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ねらい

⼤学図書館職員
短期研修

海外研修に
出掛けてみる！

興味のあるトピック
を勉強する！

学んだテクニックを
現場で活かす！

グループ討議報告

修了

気楽に しかし 近い将来の話として

はじめに



⾃⼰紹介
2004.04 北海道⼤学に就職（以後，専ら図書業務）
2012.11 平成24年度⼤学図書館短期研修 修了

“海外派遣事業の応募資格を得たね（にこにこ）”←
“テーマは⾃由なので応募しましょう！”←

2013.11 国⽴⼤学図書館協会海外派遣事業で
フィンランドの⼤学図書館における学習⽀援を調査

2014.04 室蘭⼯業⼤学に異動
・図書館情報システム
・雑誌契約
・⽬録
・機関リポジトリ…

2014.10/11 ここでお話を…
・11年⽬・36歳

はじめに



いますぐスマホで
(1) 国⽴⼤学図書館協会海外派遣事業

応募資格：本研修修了＋〜45歳

(2) 室蘭⼯業⼤学附属図書館

はじめに



どうしてフィンランド？
・教育，図書館，ITの

分野で先進的
・⼩国なのに国際競争⼒
・協定校がたくさん

→研究者・学⽣の交流
・⼤学オフィスもある
・イベント企画の経験

はじめに



フィンランド

⾯積 34万㎢（⽇本：38万㎢）
国⼟の7割が森林，1割が湖
25%が北極圏内

⼈⼝ 540万⼈強（≒北海道）
ロシアを挟んで“隣の隣”

・ムーミン
・マリメッコ
・かもめ⾷堂
・アキ・カウリスマキ
・アングリーバード
・エア・ギター世界選⼿権…

はじめに



旅程：5⽇間で9館+α
Helsinki University Library
Pasila Library
Library 10
Meetingpoint
北海道⼤学ヘルシンキオフィス
Turku University Library
Turku City Library
Oulu University Library
Lapland University Library
Santa Claus Village
Rovaniemi City Library

はじめに



フィンランドの⾼等教育事情

・14⼤学＋24応⽤科学⼤学＝38機関

・⼤学に⼊学できるのは志望者の3割

・教養教育がない
・学費無料

はじめに



1. ヴァーチャル館内ツアー
・Helsinki University Library

・⾃動返却仕分装置
・ラーニング・センターとの⽐較
・教科書と電⼦ブック
・キャスター付きキャビネット

・Oulu University Library
・ラーニング・センター × 図書館

・Lapland University Library

1. ヴァーチャル館内ツアー



1. ヴァーチャル館内ツアー（まとめ）

・「ラーニング・コモンズ」→？
・ラーニング・センターとの⽐較

居⼼地のよさ
資料 × ノートパソコン × 協働学習

・サイレント・ゾーンは奥に（利⽤少ない？）
⽇本⼈留学⽣にとっては「うるさい？」

1. ヴァーチャル館内ツアー



情報リテラシー教育は図書館の仕事
1999 ボローニャ宣⾔
2004 情報リテラシーネットワーク

情報リテラシー教育を
⼤学カリキュラムに含める提⾔

2005 カリキュラム改訂
2012 EMPATICによる勧告
2013 提⾔を改訂

（情報リテラシー教育の
位置付けを⾼めたい！）

教材の共有？

2. 情報リテラシー教育



提⾔＝共通認識
2. 情報リテラシー教育



学習⽀援から研究⽀援まで

2013 提⾔の改訂
4. Doctoral Level
3. Masterʼs studies
2. Bachelor studies
1. New students

2. 情報リテラシー教育



⼤学図書館間のつながり→競争と協⼒

LibGuides（⽂献ガイド作成・共有ツール）
・競争

“導⼊は Turku が先だけどガイド数で抜いた！”
― Oulu University Library

・協⼒
Facebook⾮公開グループ
Suomen LibGuides-käyttäjät

2. 情報リテラシー教育



学内での教育機会

・授業の1コマで
・テーマ別の講習会で

ただし“業者を講師として招くことはしない”
― Helsinki University Library

・⾃ら開講する授業で
LMSを活⽤（学⽣：e-learnig＞対⾯講義）

・担当職員＝Information Specialist

2. 情報リテラシー教育



Data Management 教育
“重要であるにも関わらず
どの部署も教えていないので
図書館が教えることにした”

― Helsinki University Library

2. 情報リテラシー教育



Toolbox of Research

・University of Oulu の研究者⽀援Wiki
・図書館の発案→各部局を巻き込む

成果の
社会還元

⽂献の
探し⽅

論⽂の
書き⽅

研究資⾦
の獲得

2. 情報リテラシー教育



2. 情報リテラシー教育（まとめ）
・⼤学図書館が連携して⾼等教育改⾰に乗る

→予算要求も含む積極的な姿勢
・Information Specialist vs. ⼈事異動

→組織化と蓄積が重要（ノウハウや教材の共有）
・Data Management 教育
・Toolbox of Research

→空⽩を埋める / 学内連携の基盤となる

Cf. ⾼等教育のための情報リテラシー基準

2. 情報リテラシー教育



3. Helsinki City Libraryの冒険
・Library 10

中央図書館の⾳楽部⾨から独⽴
・CDを聴く / 借りるだけでなく
・楽器のレンタル
・スタジオのレンタル
・ランチタイム・ディスコ
・発表会（演奏会）の開催

3. Helsinki City Libraryの冒険



3. Helsinki City Libraryの冒険（まとめ）

・Library 10
「⾳楽の楽しみ⽅」はCDを聴くだけ？
受容（インプット）から表現（アウトプット）まで

・⼤学図書館

→学習 / 研究成果を共有する仕掛け

個⼈が知識を 成果を他者と共有し，
得る場所 知的好奇⼼を刺激する場所＋

3. Helsinki City Libraryの冒険



3. Helsinki City Libraryの冒険



「ネットで知る」以上のもの
おわりに



出会いと広がり
・応募する＝関⼼を表明する
・帰国後の発表・報告＝意⾒・提案を出す

上司

留学⽣
教員

他⼤学の図書館職員

公共図書館職員
同僚

⼀般市⺠？

おわりに

平成26年度⼤学図書館職員
短期研修 受講者のみなさん



海外との接点を探す
本研修で興味を持ったこと

現在の担当業務
国内外のトレンド
困っていること

所属⼤学の国際戦略
協定校

第⼆外国語？経験

おわりに



ご清聴ありがとうございました

室蘭⼯業⼤学附属図書館のFacebook
https://www.facebook.com/MuroranIT.lib

に「いいね！」しています。お気軽にご連絡ください。


