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第36回全学FD（新潟大学教育・学生支援機構/附属図書館）
「学生・教員・図書館職員の協働による学習支援を考える：

初年次段階の情報リテラシー教育を中心に」2016.2.19.

三重大学のスタートアップセミナーにおける教員と図書館員の協働

発表の概要

1. 授業デザインの仕組み

2. 情報リテラシーと情報利用プロセス

3. 「4つの力」スタートアップセミナー

4. 専門基礎教育との接続
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1. 授業デザインの仕組み

3
【当日の配布資料に，一部修正を加えています】

1.1 授業デザインとは

学生の現状，大学が定めた目標などを加味しながら，学生
が目標に達成する道筋を教員がつくりあげること

目標：適切な目標を設定する*

方法：どのようにして，何を用いて学生を目標まで押し上げ
るのかを決定する
段階的な教育内容

教授内容を適切に反映する教授方法＋学習方法

評価：授業の達成目標にあげた内容に則して評価する
4

目標を規定するニーズ
・カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシー，社会が要請する要求
・学習者の学習観や学習経験，心理状態などの必要性

（森，2013，p.159-163）



1.2 授業デザインモデル
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森朋子「初年次セミナー導入時の授業デザイン」
『初年次教育の現状と未来』世界思想社，p.162. 

1.2 授業デザインの要点

1.より深い概念的理解の重要性：知識労働者として能力を発揮する
ために，事実と手続きを身につけるだけでなく，実社会で利用できる
よう，新しい状況に応じて知識を修正する。

2.教授だけでなく，学習にも焦点をあてる：学生は自分の学習に積極
的に参加することで深く学ぶ。教員の指導技術だけでなく，学生の
学習過程に焦点をあてることが教育において大事になる。

3.学習環境をつくる：あらゆる知識を学べるように支援することが必要
になる。そのためには実世界の問題解決を可能にする学習環境（IT
やその他教授法）を整えることが必要になる。

4.学習者の既有知識にもとづく環境：学生は満たされるのを待つ空の
器ではなく，既習の概念を持って授業に臨む。そのことを前提に学
習環境をデザインする。

5.省察の重要性：学生は会話や文章を通じて自分の知識を表現する
ことで，自分の理解を対象化して分析し，よりよく学ぶことができる。
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（森，2013，p.161）

1.2 学習環境をデザインするための7つの視点
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（鹿毛，2010，p.26）

1.3 科目間連携の構造

授業科目名
「4つの力」スタートアップ

セミナー
建築計画Ⅰ

対象 工学部建築学科・1年次
（2009年度は，人文学部法律経済学科）

工学部建築学科・1年次

学生数 約40名 約40名（編入生含む）

科目の概要
共通教育・必修 2単位

週1回・90分×15回

専門教育・必修 2単位
週1回・90分×10回

（全体は15回）

開講時期 前期 後期

担当者と
専門分野 長澤多代（図書館情報学） 加藤彰一（建築計画学）

TA 1名（建築学専攻，2010年度より） 1～2名（建築学専攻）

教室
環境・情報科学館

PBL演習室
環境・情報科学館

PBL演習室

チーム編成 3～4名／チーム×11～13 7～8名／チーム×6 8



1.3 科目間連携の体制

グループ 課題
マルチプルアプローチ

行動

図書館員
高い学習成果を得られる情報リテ
ラシー教育を実現する。

図書館ガイダンスの
再設計，実施，評
価

初年次教
育担当の

教員

大学の学習，生涯学習の基礎と
なる情報リテラシーの習得を図る。

初年次導入科目の
設計，実施，評価

専門教育
担当の
教員

PBLを導入した授業によって，
学生の学習成果の向上を図る。

専門教育の基礎科
目の設計，実施，
評価

大学図書館の利用を組み入れた科目開発

初年次科目と専門科目との接続のためのピア・レビュー

授業づくり
の視点
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1.3 科目間連携のプロセス
初年次教育の担当者

4つの力ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ
図書館員

情報リテラシー教育
専門教育の担当者

建築計画Ⅰ

2009
設計，実施
評価 （講義形式で実施）

2010
再設計
実施
評価

設計
実施
評価

2011
再設計
実施
評価

再設計
実施
評価

2012
以降

再設計
実施
評価
新演習室の利用
中間発表の実施

再設計
実施
評価

新演習室の利用 10

ピア・レビュー

図書館ガイダンスの設計，実施，評価

図書館ガイダンスの再設計，実施，評価

図書館ガイダンスの（再）設計，実施，評価

テーマ別パスファインダーの作成

科目別パスファインダーの開発

科目別パスファインダーの再設計，運用

図書館ガイダンスの再設計，実施，評価

学習ポートフォリオの連続性の検討，試行

PBLの導入

学習ポートフォリオの連続性の検討，実施

授業科目間の連続性の検討，試行

ピア・レビュー

2. 情報リテラシーと情報利用プロセス
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2.1 情報リテラシーとは

