
私立大学図書館協会

国際図書館協力委員会

委員長

 

 

 

目  次

 

  はじめに

 訪問先と日程

 ① 

 ② 

  ③ 

  ④ 

  ⑤ 

  ⑥ 

  おわりに

 謝辞

参考・資料

私立大学図書館協会

国際図書館協力委員会

委員長 稲垣 智成

2018

― ニューオリンズ・ヒューストン

次 

はじめに----------------------------------------------------------------

訪問先と日程----------------------------------------------------------------

 ALA 2018 Annual Conference and 

 Loyola University Monroe Library 

 Tulane University Howard

 Houston University Alfred R. Neumann Library

（ヒューストン大学クリアレイク校アルフレッド

 Lonestar University Library

 Rice University Fondren Library 

わりに-------------------------------------------------------------------------

謝辞-------------------------------------------------------------------------------

参考・資料--------------------------

私立大学図書館協会 

国際図書館協力委員会 

智成 様 

2018 年度私立大学図書館協会海外認定研修（

ニューオリンズ・ヒューストン

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

ALA 2018 Annual Conference and 

ola University Monroe Library 

Tulane University Howard

Houston University Alfred R. Neumann Library

（ヒューストン大学クリアレイク校アルフレッド

Lonestar University Library

ce University Fondren Library 

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------

年度私立大学図書館協会海外認定研修（

ニューオリンズ・ヒューストン

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

ALA 2018 Annual Conference and 

ola University Monroe Library 

Tulane University Howard-Tilton Memorial Library

（テュレーン大学ハワード

Houston University Alfred R. Neumann Library

（ヒューストン大学クリアレイク校アルフレッド

Lonestar University Library（ローンスターカレッジ図書館）

ce University Fondren Library 

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

 

年度私立大学図書館協会海外認定研修（

ニューオリンズ・ヒューストン 学修支援

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

ALA 2018 Annual Conference and Exhibition

ola University Monroe Library (ロヨラ大学

Tilton Memorial Library

（テュレーン大学ハワード

Houston University Alfred R. Neumann Library

（ヒューストン大学クリアレイク校アルフレッド

（ローンスターカレッジ図書館）

ce University Fondren Library （ライス大学フォンドレン図書館）

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------

年度私立大学図書館協会海外認定研修（

学修支援サービスを中心に

大正大学

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Exhibition（ALA 年次総会）

ロヨラ大学モンロー図書館

Tilton Memorial Library 

（テュレーン大学ハワード-ティルトン

Houston University Alfred R. Neumann Library 

（ヒューストン大学クリアレイク校アルフレッド

（ローンスターカレッジ図書館）

（ライス大学フォンドレン図書館）

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

2018

年度私立大学図書館協会海外認定研修（B）報告書

サービスを中心に

大正大学 学術推進部

-------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

年次総会）-------------

モンロー図書館)-----------------

ティルトン メモリアル図書館）

（ヒューストン大学クリアレイク校アルフレッド R ノイマン図書館）

（ローンスターカレッジ図書館）----------------------

（ライス大学フォンドレン図書館）

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------

2018 年 7 月

）報告書 

サービスを中心に ― 

学術推進部 図書情報課

山口

-------------------------------------

-------------------------------

----------------------

----------------------

メモリアル図書館）

ノイマン図書館）

----------------------

（ライス大学フォンドレン図書館）---------------

---------------------------

-----------------------------

---------------------------------------

月 17 日 

 

 

図書情報課 

山口 諒 

--------  

--------- 

----- 

--------- 

メモリアル図書館）-- 

ノイマン図書館）--- 

--- 

--------------- 

--------------------------- 

----------------------------- 

--------

１ 

１ 
 

２ 

３    

４   
 

５ 
  

７ 

８ 

９ 

９ 

９ 



はじめに

周知のと

いては日本に比べて数十年先を進んでい

大学図書館も同様であり、図書館の機能や

所属するライブラリア

ションの高さ、周囲の認知の高さも

り高い水準を保っている。

職の大正大学附属図書館において

修支援の場として

考として、また、知見を広げるべく研修に

参加した。

館を訪問したが、大学図書館の利用者サー

ビスを

 

訪問先

研修名：

ューオリンズ・ヒューストン）

日程：

訪問先：

 

   

 

・ALA 2018 Annual Conference and 

Exhibition

・International Relations Round Tab

・Rosa F.

