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はじめに 

 

（１） 札幌学院大学図書館の現状 

 

現図書館は1978年 4月に「利用しやすい図書館」を基本理念として開館した。その後の学部・学

科・大学院研究科等の増設により研究者及び学生・院生が増加し、それに伴い図書館が守備範囲と

する教育・研究領域の拡大と情報媒体の多様化が進んだ。このような状況に対応するため、図書館

資料費の充実と教育・研究をサポートする蔵書構築、紙媒体と電子媒体の特徴を活かした運用、書

庫及び書架の増築、閲覧室の増築、ネットワーク・インフラを含む学術情報の利用環境の整備と共

に、開館日数及び開館時間の拡大、利用者本位のサービス体制を整えてきた。 

図書館の運営は、図書館長（教員が兼務）、図書課長、閲覧・参考業務を担当する運用係5名、選

書・発注・受入・目録作成・予算管理を担当する図書係5名、合わせて11名の専任職員と委託職員

としてデータベース構築業務に5名、延長開館及び日曜・祝日開館を担当するカウンター運営業務

に5名、図書装備やデータ入力補助、蔵書点検補助などの学生アルバイト5名の体制で行っている。 

 

（２） 札幌学院大学の教育目標と図書館の使命 

 

大学図書館基準（昭和27年制定・昭和57年改訂）では、大学図書館は、大学における教育研究

の基盤として、学術情報を収集・組織化・保管し、これらを利用者の研究・教育・学習のための利

用要求に対し、効果的に提供することがその使命とされている。図書館では、上記の利用要求のみ

ならず、キャンパスライフの場としての図書館もその視野に入れており、研究・教育・学習のため

の利用に加えて生活の場としての図書館利用も積極的に展開している。 

上記の使命を果たすために図書館資料（図書・雑誌・電子資料等）の収集・組織化、図書館施設

の整備を積極的に展開すると同時に、人的資源を活かし学年進行に応じた利用者ガイダンスを展開

している。 

札幌学院大学の教育目標は以下の4点である。 

1． 自律した人間の育成 

2． 豊かな人間性の育成 

3． 社会を担いうる人間の育成 

4． 専門職業人の育成 

上記の教育目標に対して、図書館は、まさに知の集積基地であり学生の自律に必要な情報、豊か

な教養と人間性を滋養するための情報、様々な観点から社会を考察しその社会の構成員として成長

するための人間性を身につけるための情報が図書・雑誌・各種視聴覚資料などという形で図書館内

に組織化され日々更新されている。また、図書館間ネットワークの形成により他大学図書館の膨大
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な資料群の利用、そしてインターネット上の各種リソースなどのポータルとしても機能している。 

図書館では、これらの情報を効果的に検索・収集・評価し自らの知識に組み込むという情報リテ

ラシー能力（情報活用能力）を身に付け活用することによってはじめて「自らの課題を発見し、そ

の課題に対して真摯に向き合うこと」が可能になり、その結果、本学教育目標にある「自律し、豊

かな人間性を有し、社会に貢献する人間」が形成されるものと考える。その手段として、1 年生の

基礎ゼミナールクラスを対象とした新入生ガイダンス、全学共通科目「論述・作文」と連携した情

報リテラシーガイダンス、3年生・4年生の専門ゼミナール、卒論ゼミナールを対象としたゼミナー

ルガイダンスを実施し、情報リテラシー能力を身につけさせることにより教育目標達成の支援を実

施している。 

 

（３） 生涯学習の拠点としての図書館 

 

本学の理念「地域と共生する大学」を実践するために、図書館では「開かれた大学図書館」とし

て1978年の現図書館開館時から地域開放を行っている。2005年度の学外者利用登録人数は495名、

貸出冊数は3,254冊となっており、地域住民のための生涯学習の拠点としての機能を十分果たして

いる。 

 

（４） 到達目標「利用しやすい図書館を目指して」 

 

① 図書館資料の計画的収集 

選書体制を強化し、教育・学習図用書と研究用図書のバランスをとりつつ、計画的に収集する。

紙媒体と各種電子媒体の特徴を活かした収集と提供を行う。特に外国雑誌の価格高騰に対応し電

子ジャーナルへの媒体変換を積極的に進め、コストパフォーマンスの高い運用を行う。 

② 図書館サービスの充実 

・現状の開館時間、開館日数を維持し「利用しやすい図書館」を目指す。 

・講義と連動した教育支援の方策（指定図書の充実等）を講じる。 

・各種ガイダンスのプログラム内容の充実を図る。 

・書庫狭隘を緩和するため2007年度中にＣ書庫を設置し、わかりやすい資料配置を実現する。 

③ 図書館システムの機能的運用 

より使いやすい図書館システムの構築を目指す。特に電子図書館機能の充実を行う。そのため

2008年度を目処にシステムの更新を行う。 

④ 生涯学習の拠点としての図書館 

生涯学習拠点としての図書館のＰＲを行い、地域に根ざした活動を行う。 
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１．図書・学術雑誌及び電子媒体資料の整備状況 

   

（１） 計画的な図書館資料の収集 

 

図書館での資料選定は、「札幌学院大学図書館収集管理規程」及び毎年度初めに図書委員会で決定

する図書館選書方針に基づき計画的な選書を実施している。図書の具体的な選定に当たっては、各

学部から推薦を受けた教員を図書館長が選書委員として任命しそれぞれの学部や学科・研究科の教

育・研究に必要な図書の選定を図書委員とともに行っている。また図書課内に職員の選書担当者を

置き、学生からの希望などを考慮した選書を行っている。 

2006年度の図書館資料費予算（図書・雑誌・視聴覚資料・電子ジャーナル・データベース・消耗

品資料）は表Ⅸ－1のとおりである。 

 

表Ⅸ－1 2006年度 図書館資料費予算 

①図書費 

予算費目 予算額 備考 

専門図書費 16,000千円 主に研究用の洋書を購入 

特別専門図書費 10,000千円 公募により500千円以上の大型セットを購入 

一般図書費 32,000千円 主に学生用の和書を購入 

参考図書費  5,000千円 辞・事典類、書誌・目録等を購入 

継続図書費 10,000千円 統計・白書・年鑑等の逐次刊行物図書を購入 

雑誌合冊製本費  2,250千円 雑誌の合冊製本費 

図書費合計 75,520千円  

②資料費 

予算費目 予算額 備考 

経常資料費 6,235千円 新聞・法令追録・消耗品資料を購入 

外国雑誌 25,954千円 外国雑誌購入経費 

国内雑誌 7,500千円 国内雑誌購入経費 

ＡＶ資料費  500千円 ＤＶＤ等の視聴覚資料を購入 

統計資料 2,223千円 Source OECD等契約料 

電子ジャーナル  6,223千円 電子ジャーナルEBSCOhost契約料 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等使用料 5,491千円 各種データベース使用料 

資料費合計 54,126千円  

③合計 

予算費目 予算額 備考 

図書・資料費合計 129,646千円  

 

（２） 図書の整備状況 

 

過去3年間の図書受入冊数（視聴覚資料を除く）は、2003年度17,718冊（内洋書2,982冊）、2004

年度18,328冊（内洋書2,711冊）、2005年度19,156冊（内洋書2,256冊）となっており、2005年
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度末の蔵書冊数は493,163冊（内洋書119,686冊）となった。「文部科学省学術情報基盤実態調査平

成17年度」（以後、「実態調査」とする）による私大平均は303,586冊（洋書平均92,139冊）とな

っており、この数字と比較してみると、全体で189,577冊、洋書で27,547冊、本学図書館が上回っ

ている。2006年 5月１日現在の学生・院生・聴講生等の数（4,967名）で算出した学生1人当たり

の蔵書冊数は99.3冊、実態調査での全国私大平均は73.3冊となっており、これらの数字から図書

館における蔵書冊数は量的には適切なレベルにあると考えられる。しかし、洋図書の受入冊数が減

少傾向にあり、蔵書冊数に占める洋図書の割合も 24.3%となっており実態調査による私大平均の

30.4%を下回っている。このため、洋図書の充実が課題となるが、洋図書の主な利用者が研究者及び

大学院生であるため、研究促進部門である大学院・研究課などと連携し教員の研究動向と連動した

対応が必要と思われる。 

 

（３） 学術雑誌の整備状況 

 

