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大学図書館とe-learning

-カナダ・米国の大学図書館を訪問して－
上原

恵

美

抄録：新しい学習スタイルe-learningに対する図響館サービスは，どのように変化していけるか，日
本に先行してc-lcarning環境が定譜しつつあるカナダ・米国の大学図脅館の視察を行った。大学コミ
ュニティーの`情報や知識に対するニーズに対して支援する，という図書館の本来的な役割に立ち返

って考えると，ｌＴの進展とも相まって図脅館サービスが拡張されていくのは自然のことであり，ｃ‐

lcaming環境という新しい「齢ぴの空間」の創造というmiiでも，図書館は貢献していくことができる
と想われる。

キーワード：c-learning，大学図書館，ブリティッシュ・コロンビア大学，ワシントン大学，ハワイ
大学，キャンパスポータル，図譜館ポータル，情報リテラシー教育，オンラインチュートリアル，
WcbCT，ディジタルレファレンス
１．はじめに

本稿は，平成14年度国立大学図書館協議会
海外派遣事業による，カナダ及び米国の大学

図書館におけるe-learning環境の活用と図書館
サービスとの関わりについての視察報告であ
る。・

教育分野におけるIＴ活用が盛んになるとと

もに，民間企業においては数年前から人材開
発の面でc-learningが注目されている。大学教
育においても，ＩＴを教育現場に積極的に導入
することによる新たな教育環境の創出，そし
て大学に対する社会的要請の著しい生涯学習

プログラムの提供拡大が期待でき，それを実
現する具体的方策の－．つとしてＷｅｂを活用し
たカリキュラムが注目きれている。

一方，大学図書館においては，２】世紀にふ

さわしい図響館サービスのあり方についての
模索が電子図書館プロジェクトとして行われ，

またそれと同期するように情報リテラシー教
育支援という図警館サービスが，様々な形で
展開されるようになってきた。

このような大学と大学図脅館を取り巻く環

境の変化の中で，今後増加していくであろう

e-leamingカリキュラムに対し大学図書館はど

のような対応が考えられるかについて，情報
リテラシー教育という視点を絡めながら，既

にコースウエア作成ツールを用いたカリキュ

ラムを提供している下記大学の図書館サービ

スの状況を視察調査した（括弧内は各図書館
の所在地と訪問日)。

ブリティッシュ・コロンビア大学（カナ
ダ・バンクーバー平成14年９月18-11日）
ワシントン大学（米国・シアトル同23日）
ハワイ大学（米国・ホノルル同25-26日）

また本稿では，今後大学図書館や大学図書
館職員に期待される役割，特にe-learning環境
下での図轡館サービスの可能性についても考
察してみたい。

２．視察の動機（図脅館とe-Ieaming）
ここでc-1carningについて，また図書館とe‐

learningの関係についての私見を，今回視察の
テーマに据えた理由とともに述べてみたい。

2.1e-Iearningとは

c-leamingの定義については，代表的なもの

として「eラーニング白替2002/2003年版」で
次のように定義されている。

「cラーニングとは，情報技術によるコミュ
ニケーション・ネットワーク等を使った主体
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的な学習である。ここでは，コンテンツが学
習目的に従い編集きれており，学習者とコン
テンツ提供者の間にインタラクティブ性が提
供されていることが必要である。ここでいう

務として位繼づける大f競艇|瞥飢が全IRI的に増
加し，定着してゆくのを見てきたからである。

インタラクティブ'性とは，学習者が自らの意
志で参加する機会が与えられ，人またはコン

として認識し，期待し始めた教員が少なから
ず存在していると考えられるのと同時に，教
育分野全体で進行しているｌＴ化に，教貝だけ
でなくlXI霧鯨職員も共に対処していく必要Ｉｆｌｉ
を示していると思われる。この理山から，教

ピュータから学習を進めていく上での適切な
インストラクションが適時与えられることで
ある｣'】

さらに同欝では，c-1camingを必ずしも遠隔
教育の形態を指すものではなく，「同じビルの
中で使う紫習システムでもｃラーニングと呼ば
れるものもある｣2Jと指摘している。本稿では

ｲ虹〔的に，ｃ-帖⑭ｍｉｎｇとは「オンライン上にｲlﾄﾞ
ｲIiする，コミュニケーション機能を持った教
ffl11コンテンツあるいは狭frシステムを利)|Ｉ
した学倒」というふうにIjILえておきたいと`ｕ
う、

ところでc-1carningの現況であるが，ＣＤ‐

ＲＯＭや各種学習用ソフトウエアなどのＣＢＴ

このことは，情報リテラシー教育という１１Wか
ら|叉|害館や図響館職員を教育上のパートナー

育におけるＩＴ活）１１の新分野であるe-Icarning環
境の創造に，教員と共に図書館（図諜餓職貝）
が貢献できる何かがあるのではないかと考え
たことが，c-Icamingと図糾:館の関わりを考え
る．」1(ｕであった｡

次に，｜剰辨鮒とc-lcarningのllll係のニノ｣111と
しては，｜x1ili:館のIi1i報リテラシー教育Illのコ
ンテンッをc-lcarningで提供することができな
いか，ということであった。当館ではその試
みの第一歩として，平成１１年ころに情報リテ
ラシー教育のためのコンテンツを集めたＷｃｂ