Center 

・New Orleans Public Library

・Loyola University 

(ロヨラ大学

・Tulane University Howard

Memorial Library

ワード

 

 

めに 

周知のとおり、アメリカの高等教育にお

いては日本に比べて数十年先を進んでい

大学図書館も同様であり、図書館の機能や

所属するライブラリア

ションの高さ、周囲の認知の高さも

高い水準を保っている。

職の大正大学附属図書館において

修支援の場として

考として、また、知見を広げるべく研修に

参加した。研修では公共図書館と大学図書

訪問したが、大学図書館の利用者サー

ビスを中心に報告書の記載を行う。

訪問先と日程 

研修名：「ALA・米国図書館研修

ューオリンズ・ヒューストン）
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Tulane University Howard

Memorial Library

ワード-ティルトン

おり、アメリカの高等教育にお

いては日本に比べて数十年先を進んでい

大学図書館も同様であり、図書館の機能や

所属するライブラリアンの役割

ションの高さ、周囲の認知の高さも

高い水準を保っている。今回は、

職の大正大学附属図書館において

修支援の場としての新図書館

考として、また、知見を広げるべく研修に

研修では公共図書館と大学図書

訪問したが、大学図書館の利用者サー

中心に報告書の記載を行う。

・米国図書館研修

ューオリンズ・ヒューストン）
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ALA 2018 Annual Conference and 

ALA 年次総会）
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Memorial Library（テュレーン大学

ティルトン メモリアル

おり、アメリカの高等教育にお

いては日本に比べて数十年先を進んでい

大学図書館も同様であり、図書館の機能や

の役割、モチベー

ションの高さ、周囲の認知の高さも日本

今回は、筆者奉

職の大正大学附属図書館において新たな

の新図書館建設予定の参

考として、また、知見を広げるべく研修に

研修では公共図書館と大学図書

訪問したが、大学図書館の利用者サー

中心に報告書の記載を行う。 

・米国図書館研修 2018 （ニ
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・Breaking Down Barriers: 

Serving the First

in

（バリアを壊す：第

て今日の学術図書館）

第 1

学生）

書館の学修支援の立場からどのようなアプ

ローチができるのかといった、アメリカな

らではのセッションである。

ては教科書等の無料公開がメインである。

近年はワークショップの開催

象の学生のみではなく

促すことで

いるとのことであった。

 

 

 

 

 

2 つ目の

・Motivating Library Learners: 

Three Theories to Enhance Teaching

（動機づける図書館学習者：教育を強化す

る

ALA 2018 Annual Conference and 
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月 24 日に ALA(American Library

Association)年次総会に

Session や企業の出展ブース

参加した Meeting Session

Breaking Down Barriers: 

Serving the First

in Today’s Academic Library.

（バリアを壊す：第

て今日の学術図書館）

1 世代（両親共に大学へ進学しなかった

学生）の所得格差等に起こる学習の差を図

書館の学修支援の立場からどのようなアプ

ローチができるのかといった、アメリカな

らではのセッションである。
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はワークショップの開催

象の学生のみではなく

促すことで、“共に学

いるとのことであった。
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Motivating Library Learners: 

Three Theories to Enhance Teaching

（動機づける図書館学習者：教育を強化す

る 3 つの理論）

ALA 2018 Annual Conference and 

（ALA 年次総会）

ALA(American Library

年次総会に出席

企業の出展ブース

Meeting Session は以下である。

Breaking Down Barriers: 

Serving the First-Generation Student 

Today’s Academic Library.

