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情報リテラシー教育が抱える課題：情報リテラシー教育が抱える課題：
初年次教育における図書館の役割初年次教育における図書館の役割

大阪女学院大学・短期大学大阪女学院大学・短期大学

特別専任講師特別専任講師 川﨑千加川﨑千加

プログラムプログラム

ⅠⅠ..大阪女学院における情報リテラシー科目大阪女学院における情報リテラシー科目

ⅡⅡ 学生アンケートに見る読みの状況学生アンケートに見る読みの状況

ⅢⅢライフラーニングと図書館の役割ライフラーニングと図書館の役割

ⅣⅣ．まとめ．まとめ

ⅠⅠ..大阪女学院における情報リテラシー科目大阪女学院における情報リテラシー科目

科目群の構成科目群の構成

「情報の理解と活用」「情報の理解と活用」：： 情報リテラシー基礎情報リテラシー基礎

「デジタル・ネットワーク基礎」「デジタル・ネットワーク基礎」：：

コンピュータリテラシー基礎コンピュータリテラシー基礎

＊＊20042004年大学開学時から年大学開学時から11年次必修年次必修

学生のリテラシーの変化学生のリテラシーの変化

「情報の理解と活用」での学生の変化「情報の理解と活用」での学生の変化

・・PCPC環境への慣れ環境への慣れ

コンピュータリテラシーは、「デジタコンピュータリテラシーは、「デジタ

ル・ネットワーク基礎」でル・ネットワーク基礎」で

・引用文献の点数減少・引用文献の点数減少 →→ 読めない読めない

・基本的な文章表現法のスキルの低下・基本的な文章表現法のスキルの低下

→→ 書けない書けない

読み・書く力の低下をどうするか読み・書く力の低下をどうするか

→「自己形成スキル」の開始（→「自己形成スキル」の開始（20082008年～）年～）

B.B.自己形成スキルの内容自己形成スキルの内容

1.1.科目の内容科目の内容
・・11単位科目単位科目 全全88週週
・読む・書くことによる自己省察・読む・書くことによる自己省察

エッセイエッセイからから論述文論述文へへ

（（自己省察と自己表現）自己省察と自己表現）→→（社会と自己を結ぶ）（社会と自己を結ぶ）

図書館の活用図書館の活用

キャリア教育的要素キャリア教育的要素（ホランド理論、キャリアサポート（ホランド理論、キャリアサポート

紹介など）紹介など）

キャリア形成の基礎キャリア形成の基礎

自己形成スキルにおける学習テーマ自己形成スキルにおける学習テーマ

（資料（資料１：１： 「自己形成スキル」一学期間の授業の流「自己形成スキル」一学期間の授業の流
れれ参照）参照）

１．読書の世界の広げ１．読書の世界の広げ

２．自己理解と自己表現２．自己理解と自己表現

３．自己の将来を考える３．自己の将来を考える

４．図書館の活用スキル４．図書館の活用スキル
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2.2.情報の理解と活用との連動（対応表参照）情報の理解と活用との連動（対応表参照）

ＡＰＡスタイルＡＰＡスタイル →→ 引用文献リスト引用文献リスト

図書館の活用図書館の活用 →→ 資料の選択、探索資料の選択、探索

文章表現の基礎文章表現の基礎 →→

文体、スタイルなど文体、スタイルなど

論述文論述文の読解の読解 →→ 資料の広がり資料の広がり

知識の広がり知識の広がり

要約練習要約練習 →→ 間接引用間接引用

ブックブックレビューレビュー作成作成 →→ 論文資料を読み込む論文資料を読み込む

LMSLMSによる授業による授業

大阪女学院LMS
メニュー画面

MoodleMoodleコース内コース内 「自己形成スキル」「自己形成スキル」 コース内コース内

「自己形成スキル」「自己形成スキル」 プロジェクター朗読プロジェクター朗読

プロジェクター表示
し、講師が朗読。
学生にはプリント配
布も。

WebWebアンソロジーアンソロジー 例例
Weblogと携帯からも読め
るようにした。他大学の
学生佳作エッセイ。4点
を公開し、感想をコメント
する
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学習成果アーカイブス
優秀な学生書評を公開。
図書館OPACとも連動。

大阪女学院図書館大阪女学院図書館
OPACOPAC検索画面検索画面

学生書評「学習
成果アーカイブ
ズ」へのリンク

ⅡⅡ 学生アンケートに見る学生アンケートに見る
読みの状況読みの状況（資料（資料33参照）参照）

Ａ．学生の読書Ａ．学生の読書傾向（傾向（20102010年度）年度）
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Ｂ．読む・書く力の変化Ｂ．読む・書く力の変化
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図２　読みたい本のジャンルの変化