2005年度末の学術雑誌所蔵タイトル数は国内雑誌5,419タイトル、外国雑誌1,288タイトルとい

う状況である。実態調査の私大平均は、国内雑誌2,374タイトル、外国雑誌1,043タイトルで、所

蔵タイトル数は平均を上回っている。また、継続受入タイトル数は国内雑誌4,105タイトル（内寄

贈3,490タイトル）、外国雑誌469タイトル（内寄贈7タイトル）となっている。私大平均は、国内

雑誌1,135タイトル、外国雑誌403タイトルであり、こちらも平均を上回っており、学術雑誌の整

備状況としては適切な規模にあると考えられる。しかし、外国雑誌の価格高騰によりタイトル数の

維持が困難な状況にある。対応策としてアグリゲータ系の電子ジャーナルを2005年度に整備し、利

用可能タイトルを大幅に増加させ、同時に電子ジャーナルと重複する紙媒体雑誌の購入中止を実施

した。 

 

（４） 電子媒体資料の整備状況 

 

１）電子ジャーナル 

2005年 4月から人文科学・社会科学・自然科学の幅広い分野を網羅するアグリゲータ系学術電子

ジャーナルセットのEBSCOhost Academic Search Eliteを導入した。この電子ジャーナルセットは

2,031タイトルのフルテキストと3,400タイトルを超えるIndexと Abstractの利用ができる。また

経済・経営系の電子ジャーナルセットEBSCOhost Business Source Eliteも導入し1,100タイトル

のフルテキストと1,790タイトルのIndexとAbstractの利用が可能になっている。その他、National 

Bureau of Economic Research の刊行物 NBER Working Paper も電子ジャーナル契約を行っており、

1 年間に膨大に刊行される経済レポートを電子的に閲覧、ＰＤＦファイルによるダウンロードがで

きる。ＯＥＣＤから刊行される図書・雑誌・統計データはSourceOECDにより電子的に閲覧、ＰＤＦ

ファイルによるダウンロードが可能になっている。 

学生向きには、日経ＢＰ社が刊行する経済・ビジネス、ＩＴ・コンピュータ、ヘルスサイエンス
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など多彩な分野を網羅した雑誌を電子的に閲覧、ＰＤＦファイルによるダウンロードができる日経

ＢＰ記事検索サービスも導入している。これらの電子ジャーナルは、図書館設置のパソコンのみな

らず、研究室やパソコン教室、教育・研究用基幹ＬＡＮに接続しているパソコンから利用が可能に

なっている。 

 

２）オンラインデータベース 

新聞記事データベースは、朝日新聞記事検索「聞蔵Ⅱ」、北海道新聞記事検索を導入し利用に供し

ている。両データベースともキーワード検索による新聞記事のテキスト表示及びＰＤＦファイルに

よる新聞記事イメージでの閲覧、ダウンロードができる。日本経済新聞及び日経専門紙は日経テレ

コン 21 教育機関契約によりキーワード検索による記事のテキスト表示及びＰＤＦファイルによる

新聞記事イメージでの閲覧、ダウンロードができる。また、日経テレコン21では新聞記事検索だけ

ではなく、企業情報、企業人事情報、マーケット情報、ＰＯＳ情報などの検索、閲覧ができる。外

国新聞ではNew York Times Onlineを導入している。これらのデータベースは図書館設置の専用パ

ソコンからアクセスが可能である。 

海外文献の二次情報オンラインデータベースとしてEBSCOhost経由にて、経済学文献のデータベ

ースEconLit、文学・言語学文献データベースのMLA International Bibliography、心理学文献デ

ータベースPsycInfo、人文学文献データベースHumanities International Indexを契約しており、

図書館設置のパソコンの他、研究室やパソコン教室等、教育・研究用基幹ＬＡＮに接続しているパ

ソコンからアクセスが可能になっている。 

雑誌記事索引では日外アソシエーツの Magazine Plus、医学文献のデータベース医中誌Ｗｅｂ、

法学関係では判例大系と法律判例文献情報が検索、閲覧できる第一法規のD1 Law.comを導入してい

る。その他、大宅壮一文庫雑誌記事索引Ｗｅｂ版も導入し利用に供している。 

これらは図書館設置の専用パソコンからアクセスが可能である。 

 

３）ＣＤ－ＲＯＭ／ＤＶＤ－ＲＯＭ資料 

ＣＤ－ＲＯＭ／ＤＶＤ－ＲＯＭも必要に応じて購入しているが、新聞記事データベース、二次資

料データベースについてはオンラインへの切り替えを進めている。また、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－

ＲＯＭは、チェンジャー上でのタイトル入れ替えなどの不便さを避けるため、出版社の許諾を取り

ハードディスクにデータをコピーし運用しているものもある。所蔵状況は、ＣＤ－ＲＯＭが234タ

イトル（854点）、ＤＶＤ－ＲＯＭが6タイトル（19点）となっている。特徴的な資料としては『国

立国会図書館昭和前期刊行図書デジタル版－経済・習慣・風俗』等の出版年が古く今後の収集が難

しい図書、ジュリストや判例タイムズなど雑誌バックナンバーの電子化出版物をＣＤ－ＲＯＭやＤ

ＶＤ－ＲＯＭという媒体で収集している。また、統計類も必要に応じてＣＤ－ＲＯＭ等で揃えてい

る。 
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４）視聴覚資料(ＤＶＤ・ＣＤ・ＬＤ・ＶＨＳ・マイクロフィルム・マイクロフィッシュ)の整備状況 

2005年度末現在のマイクロフィルムは168タイトル（11,520リール）、マイクロフィッシュは52

タイトル（397 箱）が所蔵されている。これらの媒体は、研究用図書や雑誌の大型セットの復刻が

主で、マイクロフィッシュ版の『House of Commons Parliamentary papers』は1800年代中期から

1900年代中期までの英国下院議会の文書集成ともいえるコレクションを所蔵している。 

ＤＶＤ・ＣＤ・ＬＤは、映画や音楽を中心とした学生向け教養資料と語学学習向けに収集を行っ

てきた。ＬＤは既に収集の対象から外し、映像資料はＤＶＤが主流となっている。ＶＨＳは心理学

や産業史関係を所蔵しており、授業などで利用されている。ＶＨＳも今後はＤＶＤに媒体が変わっ

ていくと思われる。所蔵状況は、ＤＶＤが1,778タイトル（2,182点）、ＣＤは3,116タイトル（3,367

点）、ＬＤは1,558タイトル（1,755点）、ＶＨＳは199タイトル（380点）である。 

図書館には、約164㎡の視聴覚室があり、その中にＤＶＤ、ＣＤ、ＬＤのコンパチブルプレーヤ

ーと28インチテレビモニターをセットしたブースが10台、ＤＶＤ、ＬＤ、ＶＨＳプレーヤーと28

インチテレビモニターをセットしたブースが3台、ＣＤ専用ブースが4台、設置されている。 

また、マイクロ資料の閲覧及び複写は、マイクロ室にマイクロリーダープリンタ2台が設置され

ており利用環境の整備を行っている。 

 

（５） 札幌学院大学貴重図書の電子化公開 

 

「地崎文庫」は1949年、本学の創立にあたり先代地崎宇三郎氏より提供を受けたもので、書籍約

3 万冊にして本学図書館形成の基盤をなすものである。文庫には幕末から明治初期にかけての北海

道史関係の貴重な文献も含まれている。その中から も貴重な文献である、旧記・簿書・地図の181

点を電子化（ＰＤＦファイル）し『地崎文庫デジタルライブラリー』として公開している。 

アクセスは図書館ホームページのトップ『地崎文庫デジタルライブラリー』から可能である。ま

た、蔵書検索ＯＰＡＣのキーワード検索にも対応している。 

 

（６） 講義用指定図書・シラバス掲載図書の整備 

 

講義との連携を図るため、教員に対して講義用指定図書の推薦を依頼している。指定方法も通年

指定、半期指定、レポート・試験指定など、教員の目的に応じて柔軟に対応し、貸出期間、配架場

所等の工夫も行っている。 

また、シラバスにテキストや参考文献として掲載された図書については、図書館で購入し、学生

の利用に供している。（但し語学テキストは除く） 

Ｗｅｂシラバス作成の際に教員が図書のＩＳＢＮ情報を追加すれば、学生がＷｅｂシラバスにア

クセスしたとき、参考文献の書名をクリックすることで自動的に図書館のＯＰＡＣが検索され、所

蔵情報及び貸出情報を確認することができるようになっている。 
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（７） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

