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1. はじめに

平成 28 年 9 月 26 日から 27 日にかけて、画期的な施設や取り組みが注目を集めている、2 つ
の公立大学の図書館等の視察を実施した。本稿ではその概要について報告する。

2. 公立はこだて未来大学

訪問日時

平成 28 年 9 月 26 日（月）9:30〜12:00

応対者

寺崎皇紀氏（教務課

タ学習センター

教務・図書担当主査）・粟谷禎子氏（司書）・高橋理沙氏（メ

コーディネーター）

2-1. 大学概要
公立はこだて未来大学は、函館市を中心とする市町（現在は函館市、北斗市、七飯町）からな
る函館圏公立大学広域連合により、平成 12 年に開学した新しい大学である。平成 20 年度から
は公立大学法人に移行している。学部はシステム情報科学部のみ、大学院はシステム情報科学研
究科のみの単科大学で、あわせて 1,100 人ほどの学生が在籍している。
大学の施設は、本部棟という 5 階建ての
建物に、講義室・演習室・体育館・教員研究
室・ライブラリー・事務室など、大半の機能
が集中している。
この建物の特筆すべき点として、大学の
モットーとなっている「オープンスペース、
オープンマインド」の精神を体現し、傾斜の
ある地形も活用して、建物の南側が、5 階す
べてを通 し て階段状 の 吹き抜け と なって い

写真 1

公立はこだて未来大学本部棟スタジオ

ることが挙げられる。スタジオと呼ばれる各
階のフリースペースがテラス状に配置され、上下の階の様子がすべて見えるようになっている
（写真 1）。このスタジオの各所に、共同作業可能な机と椅子が設置され、学生は好きなときに好



きな場所で学習を行うことができる。1 階に
はプレゼンテーションスペース（写真 2）が
設けられ、ここも自由に利用可能である。こ
うした構造のすべては、他の学生の姿に刺
激され、学びへの意欲をかきたてることを
意図した空間づくりによるものである。
なお、教員研究室は、各階のスタジオの奥
に設けられ、ここもガラス張りであるが、ブ
ラインドやミラーによって視線を遮ること

写真 2

1 階プレゼンテーションスペース（画面右手）

はできる。また、教員研究室前のスペースには、指導を受ける卒論生のための、パーティション
で区切られた専用机のある空間があり、一般的な大学研究室での学生室・院生室のような役割を
果たしている。

2-2. ライブラリー
ライブラリーは、この本部棟の 3 階に位置している。建物のエントランスも同じく 3 階にあ
り、入ってすぐそばの好立地である。ライブラリーもガラス張りであり、廊下から内部の様子が
見える（写真 3）。
このライブラリーは、本部棟の中でほぼ唯
一の静音空間である。ライブラリー内に、ラ
ーニング・コモンズやグループ学習室等は設
けられていない。ライブラリーの外に、そう
したスペースはいくらでもあるためである。
また、ライブラリー内には、OPAC 検索用の
端末が 2 台ある以外には、利用者用の PC と
いうものはない。これは、情報系の単科大学

写真 3

ライブラリー内の閲覧席。画面右側の
ガラス越しにスタジオが見える

という性質上、学生は全員自分のモバイル端
末を所持しており、情報検索や電子資料の閲覧はそれで十分ということである。1,000 ㎡ほどし
かない狭いライブラリーであるため、可能な限りの効率化を図っていることが伺えた。
ライブラリーの職員は、係長が学務と兼務で 1 名おり、そのほか 4 名の職員が、シフト制によ
って 9:00 から 20:00 までの開館を維持している。
蔵書は、工学・情報・デザイン系に重点を置いており、一般教養的な分野は必要最低限である。
配架は基本的には NDC に従っているが、展示や別置も多い。代表的なものとして、月替わりの
特集展示コーナー「今月の A5 棚」（写真 4）、教員著作コーナー、各コースの教員が提示したキ



ーワードにもとづいて選書された図書のコーナーなどがある。地
域資料等はほとんどなく、それらは公共図書館や北海道教育大学
函館校の図書館に任せている。
研究室図書や雑誌というものはなく（教員が研究費で図書や雑
誌を購入していたとしても、図書館は購入や管理にはタッチしな
い）、ライブラリーに集中配架されている。一部の製本雑誌は別の
建物（研究棟）にある書庫に保存されているが、全タイトルに保
存年限が設定されており、期限が来ると廃棄の対象となる。バッ
クナンバーの利用がそれほど多くないということもあるが、これ
も限られた空間を活用するための割り切りのひとつである。
図書の選書は、おもに教員の選書（各コースに予算を配当する
ものと、研究や学習にかかわるキーワードを提示してもらい、そ
れに応じて図書館が選書するもの）と、学生選書委員会による選
書、さらには一般教養に関わる図書の図書館による選書とがあ
る。雑誌については、コースごとに教員の要望を取りまとめて、