高等教育の学びの場において必要と考えられる
情報活用能力。

課題を認識し，その解決のために必要な情報を
探索し，入手し，得られた情報を分析・評価，整
理・管理し，批判的に検討し，自らの知識を再構
造化し，発信する能力。

（国立大学図書館協会，2015）
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2.2 『高等教育のための情報リテラシー基準（2015年版）』*

1. 課題を認識する：課題を認識し，その解決に必要な情報の範
囲を定める。

2. 情報探索を計画する：課題を解決するために必要な情報を
合法的・社会倫理的に適切に，かつ経済的・効率的に探索
する計画を立てる。

3. 情報を入手する：探索計画に基づき，課題を解決するために
必要な情報を適切・効率的に入手する。

4. 情報を分析・評価し，整理・管理する：収集した情報を批判
的に分析・評価し，情報を整理・管理する。

5. 情報を批判的に検討し，知識を再構造化する：整理した情報
を批判的に検討することで自らの知識を再構造化する。

6. 情報を活用・発信し，プロセスを省察する：社会倫理に則り，
合法的に情報を活用・発信し，情報の受け手と適切なコミュ
ニケーションを行う。また，情報活用行動全体を省察する。13 14

2.2 『高等教育のための情報リテラシー基準（2015年版）』

「情報活用行動プロセスの場面とレベル」（国立大学図書館協会，2015）

2.3 情報探索プロセス・モデル

• 高校生の情報探索行動の調査をもとに，感情，思考，
行為の3つのレベルをモデル化（提唱者：Kuhlthau）

段階
第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階 第6段階

タスク

定義

トピック

選択

漠然とした
情報探し

フォーカス
形成

情報収集 情報探し

終了

執筆開始

感情
不確実

不安

漠然とした
希望

恐怖・疑い
ﾌﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ

明快 方向性

自信

解放感 満足

不満足

思考 漠然 明快

情報
行動

関連情報を 適合情報を

探す 集める
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関心が高まる

焦点が絞られる

三輪『情報検索のスキル』2003，p.55

2.3 Big 6 スキルズ・モデル

Big6 Skills 年齢を問わず，人々が情報の問題を解決する

ためのプロセス・モデル．（提唱者：Eisenberg & Berkowitz）
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1)課題を明確にする（Task Definition）

2)情報探索の計画を立てる（Information Seeking Strategies）

3)情報源の所在を確認し収集する（Location and Access）

4)情報を利用する（Use of Information）

5)情報を統合する（Synthesis）

6)評価する（Evaluation）

Eisenberg, Michael B. and Laura I. Robinson. The BIG6 Collection. 2005, p.ix. 



2.3 カナダ・アルバータ州の探究モデル
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PLANNING

RETRIEVING

PROCESSING

CREATING

SHARING

EVALUATING

Focus on Inquiry: A Teacher’s Guide to Implementing Inquiry-based Learning, 2004. 

2.3 情報利用プロセス6段階モデル

Eisenbergほか国外の情報活用プロセスモデルを比較し，
これをもとに，司書教諭のためのテキストで情報利用プ
ロセスモデルを提唱（提唱者：堀川ら）
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• テーマの設定
• 情報探索の計画
• 情報・資料の探索と収集
• 情報・資料の活用
• 情報・資料のまとめと伝達・保存
• 学習活動の評価

堀川『学習指導と学校図書館』2002

3. 「4つの力」スタートアップセミナー*
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*ここでは，2009年度から2014年度までに発表者が担当した
クラスの授業デザイン（プランB）を対象としている

3.1 「4つの力」スタートアップセミナーの設計

・情報リテラシーの向上を目指す。

・情報探索法に加えて，情報整理法，情報表現法を
育成する。

・情報活用プロセスを枠組みとする。

・教える好機に情報探索法を指導する。

・教員と図書館員が連携して授業をデザインする。 20

授業の目的
• 主体的学習者としての自己認識、さまざまなコミュニティ

の構成員としての自己認識をもつ。
• 感じる力，考える力，コミュニケーション力，それらの統合

力としての生きる力（4つの力）の意義を理解し，実践する。
• グループ活動を通して4つの力の素養を習得する。



3.2 4つの力

三重大学の教育目標
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感じる力
感性，共感，倫理観，モチベーション，
主体的学習力，心身の健康に対する意識