(ComputcrBasedTraining）よりも，今や

サイト「授業ポータル｣j)を設け，これを起点

TIaining）がe-lcamingの主流と捉えることがで
き，e-learningイコールＷＢＴとイメージする人

に情報リテラシー教育の実施を試みた経験を
持つ。例えば，本学では平成１２年度後期から
共通教育科目「情報科学演習』で1コマだけ図

ＷＷＷ技術を活用したＷBＴ（WebBasCd

が多数と思われる。trainingという語からもわ
かるように，現段階のe-leamingはインストラ

書館職員が担当している時間があり，ここで
も「授業ポータル」を活用している。また別

て提供されることが多いように思われる。

教育研究班所属の教員の授業に図書館の情報

２．２図醤館とe-learnlngの関係

リテラシー教育を取り入れてもらうのと同時
に，その教員の授業用Webサイトの中にも

クション的，トレーニング的な効果をねらっ

今の大学制度では職務分裳上の明確な区分
があるために，教員，大学図諜館職員双方で

「e-lcarningは教育批当である教員が扱う課題」

というのが多数激JLと思われる。そのため－

見，図轡館（図瞥:館職興）とe-leamingは相互
に関連するものと考えにくいというのが，ご
く一般的な感想であろう。しかし，図譜館業
務として情報リテラシー教育に携わった経験
から，実のところ図轡館職員も「教育的機能」
を負わされているのではないかということを，

個人的には常々感じ続けて来ていた。
なぜなら，この５，６年の間データベースや

電子ジャーナルなど電子的な学術情報資料の
増加に伴い，情報リテラシー教育を重要な業
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の例として，当館研究開発室情報リテラシー

｢授業ポータル」等図書館が担当した授業で利

用したコンテンツを掲載してもらうというよ
うなことも実施してきた。このような経験を

璽ねる中で，教員が提供するe-lcarning授業同
様，図譜館の情報リテラシー教育もe-learning
で提供できないかと考えたのである。
図書館とe-1earningの関係の三点目は，新し

い学習・教育環境であるe-learningの導入が，

従来の図誉館サービスに何らかの質的変化を
促す要因となるのではないかと予想されるこ
とである。平成12年１１月に大学審議会から答
申された「グローバル化時代に求められる高

等教育の在り方についてｒ'では，高等教育改
革の方向として示されたことの一つに「情報
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通信技術の活用」が挙げられており，これを

拠り所として今後多くの大学でe-learningの環

境整備が進むものと考えられるが，これが契
機となって教授方法，学習のスタイルに何ら
かの変化が起きるのではないかと予想される。
大学図脅館でもこれに呼応し，図響館サービ
スを今後どのように展開するべきか再検討す
る必要が生じるのではないか，またそのこと

を背鑑に我々図替館職員に期待される役割に
も変化が起こるのではないだろうか，という
予感がするのである。なぜなら，大学図書館
には，教育・研究をサポートするという役荊
ゆえに，その時代の教育・研究の瓶り方にふ
さわしい図響館サービスを開発し提供してい
かなくてはならないという課題が，常に突き
つけられているはずだからである。

この二点の問題意識をもとに，日本に先行

必要があるか。

・図書館Webサイトからe-leamingのコンテン

ツを提供しているか。提供している場合は
教員等にどのような広報を行っているか。
・e-lcarning授業を支援するにあたって，脅誌
データベースなどの二次情報データベース，

また数値や画像，各種テキストデータなど
一次情報データベース以外に，これまでと
は違うタイプのデータベースシステムやコ
ンピュータシステムを導入したか。
<`情報リテラシー教育の関連〉
・情報リテラシー教育において学内の他機関
との連携があるか。

・学生や教員が情報リテラシーを身に付ける
ことにおいて，図瞥館鼠はどのような支援
ができると思うか。

ダ・米国の大学図書館の状況はどうなってい

・図響館員が情報リテラシー教育に関わるた
めにはどのようなスキルを身につけておく
べきか。

るのか，現地の図書館員との交流の中から探

・e-learning環境は情報リテラシー教育に有効

してe-learning環境の整備が進んでいるカナ

ってみたいと思ったのが今回の視察の動機で

なものだと思うか。特に，多くの人を対象

ある。図誓館とe-Iearnmgの関連の二点目で述

として情報リテラシー教育を行う場合には

べた，図書館の情報リテラシー教育をe-1earn‐

どうか。

ing環境で提供できないかということについて
は，‘情報リテラシー教育で実際にどのような
内容を提供しているのかについても関連性が

大きいと思い，そのことも調査の項目に加え

４．各大学図轡館のe-learningへの取り組み
と情報リテラシー教育の状況

以下，訪問した順に各大学図轡館の視察報

ることにした。

告をする。

３．訪問前の準備

４１ブリティッシュ・コロンビア大学

訪問に先立ち，日本のe-leaming環境や情報

リテラシー教育の現状と訪問の目的および質
問事項を送付することにした。質問事項を要
約すると下記のようになる。

<図脅館とe-leamingの関連＞
・e-leamingは図轡館と図書館員に何らかの影
響を与えるものであると思うか。

・あなたの図脅館では，e-leaming授業に対応
する何らかのプロジェクトが立ち上がって

いるか。また，e-lcarning授業においては，

教員と図書館員とで協力している事例があ
るか。

・e-learning授業を支援するに際して，図瞥館
員はこれまでと違ったスキルを身につける

ブリティッシュ・コロンビア大学図欝館

(Universityｏ｢BritishColumbiaLibrary，以降
UBCLibrary）はカナダ国内でも２番目に大き

な研究図書館であり，約20の図瞥館・分館が
存在し，400万余冊の蔵瞥を擁している。また，
米国のARL（AssociationofResearchLibmries）
のメンバーにも名を連ねている。ＵＢＣはe‐

Ieamingコースウエア管理ツールとして北米で
利用実績の高いWebCT，)が開発された大学であ

り，図瞥館でもWebCTが情報リテラシー教育

に利用されている様子がWebページから知る
ことができたので，この大学の訪問を思い立
った。

訪問の初日には，MainLibraryにて
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lnfbrmationScrvice部''11の鐡任者であるMartha

Whitehead氏からUBCLibraryにおける情報リ
テラシー教育についての概略説明を受け，ま

たその後SimonNeame氏からMainLibra【y内に
ある情報リテラシー教育施設TlleChapman
LeamingCommonsの施設見学をさせてもらっ
た。翌日は，喪|燦に愉報リテラシー教育に