図書、雑誌の整備状況は、1－(2)及び１－(3)で示したとおり、実態調査との比較において私立大

学図書館の平均値を一定程度上回っており、量的な整備については適切な水準にあると考えられる。

また、1－(4)－4）で示したとおり、マイクロ資料については、実態調査とのタイトル数の比較で平

均値を下回っているが、図書・雑誌の復刻版をマイクロ媒体で所蔵しており、図書・雑誌の所蔵状

況と合わせて評価すると適切な水準にあると考える。ＤＶＤ・ＬＤ・ＣＤは合計で6,452タイトル

所蔵しており、実態調査の私大平均1,827タイトルを大幅に上回っている。  

また、ＣＤ－ＲＯＭ／ＤＶＤ－ＲＯＭは、合わせて 240 タイトル所蔵しており、私大平均の 248

タイトルと比較しても、これらの視聴覚資料も量的には適切な水準にあると考える。 

地崎文庫の旧記・簿書・地図の181点の電子化公開は、北海道開拓期の研究者や東北・北海道の

歴史研究者への情報提供に役立っている。 

【課題・改善方策】 

図書館資料費予算は、ここ数年1億 2千万円台で推移している。2006年度は1億 2千 9百万円で

あったが、2007年度では10%ほどの削減が求められている。図書選定に関しては講義に密接にかか

わる図書をより厳選し提供しなくてはならない。図書館では多くの教員と連携しての選書が必要と

考える。このため、より機能的な選書が行えるように選書委員の役割についての検討を行い、図書

選定方法を改善することが課題である。 

外国雑誌の価格高騰に対応するため、購入タイトルを厳選すると同時に、電子ジャーナルの契約

経費についてもＰＵＬＣ等の電子ジャーナルコンソーシアムに参加し、コストパフォーマンスの優

れた契約を実現することが課題である。 

ＤＶＤ等の視聴覚資料は、教養的要素よりも語学学習や講義と連動したタイトルの購入を目指す。 

 

２．施設・設備の整備状況 

   

（１） 機能別閲覧室の設置 

 

図書館では、機能別に5つの閲覧室を用意し、多様化する利用者ニーズに応えている。また、全

ての閲覧室は冷暖房完備で快適なアメニティ空間となっている。1階第1閲覧室（556.79㎡）はサ

ービスカウンターをメインに、ＯＰＡＣ検索コーナー、各種データベース検索コーナー、新着雑誌

コーナーを設置、更に閲覧室中央に参考書架（低書架）を配置し多機能空間を創出している。その

中に 4人用の閲覧机 20 台を設置している。サービスカウンターは 2006 年 8 月に高さ 1ｍのものか

ら車椅子利用者も使いやすい77cmのものに入替えを行った。第2閲覧室（297.90㎡）には、4人用

閲覧机を32台配置し大変静かな学習環境を実現、更に窓際にはカウンター席を用意している。第3

閲覧室（235.80㎡）には、キャレル70台を配し、1人でゆっくりと学習したい利用者に人気のスペ
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ースであり、第2閲覧室と同様に窓際にはカウンター席を配置している。第4閲覧室（271.13㎡）

には、24 台のパソコンブースと 12 台の 4 人用閲覧座席が配置されている。ここでは、ネット接続

されたパソコンと図書館資料を同時に使うことができ、情報収集と情報発信の場として活用されて

いる。ここも窓際にカウンター席を配置している。グループ学習室（302.89 ㎡）には、27 台の 4

人用閲覧机と窓際カウンター席を配置している。この閲覧室の特徴は利用者同士の会話が許されて

いることである。数名で訪れた学生が議論を交わしながら学習したり、ゼミナールなどでの発表用

資料を共同で作成する姿が見られる。グループ学習室内には、共同学習室と称した10名程度が利用

できる小部屋が設置されており、自主ゼミナールなどで活用されている。各閲覧室、グループ学習

室には無線ＬＡＮが完備されており、電子計算機センターで手続きを行えば、持ち込んだノート型

パソコンをインターネットに接続することも可能である。（静かな学習環境を保障するため第2・第

3閲覧室での持ち込みパソコンの利用は禁止している。） 

 

表Ⅸ－2 図書館施設概要 

フロアー 室名 床面積 閲覧座席数等 

第1閲覧室 556.79㎡ 80席 

第2閲覧室 297.90㎡ 138席 

第3閲覧室 235.80㎡ 85席 

視聴覚室 163.84㎡ 視聴ブース：17台 

貴重庫 45.87㎡ 1席 

ラウンジ 123.03㎡ ソファー・ベンチ 

ホール他 330.59㎡  

事務室 249.01㎡  

1階 

1層書架 523.57㎡ 5席 

2層書架 523.57㎡ 4席 

マイクロ庫 39.30㎡ マイクロリーダープリンタ：2台 中2階 

物品庫等 21.29㎡  

第4閲覧室 271.13㎡ 70席 

グループ学習室 302.89㎡ 123席 

共同学習室1 30.81㎡ 11席 

第1書庫 309.62㎡ 1席 

3層書架 308.10㎡ 2席 

2階 

階段室 17.70㎡ 3席 

Ａ書庫 150.00㎡ 1席 
2号館 

Ｂ書庫 150.00㎡ 1席 

 床面積合計 4,650.78㎡ 閲覧座席合計 525席 

 

2 階部分の第 4 閲覧室及びグループ学習室には、Ｗｅｂ監視カメラが 4 台設置され、撮影画像が

カウンター内のパソコンに表示され安全管理に役立てている。 

視聴覚資料の所蔵状況でも述べたが、ＤＶＤ等の視聴スペースとして視聴覚室（163.84㎡）があ

り、ＤＶＤ等視聴ブースが13台、ＣＤ専用ブース4台が設置されている。 

図書館入り口にはラウンジを配し、ソファー席、ベンチ席を用意している。前日と当日の新聞を

ラウンジに置いて、ゆったりとした雰囲気の中で利用してもらっている。 

複写機は、ラウンジにカウンターから監視できる位置に4台設置し、セルフコピーで運用してい

る。利用者には著作権法の遵守を呼びかける案内掲示等を行っている。  
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また、ラウンジには学生情報ポータル閲覧用パソコンが6台用意され、教学情報の受発信に利用

されている。学生も自分の利用ニーズに応じてそれぞれの閲覧室を利用しており、2005 年度は

333,277名の入館者を得ている。 

閲覧座席は、525席用意してあり、学部学生と大学院生の定員を合わせた4,450名に対して11.8%

の割合となっている。（閲覧室内のスツール、ラウンジ及び共同学習室2の座席は含まない。） 

 

（２） 使いやすさと収納を考慮した開架書架・閉架書庫 

 

「利用しやすい図書館」をコンセプトに1978年に開館した当初は、利用者が所蔵する全ての図書

を手に取ることができるように全開架とした。しかし、学部・学科及び大学院の増設など大学の規

模が大きくなるに伴い、所蔵資料も拡大してきた。1986年に狭隘化対策として1層・2層の書架増

築を行ったが、所蔵資料が多くなればなるほど、利用したい図書を手にするまでの動線が長くなり、

また図書館側の資料管理も難しくなり、書架スペースの無駄も出てくるようになった。 

書庫増築は1991年に第１書庫、1994年に2号館Ａ書庫、1995年に2号館Ｂ書庫を増築した。現

在では開架書架と閉架書庫のそれぞれの利点を活かした運用を行っている。 

閲覧室に隣接した1層・2層・3層書架は、比較的新しい図書・雑誌を開架・可動式配架で収納し、

利用者が 新の情報を身近で入手することができるようになっている。また、3 層書架に隣接する

第 1 書庫は電動集密書架を導入しているが、開架書庫として運用している。2 号館Ａ・Ｂ書庫は比

較的古い図書・雑誌が収納されており、ここは収容率を 大限に取る事ができる固定式配架を採用

している。閉架書庫には教職員及び大学院生の入庫を許可している。学部学生、学外者等が書庫資

料を利用する場合は出納方式となる。 

マイクロ資料は 2 層書庫に隣接したマイクロ庫（39.30 ㎡）に収蔵している。マイクロ庫には閲

覧・プリントアウト用にマイクロリーダープリンターが2台設置されている。 

表Ⅸ－3に本学図書館の各書架・書庫の収容冊数を示した。総収容冊数は534,900冊であり2005

年度末の蔵書冊数は493,163冊となっている。収容率は約92.2%でほぼ満杯の状態にある。 

 

