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コロナウイルス感染拡大と大学図書館

• 「令和２年度における大学等の授業の開始等について（通知）」（元文科
高第１２５９号 令和２年３月２４日）1）

• 「大学等における臨時休業の実施に係る考え方等について（周知）」（２
文科高第４号令和２年４月１日）2）

• 「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が示され
た場合における大学等の臨時休業の実施に係る考え方等について（周
知）」（２文科高第５４号令和２年４月７日）3）

• 「大学等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置の実施に際
して 留意いただきたい事項等について（周知）」（２文科高第１２３号令
和２年４月１７日 ）4）

• 「大学等における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドラインについ
て（周知）」（２文科高第２３８号令和２年６月５ 日）5）



2020年度当初の大学

• 年度当初から緊急事態宣言の発出
• 前期講義開始時期の延期
• キャンパス閉鎖（多くの大学は前期期間中）
• 遠隔講義の実施



2020年度の文部科学省調査

• 「新型コロナウイルス感染症対策に関する大学等の対応状況について」
4月23日時点6）、5月12日時点7）、5月20日時点8）、6月1日時点9）、7
月1日時点10）、

• 「大学等における後期等の授業の実施方針等に関する調査」（令和2年
9月15日）11）

• 「大学等における後期等の授業の実施方針等に関する調査結果（地域
別）」（令和2年10月2日）12）

• 「大学等における後期等の授業の実施状況に関する調査」(令和2年12
月23日) 13）

• 「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえ
た大学等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事
項について（周知）」（２文科高第９３４号令和３年１月８日）14）



2020年度前期の大学の状況

• 4月23日時点で9割の大学が授業開始延期、
例年通りの大学でも遠隔がほとんど6）

• 5月20日の時点ではほとんどの大学が講義
をおこなっているが、9割が遠隔講義8）

• 7月1日時点では6割が遠隔講義10）



2020年度後期の大学の状況

• 後期講義ではほぼ対面に戻るが遠隔と併用
の大学が8割11）

• 多くの施設（図書館含む）が利用可となるが、
全面的に可の大学は3割にとどまる（利用目
的による制限や許可・申請制などの手続）

• “図書館やＰＣルームなどの学内施設について、感染対策の
ために利用人数や利用時間を制限しながら開放する一方、
図書の郵送貸出や複写サービスも継続するなど、学生の
ニーズに合わせた対応を行っている例（東京都立大）”



2020年度12月の大学の状況

• 9月時点で対面講義の割合が半分以下と回
答した大学のうち約半数（約190校）が、対
面を半分以上で開講と回答13）

• “図書館等の学内施設の開放”
• “自宅でも利用可能なオンラインデータベー

スの拡充、電子図書館サービスの
導入など、図書館のe-Library化を一層推
進することとした。”（嘉悦大学）



2020年度12月の大学の状況2

• “図書館の書籍の郵送貸出、文献コピーの郵
送も、学生の希望を受け制限を設けず行って
いる。”（白百合女子大学）

• “図書館、進路就職課、キャリア開発教育セン
ター、学生心理相談室などからオンラインで
の支援状況を逐次モニターして学生の相談
件数を把握している。”（福岡女学院大学）



2020年度12月の大学の状況3

• “図書館の書籍の郵送貸出、文献コピーの郵
送も、学生の希望を受け制限を設けず行って
いる。”（白百合女子大学）

• “図書館、進路就職課、キャリア開発教育セン
ター、学生心理相談室などからオンラインで
の支援状況を逐次モニターして学生の相談
件数を把握している。”（福岡女学院大学）



2020年度の大学、大学図書館

• 前期（ショック期からオンライン）：年度当初の緊急
事態宣言で講義開始を延期し、キャンパスを閉鎖し
た。後に比べれば感染拡大は小さかったが、対応が
手探りのため、できるだけ安全策をとった。

