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本研究のアウトライン

寺島哲平等「大学図書館の利用方法
を学び「大喜利」型ゲーム・コンテ
ンツ「Libardry CARD」：カード
ゲームからゲームアプリへ」（JSPS 
科研費16K13571）の追試
「Libardry CARD」を大学図書館ガ
イダンス視点から見た分析



大学図書館でのガイダンス

大学図書館において、さまざまなガイダンスがおこなわれてい
る

 1960年代の萌芽的報告：和泉田正宏（1966年）渋谷喜
雄（1969年）
 70年代80年代全国的広がり：1978年全国図書館大会第8
分科会、1982年『図書館界』小特集「図書館の利用を
すすめるために」
 90年代以降：コンピュータ、データベースの広がりと
ともに、さまざまなテーマや学年向けのガイダンス、
講義への導入などが報告
 00年代以降：初年次教育の基礎的内容



寺島等の報告の問題点

大学図書館での情報リテラシー教育へ展開（本報告で
は、情報リテラシー教育で何を身に着けるべきかは報
告されていない）
大学図書館の主目的への誤解（“日常生活に関する情
報を調べるために大学図書館を利用することを説明し
ていない．”）
大学図書館を卒業後に利用することが想定されている
が、通常公共図書館であろう
上記の理解不足があるが、課題解決のため、さまざま
な情報を活用するという意識の重要性を指摘している。



寺島等の開発した「Libardry CARD」

遊ぶ中で、生活の課題解決のため図
書館の情報資源を使うことに気が付
くことを目的としたゲーム
最終的にはスマホゲーム開発をめざ
した
株式会社コザイクの『キャッツ&
チョコレート』のゲームデザインを
参考



「Libardry CARD」紹介（進め方）

1.チームを決める（チームカードを引く
が誰がチームメイトかはゲーム終了後
に判明）

2.アイテムカードを数枚引く（手札、大
学図書館の情報資源）

3.手順プレイヤーがイベントカードを引
いて場に見せる（イベントカードには
大学での困ったことが書いてある）



「Libardry CARD」紹介（進め方）

4. 山にある次のイベントカードの裏面に、使え
る手札数があるので、手札の中から使う手札
を選ぶ

5. プレイヤーは選んだ手札を活かして、イベン
トカードの状況を解決するような説明をおこ
なう



「Libardry CARD」紹介（進め方）

6. 周りのプレイヤーが納得したら成功でイベン
トカードをもらう。納得しなかった場合はイ
ベントカードは捨てる。

7. 使った手札数だけ山から引く
8. イベントカードでENDが出るまで繰り返す
9. 最後に手元のイベントカードの数を数えたあ

と、チームカードを表にし、チームでの勝敗
を決する



チームカード



アイテムカード（一部）



イベントカード（裏面は使用できる手札数）



寺島等のアンケート調査

2016年
天使大学：北海道私立大学図書館協議会
会員33名
常磐大学、常磐短期大学：大学生、短大
生29名
ゲームはわかりやすい、プレイ時間も適
切



寺島等のアンケート調査

大学図書館員、学生双方ともゲームの導
入肯定的だが、比較的図書館員の方が慎
重な意見
プレイで大学図書館機能を理解するかは
疑問（北海道私大図書館協議会会員自由
回答）



都留文科大学学生での試遊とアンケート

2019年6月25日
都留文科大学図書館サークルLibropass会
員24名
1年生（9名）、2年生（9名）、3年生以上
（6名）
1年生とそれ以外の学年の2つにチーム分
け（独自）
司書課程履修者は3年生以上の5名