写真 4

今月の A5 棚

最終的にはライブラリー運営委員会で決定する。資料費の逼迫にともなって、雑誌の購読も中止
が増え、ScienceDirect のフリーダムコレクションも中止して、PPV に切り替えた。
利用者アンケートは、ライブラリーとしては特に実施しておらず、大学全体で実施しているア
ンケートでも、ライブラリーに対する意見はそれほどないという。
地域との連携として、函館市内の図書館ネットワーク「Library Link」に参加し、イベントや
合同研修を実施している。ただし、相互貸借等については、特別な制度があるわけではない。

2-3. メタ学習ラボ
ライブラリーでは、一般的なガイダンスやデータベース講習会以外は実施しておらず、学内
における学修支援は、メタ学習センターが担当している。
メタ学習センターは、教育カリキュラムの開発、FD 企画など、同大学の教育に関するさまざ
まな取り組みを行っているが、学生に対する学修支援において、現在目玉となっているのは、
「メタ学習ラボ」というピアティーチングの取り組みである。



メタ学習ラボは、学生がチューターとなって学生
からの学習相談に応じる、ピアティーチングのしく
みで、4 階のスタジオにブースが設けられている
（写真 5）。現在は、プログラミング・リテラシ・数
学・デザインという 4 つの分野について、時間割を
決めて相談を受け付けている。基本的には予約制だ
が、予約のないコマには、当日飛び込みでの利用も

写真 5

メタ学習ラボ。このときは無人

開始 30 分まで受け付けている。1 回のチュータリ
ングは、相談者へのインタビューから当日の目標設定、作業、振り返りまで、60 分間のプログラ
ムが設定されている。
ラボは一部の授業とも連携しており、成績の悪い学生には、教員がラボを利用するよう促すカ
ードが渡される。その場合、ラボでチュータリングを受けることが、単位取得の条件となる。
メタ学習ラボのユニークな点は、チューターの育成システムの徹底である。チューターとして
の心構えやメソッドなどを、座学や演習、ロールプレイなどを通して学んだ後、先輩チューター
のチュータリングを見学し、さらに自分のチュータリングを先輩に評価してもらい、最終的に合
格して初めてチューターとして独り立ちできる。採用後も、研修やミーティングが毎週行われる。
また、受講した学生からのアンケートが毎回行われ、その結果は評価やトレーニングにフィード
バックされる。これらの一連の取り組みにより、2015 年に ITTPC（International Tutor Training
Program Certification）の国際チューター育成プログラムの認定を、日本で 2 番目に受けている。
こうしたハードルの高さにも関わらず、チューターの募集には定員を超える応募があり、面接
の段階で、自身の学修と両立できるかどうかが厳しく審査される。学生自身もやりがいを感じて
いると見られ、一度採用された学生は、卒業まで続ける場合が多いという。

3. 国際教養大学

訪問日時

平成 28 年 9 月 27 日（火）8:55〜11:30

応対者

勝浦栄子氏（司書）

3-1. 概要
国際教養大学は、日本で初めて設立された公立大学法人として、平成 16 年に開学した。大学
名にもなっている「国際教養（International Liberal Arts）」を教学の理念に掲げ、英語力をはじ
めとしたコミュニケーション能力と教養とを兼ね備えた、グローバルに活躍するリーダーを輩出
することを目標としている。このために、授業がすべて英語で行われたり、1 年間の寮生活や 1
年間の留学を義務づけたりと、特徴的な取り組みを多数実施している。学部は国際教養学部のみ



の単科大学で、在籍する学生は、専門職大学院もあわせて 1,000 名ほどである。諸外国からの留
学生も 170 名ほどと多く、そのほとんどがキャンパス内で生活している。教員の半数を占める
外国人教員も含めて、多様な背景を持つ人々と触れ合う機会が多い大学となっている。

3-2. 中嶋記念図書館
同大学は、平成 15 年まで存在したミネソタ州立
大学機構秋田校の校地や施設を引き継いでいる
が、現在の図書館は平成 20 年に新築されたもので
ある。平成 26 年に初代学長を記念して、名称が「中
嶋記念図書館」となった。仙田満氏の設計による建
物は、半円形の 2 階建て木造と鉄筋コンクリート
との複合建築物で、ローマのコロセウムをイメー
ジした内装となっている（写真 6）。図書館棟の中
には、図書館のほか PC ルームや能動的学修・評価
センター（ALAC）が設置されている。ALAC につい

写真 6

国際教養大学中嶋記念図書館
1 階閲覧席から

ては後述する。
半円形の大閲覧室は、階段状の構造になってお
り、同心円状に書架が設置されている。円の内側の
面が書架、反対側の面が閲覧机になっている。閲覧
席は、下からは見えないが、他の学生の勉強してい
る横顔は見えるという構造となっている（写真 7）。
他にも長時間集中して勉強できる環境のための仕
掛けとして、座面の高さの異なる 3 種類の椅子が
選べること、1 階と 2 階とで温度差があり、好みの
ほうを利用できること、照明は間接照明を多用し
ていること、図書館内は全体が静かに学習するスペ