表Ⅸ－3 書架・書庫収容冊数 

書架・書庫名 棚板枚数×1棚当り冊数 収容冊数 

第1閲覧参考書架 232棚×15冊 3,480冊

1層書架 3,528棚×25冊 88,200冊

2層書架 2,946棚×25冊 73,650冊

3層書架 2,552棚×25冊 63,800冊

第1書庫 4,354棚×25冊 108,850冊

貴重庫 630棚×25冊 15,750冊

Ａ書庫 2,907冊×30冊 87,210冊

Ｂ書庫 3,132棚×30冊 93,960冊

収容冊数合計 534,900冊

＊参考書架は、1冊のボリュームがあるため1棚15冊で計算 
可動式書架は25冊、Ａ・Ｂ書庫は固定配架のため30冊で計算 
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（３） 学術情報へのアクセス・図書館ネットワーク・情報インフラ環境の整備 

 

〔図書館システム・情報検索ツール〕 

学術情報へのアクセス環境の整備は、図書館業務の電算化及びネットワーク化を通じて行ってきた。 

1988年度：ILIS/K導入（富士通）図書目録作成／ＯＰＡＣ 

1990年度：和書遡及入力開始～1994年完了 

1994年度：CALIS（丸善）に更新 図書発注・受入・目録作成／ＯＰＡＣ 

1995年度：貸出・返却・利用者管理システム稼動 NACSIS-CAT接続 

洋書遡及入力開始～2005年度完了 

1997年度：8月に図書館ホームページをインターネット上に開設、WebOPACの提供 

NACSIS-ILLに参加 

2001年度：ＬＩＭＥＤＩＯ（リコー）に更新、地崎文庫の貴重文献181点を電子化公開、 

新WebOPAC提供 図書発注・受入・目録作成、雑誌発注・受入・製本・ 

目録作成、貸出・返却・予約・利用者管理／ＯＰＡＣ 

雑誌遡及入力開始～2006年度完了予定 

新 NACSIS-CAT／ILLに接続 

第 4閲覧室に利用者用パソコン26台を設置 

2002年度：本学紀要・論集類の目次情報をOPACで提供開始 

閲覧室に業務用無線ＬＡＮを設置 

閲覧室に利用者用無線ＬＡＮを設置 

リアルタイム蔵書点検システムの稼動 

本人利用状況確認画面の運用開始 

2003年度：携帯電話ＯＰＡＣの提供、図書館ホームページリニューアル 

オンラインによる文献貸借・複写依頼の受付開始 

Z39.50サーバーによる近郊5大学での連携蔵書検索を開始 

2005年度：ＯＰＡＣ及び業務用パソコンのＯＳバージョンアップ 

多言語対応によりハングル・中国簡体字による目録作成開始 

第4閲覧室パソコンに個人認証を導入 

札幌医科大学附属情報センター図書館のMetaLib/SFXを利用したNDL-OPAC雑誌記事

索引と大学図書館相互利用サービス加盟館OPACの連携検索の開始 

上記に示したとおり、図書館では業務の電算化、ネットワーク化により業務改善と学術情報

へのアクセス環境の整備を進め、利用者サービスの向上を目指してきた。 

現在、第 1 閲覧室には、蔵書検索用ＯＰＡＣ用パソコン 10 台、各種データベース検索用パ

ソコン 8 台、200 枚連装式のＣＤ／ＤＶＤ－ＲＯＭチェンジャーを備えたパソコンを 1 セット

用意している。その他Ｍａｃｉｎｔｏｓｈが2台、フラットヘッドスキャナ付きの多機能パソ

コン1台を設置し学術情報へのアクセス環境を提供している。また、第4閲覧室には、インタ
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ーネットに接続し、Office アプリケーションを搭載した個人認証式の利用者用パソコン 24 台

が設置されている。また、インターネットの利用を希望する学外者用にノート型パソコン5台

を用意している。図書館業務は21台のパソコンと5台のサーバーで行っている。 

① ＮＡＣＳＩＳ－ＩＲ／ＣＡＴ／ＩＬＬへの接続状況は以下のとおりである。 

1989年 9月にＮＡＣＳＩＳ－ＩＲと接続 

1995年 4月からＮＡＣＳＩＳ－ＣＡＴに加入 

    ＊2005年度末現在 図書所蔵登録数：218,089件 

雑誌所蔵登録数：  6,731件 

1997年 4月からＮＡＣＳＩＳ－ＩＬＬに加入 

2004年 4月からＮＡＣＳＩＳ－ＩＬＬ文献複写料金相殺サービスに加入 

国立情報学研究所学術コンテンツポータルＧｅＮｉｉへのアクセスは、図書館ホームページのリ

ンクから可能である。 

② 蔵書検索ＯＰＡＣ（インターネットＯＰＡＣ／携帯電話ＯＰＡＣ） 

蔵書検索ＯＰＡＣは第1閲覧室に専用パソコン10台を設置し利用に供している。インターネット

からはＷｅｂＯＰＡＣとして図書館ホームページからアクセスを可能にしている。 

図書、雑誌、視聴覚資料の所蔵検索の他に、巻号タイトルとして雑誌の特集名検索、論文検索と

して本学紀要・論集類の論文情報検索、地崎文庫の旧記・簿書・地図の181点をキーワードで検索

し、ＰＤＦによる全文表示を行うことができる。また、自分が現在借りている図書や雑誌の情報、

予約の情報を閲覧することができる本人利用状況確認画面へのリンクも搭載されている。新着情報

も分野別に検索し表示することができる。 

携帯電話ＯＰＡＣは、ドコモ、ａｕ、ソフトバンク等、携帯電話会社毎のアクセスＵＲＬが用意

されており、図書、雑誌の所蔵検索及び本人利用状況確認画面が利用できる。 

携帯電話ＯＰＡＣにより、いつでも、どこからでも図書館所蔵情報へのアクセスが可能になった。 

③ Ｚ39.50 Ｇａｔｅｗａｙによる6大学連携検索システム 

Ｚ39.50 サーバーを利用して、本学図書館と北星学園大学図書館、札幌大学図書館、北海道教育

大学附属図書館、札幌医科大学附属総合情報センター、北海学園大学附属図書館・開発研究所の 6

大学の図書館蔵書連携検索システムを稼動させ利用に供している。このシステムは、Ｚ39.50 検索

クライアント画面にキーワードを入力することで、上記の6大学の蔵書検索を同時に行い、それぞ

れの所蔵状況を1度の検索で表示させることができるものである。 

④ ＭｅｔａＬｉｂ／ＳＦＸを利用した学術雑誌所蔵確認システム 

北海道地区では、「大学図書館相互利用サービス」と称する図書館コンソーシアムが形成され 21

大学26図書館が参加している。ＭｅｔａＬｉｂ／ＳＦＸを利用した学術雑誌所蔵確認システムは、

大学図書館相互利用サービス代表館の札幌医科大学附属総合情報センターのＭｅｔａＬｉｂ／ＳＦ

Ｘサーバーを利用して、国立国会図書館雑誌記事索引の検索結果から加盟館のＯＰＡＣを自動的に

検索させ目的の雑誌記事や論文が掲載された雑誌が所蔵されているか否かがわかるというシステム

である。更に本学図書館の場合、検索の結果、目的とする論文が所蔵されていなければ、書誌情報
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をＩＬＬ申込み画面に流用させることが可能になっており、雑誌論文検索からＩＬＬオーダーまで

一連の作業で完了することができるシステムとなっている。 

 