考える力
専門知識・技術，論理的思考力，
課題探求力，問題解決力，批判的思考力

コミュニケー
ション力

情報受発信力，討論・対話力，
指導力・協調性，社会人としての態度，
実践外国語力

生きる力
感じる力、考える力、コミュニケーション力
を総合した力

2011年度 「4つの力」スタートアップセミナー （工学部・建築学科）

生きる力

感じる力 考える力 コミュニケーション力

感
性

共
感

倫
理
観

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

主
体
的
学
習
力

心
身
の
健
康
に
対
す
る
意
識

幅
広
い
教
養

専
門
知
識
・
技
術

論
理
的
思
考
力

批
判
的
思
考
力

課
題
探
求
力

問
題
解
決
力

情
報
受
発
信
力

討
論
・
対
話
力

指
導
力
・
協
調
性

社
会
人
と
し
て
の
態
度

実
践
外
国
語
力

第01回 大学で学ぶとは

第02回 ノートづくりの方法 ○ ○ ○

第03回 テーマを設定する方法① ○

第04回 テーマを設定する方法② ○

第05回 情報を探索する方法①：図書館 ○ ○

第06回 レポートの骨組みを作成する方法 ○ ○ ○

第07回 情報を評価する方法 ○ ○

第08回 情報を探索する方法②：ヒトやモノ ○ ○ ○

第09回 自分の立ち位置を知る：統計データを読む ○ ○

第10回 中間発表

第11回 レポートを作成する方法 ○ ○ ○ ○ ○

第12回 口頭発表する方法 ○

第13回チームで発表する/主体的な聴き手になる① ○ ○ ○ ○

第14回チームで発表する/主体的な聴き手になる② ○ ○ ○ ○

第15回 学習活動を評価する① ○

第16回 学習活動を評価する② ○

3.2 「4つの力」スタートアップセミナーにおける4つの力の育成
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3.3 情報活用プロセス

①テーマを設定する。

②情報探索の道筋を設定する。

③情報を探索する。

④情報を取捨選択・統合する。

⑤情報を用いて表現する。

⑥成果物とプロセスを評価する。
23 24

3.4 授業計画：「4つの力」スタートアップセミナー
第1回 大学で学ぶとは

第2回 ノートづくりの方法

第3回 テーマを設定する方法① ①テーマの設定
②道筋の設定第4回 テーマを設定する方法②

第5回 情報を探索する方法①：図書館を用いた情報探索 ③情報の探索

第6回 レポートの骨組みを作成する方法 ④情報の選択

第7回 情報を評価・整理する方法 ④情報の選択

第8回 情報を探索する方法②：ヒトやモノから情報を得る ③情報探索

第9回 自分の立ち位置を知る：大学教育の仕組み ④情報の統合

第10回 中間発表

第11回 レポートを作成する方法 ⑤情報の表現

第12回 発表をする方法

第13回 チームで発表する①／主体的な聴き手になる

第14回 チームで発表する②／主体的な聴き手になる

第15回 学習活動を評価する方法①：成果（物） ⑥評価

第16回 学習活動を評価する方法②：プロセス

24
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2012年度の授業風景
（撮影：三重大学大学院工学研究科
建築学専攻ファシリティマネジメント研究室）
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第1回 大学で学ぶとは

第2回 ノートづくりの方法

第3回 テーマを設定する方法① ①テーマの設定
②探索計画第4回 テーマを設定する方法②

第5回 情報を探索する方法①：図書館を用いた情報探索 ③情報の探索

第6回 レポートの骨組みを作成する方法 ④情報の評価

第7回 情報を評価・整理する方法 ④情報の評価

第8回 情報を探索する方法②：ヒトやモノから情報を得る ③情報探索

第9回 自分の立ち位置を知る：大学教育の仕組み ④情報の評価

第10回 中間発表

第11回 発表をする方法 ⑤情報の発表

第12回 レポートを作成する方法

第13回 チームで発表する①／主体的な聴き手になる

第14回 チームで発表する②／主体的な聴き手になる

第15回 学習活動を評価する方法① ⑥評価

第16回 学習活動を評価する方法②
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図書館ガイダンス
１次資料と2次資料，サービス，図書館
員の役割，データベース：OPAC，Japan

Knowledge，CiNii Articles

教える好機
teachable moment

3.4 授業計画：「4つの力」スタートアップセミナー

3.4 図書館ガイダンス
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実施時期
教える好機：課題のテーマを決定した直後

