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本日のお話

近畿大学中央図書館とレファ協

大学における学修支援とレファ協

「調べ方マニュアル」の実際

データを育てる ーこれからのレファ協―

2



3

近畿大学

東大阪キャンパス
9学部・短期大学部・6研究科、1専門職大学院



東大阪キャンパスに
アカデミックシアター
2017年4月開設



•蔵書冊数：約150万冊
•所蔵雑誌タイトル数：約13,000種
•電子ジャーナル数：約53,000誌
•開館日：年間約330日
•入館者数：169万人
•貸出冊数：36万冊

＜平成29（2017）年度近畿大学中央図書館統計による＞

5

中央図書館 概要
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近畿大学中央図書館とレファ協



中央図書館のレファレンス 概要

中央館

ビブリオ
シアター

法科大学
院分室

文芸分室

理工分室
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• 平成29（2017）年度
利用相談（レファレンス）統計 総
件数

のべ 約２万件

• 自館開発のレファレンス統計シス
テムを使って、13ある全てのカウ
ンターからレファレンス記録を入
力している。

• レファレンス専門カウンターは、
中央図書館３、4階に
２つ設置。



中央図書館のレファレンス 詳細
レファレンスカウンター(3階、4階)２つ 職員4名

担当職員 3名
委託職員 1名
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クイック 当日で
回答可 複数日 未完了 計

18,126 1,544 212 14 19,896 

91.1% 7.8% 1.1% 0.1% 100.0%

平成29（2017）年度近畿大学中央図書館利用相談統計より



レファ協には 2005年から参加
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レファ協 公開データとアクセス数
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レファレンス
事例

調べ方
マニュアル

特別
コレクション

アクセス数
（一般公開）

累計

7,248 107 3 1,200万
（近畿大学中央図書館 平成30（2018）年12月現在

レファ協 公開データ件数と一般公開累計アクセス数）

公開されたデータは公共財。
これまでの担当者からバトンを渡されている。



１１年連続 御礼状を頂く
• 国立国会図書館より、11年連続で御礼状を授与された。
• レファ協参加館
大学図書館 190館 ＜ 公共図書館 467館

• レファ協の活動が、近畿大学中央図書館の特徴の一つと
なっている。
（1館（11年連続授与） / 大学図書館1424館）

※『日本の図書館』2017

• 八角聡仁中央図書館館長 コメント
「大学図書館は単に本を保存・提供するだけでなく、公共
的な知の創造に積極的に貢献し、広く文化の交流を促す拠
点であるべきだと、近畿大学では考えてきました。」
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これらが、よく利用されています
順位 調べ方マニュアル レファレンス事例

1 「雑誌の略称」の調べ方(欧文編) KUCL0005 官報を無料で検索したい。 20091016-1

2 CiNiiが使えない時の国内雑誌記
事・論文の調べ方 KUCL0025

化学物質のデータやCAS登録番
号を調べたい。 20090724-1

3 レファレンス調査に役立つウェ
ブサイト KUCL0039

やむを得ず「孫引き」をする場
合の引用作法を知りたい。 20171205-1

4 リーガル・リサーチ ― 法情報
の調べ方―

KUCL0051
ありがとうの意味で使われる、
方言「だんだん」について知り
たい....

20100203-1

5 心理学に関する情報の調べ方 KUCL0048
「巨人の肩の上に立つ」という
言葉のいわれを知りたい。 20140401-1
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平成30（2018）年1-12月レファレンス共同データベース 近畿大学中央図書館統計による
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大学における学修支援と
レファ協



レファレンスと学修支援

14

•レファレンスカウンターでの
支援＜レファ協！＞

•授業型ガイダンスによる支援
直接支援

• HPの情報提供、調べ方案内作
成＜レファ協！＞など

•レファレンスブック・関連資
料の収集・提供

間接支援



直接支援；利用者への案内

• 利用者へ レファ協のデータを案内する
調査事例は、過去の調査情報の宝庫（大きな財産）
「もしかして、以前も同じような質問があったかも？」

→ 調べていた！！！
→ 一定の質の情報を提供できる。
→ 利用者を待たせない、失望させない。

• 利用者へ ガイダンスで「調べ方」を伝える
レファ協を情報源として案内する
調べ方マニュアルを案内する
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直接支援；授業型ガイダンス

• 各学部向け図書館活用入門

• アメリカ合衆国についての調べ方

新入生対象図書館ガイ
ダンス（初年次教育）

• リーガル・リサーチ

• 心理学の調べ方

オンデマンド講習会
（ゼミ単位）

• シューカツ情報の調べ方

• アカデミックライティング
学修サポートセミナー

（個人参加）
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調べ方マニュアルを案内



ガイダンスの最後に
利用者に伝える

困ったときの おまじない

調べ方マニュアルは、検索で上位にヒットする。
近畿大学 ○○○○ と入力！

近畿大学 リーガルリサーチ
近畿大学 シューカツ

検索で、ヒットさせろ！
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• 学修サポート
• 調べ方案内
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間接支援；中央図書館ホームページ

https://www.clib.kindai.ac.jp/
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「調べ方マニュアル」の実際