（バリアを壊す：第 1 世代の学生に向け

て今日の学術図書館） 

世代（両親共に大学へ進学しなかった

の所得格差等に起こる学習の差を図

書館の学修支援の立場からどのようなアプ

ローチができるのかといった、アメリカな

らではのセッションである。

ては教科書等の無料公開がメインである。

はワークショップの開催

象の学生のみではなくその保護者の参加

共に学ぶ環境作り

いるとのことであった。 

Session 

Motivating Library Learners: 

Three Theories to Enhance Teaching

（動機づける図書館学習者：教育を強化す

つの理論） 
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Generation Student 
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書館の学修支援の立場からどのようなアプ

ローチができるのかといった、アメリカな

らではのセッションである。支援事例とし
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し、対

保護者の参加も
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では、図書館利用者のモチベーションを高

める取り組みに必要な

モデル理論の紹介と展開、それを用いた

の展開であった。

ル（※

自信

提唱やモンロー式説得法（

Motivated Sequence

館でのガイダンス等に当てはめてどのよう

に利用者サービスを行なっていくかが論点

である。こちらは、日米に限らずどの大学

図書館においても大きな課題として取り組

み、実践すべき内容であった。
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出展ブースやポスター

でおり、
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なっており、世界のライブラリアン

な取り組みを学ぶ貴重な機会であった
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では、図書館利用者のモチベーションを高

める取り組みに必要な

モデル理論の紹介と展開、それを用いた

の展開であった。

（※1（注意 Attention

自信 Confidence

提唱やモンロー式説得法（

Motivated Sequence

館でのガイダンス等に当てはめてどのよう

に利用者サービスを行なっていくかが論点
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図書館においても大きな課題として取り組

み、実践すべき内容であった。

 

 

 

 

 

Session の他には、各企業や出版社による

出展ブースやポスター

でおり、書籍や商品・サー

けながら自由に見ることができるエリアと

っており、世界のライブラリアン

な取り組みを学ぶ貴重な機会であった

―――――――――――――――――

1 

『教育工学事典』

では、図書館利用者のモチベーションを高

める取り組みに必要な 3 つの理論として、

モデル理論の紹介と展開、それを用いた

の展開であった。事例としては

Attention・関連

Confidence・満足感 Satisfaction

提唱やモンロー式説得法（

Motivated Sequence）の紹介とそれを図書

館でのガイダンス等に当てはめてどのよう

に利用者サービスを行なっていくかが論点

である。こちらは、日米に限らずどの大学

図書館においても大きな課題として取り組

み、実践すべき内容であった。

の他には、各企業や出版社による

出展ブースやポスターSession

書籍や商品・サー
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っており、世界のライブラリアン
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『教育工学事典』：日本教育工学会
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み、実践すべき内容であった。 
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書籍や商品・サービスの説明を受
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な取り組みを学ぶ貴重な機会であった
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ツ＆サイエンス・音楽・美術等であり、準

じた資料を所蔵

みは情報リテラシー教育

「First year seminar

を行い、

果はガイダンス

に活かすことで、

 

 

 

 

 

 

 

 

Loyola University Monroe Library 

ロヨラ大学ニューオリンズ校モンロー図書館）

ロヨラ大学モンロー図書館は、

書館機能と新技術を導入した図書館となっ

ており、日々、学生・教職員へ向けてサー

ビス向上を図り、米国の美しい大学図書館

ベスト 25 にもランクインしている。

【雪の結晶をイメージした閲覧席】

大学の学問分野は

ツ＆サイエンス・音楽・美術等であり、準

じた資料を所蔵し

情報リテラシー教育

First year seminar

を行い、学期末にはテストを実施

ガイダンス内容・方法・場所等

活かすことで、

Loyola University Monroe Library 

ロヨラ大学ニューオリンズ校モンロー図書館）

ロヨラ大学モンロー図書館は、

書館機能と新技術を導入した図書館となっ

日々、学生・教職員へ向けてサー

ビス向上を図り、米国の美しい大学図書館

にもランクインしている。

【雪の結晶をイメージした閲覧席】

大学の学問分野は法学・ビジネス・アー

ツ＆サイエンス・音楽・美術等であり、準

している。特化した

情報リテラシー教育で、

First year seminar」として必修科目
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は大学内へのポスターや

行い、多くの学生

効果を見込めた

「セラピードッグ」は好評もあって、図書

館入口の名称のところにも犬の絵をつけて

いる。（左上

                       

 

 

席や個別ブース等の空間作りも工夫してい

た。

て利用者に判別しやすい表示に、とても効

果的であったとの

 

【フロアマップ

と表示

 

閲覧スペース 

5 

 

 

 

 

 