（４） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

5 つの機能別閲覧室は、利用者の図書館利用環境のニーズに応えそれぞれ有効に機能を果たして

いる。閲覧座席数も学生・大学院生の収容定員数の 10%を超えているため量的にも適切に整備され

た状況にある。 

書架・書庫については、狭隘化が限度に達しており、2005年度から書庫増築計画を検討し関係部

局との調整を行った。増築計画は2007年度中に、2号館Ａ書庫、Ｂ書庫に隣接した2号館103教室

に集密書架を導入し約6万冊収容可能なＣ書庫を設置することとした。2007年度予算要求に向けて

業者に図面を作成させ、数社から経費見積もりなどを揃え実現に向けての準備を進め、2007年度予

算要求を行った結果、Ｃ書庫設置予算が認められた。また、学期中の工事を避けることになり、2007

年 3月中に設置工事を行うことになった。 

図書館システムは、2001年度に導入したサーバー、パソコン類が老朽化し保守対象外となった機

器もある。このため、図書館システムＬＩＭＥＤＩＯの 新バージョンへアップグレードができな

い状況にある。早急に図書館システムのリプレイス計画を立案し実行しなくてならない。 

学術情報へのアクセスについては、学内ＬＡＮ及びインターネット技術を 大限に活かし、Ｗｅ

ｂＯＰＡＣによる蔵書検索のみならず、Ｚ39.50 やＭｅｔａＬｉｂ／ＳＦＸなどの技術を近郊の大

学図書館と共同・連携し利用者のニーズに合わせたアクセスツールを提供している。このような多

様な情報検索ツールの提供は、本学図書館の特徴であり、利用者から評価を得ている。 

【課題・改善方策】 

書庫狭隘対策としてのＣ書庫設置が認められたため、図書館全体の資料再配置計画と資料移動作

業計画を立案し、使い勝手が良く、収納効率も良い資料配置を実現しなくてはならない。 

図書館システムも、2008年度に更新を行い、 新バージョンのＬＩＭＥＤＩＯを導入して利用者

サービス及び業務改善を図りたい。 

Ｚ39.50 やＭｅｔａＬｉｂ／ＳＦＸなどの情報アクセスツールについては、これらのプロトコル

や使用環境が整備されている他大学と連携し横断検索ができる図書館数を増やすことと利用者への

ＰＲが課題である。 
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３．利用者サービス 

   

（１） 開館時間・開館日程 

 

開館時間は、2001年 4月から開講期の月曜日～土曜日を通常開館として午前9時から午後9時30

分、日曜・祝日は休日開館として午前10時から午後4時までとした。休講期間は、短縮開館として

月曜日から土曜日を午前9時から午後5時までとした。また、この期間の日曜・祝日は閉館とした。

その他の休館日は、夏期休業の3日間、年末年始休暇の9日間である。2005年度の開館日数は332

日で、 終講義終了後も図書館で学生が修学できる環境が整備され「いつでも利用できる図書館」

をほぼ実現している。通常開館期間の午後5時以降の人員体制は、午後8時までは専任職員1名と

業務委託職員3名、午後8時以降は業務委託職員3名となる。休日開館は、業務委託職員3名で運

営している。 

 

表Ⅸ－4 過去3年間の開館日数及び入館者数 

 開館日数 9：00～17：00 17：00～21：30 合 計 1日当たり 

2003年度 327日 298,984人 72,797人 371,781人 1,136.9人 

2004年度 330日 285,472人 67,063人 352,535人 1,068.2人 

2005年度 332日 266,040人 67,237人 333,277人 1,003.8人 

 

（２） 貸出等閲覧サービス 

 

主な身分毎の貸出条件は以下のとおりである。 

 

表Ⅸ－5 貸出条件 

①通常貸出 

図 書 雑 誌 
通常貸出 

貸出期間 貸出冊数 貸出期間 貸出冊数 

学部学生 2週間 無制限 1週間 5冊 

大学院生 4週間 無制限 1週間 10冊 

教職員 12週間 無制限 1週間 10冊 

卒業生 2週間 5冊 不 可 

学外者 2週間 5冊 不 可 

※学生のみ図書館で指定する試験期の貸出条件を1週間5冊に制限する。 

②特別貸出 

図 書 
特別貸出 

貸出期間 貸出冊数 

学部学生 4週間 10冊 

大学院生 12週間 20冊 

教員 52週間 50冊 

※その他、学生には夏期及び春期の休暇中に貸出冊数無制限の長期貸出を実施している。 
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過去3年間の館外貸出冊数は、以下のとおりである。 

 

表Ⅸ－6 過去3年間の館外貸出冊数 

年 度 学部学生・大学院生 教職員 学外者他 合 計 

2003年度 71,964冊 7,762冊 4,070冊 83,796冊

2004年度 64,884冊 7,510冊 3,767冊 76,161冊

2005年度 60,123冊 8,109冊 3,254冊 71,486冊

 

表Ⅸ－7 2005年度の館外貸出資料の内訳 

 学部学生・大学院生 教職員 学外者他 合 計 

和 書 57,597冊 6,601冊 3,229冊 67,427冊

洋 書    493冊   870冊    25冊  1,388冊

雑 誌  2,033冊   638冊    － 冊  2,671冊

合 計 60,123冊 8,109冊 3,254冊 71,486冊

 

（３） 視聴覚資料の利用 

 

ＤＶＤ等の映像資料は、視聴覚室設置のブースで視聴する。館外貸出は著作権法により行わない。

ただし、講義で使用する場合は、教室または研究室までの貸出を行っている。音楽ＣＤは、1 泊の

貸出しを行っている。 

ＤＶＤ等の視聴覚資料の利用状況は表Ⅸ－8のとおりである。 

 

表Ⅸ－8 視聴覚資料の利用状況 

年 度 学部学生・大学院生 教職員 その他 合計 

2003年度 16,215点 149点 194点 16,558点

2004年度 14,261点 209点 211点 14,681点

2005年度 13,876点 249点 124点 14,249点

※ＤＶＤ・ＬＤ・ＶＨＳ・ＣＤの館内視聴点数及びＣＤの館外貸出点数の合計 

 

（４） 第 4閲覧室の利用者用パソコン状況 

 

表Ⅸ－9 第4閲覧室の利用
者用パソコン利用状況 

年 度 利用申込件数 

2003年度 13,438件 

2004年度 11,690件 

2005年度 11,998件 

すでに「２．施設・設備の整備状況 （３）学術情報へのアク

セス・図書館ネットワーク・情報インフラ環境の整備」で図書館

システム・情報検索ツールについて触れたが、パソコンの利用状

況は表Ⅸ－9のとおりである。 
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（５） 本人利用状況確認システム 

 

本人利用状況確認システムは、インターネットに接続されたパソコン、又は携帯電話を利用して、

図書や雑誌の貸出状況や予約状況が確認できるサービスである。アクセスには個人認証が必要なた

め、図書館でＩＤ、パスワードを発行している。2006年 4月から新入生全員にＩＤとパスワードを

発行し、新入生ガイダンスで利用方法の説明を行っている。 

 

（６） 他大学図書館との相互協力 

 

図書館は以下の協議会に加盟し他大学図書館との連携を行っている。 

・私立大学図書館協会 

・北海道地区私立大学図書館協議会 

・北海道地区大学図書館協議会 

・法律図書館連絡会 

他館との文献複写の依頼・受付け及び図書現物貸借は、大学図書館間は基本的にＮＡＣＳＩＳ－

ＩＬＬシステムを介して行っている。公共図書館等のＮＡＣＳＩＳ－ＩＬＬの利用できない場合は、

郵送やＦＡＸでの受付を行っている。本学の図書館システムＬＩＭＥＤＩＯでは、ＮＡＣＳＩＳ－

ＩＬＬ経由の依頼及び受付とＮＡＣＳＩＳ－ＩＬＬを経由しない依頼及び受付を統合的に処理する

ことができる。 

学生・教職員等の本学利用者が、他館へ文献の複写依頼や図書の借受を希望する場合は、オンラ

イン文献複写・図書借用申込システムとカウンターで指定様式に必要事項を記入し申し込みを行う

方法を用意している。オンラインの場合は、認証用のＩＤ、パスワードを図書館に申込み、図書館

ホームページからアクセスが可能である。このシステムを利用すれば、図書館に出向くことなく研

究室や自宅からも文献複写の依頼や図書の借用申込みができる。 

 

表Ⅸ－10 過去3年間の相互協力件数 

文献複写 図書 
 

複写依頼 複写受付 貸出依頼 貸出受付 

2003年度 1,098 1,229 269 338

2004年度 980(660) 1,838 353(201) 338

2005年度 932(414) 2,275 333(154) 458

( )は、オンライン文献複写・図書借用申込みによる件数 

 

（７） 大学図書館相互利用サービス 

 

大学図書館相互利用サービスは1998年度に札幌学院大学図書館、酪農学園大学附属図書館、北星

学園大学図書館が中心となり、学生証や身分証のみでお互いの図書館の直接利用と直接貸出を認め
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るというコンソーシアム構想を検討し、1999年 4月から上記3大学図書館に旭川大学図書館、北海

