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高橋菜奈子 自己紹介

2022/11/26

勤務組織 年数 目録 貴重資料 デジタル＆オープン サービス

東北大学
附属図書館

3年 目録 展示

新潟大学
附属図書館

4年 目録
ILL

漢籍・史料
整理、展示

デジタルアーカイブ 参考調査
literacy

宮城教育大学図
書館

2年 ILL 図書館ウェブサイト 閲覧
literacy

一橋大学
附属図書館

8年 目録 漢籍・史料
整理、展示

機関リポジトリ
デジタルアーカイブ
大学ウェブサイト

国立情報学
研究所（NII）

6年 NACSIS-CAT／
ILL

SPARC Japan
機関リポジトリ委員会

CiNii Books
研修事業

千葉大学
附属図書館

3年 管理職
JPCOAR委員、JANUL（OA委員会、研修、シンポ企画委員）

東京学芸大学
附属図書館

4年目 管理職 ※情報基盤含
JPCOAR運営委員（コンテンツ流通作業部会主査）
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大学図書館
東京学芸大学附属図書館の取組み
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東京学芸大学

•教員養成系大学
•学生4,373人、大学院生773人
•大学教員263人、職員214人

•組織
•研究組織：4学系
•教育組織：学校教育系A～D類、教育支援系E類
•大学院：教育学研究科、教職大学院

•附属学校
• 12校園（5キャンパス、幼稚園～高校）
•附属学校教員339人、児童生徒数 5,416人
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東京学芸大学附属図書館

・職員23人(常勤職員12人)
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令和元年 令和２年 令和3年

蔵書数 917,960 914,645 911,344

雑誌タイトル数 11,614 11,659 11621

電子ブック数 12,461 13,680 14,680

電子ジャーナル数 5,838 9,572 9,629

年間受入図書数 5,289 4,594 4,904

入館者数 260,460 31,217 121,489

貸出数 57,051 19,359 35,507

電子ブックアクセス数 1,305 2,028 4,221

EJアクセス数 22,709 21,583 30,483

DBアクセス数 65,682 56,368 93,331



Explayground

•民間企業Mistletoe Japanとの協働事業

•遊びを通じて、新しい学びをつくる取り組み

•図書館と知の未来を考えるMoebius Open Libraryを立ち上げ、

「知の循環」の再構築を目指すラボ活動を展開
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https://explayground.com/ https://note.com/mol_expg
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Meobius Open Libraryのコンセプト

•コンセプトは「知の循環」の再構築
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図書館の基本機能

コンテンツ提供 人的支援 空間整備
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未来の
図書館

未来の
図書館

未来の
図書館
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2019年9月から「図書館と知の未来」について考えるラボ活動を実施。



大学図書館サービスのオンライン化

コンテンツ提供

電子ジャーナル

電子ブック

デジタル

アーカイブ

機関リポジトリ

人的支援

オンライン

レファレンス

オンライン

ガイダンス

オンライン

学習サポータ

空間整備

朝読書ルーム

ZOOM背景画像

デジタル書架

バーチャルツアー
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コロナ下で「在宅で利用できる図書館サービス」を公開
http://library.u-gakugei.ac.jp/notice/20200415.html
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• アンダーコロナでの取り組みとして、東京学芸大学附属図書館の書架画

像をウェブで公開し、オンライン上でブラウジングができるようにした

サイト。

• 教育関係図書（開架書架56連分,NDC370番台）の約19,600冊の背表紙を

見ることが可能。書架画像224枚。

• 電子出版アワード2020「エクセレント・サービス賞」受賞

• 画像データはオープンデータとしてCCBYの

ライセンスで公開。メタデータはLODで提供。

• LODチャレンジ2020で「教育LOD賞」受賞

• http://library.u-gakugei.ac.jp/mol/shoka/index.html

デジタル書架ギャラリー
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３Ｄ書架

•東京学芸大Explayground 推進機構の協力により、Unityで作成。

•「遊び」ながら、在宅でも図書館にいるかのような体験しても
らいたいと考え作成

•マウスの操作により書架画像を様々な角度から見られるだけで
なく、空中に表示される分類の見出しのように現実には存在し
ないナビゲーションも可能
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http://fujimuraweb.conohawing.com
/3d-library3/index.html
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• 2021年に３D書架にリスト表示を追加。OPCAからのデジタル書架にリ