【入口のオープンクエスチョン】

(2)イベント：従来のガイダンスや情報リテ

ラシー教育の授業とは別に主催イベントを

実施している。紹介例としては、

ドッグ」や「食べられる本」

や風景を食べ物で表現し、図書館で発表の

後、参加者で食べるイベント）

ベントであった。これらは、普段の利用者

にだけでなく、図書館にあまり来ない学生

への PR としても行なっており、開催告知

は大学内へのポスターや

行い、多くの学生

効果を見込めた

「セラピードッグ」は好評もあって、図書

館入口の名称のところにも犬の絵をつけて

いる。（左上 1

                        

 

 

【イベント「食べられる本」紹介】

(3)空間：多様な学生のニーズため

席や個別ブース等の空間作りも工夫してい

た。各フロアは色で私語可・不可を区別し

て利用者に判別しやすい表示に、とても効

果的であったとの

フロアマップ 

と表示⇒】 

【入口のオープンクエスチョン】

イベント：従来のガイダンスや情報リテ

ラシー教育の授業とは別に主催イベントを

実施している。紹介例としては、

食べられる本」

や風景を食べ物で表現し、図書館で発表の

後、参加者で食べるイベント）

ベントであった。これらは、普段の利用者

にだけでなく、図書館にあまり来ない学生

としても行なっており、開催告知

は大学内へのポスターや SNS

行い、多くの学生や熱心な学生

効果を見込めたとのことであった

「セラピードッグ」は好評もあって、図書

館入口の名称のところにも犬の絵をつけて

1 枚目の写真参照）

【イベント「食べられる本」紹介】

空間：多様な学生のニーズため

席や個別ブース等の空間作りも工夫してい

各フロアは色で私語可・不可を区別し

て利用者に判別しやすい表示に、とても効

果的であったとのことであった。

 

【入口のオープンクエスチョン】 

イベント：従来のガイダンスや情報リテ

ラシー教育の授業とは別に主催イベントを

実施している。紹介例としては、「セラピー

食べられる本」（本の中の描写

や風景を食べ物で表現し、図書館で発表の

後、参加者で食べるイベント）と称したイ

ベントであった。これらは、普段の利用者

にだけでなく、図書館にあまり来ない学生

としても行なっており、開催告知

SNS にて周知を

熱心な学生が参加し、

とのことであった。また、

「セラピードッグ」は好評もあって、図書

館入口の名称のところにも犬の絵をつけて

枚目の写真参照） 

【イベント「食べられる本」紹介】

空間：多様な学生のニーズため、

席や個別ブース等の空間作りも工夫してい

各フロアは色で私語可・不可を区別し

て利用者に判別しやすい表示に、とても効

であった。 

イベント：従来のガイダンスや情報リテ

ラシー教育の授業とは別に主催イベントを

「セラピー

（本の中の描写

や風景を食べ物で表現し、図書館で発表の

と称したイ

ベントであった。これらは、普段の利用者

にだけでなく、図書館にあまり来ない学生

としても行なっており、開催告知

にて周知を

が参加し、

また、

「セラピードッグ」は好評もあって、図書

館入口の名称のところにも犬の絵をつけて

【イベント「食べられる本」紹介】 

、閲覧

席や個別ブース等の空間作りも工夫してい

各フロアは色で私語可・不可を区別し

て利用者に判別しやすい表示に、とても効



             

               

 

 

【グループ学習ブース

 

            

             

                   

---------------------------------------------------------

このような空間作りの中で日本にはない

特色として、

ことから、小さい子供を連れて一緒に図書

館が利用できるように

を「EASY BOOKS

ここは

学・教職課程を目指す学生向けとしても機

能しており、

 

 

 

 

 

 展示・イベント・空間の以外

への情報リテラシー教育の授業に力を入れ

ており、終了後には

ククイズを実施し、理解度を図るとともに

次回への改善点として明確にしている。実

施クイズは各データベースごとに

り、ガイダンス内容に応じて

Web

るとのことであった。また、

文の書き方・投稿の仕方の

リポジトリの充実化へとつなげ

としての更なる向上を図るとのこと。

             

               

【グループ学習ブース

            

             

                   

---------------------------------------------------------

このような空間作りの中で日本にはない

特色として、アメリカは

ことから、小さい子供を連れて一緒に図書

館が利用できるように

EASY BOOKS

は上記のような学生だけでなく、教育

学・教職課程を目指す学生向けとしても機

能しており、複数の役割を果たしている。

 