• 後期（対面にもどるがオンライン併用）：後期は政府
の呼びかけもあり、対面講義に戻るが、図書館等は
利用制限が残る。オンラインでのサービス提供が進
む。



2021年度の大学

• 「令和３年度の大学等における授業の実施と新型コロナウイルス感染症
への対策等に係る留意事項について（周知）」（２文科高第１１２５号令
和３年３月４日）15）

• 令和3年度は対面で始まる大学がほとんどで、
大学図書館も席数の減少などはあるが、サー
ビスはもどりつつあった。→7月の感染拡大は
あったが、すぐに夏休み

• ワクチン接種の進展



学術情報流通のデジタル化

• コロナ以前からの流れ
• 電子ジャーナルの普及
• オープンアクセスジャーナル機関リポジトリの

普及
• 学術資料の急速なデジタル化



学術情報流通のデジタル化

• 新型コロナ下でのオンラインでのサービスの
増強

• オンラインデータベースの契約強化：新規契
約、同時アクセス数の増、自宅からの接続方
法の周知

• 著作権法35条の補償金制度の緊急開始→
教材等のオンライン化



ラーニングコモンズ

• 2000年代後半から大学図書館内、もしくは
大学キャンパス内に設置されるようになった、
学修支援のためのスペース

• 「単位制度の実質化」→授業時間外での学習時間の確保
• 学生の主体的・能動的な学びを引き出す教授法（アクティ

ブ・ラーニング）を重視し、例えば、学生参加型授業、協調・協
同学習、課題解決・探求学習、ＰＢＬ（Problem/Project 
Based Learning）などを取り入れる。16）



ラーニングコモンズの多目的化

• ラーニングコモンズについて、シラバスや
カリキュラムの他の、さまざまな学びの目
的（サークル活動や自主的な活動等）へ
の利用が増える。





2020年度～のデジタルコミュニケーション

• 新型コロナウイルスの感染拡大によるキャン
パス閉鎖

• ＺＯＯＭ等を利用したコミュニケーションの急
速な普及

• オンラインホワイトボードやクラウドでの文書
の保存などの利用、ＬＭＳの活用

• 学修のデジタル化が急速に進む



大学生という20代の人を見よう

• 大学図書館の主たる役割であった、学術情
報流通、学修支援の急速なデジタル化、オン
ライン化

• これまでの来館利用の減少につながるので
は

• これからの大学図書館（リアル）での役割と
は？



学生支援という役割

• これからの大学図書館の役割として、20代の
人の成長を支援する、学生支援という役割が
考えられるのではないか？

• キャリア、生活、友人、異性などさまざまな10
代から20代にかけての悩みを支援する

• 大学図書館は情報、資料を通じて、1カ所で
多角的な支援ができる



学内組織との連携

• これまで目的別にあった学生支援組織（学生
支援窓口、キャリアセンター、保健管理セン
ター、学生相談窓口など）と、図書館が持つ
情報、資料とを連携させる。

• 図書館がさまざまな学生支援の場として情報、
スペースを提供していく。



学外組織との連携

• 10代から20代の悩みなどへの対応
• 公共図書館におけるヤングアダルトサービス
• 高校学校図書館とのサービス連携
• さまざまな生涯学習施設や、ハローワーク、青

年支援施設などと幅広く連携し、学外組織の
サービス窓口として大学図書館の場を提供す
る。



そのためには

• 大学図書館の構造の転換
• 「スペースを確保する」：蔵書のデジタル化や

電子図書館化、データベース化、大学図書館
間の情報連携を強くする

• 「関係を作る」：大学図書館員は積極的に学
生支援に通じる学外組織とコミュニケーション
をとり、大学図書館の開架資料、スペースを
構築する



そのためには

• 大学図書館員の意識の転換
• 「学生支援」スタッフとしての意識をもつ
• 学修支援をオンライン中心でおこなう
• 大学図書館という現実の場の役割を、20代

の人への発達支援と拡張していく
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