ンクボタンを設置。

デジタル書架ギャラリーとOPACの連携
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学校図書館
東京学芸大学附属学校図書館の取組み
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アナザーワールド

• 2019年に学芸大に赴任して感じたこと：

「大学図書館と学校図書館には大きなギャップがある」
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学校図書館 大学図書館



学校図書館の位置付けと機能・役割

1. 児童生徒の「読書センター」及び「学習・情報

センター」としての機能

2. 教員のサポート機能

3. その他の機能
a. 子どもたちの「居場所」の提供
b. 家庭・地域における読書活動の支援

• https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/meeting
/08092920/1282744.htm

(文部科学省Website)

読書

センター

学習

センター

情報

センター
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※学校図書館は、児童生徒の自発的、主体的な
学習活動を支援するとともに、情報の収集・選
択・活用能力を育成して、教育課程の展開に寄
与する「学習・情報センター」としての機能を
果たす
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学習指導要領

• 全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられ
るようにするため、文部科学省が定めている。

• 各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する際の基準。

• ほぼ10年ごとに改訂。現行学習指導要領は平成29・30年改訂

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm

• 図書館はどこに登場するか？
• 総則：学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童の主体
的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に活かすとともに、児童/生
徒の自主的、自発的な学習活動や読書活動を充実すること

• 総合的な学習の時間：学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、図
書館、博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携、
地域の教材や学習環境の積極的な活用などの工夫を行うこと。

• 特別活動：；現在及び将来の学習と自己実現のつながりを考えたり、自主
的に学習する場としての学校図書館等を活用したりしながら、学ぶことと
働くことの意義を意識して学習の見通しを立て、振り返ること。

• 教科の中では、国語・社会・美術において、学校図書館の活用に言及あり。

未来の学校みんなで創ろう。プロジェクト #5 図書館と知の
循環
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新時代の学び（GIGAスクール構想）
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「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ）」について（令和元年６月２５日文部科学省）



学校図書館の基本機能・要素

コンテンツ提供 人的支援 学習空間整備
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未来の
学校図書館

未来の
学校図書館

未来の
学校図書館

学校司書 図書室

OPAC
電子書籍/デジタルアーカイブ デジタルプラットフォーム

本
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先生のための、授業に役立つ

学校図書館活用データベース

•学校図書館を活用した授業実践をデータベース化

•指導案・ワークシート・ブックリスト等を蓄積
• 2009年から文科省事業として構築・公開

• 東京学芸大学学校図書館運営専門委員会で管理

図書館総合展＆都道府県サミット2022 19

https://www2.u-
gakugei.ac.jp/~schoolib/
htdocs/
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学芸大総合OPAC(GAKUMOPAC)

•コロナ禍でカーリル学校図書館支援プログラムを契機に構築。

•東京学芸大学の附属学校10校と大学図書館に所蔵されている蔵
書を統一的に検索できる総合OPACをインターネットで公開。

•東京学芸大学学校図書館運営専門委員会で管理
• 児童・生徒はいつでもどこでも自校の図書館の本を検索できる

• 学校近隣の図書館等との総合検索も可
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https://www2.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/gakumopac/
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学校図書館には
OPACが無い！
インターネット公
開はなぜNGなの？