【教える好機＝Teachable Moment】

図書館
ツアー

内容の限定：3つのデータベースの利用
OPAC，CiNii Articles，Japan Knowledge

データベースの検索結果と図書館内の資料の結びつけ

講義

大学図書館＝大学内の学習支援環境のひとつ
三大資源：図書館員，一次資料，二次資料
一次資料と二次資料
図書，雑誌，新聞記事
利用できるサービス（相互貸借を含む）
NDCの構造：知識の体系と位置づけ
生涯において利用できる図書館の種類

専門教育科目での図書館ガイダンス@三重大学

（撮影：三重大学大学院工学研究科
建築学専攻ファシリティマネジメント研究室）
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第1回 大学で学ぶとは

第2回 ノートづくりの方法

第3回 テーマを設定する方法① ①テーマの設定
②探索計画第4回 テーマを設定する方法②

第5回 情報を探索する方法①：図書館を用いた情報探索 ③情報の探索

第6回 レポートの骨組みを作成する方法 ④情報の評価

第7回 情報を評価・整理する方法 ④情報の評価

第8回 情報を探索する方法②：ヒトやモノから情報を得る ③情報探索

第9回 自分の立ち位置を知る：大学教育の仕組み ④情報の評価

第10回 中間発表

第11回 レポートを作成する方法 ⑤情報の発表

第12回 発表をする方法

第13回 チームで発表する①／主体的な聴き手になる

第14回 チームで発表する②／主体的な聴き手になる

第15回 学習活動を評価する方法① ⑥評価

第16回 学習活動を評価する方法②

28
基本的なデータベース：

百科事典（Japan Knowledge）
CiNii Articles

情報の取捨選択
書誌事項の書き方

統計データの読み方
歴史資料

観察，聞き取り調査
文化施設，博物資料

引用の仕方
著作権，剽窃

教える好機
teachable moment

図書館ガイダンス
１次資料と2次資料，サービス，図書館
員の役割，データベース：OPAC，Japan

Knowledge，CiNii Articles

3.4 授業計画：「4つの力」スタートアップセミナー



3.4 情報資源の利用
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第3回
第4回

基本的なデータベースの利用
Japan Knowledge，CiNii Articles

第6回
レポートの骨組みの作成

中心文（topic sentence）＋サポート文（support sentence）
A.Oshima 『Academic Writing』

第7回

情報の取捨選択
加藤秀俊『取材学』
S.アイエンガー『選択の科学』

書誌事項の記載方法（SIST02）

第8回 ひと，もの，場所からの情報選択
多様な情報資源

第9回 自分の立ち位置を知る
統計データの読み方，起源と変遷

第11回 引用する方法
直接引用，間接引用

3.5 学習成果の測定

• プロセス：
学習ポートフォリオ（各回＋総括）

個人課題（各回）（他の学生によるピア評価を含む）

授業評価アンケート

情報探索行動の観察（TA，担当教員）

• 成果（物）：
口頭発表のレジュメ

口頭発表（ビデオ撮影による自己評価を含む）

レポート（他の学生によるピア評価を含む）

30

3.6 学生の学びの変化：
2011年度前期の総括ポートフォリオより

入学時より成長したと思うこと，考え方の変化など（5つ以内）

• 今までより図書館の利用が増え学習に役立てられるようになっ
た。

• 図書館に頻繁に行くようになった。

• 情報探求力。

• 調べ物の資料集めがわりと上手くなった…と思う。

• 情報の探索の仕方と、それに対する考え方。

• 情報の調べ方。

• 調べものをする。

• 本を読む。

• 情報を批判的に考えること。

• 批判的に情報を読みとれるようになった。

• 本などの完成されたものでも、批判的に見る力。 31

4. 専門基礎教育との接続

32



4.1 授業計画：建築計画Ⅰ

33

学習の到達目標
建築の原点である住宅や集合住宅を中心に，建築計画に

係わる専門的知識，及び問題解決への応用力を習得する。
その中で社会の要求とそれを解決する手法を習得する。

第1回 建築計画とPBL授業・学習スタイル・グループ分け，図書館ガイダンス

第2回 住宅建築1：ビデオ視聴・検討

第3回 住宅建築1：ディスカッション1

第4回 住宅建築1：プレゼンテーション1

第5回 住宅建築2：ビデオ視聴・検討

第6回 住宅建築2：ディスカッション2

第7回 住宅建築2：プレゼンテーション2

第8回 住宅建築3集合住宅：ビデオ視聴・検討

第9回 住宅建築3：ディスカッション3

第10回 住宅建築3：プレゼンテーション3

4.2 学習成果の測定：建築計画Ⅰ

プロセス：

• 学習ポートフォリオ（各回）