114. 強くそう思う

293. そう思う

382. そうは思わない

161. 全くそう思わない

期初：日頃から本を読む習慣がありますか（2010）

304.とくになし

11３．より高レベルの文章を読めるようになった

512.読書の幅が広がった

281．読書量が増えた

中間：学期初めより向上したと思う点（複数回答可）
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174. 強くそう思う

483. そう思う

282. そうは思わない

21. 全くそう思わない

修了：この授業によって、本を読む習慣が身についた

15%354. 強くそう思う

68%1583. そう思う

16%362. そうは思わない

1%21. 全くそう思わない

この授業によって、文章を作成する力が成長した
(2009＋2010)

論理的文章の読解力の変化論理的文章の読解力の変化(2010)(2010)

期初

中間
修了
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期初 13 39 40 1

中間 6 31 59 4

修了 1 16 60 18

  1. 全くそう思わない   2. そうは思わない   3. そう思う   4. 強くそう思う

図書館利用のスキル図書館利用のスキル

25%584. 強くそう思う

55%1263. そう思う

19%452. そうは思わない

1%21. 全くそう思わない

この授業によって、図書館をより利用するようになった

24%564. 強くそう思う

71%1633. そう思う

5%122. そうは思わない

0%01. 全くそう思わない

学習に必要な資料を図書館でうまく探せるようになった

16%364. 強くそう思う

72%1663. そう思う

13%292. そうは思わない

0%01. 全くそう思わない

この授業で、図書資料の内容や特性を的確に把握できるようになった

キャリア意識の形成キャリア意識の形成

16%364. 強くそう思う

64%1473. そう思う

20%462. そうは思わない

1%21. 全くそう思わない

自己の個性をより明確に捉えられるようになった

17%394. 強くそう思う

64%1473. そう思う

18%422. そうは思わない

1%31. 全くそう思わない

自己の将来像やそれに向かうステップを、より具体的に考え
るようになった

Ｃ．科目間での効果Ｃ．科目間での効果

22%514. 強くそう思う

64%1473. そう思う

14%322. そうは思わない

0%11. 全くそう思わない

この授業は、他科目とも内容面でつながりがあり、
効果的だった

＊記述回答から＊記述回答から 20092009年度、年度、20102010年度より年度より

授業を通して自分を見つめる機会になった。気付かなかっ授業を通して自分を見つめる機会になった。気付かなかっ
た自分に気づけたなどた自分に気づけたなど 6969人人

自分の将来について考えるようになった。就職を考える自分の将来について考えるようになった。就職を考える
きっかけになったきっかけになった 2020人人

文章力が身に付いた。書く力が付いた、要約の仕方が分文章力が身に付いた。書く力が付いた、要約の仕方が分
かったなどかったなど 2323人人

読む力読む力ががついた。いろいろな文章を読めて楽しかった。ついた。いろいろな文章を読めて楽しかった。
今まで読まなかったものにも興味が持てるようになった等、今まで読まなかったものにも興味が持てるようになった等、

3636人人

図書館の使い方がより分かった。図書館をもっと使おうと図書館の使い方がより分かった。図書館をもっと使おうと
思ったなど思ったなど 1212人人
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ここまでのまとめここまでのまとめ

初年次に大学で学ぶ上で大事なことなどは、異なるシチュ初年次に大学で学ぶ上で大事なことなどは、異なるシチュ
エーションで、何度も繰り返し伝えるエーションで、何度も繰り返し伝える

情報リテラシー科目における資料の収集、表現には「読情報リテラシー科目における資料の収集、表現には「読
む」「書く」の基本のスキルが重要む」「書く」の基本のスキルが重要

読むことに慣れていない学生に応じ、授業の中で段階的に読むことに慣れていない学生に応じ、授業の中で段階的に
読む経験が読めるという自信につながる。読む経験が読めるという自信につながる。

解釈をある程度加えることで、発見ができたり、面白さが出解釈をある程度加えることで、発見ができたり、面白さが出
てくるてくる

小規模大学の強み＝科目間の連携がやりやすい小規模大学の強み＝科目間の連携がやりやすい →→ 学学
生の学習状況をさまざまな角度から支援することが可能生の学習状況をさまざまな角度から支援することが可能