道医療大学総合図書館、北海道工業大学図書館の3大学図書館を加えた6大学図書館でスタートし

た。その後、代表館となった北星学園大学図書館、事務局館となった本学図書館が、他の道内の国

公私立大学図書館に働きかけを行い、2007年 2月現在で、私立16大学 17図書館、国立3大学７図

書館、公立2大学2図書館を擁するコンソーシアムに成長した。現在の代表館は札幌医科大学附属

総合情報センター図書館、事務局館は、本学図書館が務めている。（2007 年度から事務局館は札幌

大学が担当予定） 

2005年度の利用実態は以下のとおりである。 

・大学図書館相互利用サービス利用登録人数＝964名 

・大学図書館相互利用サービス図書貸出冊数＝2,939冊 

 

（８） 図書館利用に関する満足度調査の実施について 

 

図書館では、サービス改善を目的に学生利用者を対象とした「図書館利用に関する満足度調

査」を行っている。 

これまで、本学図書館では1981年、1988年、1998年に図書館利用アンケートを実施し、図

書館サービスの改善に役立ててきた。前回1998年のアンケートは1997年に実施した図書館施

設の拡張・整備に対する利用状況の把握を目的としたものであった。今回は、これからの図書

館政策の策定、サービス改善を目的に図書館全般の満足度調査として実施することとした。 

2006年 5月に図書課職員4名によるアンケート委員会を組織し、調査票の作成、調査対象ク

ラスの選定等を行い、10月下旬から満足度調査を開始した。 

11 月 22 日に調査を終了させ、学生・院生合わせて 1,478 名が調査に協力してくれた。2007

年 2月までに集計・分析し3月には結果を報告する予定で作業を進めている。 

 

（９） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

2005年度の開館日数は332日で実態調査の私大平均260日を大きく上回っている。332日の内訳

は、開講期の通常開館（午前9時から午後9時 30分まで）日数は192日、開講期の日曜・祝日開館

が44日、休講期の短縮開館（午前9時から午後5時まで）が96日である。開館日数及び開館時間

に関しては、「いつでも利用できる図書館」をほぼ実現している。 

館外貸出冊数は、全体で71,486冊（内学生・院生：60,123冊）であり、実態調査の私大平均22,415

冊（内学生：19,136冊）を大きく上回っている。これは、利用者のニーズに合った蔵書構築の結果

であり、利用者本位の貸出条件が有効に機能したものと考えられる。問題点としては、2003年度の

貸出冊数 83,796 冊（内学生・院生：71,964 冊）をピークにその後、減少している実態がある。特

に定期試験準備期間の落ち込みが激しい。同時に入館者数も減少傾向が続いている。主な原因とし
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て在学生数の減少、学内外でのインターネット利用環境の整備に伴い、インターネットからの情報

で試験対策やレポート作成を行う学生が増加したこと、更には教員による評価方法の多様化等が考

えられる。この点については、様々な機会を捉えて図書館のＰＲを行うと共に、教員との連携、蔵

書構成の見直し、図書館利用環境の改善を行い減少傾向から増加に転ずる努力が必要である。 

他大学図書館との相互協力について、全国及び北海道地区の大学図書館協議会に加盟し研修事業

や情報交換に積極的に参加し大学図書館の発展に協力している。特に北海道地区私立大学図書館協

議会では、1993年以降幹事館を務め、同協議会会報の編集、同協議会ホームページの作成等を担当

している。2007年度から2年間は代表幹事館として選任されている。また、大学図書館相互利用サ

ービスのコンソーシアムについても、組織化及び運営の中心的な役割を担い、国・公・私立の枠を

越えた相互協力体制の組織化に寄与している。 

文献複写の依頼・受付件数、図書の貸出依頼・受付件数とも実態調査の私大平均を上回っている。

特に図書の貸出受付については、道内地方の公共図書館からの依頼が多いのが特徴である。 

【課題・改善方策】 

図書貸出冊数及び入館者数の減少に対して、より詳しい分析を行い、効果的な図書館のＰＲを展

開すると同時に、講義と連携した図書館活動の強化が課題である。 

 

４．図書館広報 

 

図書館では、ホームページからの情報発信及び紙媒体での図書館発行物を作成し効果的な図書館広

報を行っている。 

 

（１） 図書館ホームページ 

 

図書館のホームページは、1997年 8月に開設し、 初は利用案内を中心とした図書館情報のＰＲ

と分野別の資料検索案内などを発信していた。2003年度にリニューアルを行い、電子ジャーナルや

データベースのポータルサイト的な機能の強化を行った。 

 

（２） 図書館報「書林」、その他、印刷発行物 

 

図書館報「書林」は、図書館と利用者を結ぶ広報誌として 1978 年 5 月に第 1 号を刊行し、2003

年 12月に刊行した第64号からは、Ｗｅｂ版「書林」として図書館ホームページにＰＤＦファイル

で掲載している。内容は、図書館からのお知らせ、教員による自著紹介、学生の推薦図書や図書館

をよく利用する学生紹介、海外へ留研した教員による世界の図書館事情、図書館統計などである。

現在は年2回刊行している。 

その他の刊行物として、図書館サービスの概要をとりまとめた「図書館利用案内」、図書館の 新

情報が掲載された「SGU Library News」がある。これは、紙媒体での配布とホームページにＰＤＦ
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で掲載している。データベースの使い方や資料収集法がわかる「How to 図書館」などがある。 

 

（３） 図書館年次報告書 

 

図書館年次報告書は、1980年から図書館業務報告書として刊行しているものである。内容は、図

書館業務課題と総括、各部門の業務報告、図書館統計、館員名簿などであり、毎年度の図書館活動

が一目でわかる報告書である。 

 

（４） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

図書館ホームページは、図書館内にＷｅｂサーバーを置き、図書館広報と各種検索ツールを

備えた情報ポータル機能の充実を図ってきた。ホームページの作成、更新などの管理は、図書

館職員が行っているためタイムリーな情報提供が可能である。しかし、技術的に限界があり、

ページデザインや 新のＷｅｂ技術の導入などが難しい状況にある。 

図書館報「書林」は、図書館と利用者を結ぶ広報誌として一定程度の役割を果たしているが

編集・企画の工夫と利用者へのＰＲが必要である。 

図書館年次報告書は、本学図書館の業務総括として、また図書館の歴史を振り返る上でも重

要なものである。業務改善のツールとして今後も継続的な刊行が必要である。 

【課題・改善方策】 

図書館ホームページについては、担当職員のスキルアップを行いより見やすく、使いやすい

構成としたい。 

図書館報「書林」は、編集・企画を工夫し、マンネリ化を脱することが課題である。 

年次報告書は、掲載事項を標準化し経年変化などがわかりやすい編集としたい。また、紙媒

体での配布のみならず、図書館ホームページへの掲載についても検討したい。 

 

５．利用者教育 

 

（１） 札幌学院大学図書館における情報リテラシー支援について 

 

2005 年１月 28 日に出された中央教育審議会による答申『我が国の高等教育の将来像』で、「21

世紀は、新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動基盤と

して飛躍的に重要性を増す、いわゆる「知識基盤社会」（Knowledge-based society）」の時代である

と位置付けている。「知識基盤社会」の中での大学教育では教養教育及び専門分野の基礎・基本を重

視し専門的素養のある人材として活躍できる基礎的能力を滋養し学生が主体的に変化に対応し、自

らの将来の課題を探求し、その課題に対して幅広い視野から柔軟にかつ総合的な判断を下すことの
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できる力、課題探求能力の育成が重視されている。 