WebCTを利用しているSallyTayIor，Trish
Rosscel氏にiii会した。

ｌ）図襟館輿の身分と情報リテラシー教育，
ＦＤ支援組織

北米のほとんどの大学図鍔:鮒と同様，UBC
Libraryの|X|:ilf館貝もlX1i11:館専''１１職というだけ
でなく救興（Rlcul[y）としても位I趾づけられて

おり，UIBCLibraryｲﾔ体で約60人の１，('識fiiliil
が勅称している`，lxliWii?iしiたちは各人力;対応
できるlili('''１分,fを排ｂ，粁分1l1fのサービス対
象肴lhjげにIWj報リテラシーー教育も行っている。

教輿としての位|蝋づけゆえにＦＤ（Faculty

Development）に関係する職種として自他共に

認められており，自らが提供する情報リテラ
シー教育の内容を向上させるという意味で

ＵＢＣのＦＤ支援組織CcntrefbrTeachingmd

AcadcmicCrowth（以降TAG）のワークシヨ

写真：ThcChapmanLcarningCommonH利111瓜Ｉパ

一があり，Leadcr5inLearl1ingと呼ばれるfWl（
スタッフが常時２人配櫛さオし，利川杵の質||')｜
に対応している⑪彼ら学イヒスタッフは，ＰＣの
利ＩⅡ〃法だけではなく図社l:館が提供している
データベースなど，この場所で発生すると想
われる質ＩＨＩのほとんど全てに対応することに

なっているとのことだった。この場所はIx1瀞
館が主体となって運営し図響館のセールスポ
イントにもなっているが，前述したＴＡＧやlT
Services（コンピュータセンターのようなとこ

ろ）など学内のＦＤ支援組織や情報基盤組織も

ップにも参加しているとの話は，日本の大学
図脅館の風土から考えると非常に新鮮なこと
と思えた。ＴＡＧで開催されるワークショップ

CollaborativeParmcr7Iとして運徴に関係してい
るとのことであった。

の一つにWebCTの利用トレーニングも設けら

オンラインチュートリアル

れており，後で述べるが，実際にWcbCTを活
用している図書館員も事前にそのワークショ

ＵＢＣ全体では，約500のWebCTを利用した
授業が開講されており，図嘗館でも情報リテ

ップに参加したと話していた。

２）学びの共用地“LearningCommons

D，

MainLibjaryの玄関を入るとすぐのji脇所に，

無線で学内LANに接続されたPCが並べられて
いるThcCIMlpmallLcarningC()mmons`)と呼ばれ

る空間が広がっている（写真)。この場所では
ＩＤとパスワードさえあればほとんど制限なし
にインターネットへアクセスでき，また一般
的に必要なアプリケーションソフトが利用で

きる（無線LANの整備は全学を対象に段階的
に実現されていく計画とのことだった)。もち
ろん，図嘗館が提供しているデータベースや
電子ジャーナルなどの電子的情報リソースに
もアクセスが可能である。’1ｺ央にはカウンタ
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３）WebCTを利用した情報リテラシー教育川

ラシー教育のいくつかのコースがWcbCTを利
用して作成・提供されている。そして，図諜

館システムのメンテナンス側当スタッフ（2,
3人）が，実際に各コースをデザイン・連鴬し
ている図譜:館員たちをサポートしている。
図醤館からWebCTで提供しているコンテン
ツとしては，学生用として各専攻に特化して
いる内容のものや，図書館員が1コマを担当す

ることになっているEnglishll2（授業内容に論

文の読み方，書き方が含まれている。この類

の授業を北米では一般に“Writing，，と呼び，

専攻に関係なくほとんど全ての学部学生の基
礎科目と位置づけられている）という授業の

ために作成されたものがある。Englishll2は全

大学図桃:館研究LXVlⅡ（2003.8）

体で100クラスほどあり，フルタイム職員２人が，全て独力で作成したわけでなく，ＴａｙｌＯｒ氏
と図書館情報学科の学生アルバイト２，３人ほ（よグラッフィックを扱える同僚，RosSeel氏は
どでこなしている。アルバイト学生の雇用に図瞥館情報学科の学生アルバイトの助けを借

係る財源は，受識する学生の学部から得ていＩ)て作成したとのことだった。Taylor氏はライ

るとのことだった。フサイエンス分野を専門とする図書館員であ
WebCTを利１１Iした閃謝:館のオンラインチユるが，コンテンツを作成するにあたってはそ
一トリアルについては，その効果等を評価すの分野の教鳳と事前に打ち合わせを頻繁に行
るために教育学部の学生の応援を得て，アンい（時々はカフェテリアでコーヒーブレイク
ケート調森等を手がけ始めているとのことだをしながらということもあったそうだ）モニ
った゜ターしてもらいながら進めるなど，教員との
連携が大切であると語っていた。

４）WebCT利川の実際WebCTで図欝館のオンラインチュートリア
WebCTを利用しているTayIor1Rosseeliili氏ルを総験した学生は経験のない学生と比べて
からは，より糾体的な話を聞くことができた。何か違いがあるか，という質問をRosseel氏に
Tmyio｢氏によると，WebCTを利１１jするにあたしたところ，レファレンスデスクに持ち込ま
ってＴＡＧでトレーニングを受けた後，鍛初のれる質問が若干少なくなったのと，質問が来
コースを作成するのに２ケ月ほどかかったが，
ても専門分野に沿ったレベルの高い質問が来
過去につくったコンテンツの辮椴も濡川できるようになり，また電子メールによる質問も
るし，何よりWcbCT自体に慣れてもいるので増えたということだった。
今はそれほどかからないとのことだった（図

１）。Taylor，Rosseel氏の両方に言えることだ４.２ワシントン大学
が，彼女たち図嘗館員が主体となってチユーワシントン大学（UniversityofWashington，