https://www2.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/gakumopac/


未来の学校みんなで創ろう。プロジェクト
「未来の学校図書館」

• 2020年8月5日、Society5.0に向けた新しい学校システム創りに挑戦す
る「未来の学校みんなで創ろう。プロジェクト」が始動

• 日本初の産官学連携の学校システム改革チーム

• 東京学芸大学附属学校（竹早地区）現場教員

• NEC、コクヨ、内田洋行、博報堂などの企業および

• 岡山県津山市、岩手県山田町、その他の教育委員会

• コンセプトは「好きに、挑む」

• チームごとの課題の設定

• 学校の運営改革

• 学習支援のデジタル化と学びの拡張

• 教育者の力量開発とチーム化の促進

• 学校を取り巻く社会システムの改革

• 新しい学校学習環境の創造

• Society5.0時代の新しい図書館 : 図書館が保有する知のデジタル化と
サービスの拡張 ⇒「未来の学校図書館」

•
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①電子書籍 Yomokka！
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『Yomokka！（よもっか！）』は“ いつでも，どこでも，好きなだけ！”を
コンセプトとした電子書籍読み放題サービス

• ポプラ社と，理念に共感した10社以上の参加出版社による人気シリーズを含む良質な作品を掲
載。電子図書館のような冊数制限がなく，待たずに読める，みんなで読める，同時に何人でも
繰り返し読める，児童書出版社発の画期的な“電子書籍サブスク”である。

• 新しい本と出会う機能や，毎日ログインしたくなる仕掛け等，本が好きな子も苦手な子も，一
人一人が興味に沿って読み進めていけるインターフェイスを用意している。

• 2021年度ポプラ社作品のみを掲載する無料トライアルキャンペーン期間を経て，2022年4月よ
り参加出版社の作品も掲載した有料版本サービスを提供開始予定。（本サービスの無料体験は
2022年2月初旬に申込受付を開始）

• ★サービスサイト>>> https://kodomottolab.poplar.co.jp/mottosokka/yomokka/

• 目的：電子書籍を活用した授業実践の実施

•学校での活用に適している、同時アクセス制限のないサブスク
リプション方式の電子書籍を選択。

•感想機能などを使うことで交流をはかれる

• 2021年度は小学２年生と３年生の国語の授業で、電子書籍の良
さをいかした授業実践を実施。

https://kodomottolab.poplar.co.jp/mottosokka/yomokka/


②デジタルプラットフォーム
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• まずはここから
• Yahoo!きっず・コトバンク・学研キッズネット

• 電子ブックを読もう
• Yomokka!・青空文庫

• 本をさがそう
• 竹早小の本をさがす

• GAKUMOPAC・国立国会図書館サーチ・カーリル

• データベースで調べよう
• キッズすたっと・なるほど統計学園・日本地理データ年鑑・

NHK for School・ＳTEAMライブラリー・ジャパンサーチ

• ゲームアプリで学ぼう
• タイピング練習・計算

• メディアセンターより

• 学校関係のページ

• 目的：学びのプラットフォームになるデジタルな場の提供

• 2021年度小学校、2022年度中学校で作成



③デジタルアーカイブ構築
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• 目的：学習成果物をデジタルでアーカイブし活用する

• 7月25日～31日まで、竹早地区の幼稚園・小学校・中学校教員
を対象にアンケート調査を実施

•アンケートで明らかになった学校教員の意識を前提に、デジタ
ルアーカイブ構築に向けた検討項目を以下の7つに整理し、本
年度は①～④および⑦に着手。
① 収録対象コンテンツの選定

② 対象とするコンテンツに合わせたデジタル化の手法

③ 公開範囲に合わせたファイルの搭載場所とアクセスコントロール

④ 本人氏名の開示有無も含むメタデータの設計

⑤ 持続可能なデジタル化と登録の業務フローの構築

⑥ 最適な検索インタフェース

⑦ 著作権や個人情報を整理するための許諾のルールづくり



橋をかける
大学図書館と学校図書館連携の取組み
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学校図書館と大学図書館の相互協力

