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How do we facilitate users getting information easier, faster, and seamlessly 
while teaching information literacy and critical thinking skills? 

Maroy, Frances ACRL President *1 

1.はじめに 

 この研修の意義と目的 

 

2.万国共通の大学図書館の役割―教育研究支援－ 

 大学を巡る環境激変の中で図書館は何をなすべきか 

 

The traditional research and reference model is:  

    a)  go to indexing tools,  

    b)  check for availability in a local card catalog,  

    c)  go to the physical material to access the material.  

The electronic revolution has merged a) and b) together in many cases. Users don't think in terms 

of searching a surrogate catalog records that represents a journal article. When they search, they 

immediately find the full text. 

 

3.海外大学の情報利用環境と図書館 

(1)Campus Computing Project 2003 *2 

四年連続のコンピュータ関係予算抑制の中で 

a. Wireless ready  14.2％が完全整備 77.2％が部分整備 45.5％が構想案公表 

b.大学ポータル  28.4%が稼動 

c.オンライン履修登録 76.6％が実施 

d.クレジットカード使用 53.3％が学内で使用可能 

(2)大学教育・研究のＩＴ化と大学図書館 

a.プラットフォームの標準化 

b.電子教材 

c.デジタル・レファレンス・サービス 

 大学図書館83％，公共図書館 71％が実施 

  大規模大学図書館の99％が実施 

 Google とWeblog の影響 

 



d.図書館サービスとCMS(教材管理システム)との連動 

Virtual reference services, course management software and libraries together. *3 

OCLC has completed the second phase of an e-learning pilot that allowed students to instantly 

reach reference librarians and library services directly from pages supported by campus course 

management systems. Ten institutions worked with faculty to integrate the virtual reference desk 

and supporting library services into their course pages. For students, the link provided one-click 

access to the library and a reference librarian at the point of need and within the context of the 

course. Feedback was so positive. 

 

(3)研究教育情報源利用調査 *4 

a.研究に印刷体情報源を主として利用  教員67.8％ 院生61.0％ 人文分野では 78.4％。 

電子情報源を主として利用  教員34.7％ 院生49.2％ 

b.図書館が提供する情報の信頼度は高い。98.2％。インターネットは 75.4％。 

c.印刷雑誌内の文献を見つけ出す 87.2％は「オンライン」 

d.教員の 65.8％が図書館ウェブサイトが研究に関する情報ニーズの適切なガイドとなっていると回答。イン

ターネットが満たすのは 58.1％。 

e.教員院生に比し，学部生は電子資料に依存することが多い。 

f.図書館の教育機能が重要 

情報利用に関する洗練度，情報ニーズ，情報基盤への要求は均一でない。全体的にはハイブリッドな情報

環境を好む。図書館機能と学部教育の統合が望まれている。 

 

4.海外の大学図書館と図書館員- 海外諸国と日本の異同 - 

(1)大学の位置づけ 

   mission statement   

カーネギー分類*5 

(2)図書館の多様なあり方 

(3)経営問題 コスト増加と経営難 

(4)雑誌価格上昇     

(5)専門職としての図書館員 

教育・研修・学位 Faculty status 

スタッフ選考  図書館長選考委員会 

    Kaliper の影響    情報技術＋コンテンツ＋人の情報行動＋学際性 

(6)図書館員の思想に共通するもの 

 

5.コンセプト－競業と協業－ 

(1)分担収集 総合目録 相互協力 

 



(2)各種団体の活動 

ＡＣＲＬ   Association of College & Research Libraries 

ＡＬＡ  American Library Association 

ＡＲＬ  Association of Research Libraries 

CILIP  Chartered Institute of Library and Information Professionals 

ICOLC  International Coalition of Library Consortia 

 

(3)図書館コンソーシアム 

The “Big Deal” was introduced as a solution to the “serial crisis” and was developed during 1997 

by the Ohio Link and Academic Press, and then taken up by others including Elsevier Science, 

Blackwell and others. 

 

(4)新しい時代の協力体制 

a.オープンアクセス運動 

b.機関リポジトリ 

 

6.これからの大学図書館 

コーネル大学図書館の例  We should manage the contents.. 

利用者と情報源を知るために 

Disintermediation と Stickiness 

The staff of libraries should work as a team. *6 

 

So imagine 50 years from now, instead of growing a tree, cutting it down and building 

a table, you just grow a table, digitally instruct the organism how to grow. 

Rodney Brooks. NLCSAI, MIT 
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