トリアルコンテンツ全体をデザインしている以降ＵＷ）は，創立140年余りの歴史ある大学

‐蝿丑

--01..8Ｉ！
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図１WebCrで作成したチュートリアル事例
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大学lXIl特鮪とc-l“rnilUg

ある。ここでは，NanCyHuling1DorothySmitb

れた場所にいる質問者のディスプレイ上で示
すことができる。質問者側から見れば単に図
瞥館員に相談し回答を得るだけでなく，情報

氏からディジタルレファレンスの状況につい

収集のスキルについて図書館員と対面してい

て，次にjohnHoImcs氏から情報リテラシー教

る感覚で学ぶ機会にもなっている。またiHT白
いことに，図書館貝同士でもこのサービスを
利)#Ｉすることも結構多いそうである。Ｑ＆Ａ
Liveは開始されたばかりであり，利用者への
周知等はこれからの課題であるとのことであ

であり，UWLiblHriesは600万ＩＩＩｌの蔵轡Ⅲ２３箇
所の図轡館・図欝室から成る大規模図書館で

育のオンラインチュートリアルを提供してい
るUWillプロジェクトについて，UWLibrurics
における情報リテラシー教育の実際について

はSusanCIark，AnncZald氏から説明をうけた。

また，学部学生図轡館OdcgaardUnderg｢aduate
Library（以降ＯＵＧＬ）の情報リテラシー教育

った。

で使艸Iするコンピュータ教峯とレファレンス

で進められていたColIaborativcDigitKIl

またUWLibraTiesはQuestionPoilltu1（ＬＣ

デスク付近の兄学もさせてもらったが，僻に

lRUにrcnccScrviceS:ＣＤＲＳプロジェクトが2002

レファレンスデスクのjiMUHはＰＣだらけであ

り，ＰＣの乗っていない|Ⅲ馳机はほとんど無い
に聯し〈，’1MいてみるとＯＵＧＬだけで350台の

ｲｌｉ６１]からQucsljonl｡oiI1tとして拡大された）
にも参力'1しており，参力U・利１１Ｉするには年liIl2
T･ドル支払う必嬰がある，脚際的な図轡fMiネ

ＰＣが配li1iきれているとのことだった『,米睡|マ

ットワークを活lI1した共同ディジタルレファ

イクロソフト杣とliiルシアトルにある大学だ
けあって，ＵＷにはマイクロソフト社からＰＣ

レンス環境を，ロ館の利１Ｍ者に提供している。

等ＩＴのインフラについての寄付・寄贈が大規

トＵＷｉｌｌ

模にあるらしく，UWLibrarieSに配置されてい
るＰＣもそれが多いとのことだった。
１）ディジタルレファレンス

UWLibmriesでは，電子メールによるレファ

レンスサービスを過去１２年続けてきており，
現在は１日に60件のペースで問い合わせがあ
る。質問の内容としては，コンピュータ接続
等システム利用についての質問が多いとのこ
とだった。

新しい動きとしては，２００２年１月から

｢Q&ALive｣Ｇ１と呼ばれるサービスが開始されて
いる。これは西海岸のワシントン大学と東海

岸のコーネル大学との共同プロジェクトであ
り，双方の時差を活かしてサービス時間が朝
７時～夜９時までとなっている。このサービ

スはワシントン大学やコーネル大学の櫛成員
のためだけではなく，誰でもサービスを利用

することができる。このサービスは，図書館
員とチャットしながら，あたかも図書館員が
質問者の画面をコントロールしているような
感覚で，質問者を適切な情報源へエスコート
していくことのできるサービスである。例え

ばデータベースなどの操作方法だけでなく，

適切なキーワードの選択などについても，雛
5０

２）オンラインチユートリアルプロジェク

ＯＵＧＬ内に，ｌＴを活用したＦＤを推進するた

めの支援組織CenteTfbrTeaching,Learning＆

Technology（CTLT）がある。CTLTでは教員，
TＡ（TeachingASsiStant）および図書館員を対

象としてCatalystlnitiativeIo1と呼ばれる様々な
ワークショップが開催されているが，

CatalystWebサイトではオンラインコースウエ

ア作成ツールも提供しており，これを利用し
て図書館の情報リテラシー教育のためのプロ
ジェクトＵＷｉｌｌ１Ｉ)のコンテンツも作成されてい
る。UWjllの各コンテンッは学生の協力で作成
されており，最初のコンテンツは構想から仕
上がりまで１年半を要したとのことであった。

プロジェクトでは，各専門分野に沿ったい
くつかのテンプレートとしてのチュートリア
ルも作成しつつ，教員が授業にカスタマイズ
して取り入れたいという希望に対するコンサ
ルタントも行っている。また，どの分野にも
共通する基礎的なチュートリアルとして作成
されたRcscarchlO11鋤が，学部学生の１年生を

対象とした５０分間の図書館利用ガイダンス

(教員がリクエストした時に行われ，定例化は
していない）でも使われているとのことだっ

た。

大学図楜:館研究LXVII1（2003.8）
lIolmes氏によると，オンラインチュートリ

アルを作成するにあたっては，図瞥館資料に

ついての説明や実習にとどまらず，卒業後に

も役立つ生涯に渡って必要な幅広い．隣報リテ
ラシーを身に付けるということを最終、標に，
情報のサイクルおよび各メディアの特`性を盛
識者に理解してもらえるような内容にするこ
とを心掛けて作成しているとのことだった。

３）MyOateway
また今度の訪'１Mでは直接開くことができな
かったが，UWLibrariesのWebサイト上に利用

者が個人的にﾎﾟﾘﾉ'１できる「MyOatcway｣1$)とい
うサービスが提供されている。これは，各自

ゆろカレントアウェアネスサービスの一種と

考えることもでき，必要に応じて各自で選択
的に取り込めるようになっている（図２)。
4sハワイ大学

ハワイ大学マノア校図瞥館（Universityof
HnwaiiatManoaLibrarics，以降UHLibraries）
では，ハミルトン図轡館にてオンラインチュ