107件「調べ方マニュアル」の内訳
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53

18
10

6
5
4 4 4 3

主題 資料調査法 特定主題
図書館 災害 ブックガイド
レポート 個別主題 人物

学問分野の
主題が

半数以上を
占める。



調べ方マニュアルの一例

日本古典文学の調べ方 KUCL0061 主題

「まちづくり」に関する情報の調べ方 KUCL0034 特定主題

CiNiiが使えない時の国内雑誌記事・論
文の調べ方 KUCL0025 資料調査法

「金子みすゞ」の調べ方 KUCL0004 人物

災害時のメンタルヘルスに関する情報 KUCL0026 災害
レポート・論文作成のための資料収集
の方法 KUCL0084 レポート
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作成時のポイント：
「定番」などの事務用検索用語を入力しておく。



調べ方マニュアル 更新が重要
• レファレンス事例とは異なり、新規作成は少ない。
（主題単位で作成されることが多いため）

• 登録されているデータを繰り返し利用
• そのつど、データを修正し（育て）ながら利用

• レファレンス事例が限りなく「調べ方マニュアル」に
近い場合もある。
例：「アカデミックライティングについて知りたい」
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しかし、更新できていないデータも多々ある。



調べ方マニュアル 新規作成
• 新たな利用者ニーズに対応

例：国際学部設置によるアメリカ関連の調査
利用者から頻繁に質問があり、
調べ方マニュアルの提供が必要となった。

卒論のテーマとして、
中小企業を取り上げる学生がいた。

アメリカ合衆国についての調べ方
中小企業情報の調べ方
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調べ方マニュアル 新規作成
• 社会への貢献として、図書館ができること
例：3.11（東日本大震災）などの災害に際して

CiNiiが使えない時の国内雑誌記事・論文の調べ方
災害時のメンタルヘルスに関する情報
「避難生活に役立つ情報」の調べ方
災害復旧・復興に関する情報 －被災地復興のために
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必要とする人に、情報を早急に届ける。
レファ協だからこそできること。



魚 の提供だけでなく
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「釣り方」を伝える！
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調べ方マニュアルで！
• 大学図書館は、利用者(学生)のアカデミックスキル獲得
を支援。

• 課題を解決するためには、必要な資料・情報を入手しな
ければならない。

• 入手のために、必要な知識、考え方、調べるスキルを獲
得してもらいたい。

• 「自分でできる」ように、なってもらいたい。
（主体的な課題解決力・調べる力を獲得してほしい。）
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調べ方マニュアルは、
「調べ方を伝える」ための重要なツール



調べ方マニュアルなら！
• ガイダンス後、必要な時に、利用者自身がアクセスし、
何度でも振り返りがおこなえる。

• 検索上位にヒットするため、簡単にアクセスできるのも
強み。

• 魚（資料・情報）の提供だけでなく、
「釣り方」（調べ方・入手方法）を伝えることができる。
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必要な情報を収集し、分析・活用する力
（≒情報リテラシー）は、学生だけでなく、

誰もが生涯を通じて必要となる能力
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データを育てる
―これからのレファ協―



レファ協をどう使っているか 職員間

• 職員間 情報共有ツールとして
現在、○○先生の課題で○○が出ています。
レファ協「○○」を参照してください。

• 職員間 OJT（オンザジョブトレーニング）
職員のスキルアップツール
新規作成、修正を通じて、知見を獲得する。

• チームレファレンス の一員
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レファ協の強み（現在・過去・未来）
• カウンター対応に、すぐに役立つ
過去の調査事例があれば、利用者に例示できる。

• 授業や注目の出来事など新たなニーズに対応できる。

• 検索結果の上位にヒットするため、利用者自身がみつけ
やすく、必要な時にアクセスできる。いつでも振り返り
がおこなえる。

• 情報を必要とする人に届く。
（どんなデータにもアクセスがある！）
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できたらいいな データ修正
• NDLからの御礼状授与 評価方法の再検討
新規データ（レファレンス事例・調べ方マニュアル）作

成だけでなく、データ更新・修正に評価を。

• データの寿命を延ばす
過去に登録したデータの多くは、リンク切れや、新たな

情報の出現により、絶えず修正が必要。
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サポーターからのレファ協データへのコメントが有難い
データを修正する契機になる。



できたらいいな 人を活かす
• 「サポーター」とは、個人としてレファ協にかかわるこ
とができる制度。

これまでレファ協に携わった経験がある方は、たくさん
いる。しかし、館を離れたり、担当から外れるとその力が
発揮できなくなってしまう。
レファ協は、各「館」の活動だが、サポーターとなり、

個人としてレファ協にかかわり、コメントなどでデータ更
新等の力になってもらえば、それまでの個人の経験が活用
でき、データも生き続ける。
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レファ協にもっと「個人」の力を



レファ協データは、バトンリレー
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本日のまとめ
レファ協データは、バトンリレー

元のデータを読み解き、編集して、次に手渡す

利用者が簡単にアクセスでき、繰り返しいつでも
利用できる優れもの

自館の優良な学修支援ツール

多くの人が自由に利用できる公共財

データを育てる、データに育てられる
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ご清聴ありがとうございました。

近畿大学中央図書館 キャラクター
マグロスキー
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