以下の 3点に要約できる。
　 1） 専任・非専任を問わず職員の能力を引き出

し，小さな成功を積み重ねるスタッフ育成
の仕組みを整備

　 2） コモンズ等の成果を学内外に効果的に印象
付け，図書館の機能の押し上げ

　 3） ITセンターとの学内コラボレーションを
成功に導くなど，学内の他部署，教員との
連携を整備

　また，今回の調査では，「図書館組織改革への
取組みと成功」について確認することができたが，
何故ラーニング・コモンズを作ったか，その具体
的な理由について責任者の発言では「とにかく暗
かった・・・古いイメージ一新のために・・・そ
のときにひらめいたキーワード（が）ラーニング・
コモンズ」とあり，最初はあくまで組織の物理的
改革の方法論としてラーニング・コモンズを考え
ていたことが分かった。
　逆に今後の発展性については，学内の要求に応
じて「ライティング・センター」などにもフレ
キシブルに展開する用意があるということであっ
た。その一方で，情報リテラシーとの関係につい
て「図書館も IT系部署も決して人と話すのが上
手でない・・・結局それで誰が不幸になったかっ
て言うと・・・学生」との指摘があった。この点
でラーニング・コモンズによる統合サービスが，
学習支援に有効で必要であることは，自明の事と
認識されているようであった。

4 ‒ 2 ‒ 2 . 東京女子大学
　大学の整備された事務機構が成功の要因であろ
う。
　責任者は，図書館に異動になってまもないが，
数年前に他の事務部門から図書館へ異動になって
いた職員たちが，図書館の有効活用について考え
ており，それを大学が受け止めた結果がＧＰにつ
ながったといえる。委員会できちんと議論して合
意することで，企画が稼動した後も円滑に動くと
いう大学全体のスタンスである。

4 ‒ 2 ‒ 3 . 国際基督教大学
　リベラル・アーツ教育の大学として，教育･学
習支援に努めてきた結果がコモンズを成功させて
いる。長年の努力は以下の 3点に結実していると
考えられる。
　 1） リベラル・アーツ教育による図書館の重要

性の定着
　 2） 図書館員の館長による大学経営者との密接

な関係
　 3） 長年にわたって培われた図書館員個人の高

度で専門的なスキルと，組織的な知識・技
能の蓄積

　国内で他に先駆けて「コモンズ」の思想を取り
入れることになった背景は，図書館のリニューア
ル構想策定が始まった 1995 年頃の時期と，当時
のアメリカ大学図書館の動きをいち早く察知した
（することが出来た）ことのタイミングが一致し
たことによると思われる。
　具体的発言では「前館長と私とで，アメリカで
コモンズって呼んでいるところが多いね・・・そ
れを目指しましょう・・・逆にこういうものを目
指したら，たまたま，そういうアメリカのインフォ
メーション・コモンズの構想と合ってしまった」
とあった。ここでは，たまたま合ってしまったと
いう言い方だが，それは名称に関することで，実
は当時アメリカの図書館見学やフロアの調査を十
分行って，機能の分析を行った背景があることが，
調査から分かった。

4 ‒ 3 . 考察
　今回調査を行った 3館が，何故ラーニング・コ
モンズの立ち上げに成功し，内外の評価を上げる
ことができたのか，その成功の要因を考えたい。
　3館は，調査者達の所属大学あるいはその他多
くの大学図書館と比較して，現在すでに設置され
ている機器の構成や入館者数などにそれほど大
きな差がある訳ではないが，ラーニング・コモン
ズ実現のプロセスや運営において学ぶべき点は多
い。3館とも，すでに触れたように「リベラル・アー
ツ」を理念とした教育改革に大学全体で取り組む
中で，図書館の学習支援機能としてラーニング・
コモンズを選択し，それを実現させている。その
組織運営は，例えば東京女子大学では非常にオー
ソドックスに，図書館内の意思決定プロセスを重
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視し，学内の他の部局との調整も必ず公式の会議
形式を通じて行っている。また国際基督教大学で
は，図書館職員のトップが大学の意思決定の場に
出席して政策決定に参画している。お茶の水女子
大学の場合にも，図書館の枠を超えて学内の様々
な部署，教員組織との連携協力を日常的に行って
いる。ラーニング・コモンズを立ち上げるに際し
ては，その前提としてまずこうした取り組みを実
現することが必要なのではないかと思われる。
　黒田は“私立大学の場合は，建学の理念を生か
した教育改革を実現するには，全学の教職員が建
学の精神・理念をより深く理解し，それを基盤
として改革立案にあたらなければならず，大学の
トップ（理事長あるいは学長）は建学の精神・理
念を時代の変化に応じた解釈と現代の言葉で，教
職員に分かり易く明示し，理解を深める努力を払
わねばならない”として，大学トップと教職員一
人ひとりの役割を明確にしている。 さらに黒田
は，管理職の役割を“大学トップの理想と目標を
展開した施策を受けて，多くの教職員に対して達
成可能な身近な目標を策定し，教職員とともに実
行する努力を怠ってはならない”と続けて，大学
トップと管理職，および教職員一人ひとりによる
全学的・組織的な取り組みの重要性を指摘してい
る 28）。今回の調査対象館においては，ここにい
う「建学の理念」が設置者を問わず大学の方針と
してのリベラル・アーツ教育の実現という形で大
学内に示され，それに対する図書館の目標として
「学習支援」の重視が設定され，それを実現する
方法として「ラーニング・コモンズ」が企画され
ている。3館の組織や職員の質が高い水準にある
のは，こうした全学的・組織的な取り組みが定着
しているからであると推測される。こうした取り
組みの中で教職員の意識改革が進行し，意識が向
上し，連帯意識が強化されていくのであろう。
　また 3館がラーニング・コモンズの立ち上げに
成功した理由の中には，学内連携のタイミングと
いうことも関係している。国際基督教大学は図書
館リニューアルに際して，電子的資料の有効な利
用場所提供という側面から，ラーニング・コモン
ズの機能を取り入れた。またお茶の水女子大学で
は，研究所移転によるフロア改修のタイミングに
合わせて，キーワードとしてラーニング・コモン
ズを提示し，大学経営側の理解を得た。東京女子