ートリアルを作成しているDavidFlynn氏に面
会した。翌日にはVickyLebbin氏による情報リ
テラシー教育授業を参観し，その後PubliC

Serviccs部門の資任者RandyHensley氏と面会

してUHLibrariesの情報リテラシー教育の方針

必饗なだけの情報源や側響餓サービスへのア

等を伺った。またその他に，元図轡館員で現

クセスを選択的にメニュー化できる，一種の

狂は剛学長補佐として遠隔教育を担当してい

個人用ポータルサイト作成の環境を提供する

るPau1aMochida氏，コミュニケーション学部

ものである。これに類するサービスのことを

一般的には「MyLibrary」と呼ぶことも多く，

でｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ授業を提供しているＤａｎ
Ｗｅｄｅｍｅｙｅｒ教授にもお話を伺うチャンスをい

米国の他の大学図響館Webサイトでも散見さ

ただいた。

れる。UWLibrariesのＭｙＧａｔｅｗａｙはⅢゲスト

］）オンラインチュートリアル

アカウントで試用することもできるので試し

UHLibrarieSの情報リテラシー教育用オンラ

てみたところ，自分でリンク集を作ることが
できるだけでなく，各分野を担当している図
書館員からその分野に必要と思われる基本的

インチュートリアルは組織的なプロジェクト

な情報サイトのリストも提供されており，し
かもそれが更新されているようである。いわ

ではなく，Flynn氏独自の努力により作成きれ
ている。私が訪問した時点では，図瞥館首脳
部の強力な支援がまだ得られていないとのこ

とだった。チュートリアル作成に取り組んで

図２MyGateway初期画面
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大学図調:鯖とe-Iearning

いる上で難しい点は，多様な学習スタイル，
受講内容やレベルを考慮する必要があること，
またチュートリアルコンテンツの作成・開発
は時間がかかること，財政而も含めて図諜館

首脳部の支援も必要，というような醤労の様
子が伺えた。

広報の手段についてはⅡ文瞥:や咽子メール

をはじめいろいろなＰＲをするようにしている

とのことで，教員からの反響も結構多く，そ
のほとんどがiij向きに受け入れてもらえてい

るし改善のアドバイスも送られて来ていると
のことだった。

UHLibraricsでは，ｉｉｉ述したＵＢＣやＵＷと違
い，コース符理作成ツールでは作成していな
い。その]Hl1Illは，コンテンツにアクセスする

ためにライセンスや繩;iiliを必饗とせず，１:１１１１
に識でもどこからでもアクセスしてほしいか
ら，とのことだった。

２）情報リテラシー教育

UHLibrariCSは，新入生を対象に３単位が図

誓館員によって授与される授業「Libraries，
Scholarship＆Technology:LIS100｣M)を開識して
いるが，これに対しＡＣＲＬ（Associationof

CoIlegcandResearchLibTarics）から2001年
InnovationinInstructionAwa】ndls)が授与された。

この授業は，図轡館員と教員が共同で行う授
業である。2002年秋の学期にもこの授業が開
講されており，迎良<Lcbbin氏の授業を参観
することができた。シラバスを見ると，「知識
の生産場所としての大学の役割，学術情報の
構成と知の成り立ち，知識の生産・普及と図
脅館の果たす役割を理解しウインターネット
を始め電子的資料も含めた多様な図瞥館資料
を使ったリサーチ方法，批判的に情報を評価
する力を身につける」ことが授業目標として
挙げられている。

2002年lnstructionLibrarianAward1｡'の受賞者.で

あり，図護館での情報リテラシー教育の重要
性について持論を交え熱心に語ってくれた。
前記のLlS100のような授業がある理由の一つ

には，UHLibra｢icsの予算が減りliiil脊館輿の数
が減ったので数多くガイダンスや講習会を実
施することが不iﾘ能になったということでも

あるらしいが，もともとI1ensley氏の持論がlXl

諜館の情報リテラシー教育は図諜館賛科を利

用するためのトレーニングをメインにするべ

きではなく，情報や知識に対する総合的な理
解を促すため，情報リテラシーの木簡とは何
かについて考える内涛を）時llMをかけて学ノヒ
に提供しなくてはいけないということだった
ので，ｌ｣ＳｌＯＯのような授業を提供する方針に

切り粋えたとのことだった。さらに彼の経験
1..から，怖報リテラシー教育のＷｉ（はc-learn‐
ingも含めて様々な手法が取られてよいもので
あり，ベストプラクティスというものは一つ

に限定されないと思う，という懲見であった。
３）c-leamingで大学が変わる
今回の視察調査で，唯一ＵＨでは図書館員以
外の方と面会する機会を得た。
Mochida氏は以前UHLibraricsのPublic

Serviccs部門の責任者をしていた（先に紹介し
たHenslcy氏の前任者）がⅡ現在は副学長補佐
として遠隔教育を担当している。なぜ図書館
員が遠隔教育を束ねるポジションに抜擢され
たのかと質問してみたところ，ハワイは島が

多く学生が冬鳥に存在しているが，その学生

たちをサポートするために図書館はILLサービ
スやテレビを利用した利用者教育などを展開

した実績があったので，それが遠隔教育と結
びつけられて考えられたからなのだろう，と
のことだった。図書館員としての感性が，大
学運営に直結し貢献している好例ではないか

過去4年間については，授業を担当した図欝
館員に受講者数により大学より資金が支払わ
れ，それを得た図書館員はこれを自己啓発の
ための研修資金にするなど，授業や図書館サ
ービスの改善を図ろ基金として利用している
とのことだった。ちなみに，ＵＨの図瞥館員は