• ピア・レビュー：情報探索行動の観察（各回）

成果（物）：

• 口頭発表

• 口頭発表のスライド

• ピア・レビュー：情報探索行動の観察（各回）

• 授業評価アンケート（最終回）

• 学習ポートフォリオ（最終回） 34

4.3 ピア・レビュー：建築計画Ⅰ

35

ピア 初年次教育の担当教員

目的 初年次教育科目の再設計，運用，評価のため
専門教育科目の再設計，運用，評価のため
高い学習成果を得られる情報リテラシー教育のため

プロセス 非公式
①事前の打ち合わせ

図書館ガイダンスの内容，方法，実施時期
パスファインダーの内容

②情報探索行動の観察（10回）
③事後の打ち合わせ

2012年度の「スタートアップセミナー」と
「建築計画Ⅰ」の関連づけ

図書館ガイダンスの内容，方法，実施時期
PBLの再設計

観察の焦点 パスファインダーの利用状況
学生の情報探索行動

4.3 授業評価アンケート（2011）の結果：情報の利用

36

1

1

2

5

23

9

9

15

26

9

22

22

17

4

4

5

5

3

2

1

Q36:情報探索のときに、授業資料ナ

ビ（パスファインダー）を活用した。

Q37:授業資料ナビ（パスファインダー）

を使用した後では，情報の集め方…

Q38:授業資料ナビ（パスファインダー）

の配布時期は適切だった。

Q39:スタートアップセミナーで学習した

情報利用（情報探索，評価，整理，…

Q40:学んだ建築作品について、実際

に見に行きたいと思う。

Strongly agree Agree Disagree Strongly disagree

（三重大学大学院工学研究科建築学専攻ファシリティマネジメント研究室）



4.3 「建築計画Ⅰ」の学生の学びの変化
2011年度後期の総括ポートフォリオより

前期より成長したと思うこと，考え方の変化など（5つ以内）

• 資料を探すのに慣れてきた。

• 図書館などの施設を積極的に利用するようになった。

• 各テーマで限られた時間の中でどのようにしたら効率よく情報を仕入れる
ことができるかを少しわかるようになった。

• 情報収集がうまくなった。

• 資料の探求力。

• 情報を論文などの資料から抽出する。

• ネットの情報に頼りすぎないこと。

• 情報を批判的に見られるようになった。

• 与えられた少ない情報から真意を読み解くこと。

• 情報の信憑性の見極めが大切なことを知った。

• 資料を検証する力が身についた。

• 一つの資料をうのみにせず，いろいろな資料と比較しながら考察すること。
37

4.3 ピアレビューで明らかになった課題（2011）

• 用語の意味を調べるときに，百科事典（Japan 
Knowledge）を利用できていなかった。

• CiNiiやGeNiiのトップページへのアクセスに苦戦し
ていた。

• CiNiiを検索できていたが，検索結果からフルテキ
ストへのリンクをうまく見つけられなかった。

• キーワードを用いてうまく検索できていなかった。
e.g.曖昧なキーワードの設定，類義語での検索なし

• AND検索ができていない。

→2012年度の「4つの力」スタートアップセミナーの
授業計画(図書館ガイダンス)に反映 38

• 大学図書館協議会による提言

背景に教育省の『教育研究開発計画2003-2008』

• 情報リテラシー教育のカリキュラム：

新入生レベル，学士レベル，修士レベル，博士レベル

（博士レベルについては，2013年の改訂時に追加）

• 大学毎に目的や方法が異なる情報リテラシー教育のガイド
ラインを示す

• 国内で，情報リテラシー教育の大幅な見直し

• 大学図書館間の連携：情報共有，雑誌，教材共有の構想
（2014年からの予定）

4.4 フィンランドにおける情報リテラシーの提言（2004）
（Recommendation for Finnish Universities）

千葉浩之．「フィンランドの大学図書館：情報リテラシー教育を
めぐる挑戦」『カレント・アウェアネス』No.250，2013.12.12.

39
（University of Turku, 2012）

4.4 フィンランドにおける情報リテラシーの提言（2004）
（Recommendation for Finnish Universities）

40



まとめ：授業デザインのポイント

• 事前に教員（初年次科目の担当教員，専門科目
の担当教員）と図書館員が打ち合わせをする。

• 初年次科目でしっかりと学習をしていても，学生は
すぐに忘れるために，専門科目の最初に，振り返り
のための説明やデモを組み入れる。

• 教員が，図書館員が説明した情報利用の説明や，
前や後につながる授業科目の学習内容との関係を
学生に繰り返し伝える。

• 実践（課題探究のための情報利用）の機会を繰り
返し組み入れることで，少しずつできるようになる。
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