 

 

展示・イベント・空間の以外

への情報リテラシー教育の授業に力を入れ

ており、終了後には

ククイズを実施し、理解度を図るとともに

次回への改善点として明確にしている。実

施クイズは各データベースごとに

り、ガイダンス内容に応じて

Web クイズにより理解度は年々上がってい

るとのことであった。また、

文の書き方・投稿の仕方の

リポジトリの充実化へとつなげ

としての更なる向上を図るとのこと。

              

【グループ学習ブース

                

【グループ学習ブース②】 

            【クレジットカード式の

             スターバックスコーヒー

                   

---------------------------------------------------------

このような空間作りの中で日本にはない

アメリカは社会人学生が多い

ことから、小さい子供を連れて一緒に図書

館が利用できるようにと児童書のコーナー

EASY BOOKS」として設けている。

上記のような学生だけでなく、教育

学・教職課程を目指す学生向けとしても機

複数の役割を果たしている。

展示・イベント・空間の以外

への情報リテラシー教育の授業に力を入れ

ており、終了後には Web 上でフィードバッ

ククイズを実施し、理解度を図るとともに

次回への改善点として明確にしている。実

施クイズは各データベースごとに

り、ガイダンス内容に応じて

クイズにより理解度は年々上がってい

るとのことであった。また、

文の書き方・投稿の仕方の講座を

リポジトリの充実化へとつなげ

としての更なる向上を図るとのこと。

【グループ学習ブース

【クレジットカード式の

スターバックスコーヒー

                   自動販売機】

---------------------------------------------------------

このような空間作りの中で日本にはない

社会人学生が多い

ことから、小さい子供を連れて一緒に図書

児童書のコーナー

」として設けている。

上記のような学生だけでなく、教育

学・教職課程を目指す学生向けとしても機

複数の役割を果たしている。

展示・イベント・空間の以外にも新入生

への情報リテラシー教育の授業に力を入れ

上でフィードバッ

ククイズを実施し、理解度を図るとともに

次回への改善点として明確にしている。実

施クイズは各データベースごとに準備があ

り、ガイダンス内容に応じて行った結果、

クイズにより理解度は年々上がってい

るとのことであった。また、教員向けに論

講座を実施し

リポジトリの充実化へとつなげ、研究機関

としての更なる向上を図るとのこと。 

 

【グループ学習ブース①】 

【クレジットカード式の 

スターバックスコーヒー 

自動販売機】

--------------------------------------------------------- 

このような空間作りの中で日本にはない

社会人学生が多い

ことから、小さい子供を連れて一緒に図書

児童書のコーナー

」として設けている。

上記のような学生だけでなく、教育

学・教職課程を目指す学生向けとしても機

複数の役割を果たしている。 

新入生

への情報リテラシー教育の授業に力を入れ

上でフィードバッ

ククイズを実施し、理解度を図るとともに

次回への改善点として明確にしている。実

準備があ

った結果、

クイズにより理解度は年々上がってい

教員向けに論

実施し、

研究機関

 

NASA

1989

NASA

専門のライブラリアン

NASA

レファレンスや資料提供のハブとして機能

している機関である。

NASA

れる環境を作りたいとの申し出から始まり

現在へ至っている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このようにヒューストン大学クリ

アレイク校

図書館では、

ス向上に力を入れ

NASA

日々

 