提供している。彼はこのような授業を1o年間
提供してきた実績があるとのことだったが，
教室での対面授業よりもマネージメントが大

次にHCnslcy氏に面談したが，彼はＡＣＲＬの

学に及ぼす影響として，外国の大学の授業を

facultyの身分とのことであった。
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と感じた。

コミュニケーション学部のDanWedcmeyer

教授は，実l祭に自分の授業をc-leaming環境で

変だとのことだった。またeJearnmg環境が大

人`1::側;l「館1i)１発 LXVIll（2003.8）

自国に居ながらにして受講し単位を取得する

ことも将来起こって<おかもしれないので，

学生の獲得をめぐって大学llUの鬮際競争も発
生するかもしれない，という耐ｌｉｉ１い意凡もＭＩＩ
〈ことができた。２〔〕０２年９月からマサチュー

セッツ丁科大学（Ｍ１T）が公開しているOpcn

CoursCWarC171（ＭＩＴのほぼ全ての授業の識義
録等教材をlllii次Webサイトで公|1Mするという
蛎梁，ただし蝋紘は収得できない）の例もあ

るので，現実味がある紺だとは似った。もし，

大学|剛の国際競争が起こるようなことがあｵし

ばlx1懇:館までもその影辨を受けるだろうし，
その変化の度合いは計り知ｵLない，という感
想を狩った⑪

５．訪問を終えて（再び，図書館とe-Iearning）
ここで1Wぴ|乳１審館とe-lenrningのMM係につい
て考えてみたい。

出版物等を見る限りにおいては，日本の大
紫におけるe-learningの視点は，コース作成ツ

であることから，これが現在の図書館とeIcarningが繋がる原点であ}〕，またこれを足が

かI)に図欝館がc-learningという新しい学習環
境にある利用肴との新たな関わり方を考えて

いくきっかけになるのではないかと思う。
次に’「新たな関わり方」を考えるという意
味でe-1eamingの絆徴の一つとされるパーソナ
ライゼーシヨンという面から考えてみたい。
2.1で紹介した「eラーニング白欝2002/2003年
版」にc-leaTningの特徴がいくつか挙げられて
いるが，そのrl1で「IiMNlI挙習」と「学習者の

ｊＨ体性」が指摘されている』0)。大'学での今後の
本格的なc-lcarnjngの蝋入は，何らかのコース

繍班システムの導入が起点となって動き始め
為と恩われるが．爽際のところ，コース管理
システムでは雑本的に利川者（受識者）毎に

情報が綴珊!され，利１１１審自身も認証を経てそ
の権限にLijKじた利用をすることになるので，
利)11薪から見た場合|:|動的に自分の授業（コ
ース）傭報が設定されたWeb上の「マイ,キ

ールによるコミュニケーション機能を付加し

ャンパスポータル」環境が与えられることに

た講義録の配信やテストの実施と評価綴:理，
教務システムと連動するコース管理システム

なる。実質上，これがc-Icamingの「個別学習」

環境のポータルサイトとなり，利用者である

など，従来の教室型学習をWeb上に移行し実

学生はここを起点に毎日の学生生活を過ごす

用化するための記事がほとんどと思われる。

ことになろう。

それに対して，ナレッジ・マネジメントの

この「個別学習」環境のサポートという面

視点から，その分野の第一人者と言われる

から図書館がどのような対応ができるだろう

Rosenbe7gI鮒)によると，e-leamingは次のように

ット・テクノロジーを利用してさまざまなソ

か。各利用者は，異なるコミュニティー（学
部・学科等）に所属し，異なる興味（専攻分
野等）を持っており，当然ながら図誓館資料
(電子的なものも含めて）・図書館サービスに

リューションを提供することである｡｣w)そして

対しても個別的なニーズが存在しているはず

定義されている。「eラーニングとは，知識と
パフォーマンスを高めるために，インターネ

｢学料」ということについて，「学習」におい

であるが，現状の図瞥館のWebサイトは全利

てはインストラクションと同じく情報へのア

)１１着を想定した最大公約数的にデザインされ

クセスが必要不可欠であＩ)JOD，「学習」とは情

ているだけで，「平均化され希薄化したアクセ
スの確保がなされているにすぎない｣24》と思え

報にアクセスすることによってそれを知識に

変えることができることでもある，と表現し
ている2''。さらに情報アクセスについては，き
ちんと整理ざれ体系化された情報へアクセス
できることが学習効果を高める要因になる，
と指摘しているｍ)。

この，様々な情報を整理・体系化し情報へ
のアクセスを保証・サポートするということ
は，まさに図書館の重要な機能と重なる部分

る。情報リテラシー教育においても同様であ

り，日本では特定分野の利用者のニーズに応
えられるだけの内容が提供できていないのが
現状である。

このことに関する図書館の新しい動きとし

て，「MyLibrary」を挙げておきたい。これは

利用者個人でカスタマイズ可能な図書館ポー

タル提供サービスであり，完全対応とは言え
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Gatewayがそれに該当する。MyLibraryなど図