• 2015年～：大学図書館と附属学校館で学内連絡便（配送車）
を利用した相互利用を実施。

•大学図書館の利用
• 学校図書館を介して申込み。連絡便の利用（各学校図書館12
冊⇒24冊 1ヶ月） ※2021年8月の改訂により冊数増加

• 直接来館も可能

✓生徒・児童：学校図書館に預けた貸出カードを持って来館（6
冊2週間）

✓学校教職員：大学図書館に利用者登録可（図書12冊1ヶ月、雑
誌3冊1日）
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附属学校による展示

• 2016年～：大学図書館の展示棚を利用して定期的なパネル展示
• 大学図書館と附属学校との連携の一環として、附属学校図書館の活動
や附属学校の授業支援の展示を行う。

• 主に、パネル展示
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国際中等学校技術科授業実践による
ブックスタンド制作展示



学校図書館コーナーの設置

• 2021年：大学図書館員が附属学校を見学、大学の児童書コー
ナーを充実・リニューアル

•附属学校の情報コーナーとして、附属学校の図書館だよりな
どを掲示。教育実習用図書コーナーの近くに設置。
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大学デジタルアーカイブの授業利用

• 2022年：東京学芸大学教育コンテンツアーカイブ公開

•デジタル公開は1996年～現在。明治10年代前半までの
資料を約5000点以上をCC-BY4.0ライセンスで公開

•学習指導要領コードとの紐づけを実施

29

https://d-archive.u-gakugei.ac.jp/

未来の学校図書館

•附属竹早中学校の3年
国語（古典）の授業
実践で、活用。

• 2023/1/20公開研で菊地圭子教
諭が発表予定

https://d-archive.u-gakugei.ac.jp/


大学院生の授業支援（メビウスの帯）

• 2022年：MOLラボに教職協働学概論の大学院生を受け入れ。
大学院生が企画を実施。中学生（附属小金井中）と大学院生の
交流をはかる。

•中学生が大学図書館を訪問、選んだ本に帯を作成して中学校の
図書室に展示。中学校の展示期間終了後に同じ本を大学図書館
でも展示。感想ノートで交流をはかる。
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ギャップを超えるのは子どもたち

•別世界のギャップを乗り越えて、児童・生徒は大学生となる。
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学校図書館 大学図書館



大学図書館の情報リテラシー教育

• 2007年～「情報処理」
• カリキュラム改訂に伴う、情報処理の授業内容・教材のあり方に関す
る検討の結果、「学術情報の検索と活用」が盛り込まれる。

• 2005年、2006年の情報リテラシー教育支援試行の成果

• 2015年～カリキュラム改訂により、初年次教育の「入門セミ
ナー」の1コマに組み込み
• 図書館活用法について、ラーニングコモンズ等図書館内で実施。（大
学教員による希望制）

• ①図書館利用案内のみ
• 図書館の利用案内と館内ツアー（所用時間：40分）

• ②図書館利用案内＋各種セミナー
• ①に加えて図書、雑誌、論文の検索方法説明（所用時間：90分）

• 利用実績：2022年度は38回実施
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学校図書館をめぐるキーワードの変化

• GIGAスクール
• 全国に1人1台端末の配布

• 校内LANの整備

• クラウドの活用
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大学図書館

•探究学習・アクティブラーニング

•個別最適な学びと協働的な学び

• SSH、SGH、国際バカロレア教育

学校図書館



GIGA世代が大学にやってくる

• GIGA世代は数年後に大学にやってくる！

彼らに従来型の情報リテラシー教育でよいのか？

どんな図書館サービスが必要とされるのか？

•入門セミナーの見直し
• カリキュラム15回の中での位置づけを探る
• 図書館の使い方・情報リテラシーではなく、研究リテラシーへ
• デジタル時代の著作権

•学校間格差を埋める
• GIGA最先端～最後尾までの差が激しい
• デジタル教科書の利用促進も短期的には必要

•リアルな本・学びの場の提供
• 和古書の取扱いなど、大学ならではのリアルへ
• 学生が課外で自由に使えるラボ空間＝ラーニングコモンズの進化
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学校図書館と大学図書館の連携で豊かな学びを！


