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はじめに

　「ラーニング・コモンズ」の定義は未だ明確には成
されていないが、多くの場合、大学図書館におけるコ
ンピュータや LAN などの情報環境、数人のグループ
で学習できる机やブース、気軽に談笑できるカフェや
ラウンジ、小規模な講演会などのためのプロジェクタ
が使える場などの総称として使われている。日本に
初めてラーニング・コモンズを紹介した米澤（2006）
は、ラーニング・コモンズを「ネット世代の学習支援
を行う図書館施設もしくはサービス機能」という言
葉で表現している。また、ラーニング・コモンズで
は、従来の図書館員によるリファレンスサービスに
加えて情報機器のサポート、キャリアやアカデミッ
ク・ライティング（レポートや論文の書き方）に関す
る相談を受けるサービスなど、人的支援が重要な要素
として挙げられる（加藤・小山 , 2012; 井上 , 2009; 
Beagle,2006）。
　本稿では、お茶の水女子大学附属図書館ラーニン
グ・コモンズにおいて情報教育支援と情報機器管理
の補佐を担ってきた「ラーニング・アドバイザ」に
ついて、2007 年 4 月の発足以降 7 年間の概観を述べ
る。なお、以下ではラーニング・コモンズ（Learning 
Commons） を「LC」、 ラ ー ニ ン グ・ ア ド バ イ ザ

（Learning Adviser）を「LA」と略記する。

ラーニング・アドバイザ制度の変遷

　情報基盤センター職員とは別に、学内の各端末室に
スタンバイして機器管理をする大学院生アルバイト自
体は、1990 年代に発足した。発足当初は常駐ではな
く不定期の在室であった。常駐が始まったのは 2004

年度からである。端末室の利用者の増加・端末室の開
室時間の延長に伴い、常駐時間も徐々に増えてきた

（2007 年までは平日 8 時間、2008 年度以降は授業期
間中の平日 12 時間・休業中の平日 8 時間）。
　当初は名称を「管理員」といい、利用者のサポート
よりは機器の維持管理や不調端末の対応が主な仕事で
あった。2007 年 4 月の LC の設立の際、サポートス
タッフとしての意味を込めて「ラーニング・アドバイ
ザ」に改称された（茂出木 , 2009）。

ラーニング・アドバイザの概要

　LA の仕事内容は主に、利用者の支援と情報機器の
管理である（當間 , 2013）。利用者からの質問として
多いものに、電源の入切やログインログアウトを含め
たコンピュータの基本的な操作方法、印刷やコピーな
ど複合機の操作方法、Microsoft Office やブラウザ等
ソフトウェアの使い方、大学のウェブメールへのログ
イン方法・送受信方法・携帯電話への転送設定方法、
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Figure 1 ラーニング・アドバイザ（左手奥）と質問者（左
手前）
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ヘッドホンの音量設定や SD カードの読み込みなど周
辺機器に関すること、USB メモリの使い方、ノート
パソコンを学内のネットワークに接続する方法などが
挙げられる。
　情報機器の管理としては、複合機の用紙補給・トナ
ー交換、USB 接続のカードリーダや DVD ドライブな
ど周辺機器の貸出、不調端末の情報基盤センターへの
報告などが挙げられる。特に、情報基盤センターの
少人数の教職員だけでは LC の機器のこまめな維持管
理は難しいため、LC に常駐する LA からの定時報告
は非常に重要である。LC に関わる学内の部署とそれ
ぞれの関係を Figure 2 に示す。詳細は既報（池田 , 
2012）を参照されたい。
　2014 年 2 月 現 在、 正 規 の LA が 14 人、 欠 員 が
出た時や繁忙期にのみ臨時で働く LA が 7 人いる。
LA 発足以来の人数の変遷と、LA の専攻の内訳を
Figure3, 4 に示す。情報科学専攻だけでなく、理系
文系問わず色々な専攻の院生が LA として働いてい
る。発足当時に比べて LA 人数も増加している。基本
的に常駐人数は 1 人であるため、2007 年に比べて 1
人あたりの受け持ち時間は年々短くなってきている。

ラーニング・コモンズの変遷

　LC の設立については本学附属図書館職員による
報告（餌取・茂出木 , 2008; 茂出木 , 2008; 廣田 , 
2011）、機器については情報基盤センター職員による
既報（桑名・池田 , 2011）を参照されたい。
　2014 年 4 月よりシステムが入れ替えられる予定で
ある（Mac OS X v10.6 Snow Leopard から v10.9 
Mavericks へ。Windows 7 から 8.1 へ）。Figure 5, 
6, 7 に設置予定機器の写真を一部挙げる。
　Figure 8 は、毎日 15:00 時点の LC 利用者数（瞬
間値）を月ごとに平均したものである。設立以降、
LC の周知、機器の充実に伴って利用者数は徐々に増
加した。2010 年をピークにその後は減少傾向にある
が、これは 2011 年度から種々のノートパソコンの
貸出サービス（笹倉・浅本 , 2012）が始まったため、
利用者が LC だけに留まらず図書館全域（貸出サービ
スの種類によっては図書館以外）に展開したためと考
えられる。

Figure 2  LC に関わる学内の部署等

Figure 3  正規 LA 人数と専攻の変遷

Figure 4  臨時 LA 人数と専攻の変遷

Figure 5  教育用端末（Mac）
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　月ごとの傾向として、学期の始まりである 4 月・
10 月はウェブ履修登録をする学生で非常に混雑する。
前期は学部 1 年生が必修の情報処理演習（Microsoft 
Office などの基本的な使い方を学ぶ）の課題をする姿
が多く見受けられる。後期は卒業論文などの執筆のた
め長時間作業する学生が目立つ。また、データには出
ていない雑感であるが、設立当初は長期休業中や早
朝・夜間には利用者がゼロまたは極少ない状態が多か
ったが、年を追うごとに「利用者がゼロまたは極少な
い」という状態がなくなっていった（つまり常に利用
者がいるようになった）と感じている。

まとめ

　本稿では 7 年間に渡る LA 制度の概観を、LC の機
器や利用者数などのデータと合わせて紹介した。「学
生主体の新しい学士課程の創成」の支援を受けた LA
制度は 2013 年度で終了する。2014 年度以降は「博

士課程教育リーディングプログラム」の支援を受け
て、情報機器のサポートだけでなく文献の調べ方や
レポートの書き方などを含んだ総合的な学習サポ
ー ト を 行 う「LALA（Library Academic Learning 
Adviser）」が発足する予定である。
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