参考：ヒューストン大学クリアレイク校図

書館
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NASA との連携

1989 年より

NASA 関連資料のアーカイブスを設立し、

専門のライブラリアン

NASA を始めとした

レファレンスや資料提供のハブとして機能

している機関である。

NASA の所属員たち

れる環境を作りたいとの申し出から始まり

現在へ至っている。

このようにヒューストン大学クリ

アレイク校アルフレッド

図書館では、利用者への閲覧環境・サービ

ス向上に力を入れ

NASA 提携大学として重要な

日々発展する大学図書館であった。

参考：ヒューストン大学クリアレイク校図

書館 HP https://www.uhcl.edu/library/

との連携 

年より NASA との提携により、

関連資料のアーカイブスを設立し、

専門のライブラリアンの配置

とした全世界の研究者からの

レファレンスや資料提供のハブとして機能

している機関である。設立のきっかけは

の所属員たちが大学の授業を

れる環境を作りたいとの申し出から始まり

現在へ至っている。 

このようにヒューストン大学クリ

アルフレッド R

利用者への閲覧環境・サービ

ス向上に力を入れながら、

提携大学として重要な

発展する大学図書館であった。

参考：ヒューストン大学クリアレイク校図

https://www.uhcl.edu/library/

との提携により、

関連資料のアーカイブスを設立し、

配置によって

全世界の研究者からの

レファレンスや資料提供のハブとして機能

設立のきっかけは

大学の授業を受けら

れる環境を作りたいとの申し出から始まり

このようにヒューストン大学クリ

R ノイマン

利用者への閲覧環境・サービ

、知の宝庫として、

提携大学として重要な役割を担って

発展する大学図書館であった。 

参考：ヒューストン大学クリアレイク校図

https://www.uhcl.edu/library/

との提携により、

関連資料のアーカイブスを設立し、

によって

全世界の研究者からの

レファレンスや資料提供のハブとして機能

設立のきっかけは

受けら

れる環境を作りたいとの申し出から始まり、

利用者への閲覧環境・サービ

として、

役割を担って

 

参考：ヒューストン大学クリアレイク校図

https://www.uhcl.edu/library/ 



 ⑤  

（ローンスターカレッジ図書館）

 

 

 

 

 

 ローンスターカレッジは公立の

学であり、地域に向けて教育を提供するコ

ミュニティ・カレッジとして運営し

また、

編入する

特徴は

学図書館が複合した

る。ここは大学図書館に後から複合ではな

く、初めから

って開館しており、サービスも学生・教職

員と一般利用で差はない。

        

        

                 

Joint Library

分野が幅広く取りそろえられる

（例：児童書・アニメ・マンガなど）

書コーナーは扉で仕切りをつけ、話ができ

るようにしているほか、

トや大学教員

スラーニングの場として、一般利用者と大

学利用者の

 

 

 

【児童書スペース】

☆や♪の紙に参加者が名前を書いて修了を示している。

 Lonestar University Library

（ローンスターカレッジ図書館）

ローンスターカレッジは公立の

学であり、地域に向けて教育を提供するコ

ミュニティ・カレッジとして運営し

また、卒業後は 89

編入するという。この大学図書館の最大の

特徴は、2003 年に

学図書館が複合した

ここは大学図書館に後から複合ではな

く、初めから Joint

って開館しており、サービスも学生・教職

員と一般利用で差はない。

        

        

                 

Joint Library のメリットは、所蔵資料の

分野が幅広く取りそろえられる

（例：児童書・アニメ・マンガなど）

書コーナーは扉で仕切りをつけ、話ができ

るようにしているほか、

大学教員・教育学部学生によるサービ

スラーニングの場として、一般利用者と大

学利用者の交流を設けている。

【児童書スペース】児童プログラム受講後は壁に

☆や♪の紙に参加者が名前を書いて修了を示している。

Lonestar University Library

（ローンスターカレッジ図書館）

ローンスターカレッジは公立の

学であり、地域に向けて教育を提供するコ

ミュニティ・カレッジとして運営し

89％の学生が

。この大学図書館の最大の

年にハリス群公共図書館

学図書館が複合した“Joint Library

ここは大学図書館に後から複合ではな

Joint でとのコンセプトを持

って開館しており、サービスも学生・教職

員と一般利用で差はない。 

        （例：ILL

        【←ILL 受け取り

                 (申請者の名前の

イニシャル

置いてある

のメリットは、所蔵資料の

分野が幅広く取りそろえられる

（例：児童書・アニメ・マンガなど）

書コーナーは扉で仕切りをつけ、話ができ

るようにしているほか、図書館主催イベン

教育学部学生によるサービ

スラーニングの場として、一般利用者と大

交流を設けている。

児童プログラム受講後は壁に

☆や♪の紙に参加者が名前を書いて修了を示している。

Lonestar University Library 

（ローンスターカレッジ図書館） 

ローンスターカレッジは公立の 2 年制大

学であり、地域に向けて教育を提供するコ

ミュニティ・カレッジとして運営している。

％の学生が 4 年制大学へ

。この大学図書館の最大の

公共図書館と大

Joint Library”であ

ここは大学図書館に後から複合ではな

でとのコンセプトを持

って開館しており、サービスも学生・教職

 