「知識基盤社会」のインフラとしてインターネットを中心とする情報通信技術の発展により教員

や学生が入手できる情報量は飛躍的に増大し、大学における教育・研究活動の内容も幅広い見地か

らの情報に裏打ちされたものとならざるを得ない状況にある。札幌学院大学図書館では「必要な情

報を効果的に検索し、収集・評価し利用する。更にはその成果を情報発信する」という情報リテラ

シー能力（情報活用能力）の育成を利用者支援の視点から展開している。これは、札幌学院大学の

教育目標と図書館の使命と重なるものでもある。 

図書館での情報リテラシー能力（情報活用能力）の育成は、全ての学生が図書館を含む情報環境

を効果的・効率的に活用できるようにするため「ガイダンス」という方法で実施すると同時にその

ツールとなるパソコン等のハードウェアの整備、蔵書検索ＯＰＡＣの整備や各種データベース、電

子ジャーナルの導入等の環境整備も行っている。 

① 情報リテラシーの定義 

アメリカ大学図書館協会（ＡＣＲＬ）の定義する「情報リテラシー能力基準」では以下の5基

準を上げている。 

基準１：情報リテラシーのある学生は、必要とする情報の性質と範囲を決めることができる。 

基準２：情報リテラシーのある学生は、必要とする情報に効果的・効率的にアクセスするこ

とができる。 

基準３：情報リテラシーのある学生は、情報と情報源を批判的に評価し選択した情報を自分

の知識ベースと価値体系に組み込むことができる。 

基準４：情報リテラシーのある学生は、特定の目的を達成するために個人もしくはグループ

の一員として、情報を効果的に利用することができる。 

基準５：情報リテラシーのある学生は、情報の使用に関する多くの経済的、法的、社会的問

題を理解し、倫理的、法的に情報にアクセスし利用する。 

② 図書館が目標とする情報リテラシー能力 

(1) 図書館利用能力の育成 

  ・図書館サービスや施設・設備に関する知識の修得 

(2) 情報検索能力の育成＝図書・雑誌記事・新聞記事へのアクセスを中心に 

  ・蔵書検索ＯＰＡＣの使い方と図書館所蔵資料へのアクセス方法の修得 

  ・参考図書（書誌・目録等）の使い方と各種資料へのアクセス方法の修得 

(3) オンラインデータベース・ＣＤ－ＲＯＭデータベースを活用した各種資料へのアクセス方法

の修得 

  ・インターネットを活用した各種情報へのアクセス方法の修得 

(4) 情報評価能力の育成 

  ・入手した情報の学問的な価値や信頼性の評価判断能力の育成 

(5) 情報整理・表現能力の育成（情報発信能力を含む）＝全学共通科目「論述・作文」との連携 

  ・レポート、論文等の作成についてのスキル修得 
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(6) 情報倫理の知識と理解 

  ・著作物の引用時におけるルールについての基礎的知識の修得 

  ・図書館における文献複写についての基礎的知識の修得 

(7) ネットワーク社会における自己責任能力の育成 

  ・ネチケット等のマナーやルールを把握した上でのネットワーク社会での自己責任能力の育成 

 

（２） 図書館新入生ガイダンス 

 

新入生ガイダンスは、1年生全員を対象に、各学部・学科の基礎クラス毎に図書館で行う。1クラ

スあたりのガイダンス所要時間は約45分となっている。ガイダンスの内容は、第4閲覧室で、図書

館ＨＰをビデオプロジェクターで拡大投影し、図書館サービス概要、図書館日程、ＯＰＡＣによる

蔵書検索方法のプレゼンテーションを行っている。 

また、インターネット情報源、特にＷｅｂページの利用上の注意について説明している。更に、

自分の貸出・予約情報を確認する本人利用状況画面の説明と利用に当たっての注意を行っている（約

20分）。 

プレゼンテーション終了後、10名程度の少人数グループで、職員の引率のもとに館内ツアーを行

う。図書館施設案内と図書・雑誌の配置についての説明、カウンターでの貸出・返却方法の説明、

ＯＰＡＣで検索し実際に書架に行って検索された図書を確認することを実践する。コピーコーナー

では、著作権法と図書館資料コピーの仕方についての説明も行っている（約25分）。また、図書館

ホームページに新入生ガイダンスのビデオを掲載しガイダンス情報の発信を行っている。 

2005年度新入生ガイダンスの実施概要 

・ガイダンス対象 59クラス 1,199名 

・ガイダンス日程 4月 11日～6月 3日 

 

（３） 図書館情報リテラシーガイダンス 

 

図書館情報リテラシーガイダンスは、全学共通科目「論述・作文」と連携し、各クラスそれぞれ

前期・後期に1回ずつ実施している。 

前期の情報リテラシーガイダンスは、情報検索スキルの修得を目指すもので、図書、雑誌記事・

論文、新聞記事の特徴を理解し図書、雑誌記事・論文は蔵書検索ＯＰＡＣにて本学図書館での所蔵

状況の確認を行う。新聞記事については、本学での新聞資料の所蔵状況を理解すると共に新聞記事

データベースを実際に利用し必要な新聞記事の入手を行う。 

後期は、視聴覚資料の検索方法を修得し、前期に引き続き雑誌記事・論文の検索、入手を国立国

会図書館ＯＰＡＣ雑誌記事索引データベースと本学図書館ＯＰＡＣを連携で使用して行う方法を修

得する。 

前・後期ともパワーポイントを使用したプレゼンテーションと演習課題に取り組むという方法で
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実施している。 

履修者が20名から40名程度の少人数クラスの場合は、第4閲覧室に集合し前半の約30分をパワ

ーポイントによるプレゼンテーションを行い、後半の 50 分で演習課題に取り組む。60 名から 120

名程度の大人数クラスの場合は、授業を行う教室でパワーポイントにより約45分間のプレゼンテー

ションを行い、演習課題は各自が図書館に来て取り組み、回答用紙を提出するという方法で実施し

ている。 

また、図書館ホームページにガイダンスビデオ、ＰＤＦファイルに変換したプレゼンテーション

用パワーポイント、演習課題、演習課題追加資料を掲載し、ガイダンス情報の発信を行っている。 

2005年度情報リテラシーガイダンス実施概要 

・対象クラス   全学共通科目「論述・作文」23クラス 履修者数 947名 

 ・ガイダンス日程 前期： 4月 20日～ 6月 22日 

              後期：10月 18日～11月 22日 

 

（４） 図書館ゼミナールガイダンス 

 

ゼミナールガイダンスは、3・4年生の専門課程ゼミナール生を対象に、それぞれのゼミナールで

の研究課題に即した各種資料の検索、入手方法の修得を目指し卒論やゼミ論等に直接役立つガイダ

ンスをオーダーメイドで実施している。前期の受付けは6月から7月、後期は10月から12月に行

っている。申込みの際に担当教員からゼミナールのテーマや所属学生の研究テーマを出してもらい、

図書館ではゼミナール毎の個別プログラムを組んで対応している。 

実施方法は、パワーポイントによるプレゼンテーションと演習課題の取り組みという形で実施し

ており、電子ジャーナルやオンラインデータベース、ＣＤ－ＲＯＭデータベースを具体的に使用し

て多面的な資料収集ができるように指導している。 

2005年度ゼミナールガイダンス実施概要 

・受付状況 前期 8ゼミナール 110名 

        後期 4ゼミナール  45名 

 

（５） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

新入生ガイダンスは、新入生のほぼ全員が基礎クラス毎に図書館に来て図書館利用の基本的事項

の説明を聞き、図書館ツアーで実際の資料配置を確認し蔵書検索を経験することにより、図書館が

身近なものに感じられ大学生活の中での図書館の位置付けが明確になる。これにより日々の学習や

キャンパスライフに図書館を役立てようとする気持ちが萌芽し、この方法による新入生ガイダンス

は、図書館が目標としている情報リテラシー能力の「図書館利用能力の育成」に対して効果があり

成功していると評価できる。 
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問題点としては、学部毎にクラスの開講日及び開講時間が重なるため、 終クラスのガイダンス