ⅢⅢライフラーニングと図書館の役割ライフラーニングと図書館の役割

Ａ．ライフラーニングの基盤としての読みＡ．ライフラーニングの基盤としての読み
平成19年度文部科学省「国際協力イニシアティブ」教育協力拠点形成事業

ライフスキル教育プロジェクト・マニュアル(最終版）より

ライフスキルの内容ライフスキルの内容と情報リテラシーと情報リテラシー

意思決定意思決定

問題解決問題解決

批判的思考批判的思考

創造的思考創造的思考

コミュニケーションコミュニケーション

対人関係対人関係

自己認識自己認識

共共 感感

ストレスと感情への対処ストレスと感情への対処

ライフラーニングを支える「読み」ライフラーニングを支える「読み」

ライフスキル＝「生きる力」としての「読み」ライフスキル＝「生きる力」としての「読み」

情報リテラシーは情報社会を自立的に「生情報リテラシーは情報社会を自立的に「生
きる」ための力きる」ための力

→基盤としての「読み」「書く（表現）」→基盤としての「読み」「書く（表現）」

生涯にわたる自立的学習生涯にわたる自立的学習

キャリア教育の図書館的とらえ方：生涯学習とキャリアキャリア教育の図書館的とらえ方：生涯学習とキャリア
教育教育

・外発的キャリアデザイン・外発的キャリアデザイン

①キャリア開発：個々の仕事内容の充実や職業能力の向上①キャリア開発：個々の仕事内容の充実や職業能力の向上

②キャリア形成：仕事の経験を積み上げてゆくこと②キャリア形成：仕事の経験を積み上げてゆくこと

・内発的キャリアデザイン・内発的キャリアデザイン
①自己理解：自己の能力、やりたいこと、自分にとって価値を感じること①自己理解：自己の能力、やりたいこと、自分にとって価値を感じること

は何かを知ることは何かを知ること

②内在的能力の開発②内在的能力の開発

これらは生涯にわたる能力の開発とライフデザインに必要な「キャリア」これらは生涯にわたる能力の開発とライフデザインに必要な「キャリア」
＝生涯学習＝生涯学習 と位置づけられると位置づけられる

（羽石他（羽石他 「大学におけるキャリア支援教育の研究）「大学におけるキャリア支援教育の研究）

読むこと読むこと

「読む」＝読み取り、解釈することができる「読む」＝読み取り、解釈することができる

読むことができれば、自分で学習していくこ読むことができれば、自分で学習していくこ
とができるとができる

読むことができれば、適切な情報を選び取読むことができれば、適切な情報を選び取
れるれる

→何を読めばいいのか、→何を読めばいいのか、

どう読めばいいのかを支援するどう読めばいいのかを支援する
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Ｂ．初年次教育と図書館Ｂ．初年次教育と図書館

情報リテラシー教育への図書館の積極的参情報リテラシー教育への図書館の積極的参
画画

図書館を使うスキルも情報リテラシーに含ま図書館を使うスキルも情報リテラシーに含ま
れるという発想れるという発想

検索講習会などによる情報探索のスキルや検索講習会などによる情報探索のスキルや
知識の向上知識の向上

大学図書館の整備について（審議のまとめ）－変革す大学図書館の整備について（審議のまとめ）－変革す

る大学にあって求められる大学図書館像－る大学にあって求められる大学図書館像－
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushhttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toush
in/1301602.htmin/1301602.htm

＜大学図書館に求められる機能・役割＞＜大学図書館に求められる機能・役割＞

11．学習支援及び教育活動への直接の関与．学習支援及び教育活動への直接の関与

イ．教育活動への直接の関与イ．教育活動への直接の関与

33．コレクション構築と適切なナビゲーション．コレクション構築と適切なナビゲーション

＜大学図書館職員の新たな仕事＞＜大学図書館職員の新たな仕事＞

学習、教育、研究支援を担う専門家として、学習、教育、研究支援を担う専門家として、

11．カリキュラムと直結した資料整備、．カリキュラムと直結した資料整備、

22．情報リテラシー教育への直接的関与など．情報リテラシー教育への直接的関与など

１．教室ではできないこと１．教室ではできないこと

・一斉授業での個別対応の限界・一斉授業での個別対応の限界

・資料が手元にはないこと・資料が手元にはないこと

・より専門的な情報探索・より専門的な情報探索

２．多様性への対応２．多様性への対応

・段階的な読みの支援・段階的な読みの支援

→情報リテラシーの基盤を作る→情報リテラシーの基盤を作る

→専門領域、キャリア形成への支援→専門領域、キャリア形成への支援

ⅣⅣ まとめまとめ

キャリア教育キャリア教育 ＝＝ 生涯学習生涯学習 とすればとすれば

図書館が個々人の「読み」を支援図書館が個々人の「読み」を支援

キャリア形成：生涯にわたる学び（自己形成）をキャリア形成：生涯にわたる学び（自己形成）を
支援支援

初年次教育初年次教育 →→ 情報リテラシー教育情報リテラシー教育 ←←キャリア教キャリア教
育育

「読み」による融合「読み」による融合

図書館による生涯学習概念の再確認図書館による生涯学習概念の再確認

自己形成教育

図書館活用
リテラシー教育

自己形成

キャリア教育

読
書

環
境

資
料

提
供

資料・情報の探索と収集
読みの支援

読
む

・表
現

す
る

自己省察と理解社会的関心

問
題

意
識

の
明

確
化

生涯学習

ご清聴有難うございましたご清聴有難うございました
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