写真 7

中嶋記念図書館 2 階閲覧席から

ースとなっていることなどが挙げられる。大閲覧室
の外にグループ学習室はあるが、ラーニング・コモンズなどは設置されておらず、学修相談やピ
アサポートといった人的支援も含めて、主な学修支援サービスについては、後述の ALAC がその
役割を担っている。
書架は大閲覧室内だけでなく外側にもあり、半円形のホール部分には洋書が、ホールを取り囲
む 1 階部分には和書が排架されている。洋書は LC、和書は NDC によって分類されている。LC の
分類に慣れない利用者のため、書架およびその付近は、カーペットの色分けによって資料を探し
やすいようになっている。蔵書数は 7 万 7 千冊で、うち 65％が洋書である。洋書には、ミネソ



タ州立大学機構から引き継いだものも多い。そのほか特徴的な所
蔵資料としては、次のようなものがある。
・学生がおすすめの図書を寄贈して設けた「学生文庫」と「ダイバ
ーシティサークル

LGBTQ コレクション」（写真 8）

・日本語学習者向けの多読の一環として、日本の児童書
図書の選書については、各学科で選出された図書委員が、教員の
リクエストを取りまとめ図書館運営委員会で諮るが、リクエスト
以外は基本的に図書館が収書方針にもとづいて選書している。学
生から図書館の図書が古いという意見が多いので、新着図書棚を
目立つように工夫している他、新着本の中からスタッフがおすす
め図書リストを作成し、定期的に掲示している。

写真 8

LGBTQ コレクション。

図書館は、平日は 9 時から 22 時まで、土・日・祝日は 9 時 45

性的マイノリティに関

分から 18 時まで、一般の地域住民にも開放し、カウンターサービ

する図書を集めている

ス終了時に、職員が残留者の身分証をチェックして、一般利用者を退出させるという方式で運用
している。学内者であれば、24 時間、身分証によって入退館可能である。
図書館利用のマナーに関しては、苦慮している部分があるが、取り組みで成果があったと思え
るのは、マナー向上を呼びかけるポスターを、学生たち自身からの公募により作成・掲示したこ
とである。同じ学生どうしで、不快に思っている人がいるというのが伝わったのではないかとし
ていた。
職員は、館長が 1 名、専任職員が 1 名のほかは、業務委託先のスタッフが、交代で 2〜4 名ず
つ入っている。長期の学生アルバイトなどは採用しておらず、その理由として全学部生に 1 年間
の留学があるなど、出入りが多いことを挙げていた。職員には、図書館業務の知識・技術だけで
なく、上記のように洋書が多かったり、会議などもすべて英語で行われたりすることから、英語
力も高いものが要求される。業務委託の仕様にも、その点が当然盛り込まれており、英語のトレ
ーニングは、勤務時間内に ALAC で受けることができる。
図書館では利用者アンケートを毎年実施している。質問文は日英両方を用意したり、回収場所
を図書館内外に増やしたりなどの工夫を行って、回収率の向上を目指している。アンケートの結
果で面白かったのは、図書館から遠い場所にある回収箱には、図書館に対して厳しめの意見が寄
せられるなど、回収箱の場所によって回答内容の傾向に差が出たことである。
地域連携の取り組みとしては、県立図書館との相互取り寄せサービスがある。県立図書館の図
書の取り寄せが、学内利用者は無料で行える。定期便があるわけではなく、1 ヶ月に 2〜3 回程
度、宅配便による配送となる。また、地域の方も視野に入れた企画展なども開催している。



3-3. ALAC（Active Learning and Assessment Center 能動的学修・評価センター）
図書館棟の 2 階に設置されている ALAC は、能動的学修のた
めの空間として、図書館とは別の施設として設置・運用されて
いる。ALAC は、学生のピアチュートリアルにより学修を支援
する学修達成センター（AAC: Academic Achievement Center）、
多言語の学修やコミュニケーション力の向上を図る言語異文
化 学 修 セ ン タ ー （ LDIC: Language Development and
Intercultural Studies Center）、大学院への進学支援を行うアカ
デ ミ ッ ク キ ャ リ ア 支 援 セ ン タ ー （ ACSC: Academic Career
Support Center）の 3 つのセンターに分かれている。また、学

写真 9

内で学生のために行われる様々な試験の実施・支援も行う。

紹介。入口に掲示してある

ALAC のチューター

AAC に限らず、LDIC も留学生が中心になって行う外国語会話
パートナープログラムなど、ピアサポートの形での学修支援を
行っている（写真 9）。

写真 9

ALAC のチューター紹介。
入口に掲示してある
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