大学では，図書館のフロア改修の計画時期と，学
内での学生支援ＧＰ応募のタイミングが一致した
ことから，早いテンポで計画を前進させることが
できた。このように 3館とも，学内の情勢を機敏
に判断し，機会をいち早く捉えて行動したことが，
ラーニング・コモンズ立ち上げに際して有利に働
いたと見ることができる。このように，大学全体
を見据えた連携の模索が，ラーニング・コモンズ
を含めた今後の図書館運営の重要なテーマとなっ
ていくことは間違いない。以上が，今回調査した
3館に共通して認められることである。
　それとは別に，3館の独自性というものも感じ
られた。まず運営のための人的な資源については，
専任職員主体なのか，学生を含めた外部の力をど
の程度取り入れるのかといった点で，それぞれの
館に独自の政策が見られた。また施設や機器の規
模についても，各館で違いがあった。さらに，ラー
ニング・コモンズ内での学生の自由度に関する考
え方，特に学生に対する教育的な側面の有無につ
いては，若干の温度差が見受けられた。しかしこ
れらは，本来横並びに統一し，一般的にモデル化
ができるものではないかも知れない。その点，ア
メリカで実際に体感したラーニング・コモンズを
自身のブログで紹介している江上（2008）が度々
指摘しているように，ラーニング・コモンズでは
各大学がそれぞれの事情に適した学習支援サービ
スを行うべきものといえるだろう 29）。その意味
では，ラーニング・コモンズは，その規模や所属
する大学の事情，その教育理念や政策によって，
今後も様々な方向性が考えられていくと思われ
る。ラーニング・コモンズの現状に関するシェイ
ダー等（Schader，2008）による最近のカリフォ
ルニアの高等教育機関（88 機関）の調査によると，
アメリカでもインフォメーション /ラーニング・
コモンズの設置は，まだ 30％程度に過ぎないとい
う。また一方で現在設置を計画しているところは，
43％に上るとのことである 30）。従ってラーニン
グ・コモンズという施設，あるいはそれを利用し
て学習支援を行うという試みも，実はまだ検討が
始まったばかりで，まさに現在進行中のものだと
もいえるだろう。わが国でもこれから様々な論議
を行いながら，図書館の新しい学習支援の形とし
てこれを生かし，学生サービスの向上を目指して
いく道を探していくことが必要であると考える。
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4 ‒ 4 . 今後の課題
　今回の調査は対象館が少なく，特にそのうち 2
館はリベラル・アーツ指向の女子大学という特殊
性でバイアスがかかっている可能性がある。（例
えばボランティアのサポート学生を募集すると多
くの応募があるなど）。もっと大規模な学生数を
持つ大学図書館や，いわゆる研究型大学の図書館
などでは，今回の調査結果は必ずしも当てはまら
ないかも知れない。また，ラーニング・コモンズ
としてのサービス内容や運営については個々に
特徴があり，一般的にモデル化することはできな
かった。モデル化については，先程必ずしも必要
ではないと述べたが，これからラーニング・コモ
ンズを企画する図書館にとっては，ある程度のガ
イドラインの提示が望ましいことだろう。それら
については，今後恐らく国内のラーニング・コモ
ンズ設置が進んでいく中で，さらにより多くの事
例を取り上げて検討を加えていく必要があるだろ
う。
　ラーニング・コモンズ開設の効果として，今回
は入館者数や館外貸出冊数の増加などアウトプッ
ト指標を示すに留めたが，本来はそれだけではな
く，学習効果などのアウトカムの成果を示す必要
がある。それによって初めて，図書館が大学全体
の理念や目標に沿った実践を計画し実行していく
ことについて，対外的に十分説明することが可能
となるだろう。その場合にどのような指標が有効
であるか，それらも今後の検討課題である。
　最後に，アメリカの事例では従来からの図書館
の機能以外に，大学が行う学生サービスをラー
ニング・コモンズに統合することが行われている
ことに注目したい。そこにはよく知られているカ
フェや食堂，自習室，コンピュータ・ルームから，
ライティング・センター，就職支援活動（キャリ
アセンター機能）などまでが含まれている。それ
ら大学内ですでに行われている，図書館以外の学
生支援活動の中に，ラーニング・コモンズの機能
として取り入れるべきものがあるのかどうかにつ
いても，今後国内外の事例を調査することによっ
て，より高度な学生支援の可能性が発見できるか
も知れない。そのことはまた，学内（外）との連
携と協力（コラボレーション），場合によっては
新たな機能の集中（コンバージェンス）といった
議論に発展する可能性もある。先行するアメリカ

での事例研究では，近年特にそのことに焦点があ
てられてきている。今後わが国でも，図書館が学
生サービスのさらなる向上を目指す上で，それが
一つの鍵となるだろうと思われる 31）。
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