ILL は全員無料）

受け取り BOX】

申請者の名前の BOX が

イニシャル順に 

置いてある)------------

のメリットは、所蔵資料の

分野が幅広く取りそろえられる点である。

（例：児童書・アニメ・マンガなど）児童

書コーナーは扉で仕切りをつけ、話ができ

図書館主催イベン

教育学部学生によるサービ

スラーニングの場として、一般利用者と大

交流を設けている。 

児童プログラム受講後は壁に   

☆や♪の紙に参加者が名前を書いて修了を示している。

 

 

年制大

学であり、地域に向けて教育を提供するコ

ている。

年制大学へ

。この大学図書館の最大の

と大

であ

ここは大学図書館に後から複合ではな

でとのコンセプトを持

って開館しており、サービスも学生・教職

は全員無料） 

】 

が 

------------ 

のメリットは、所蔵資料の

点である。

児童

書コーナーは扉で仕切りをつけ、話ができ

図書館主催イベン

教育学部学生によるサービ

スラーニングの場として、一般利用者と大

   

☆や♪の紙に参加者が名前を書いて修了を示している。 

また、

象に限らず用意されており、

ポイントが付与され

に応じて

っており、

るとのことであった。

 

 

 

 

 

 サービスは公共・大学の

なく、両方に適したもしくは織り交ぜた

のを提供することができ

ても、

基盤

算、ハード面を大学予算で賄うことで棲み

分けや不足時の充足と

ている

と大学図書館の機能を合わせ持つことで、

1:所蔵種類の多さ、

種類の予算、というメリットを活用して

営をしており、

て発展していくほか、大学として大きな

ポイントとなっているとのこと。他館にて

検討中の図書館へは情報提供

を取っていくとのことであった。
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また、図書館主催プログラムは、

象に限らず用意されており、

ポイントが付与され

応じて図書等の景品が

っており、年間多くの利用者が参加してい

るとのことであった。

サービスは公共・大学の

なく、両方に適したもしくは織り交ぜた

を提供することができ

も、2 種類の予算源を持つことも大きな

基盤である。予算は

算、ハード面を大学予算で賄うことで棲み

分けや不足時の充足と

ているとのことであった。このように公共

と大学図書館の機能を合わせ持つことで、

所蔵種類の多さ、

種類の予算、というメリットを活用して

営をしており、

発展していくほか、大学として大きな

ポイントとなっているとのこと。他館にて

検討中の図書館へは情報提供

を取っていくとのことであった。

図書館主催プログラムは、

象に限らず用意されており、

ポイントが付与される。ポイントは

図書等の景品が貰える

年間多くの利用者が参加してい

るとのことであった。 

サービスは公共・大学の

なく、両方に適したもしくは織り交ぜた

を提供することができ、

種類の予算源を持つことも大きな

である。予算は主に図書費を公共側予

算、ハード面を大学予算で賄うことで棲み

分けや不足時の充足として折り合いを為し

とのことであった。このように公共

と大学図書館の機能を合わせ持つことで、

所蔵種類の多さ、2:サービスの多様化、

種類の予算、というメリットを活用して

営をしており、Joint Library

発展していくほか、大学として大きな

ポイントとなっているとのこと。他館にて

検討中の図書館へは情報提供

を取っていくとのことであった。

2F から見た
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library.htm 

https://library.rice.edu/ 
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の研修にて、アメリカ図書館の素晴

利用者

を考え、支援するための様々なサービスを

見ることができたほか、ここで出会った各

して学

立場などの向上に対

し、個人個人の熱意が強く感じられた。こ

モチベーションの向上と

また、研修中に

交換や交流もで

きたため、学び得た多くの特徴的な事例を

それを活か

図書館の発展に貢献したい。 

にて】 

この度、海外研修という貴重な機会に参加

ご支援ご協力を賜り

国際図書館協

・丸善雄

各訪問大学や図書

参加許可や支

に、こ

深く御礼申し上げます。 

.2000 

http://library.loyno.edu/ 

http://library.tulane.edu/ 

https://www.uhcl.edu/library/ 
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