が5月の下旬になってしまう場合がある。このため実施スケジュールの改善が求められる。 

情報リテラシーガイダンスも全学共通科目「論述・作文」の担当教員の協力を得て、講義と連携

した形で実施し、効果的に図書、雑誌記事・論文、新聞記事、視聴覚資料の検索及び入手のスキル

を指導することができ、これも図書館が目標としている「情報検索能力」の育成に対して効果があ

り成功していると評価できる。 

また、新入生ガイダンスでもインターネットのＷｅｂサイトの情報を利用する場合の注意事項を

簡単に紹介しているが、情報リテラシーガイダンスでは、Ｗｅｂサイト情報の利用評価尺度を示し、

情報評価の必要性についても時間を割いている。 

演習課題の指導について少人数クラスの場合は、担当職員が数名つき、きめ細かな説明や指導が

受講生からも評価されている。これに対して大人数クラスの場合、受講生がバラバラに図書館に来

て課題に取り組むため、細やかな指導ができず、受講生が図書館内で戸惑う場面が散見される。ま

た、演習用のパソコンの順番待ちなどでも不満が出されている。このため大人数クラスでは演習課

題の設定方法の工夫が必要である。 

ゼミナールガイダンスは、オーダーメイド方式でゼミナールの担当教員、所属学生のニーズに応

え、実践的な情報収集スキルの育成を行っており、学生自らの課題に対して自ら解決するための情

報を電子ジャーナルや専門的なデータベースの利用方法がわかることにより自立的な学習や研究に

効果があり評価できる。 

問題点として、ゼミナールガイダンスの場合、参考調査担当者1名で全て対応していることが挙

げられる。今後は、複数の図書館職員が対応できるよう体制を強化し内容の充実を図ることが必要

である。 

全体的には、パワーポイント資料の工夫や担当職員によるプレゼンテーション技術の向上を図り、

より分かりやすく効果的な指導ができるよう図書館職員のスキルアップが必要である。 

また、情報リテラシーガイダンス、ゼミナールガイダンスとも、情報検索スキルの修得が中心の

構成になっており、本学図書館が目標とする情報リテラシー能力のうち、「情報整理・表現能力の育

成（情報発信能力を含む）」や「情報倫理の知識と理解」、「ネットワーク社会における自己責任能力

の育成」などといった内容については、ガイダンスで簡単にしか触れないか、または、まったく触

れていないものもあるので、目標全体の達成のためにガイダンスプログラムの更なる工夫も必要と

思われる。 

【課題・改善方策】 

新入生ガイダンス、情報リテラシーガイダンス、ゼミナールガイダンスのより効果的なガイダン

スプログラムの開発と職員のプレゼンテーションスキルの向上が必要である。ガイダンスプログラ

ムについては、教員と連携し具体化を図りたいと考える。プレゼンテーションスキルに関しては、

今までは個人の努力に負うところが多かったが、図書課として研修・研究に取り組みができるよう

な体制をとり、職能集団としてスキルアップを行い、より効果的にガイダンスを運営することが課

題である。 
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また、ガイダンス対象となっている学年が1年生と3・4年生であり、2年生が抜けている状況に

ある。これは、カリキュラム編成で2年生を対象とするクラスが一部の学部でしか編成されていな

いため、ガイダンスを実施することが難しい現状にあるからである。このためクラス編成にかかわ

らず、希望者を募り適時ガイダンスを行う方法等、2 年生に対する情報リテラシーガイダンスの具

体化が課題である。 

 

６．図書館の地域開放 

 

（１） 開かれた大学図書館 

 

「はじめに （３）生涯学習の拠点としての図書館」でも記述したとおり、本学図書館は「開か

れた大学図書館」として1978年から地域に開放している。 

利用希望者には、学外者登録を行い、登録日から年度末までの図書館利用証を発行している。図

書館閲覧室の利用と2週間5冊の図書貸出を行っている。また、パソコン、インターネットの利用

を希望する利用者に対してノート型パソコン5台を用意している。但し、定期試験のため繁忙とな

る7月及び1月から2月上旬は学外者の利用を停止している。 

 

表Ⅸ－11 学外者登録人数と貸出冊数 

①学外者登録人数 

利用者区分 2003年度 2004年度 2005年度

他大学学生・院生 173 7 14

他大学教職員 54 66 10

一般市民 352 359 311

専門学校生・高校生 27 16 6

小・中・高等学校教諭 11 6 12

大学図書館相互利用サービス加盟館 

学生・院生・教職員 
117 155 142

その他 0 5 0

合計 734 614 495

内卒業生 155 177 158

   ②貸出冊数 

2003年度 2004年度 2005年度

貸出冊数 4,070 3,767 3,254

 

2005年度の図書館地域開放の概要は、登録者数495名（男性314名／女性181名）、貸出冊数3,254

名となっている。 

学外利用者の居住地は、江別市185名（37.3%）、札幌市223名（45.1%）となっている。その他、

岩見沢、小樽、苫小牧、恵庭、当別などからも来館している。 

年齢別にみると、10代 20名、20代 295 名、30代 70 名、40代 52 名、50代 33 名、60歳以上 24

名、不明1という状況で20代が約6割を占めている。 

地域連携では、江別市の中学生キャリア教育授業に協力している。具体的には、2005 年度から、
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職場体験学習の受け皿として5名の生徒を受入れている。 

 

（２） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

図書館の地域開放は1978年から実施しており、地域開放の先駆的な役割を果たしてきた。閲覧室

の利用、図書の貸出の他にインターネット接続のノートパソコンの館内貸出を行っている。これは、

社会的に問題になっているデジタル・デバイドへの対応であり、本学図書館の特徴でもある。学外

者の利用登録者数及び貸出冊数は2003年度から減少傾向にある。 

【課題・改善方策】 

生涯学習拠点としての本学図書館のＰＲをさらに積極的に展開し、地域社会への貢献を行って行

くことが課題である。 

 

７．これからの札幌学院大学図書館＜重点課題＞ 

 

（１） 図書館職員の専門性向上 

 

2003 年度から 2006 年度にかけて図書館職員は 5 名が異動の対象となった。内 2 名は図書館

司書資格を有していた。また、2006年度末には司書有資格者2名が退職することになっており、

専任職員で司書資格を有するものは3名になる。2006年 3月に出された「学術情報基盤の今後

の在り方について（報告）Ⅱ．学術情報基盤としての大学図書館等の今後の整備のあり方につ

いて」の、3.5（ア）「高度の専門性・国際性を持った大学図書館員の確保・育成方策」では、

国際性豊かな高度の専門知識を持つ図書館員の存在が重要であること、電子化資料を高度に組

織し提供する技術、導入・契約にかかわる法律知識を備えた人材が必要であるとされている。

本学図書館でも、司書有資格者の確保はもちろんのこと、高度の専門性や国際性、電子資料へ

の対応能力を持った職員の確保と養成が急務であるため、関係部局に対応を求めていかなくて

はならない。 

 

（２） 図書館予算の効率的運用 

 

2007年度予算編成方針では、各部門とも10%以上の予算削減が求められており、図書館予算、特

に図書費・資料費の削減は必至である。図書館としては、効率的な予算運用が求められ、本学の教

育・研究をサポートするための利用者ニーズに合った蔵書構築を行わなくてはならない。特に講義

と連携した図書・資料の選定が行えるよう図書委員・選書委員・一般教員と図書館職員の協力体制

の確立が急務である。 
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（３） 書庫狭隘化対策 

 

書庫狭隘対策の一環として、2007年度予算要求において2号館103教室をＣ書庫に転用する計画

を立案しＣ書庫の設置が認められた。教室床面積の関係で約6万冊収納の集密書架の導入を予定し

ているが、年間の増加冊数を勘案すると4～5年間で一杯になる。抜本的な狭隘対策は、新図書館の

建設、又は、大規模な増築によって実現されると思われる。 

 

（４） 新たな図書館コンセプトの構築 

 

2002年 8月に新たな図書館建築の構想を検討するため、図書課内に職員による新館構想検討委員

会を設置した。2002年 9月には、明治大学中央図書館、国際基督教大学オスマー図書館、駿河台大

学図書館などの先進図書館の見学を行い、2003年 9月には、新図書館の規模及び基本コンセプトに

ついて「新図書館構想について（報告）」を事務局長宛に提出した。2004年 1月 16日付けで常任理

事会キャンパス整備小委員会から「キャンパス計画について－キャンパス整備計画に関する報告－」

が出され、およその新図書館の規模と建設時期が明示された。その後、図書館を含む新キャンパス

建設資金として第2号基本金組入が開始されることになった。新館構想検討委員会では、理事会か

らの報告に基づき、検討を深めることとし、2004 年 9 月には神田外語大学メディア教育センター、

国士舘大学附属図書館鶴川図書館、横浜国立大学附属図書館の見学を行った。2005年度も引き続き

検討を深め、特に自動化書庫の導入について情報収集と重点的な検討を行った。しかし2006年度予

算編成方針において、第2号基本金の減額が決定したため、建設時期が大幅に遅れることになった。

図書館では、引き続き 先端の図書館施設や設備の情報、利用者サービスの改善に繋がる情報、

新の図書館システム及び情報インフラ等の情報を収集し、新図書館コンセプトの創出を行い、新図

書館建設の実現に向けて努力しなくてはならない。 
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