あろう。そうなると，fiitも学習に適した場と
しては図譜鰭がクローズアップされてくるに
違いない。なぜなら，図書館は誰でも利用可

懲館ポータルの中に，文献データベースやそ

能な共用地でありながら個別利)'１（学習）が

の他ネットワーク.上の学術情報資源，髄子化

可能であり，ざらに学ｊｉＷに必喪な学術浅科へ
のアクセスが手近で１１１能である上に，またそ

ないものの，個別学習環境を意識した対応モ
デルの一つと思われる。４．２３)で述べたMy

した資料も含むコースリザーブ夢'，,情報リテラ
シー教育ハリコンテンッ等へのアクセス，ディ

ジタルレファレンス蝋境を，利ｌｉＩ督旧らが各

の利ﾉ'1をＩⅡ別にサポートしてくれるlXI1Ii:館職

人の学習スタイルやニーズに合わせて日１１｣に

蜘もいるからである。c-Icarningがきっかけと
なって学４kが図轡館に集まり始め，読替や調

デザインできることによって，利川者と図轡
館職鳳との個別的で双方向のコミュニケーシ

べものだけの図欝館から実質的な学習の粉と
しての図瀞館へと，画的な変化も期待できる

ョン環境の実現に－歩近づくことになり，ま
ぎに「私だけの図濟館」の形が見えてくるの
では旗いかと思われる伽

そして，｜乳ｌｌＩＩ：館ポータルが{lillIlI学制M蝋境に

九1．応１－ることがIlJ能になｵしばマイ・キャンバ

スポータルとの雛ｲｬ性が取りや-1-〈なり，例
えばマイ・キャンバスポータルとlXliM;館ポー

かもしれない扇UBCLibraricsのTheChapman

LcamingCommonsで見た，多くのﾀﾞﾂ:生がＰＣに
1【Ⅲかっている光餓も，そjlしを予懸させるもの
であった。またさらに，先に上げた「マイ・

キャンバスポータル｜とMyLihriRryのシステ
ム(I9な迎M1が強化されるようになると，ｌＸｌｌＩ１：
iMiが〕〕l拠り)ﾀﾞﾃﾞ:習の場として定端することと１１

タル'1Mのワンストップサービスがり苦現さオしる

まって，Ｗｃｂｌ:にある「マイ・キャンパスポ

漆ど，利川者と図轡館のさらに近くて新しい
関係が生じると予想される。このようなマ

ータル」という仮想空１Ｍにおいてさえも，各
人が「MyLibraJy」の１１１に仮想的なデスクと授
業ノートを持ち，各授業の受講を含め「大栄

イ・キャンパスポータルと図響館ポータルの

連携に向けての模索は，ＵＢＣの‘QmyUBC
PortaIProject''2`'の中でその一例が見られる。

生活における知的な時間はMyLibraryで過ご
す」という，新しい図嘗館利用スタイルの出

myUBCPmtaIPTQjectは，ＵＢＣ全学:で取り組ん
でいる２１世紀志向の大学情報化戦略，，ｅ‐

現も期待できる。

Strategyinitiativc”の中の１プロジェクトであ

進んでも図書館に期待されている「学習する
場を提供し，学ぶ人を支える」という本来的
な役割は変化することはないが，それを遂行

り，このプロジェクトに図欝館から“Library
News,い`LibraryOverdues"."myLibraryEjour‐

助als"，“ｍｙLibra『yIndexcsandDatabascso,の４
つが開発チャネルとして参加している。UBC

Libmries鬮身もmyUBCPortaIPrQjectに参加す
ることを「研先・教育を促進し支援する」事
業と位徽づけ』'１，図譜館とマイ・キャンパスポ
ータルとの接点を保っている｡

今後さらにc-Icaming珊境の踏術が進むにつ
れ，「マイ・キャンバスポータル」を起点にし
た教室での対面教育に依らずに単位を取得す
る傾向も，遠隔教育に限らずオンキャンパス

においても強まって行くことが予想に難くな
い。当然，教室での対面教育が無くなるわけ
ではないと思われるが，今後予想される学内

のＬＡＮ接続エリアの整備・拡充と連動し，教

室以外の場所で学習するスタイルも増えるで
5４

こう考えて行くと，c-learning環境の整備が

していくための自然の成り行きとして図響館

の機能は変化・拡張されることになり，結果
として図書館は新しい学術情報環境を提供し
ていく必要が生じ，｜jZl講館職員は変化する雛
術情報環境に適応し続けていかなくてはなら

ないと言える。「e-lcamingが|叉|轡館や図書館職

風の役割に変化をもたらすか」という私の'1Ｍ

いに対して，UHLjbmriesのFlynn氏が答えて

くれた次の言葉が，そのことを裏付けてくれ

る。「図書館学のいくつかの領域はe-leammg環

境による何らかの影響を受けるだろうが，図
書館員の役割が変化するのでは全くない。図

書館員の機能が幅広くなって来ており，それ

に伴って図書館員は新しいツールや技術に適
応すべきだが，大学コミュニティーの情報.

大学図轡鮪研究ＬＸＶＩＩＩ（20038）

研究のニーズをサポートするという役割は，
依然として変わらない｡」
現在ロ本の大学でe-leaming導入にli1けての
牽引役はコンピュータやネットワーク等いわ
ゆるインフラ提供組織である情報処理センタ

の思想を背景に図書館運営の戦略という観点
から他組織との共同事業も含めたサービス拡

張や新たなサービスの創造という彼らの積極
的な姿勢が，結果として日本の状況との違い
を生じさせているのではないかと感じた。こ

ーや，工学部を'１１心にした教員組織である。
しかしこれまで述べてきたことを考え合わせ
て行くと，図書館も情報リテラシー教育用の

想戦略プラン,,FurtheringLearningand

インストラクション（またはトレーニング）

StratcgicPlan200O-2003卯瓢)の「評価項目」の中

{Ⅱコンテンツを提供するだけではなく，ｅ‐

で「共同（collaboration)」を項目に挙げ，「大

１６３ｍing環境の特性を活かした，新しい「学び

学の他部局および教員との協力関係を築く」

の環境」の創造に参miiできる可能'性を現段附
においても十分に持ち合わせている，という
ことが静えるのではないだろうか。

のことは，UBCLibrariesが掲げている将来構
Research：ＩｍｐＩｅｍｅｎｔｉｎｇｔｈｅＵＢＣＬｉｂｒａｒｙ，s

と明記されていることからも読み取れる。そ

してカナダ・米国の図書館員たちのmisSionと

いうことについては，彼らの多くの大学図書
館Webサイトで掲載されているmissioI1の表明

６．おわりに

日本の大学教育において，e-learning環境の
活用についての取り組みはまだ緒に就いたと
ころであり，ましてやe-1eaming環境への取り
組みを打ち出している大学においても図書館
がその推進の一翼を担う組織として位置づけ
られているところは数少ない。「数少ない大学」