都留文科大学アンケート項目①

1. 今回のプレイ全体でゲームの勝利は何
回でしたか

2. ゲームの１プレイ時間は長かったです
か？短かったですか？

3. ゲームのルールはわかりやすかったで
すか？

4. 授業や図書館ガイダンスにゲームを導
入することについて賛成ですか？反対
ですか？



都留文科大学アンケート項目②

5. 授業や図書館ガイダンスにゲームを導
入することについて、難しいと思うこ
とはなんですか？（任意回答）

6. あなたがこのゲームを活用する目的と
して考えられるものはなんですか？
（複数回答可）（独自項目）

7. このゲームの活用方法としてなにかあ
れば自由にご意見を（任意回答）（独
自項目）



都留文科大学アンケート項目②

8. ゲームのプレイ前後で、大学図書館の
イメージで変わったところがあります
か？（任意回答）（独自項目）

9. ゲーム自体の感想、ゲームへのご意見
をお願いします（任意回答）



アンケート結果・分析



アンケート結果・分析



アンケート結果・分析



アンケート結果・分析（独自項目）



アンケート結果・分析（独自項目）

勝利回数 0回 1回 2回
1年生 1 5 3
2年生 2 3 4
3年生 3 1

一般、その他 1

大学院生（修士） 1



アンケート結果・分析

•ゲームルールのわかりやすく、時間は適
切

•ゲームの勝利回数には学年、司書課程履
修の有無は関係なかった

•授業やガイダンスにゲームを取り入れる
ことについても賛成

•ここまでは寺島等の結果と同様



アンケート結果・分析

•学生はこのゲームの目的として、ゲーム
自体を楽しむことを主眼においている

•図書館の認知に活用できると考えている



アンケート結果・分析（自由回答）

•「イベントカードにある大学にありがち
なシチュエーションについて現実と大き
く違う設定がある」

•「図書館を知るというより、わかってい
る範囲でシチュエーションを解決してい
くゲーム」

•「図書館分類やサービス知識がないと
ゲームの勝利がむずかしい。もっとカー
ドに説明文をつけるべき」



「Libardry CARD」の分析

「Libardry CARD」のプレイでは、ランダ
ムなシチュエーションに対して、手札の
中だけで対応する→体系的、ある程度網
羅的な知識を得るには何度もプレイが必
要
シチュエーションが解決できたかどうか
は、他のプレイヤーの図書館利用経験や
知識に依存する→大学図書館の使い方と
して、妥当かどうかを判断するジャッジ
が必要



「Libardry CARD」の分析

手札のサービスや資料がどういうものか
を理解していないと説明ができない（こ
じつけた説明が面白さを出すが）→図書
館の情報資源への知識が必要
情報資源の知識があればあるほど、図書
館の利用経験があればあるほど楽しめる



大学図書館ガイダンスへの利用

「Libardry CARD」では大学図書館サービ
スの体系的、網羅的な説明が不可能
ゲームのルールは簡易で、学生は好意的
に受け止めている
図書館イメージの向上、図書館の有用性
の認識、来館の動機付けなどを目標とし
て行うことに有用なことが予想できる



「Libardry CARD」の分析

より多く勝利するためには、課題となる
シチュエーションを解決するための、情
報資源の使い方を発想していく必要があ
る→このゲームでより勝利していくため
には、情報リテラシーが必要



情報リテラシー向上のために

課題解決のために、情報資源の知識や利用した
経験が多いほど、このゲームに勝利できる
「ゲームの勝利」を情報リテラシー向上のため
の学習インセンティブと考えることもできる
情報リテラシーの向上のためには、情報資源や
図書館サービスの知識をもったジャッジが必要
であり、1回1回のプレイごとの評価が必要
それはゲームとして楽しいかは疑問がのこる



まとめ

「Libardry CARD」ゲームは学生に受け入れら
れやすい
大学図書館や公共図書館に置いてあれば、プレ
イされることは予想できる
図書館のヘビーユーザ程、プレイの面白みが出
る
大学図書館ガイダンスで取り入れることで、ガ
イダンス参加者を増やすことが期待できるが、
このゲームでは情報資源知識等を獲得するのは
困難



まとめ

初学者よりも、図書館利用経験のある者の方が
ゲームを楽しめるので、プレイへのインセン
ティブが高いと思われる→図書館員が「あるあ
る」で楽しんでしまう可能性は高い
ガイダンスでの利用よりも、大学図書館や公共
図書館に配置し、情報リテラシーなどを意識せ
ず、日常的にプレイすることで、図書館の課題
解決機能などを意識できる可能性が高い
レファレンスインタビューの演習に使える可能
性がある



＜このスライドは学会発表後の補足＞

アドリブ発想型図書館ガイダンス・カー
ドゲーム『Libardry Card(リバード
リィ・カード)』 ダウンロードページ
http://hdl.handle.net/10131/00012100
2019-11-04確認
Libardry appはGoogle Playからダウン
ロード可能になったとのこと

http://hdl.handle.net/10131/00012100
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