とは，学内の情報基盤を整備する目的で`情報
処理センター等と図書館が融合した（もしく

(missionstalBment）やそれに基づく目標・評価
基準の設定，アクションプランなどを図書館
の外部に公開すること，またそれと同時に図

書館の活動指針としてそれらを図瞥館内部に
も明らかな形で示すことによって，組織全体
で実効あるものとして実現していくという
｢文化」も，ナレッジ、マネジメントに関する
感性と共に，図書館員たち自らのmissionにつ
いての考え方や行動の基盤になっているであ

クシヨップにいち早く参加するなど，従来は

ろうことは，容易に想像できる劫。
最後に，今後図書館の担う教育的機能とし
て認められつつある情報リテラシー教育にお
いては，図書館は今後e-1eaming環境の整備・
進展も意識することが求められるのではない
かと思われる。なぜなら，テクノロジーの進

なかったe-leaming環境を自分たちの職務の中

展による多彩なコミュニケーションメディア

のか。その理由としては，カナダ・米国の図
書館員のモチベーションが，教員の教育面に
おけるmissionと極めて似ているということに

に高めたとも言えるが，e-Iearningという学習
環境はまさしく「進展し続けるテクノロジー」
を基盤としており，従ってそれにうまく適応

は一部だけが融合した）大学である。それだ
け，現状では図瞥館とe-Ieamingを結びつけて
考えることが難しい状況と思われる。

しかし今回訪問した図響館の図瞥館員たち

は，学内のＦＤ支援組織のe-learning関連ワー

に穂極的に取り込んでいたが，それはなぜな

の出現が'情報リテラシー教育の重要性をさら

由来するのではないかと思われる。確かに，

するには前提として相応の情報リテラシーが

カナダ・米国の図書館員たちのほとんどが教
員に相当する身分であるという点で，日本と
の制度的な相違があることは事実である。し
かし双方の相違の原点はそれだけでなく，変
化していく教育や研究環境に連動し，それに
直結したサービスを提供し続けることで，図
書館や図書館員の存在理由が確実に表明でき
ることを彼らがはっきりと自覚しており，そ

必要だからである。

本稿はe-leamingという図嘗館にとっても新

しい分野を扱っていることもあり，筆者の勉
強不足から論理展開の拙い点はお許しいただ
くとともに，図瞥館界に限らず同様のテーマ
に関心をお持ちの方々にもご教示をいただけ
たら幸いである。
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謝辞

（３）’2002,ｐｐ卜３．［参照２()03.7.31］（ＵＲＬ

はじめに今回の視察調査の機会を与えてく

ださった国立大学図書館協議会に感謝申し上
げる。それから，準備段階から現地での調査

までTomokoOoto（UBC)，AnncZald，Keiko
Yokota-Cartor（以上０Ｗ)，ＴｏｋｉｋｏＹＢ風zzeIl
（011）各氏から多岐に渡る適切なサポートを

得ることができた。本文では紹介できなかっ

たが，現地でElcanorYucn，KathyHornby（以

上UBC)，BethTillinghast（UH）各氏からも意
義深いお話を伺うことができた。また，琉球
大学法文学部の欝納青江助教授，石川隆士助
教授からも多大な援助をいただいた。各位の

ご庫意に対し感謝･の葱を表したい。そして，

琉球大l1jf:附嘱|叉職:jWilllilll，特に入学|jj(|:ili;fiqiと
c-Icarj1ingについて共に学んできたシステム符

却係，樋`/･悩報係のメンバーに感謝１１'し|:げ
る。

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ」ib・washingtolLeduAlboul/Iibdirec．
［ion部ldsprO2-wchpdf）

９）ＯＣＬＣOnIjncComputcrLibraryCcntcr,Ｉｍｃ
“QucstionPointCoⅡabomtiveRc化にnccScwjce”

［参照2003.4｣l］（URLhttp:"wwwKlucstion-

poinLoTg/indUxbtml）

１０）EducationalTechnologyDeveIopmcntGroup
“QItalyst，,［参照2003.4」]］（ＵＲＬhttp:/／
catalysLwashingtonBdu/home｣ltml）

１１）UniversityofWashingtonlnlbrmationLiにracy
Lcamjng“ＵＷＩＩＬｐａｇ“，，［参MMZ003.4.11］
（ＵＲＬｈはp:"www｣ibwnshinglDn､cdu/uwlⅡ/）

’2）UniwBrsityo｢WasllingtonInlbrm狐ionLitcrmcy
L“rning“Ｒじ“archlOl-Homc'，［参11《（

２()()3.4」l］（URLllttP:"www｣ibWaSIIingt()n．

cdu/UwiⅡ/rcScnl℃l】101/）

１J）University()「Ｗ(lsllingtoil“ＵＷ１ｊｂ｢arics:Ｍｙ
Ｃａｔｃｗ岬Pntr〔)nLogini,［参照2003.4」１１

（ＵＲＬｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ・lib・washingIon・cdu／

rcsou沁巳/Cu5tom/dcfHulLasp）
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Z，）ここで言うmisSionは「社会的」「説明資任」
等のニュアンスが含まれており，日本語の
「使命」では表現しきれないのではないかとい
う私見から，敢えて区別した（日本でも近ｲ|：
ビジネスの分野において「ミッション」とい

われる)。今回の視察調査の過程でmissionを

めぐる「文化｣，つまりmjssimIを追求し，そ

れを内外に公開・説明し，さらに実現・実
行・評価するというプロセスから，カナダ・
米国の大学図譜館風（欄）および大学図響館
(組織）のモチベーションにふれることができ
たのも，今１１mの視察調森全体を通しての意外
な収稚であった。
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