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■帝京大学 MELIC講座             ２０１２.１０.２５（木)５限 ／ MELIC２階 情報学習室 

レポート・論文作成「超」実用講座 第２回：執筆準備編 

 

「いきなり書き始めちゃダメだったのか!?」の巻 
－事前調査と仮アウトライン作成が鍵をにぎる－ 

 

講師：仁上幸治（にかみ・こうじ）／総合教育センター准教授 

まずレポートの主張の根拠

となる資料を集めよう！ 
◎問題の背景、用語・概念の定義、統計データ、最近の話題を押さえる 

◎百科事典・専門事典・辞書・年鑑・白書・統計・新聞記事から引用する 

 

 

【１】ビデオ教材紹介 

LIBRARY VIDEO SERIES 情報の達人 DVD 全 3巻／総合監修：社団法人日本図書館協会／監修：仁上幸治（早稲田大学）・

野末俊比古（青山学院大学）／制作協力: 株式会社モンタージュ／製作：株式会社ポルケ／企画・発行：株式会社紀

伊國屋書店／全 3 巻セット：特価\105,000（税込）、各巻価格 \36,750（税込）／合計ビデオ 227 分、スライド 436

枚、テキスト 132ページ     紀伊國屋書店『情報の達人』ホームページ（http://www.kinokuniya.co.jp） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

■第 1 巻 図書館へ行こう！： インターネット時代の
情報活用入門  
第０講 総論 図書館へ行こう！ 
第１講 大学で学ぶということ 
第２講 情報リテラシーは学習の基盤 
第３講 問題解決のための情報活用 
第４講 さまざまなメディアと情報源 
第５講 情報の整理・分析と加工・発信 
第６講 図書館のコレクション 
第７講 図書館で資料・情報を探す 
第８講 図書館サービスのいろいろ 
第９講 図書館は世界に広がる窓 
第 10講 「情報の達人」をめざして 
 
■第 2 巻 ゼミ発表をしよう！： テーマ選びからプレ
ゼンテーションまで  
第０講 総論 ゼミ発表をしよう！ 
第１講 情報リテラシーの意義        
第２講 情報を探し出す仕組み 
第３講 データベース検索の手順と手法 
第４講 データベースを使いこなす 

第５講 資料の保管と分類 
第６講 資料の評価と情報の分析 
第７講 プレゼンテーションの準備 
第８講 プレゼンテーションに臨む 
第９講 著作権を守る 
第 10講 セキュリティを高める 
 
■第 3 巻 レポート・論文を書こう！： 誰にでも書け
る 10のステップ  
第０講 総論 レポート・論文を書こう！ 
第１講 レポート・論文の作成手順 
第２講 テーマの選択 
第３講 事前調査と仮アウトライン 
第４講 関連文献の調査 
第５講 データベースの検索 
第６講 視聴覚・電子メディアの調査 
第７講 アンケートとインタビュー 
第８講 文献の読解と執筆 
第９講 出典の表示 
第 10講 仕上げ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.kinokuniya.co.jp/
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【２】復習編：テーマ選択・事前調査・仮アウトラインのポイント 
MELIC レポート・論文作成「超」実用講座 第１回 即効入門編「ただの感想文じゃダメだったのか!?」の巻 2012.07.12 

・ビデオ『情報の達人』（仁上・野末監修）第3巻「レポート・論文を書こう！： 誰にでも書ける10のステップ」紀伊國屋書店,2007 

 
--------------------------- 
第 1 講 レポート・論文の作成手順 
--------------------------- 
●スライド 1/11 
情報の達人 第 3 巻 レポート・論文を書こう！ 
第 1 講 
レポート・論文の作成手順 
--------------------------- 
●スライド 2/11 
第 1 講の内容 
レポート・論文の基本的な作成手順 
(1)レポート・論文とは 
(2)レポートの種類 
(3)レポート・論文作成の 10 のステップ 
--------------------------- 
●スライド 3/11  
(1)レポート・論文とは 
--------------------------- 
●スライド 4/11  
レポート・論文の目的 
・学習、調査、研究などの成果を表現 
・読んでもらう 
・わかってもらう 
--------------------------- 
●スライド 5/11  
(2)レポートの種類 
--------------------------- 
●スライド 6/11  
さまざまなレポート 
・授業の内容 
・指定された文献の内容 
・指定された実験・実習の経過・結果 
・自分で設定したテーマの調査・研究の 
成果（論文形式） など 
--------------------------- 
●スライド 7/11  
(3)レポート・論文作成の 10 のステップ 
--------------------------- 
●スライド 8/11  
10 のステップ 
ステップ 1 テーマの選択 
ステップ 2 事前調査 
ステップ 3 仮アウトラインの作成 
ステップ 4 関連文献の調査 
ステップ 5 文献の入手 
--------------------------- 
●スライド 9/11  
10 のステップ（つづき） 
ステップ 6 文献の読解と整理 
ステップ 7 最終アウトラインの作成 
ステップ 8 執筆・校正 
ステップ 9 出典の表示 
ステップ 10 仕上げ 
--------------------------- 
●スライド 10/11  
レポート・論文を書きあげるには 
・知識・技能…ステップごとに 
・メタ認知…「今、どのステップにいるか」「次にどのステップ
に進めばいいのか」 
を把握・判断 
--------------------------- 
●スライド 11/11  
第 2 講のまとめ 
レポート・論文を書くには手順が大切 

 
--------------------------- 
第 2 講 テーマの選択  ステップ 1 
--------------------------- 
●スライド 1/12 
情報の達人 第 3 巻 レポート･論文を書こう！ 
第 2 講 
テーマの選択 ステップ 1 
--------------------------- 
●スライド 2/12 
第 2 講の内容 
テーマの選び方 
(1)テーマを決める 
(2)考えを整理する 
--------------------------- 
●スライド 3/12  
(1)テーマを決める 
--------------------------- 
●スライド 4/12  
「よいテーマ」を選ぶ 
・広すぎず、狭すぎず 
・調査・研究の意義がある 
・三つの手順で 
--------------------------- 
●スライド 5/12  
手順 1 話題（トピック）を選ぶ 
・授業で学んだことから 
・生活のなかから 
・自分の関心などに応じて 
--------------------------- 
●スライド 6/12  
手順 2 問題を設定（提起）する 
・話題について 
・何が問題なのか 
・なぜ問題なのか 
--------------------------- 
●スライド 7/12  
手順 3 主張（仮説）を組み立てる 
・問題に対して 
・言いたいこと 
・知りたいこと 
--------------------------- 
●スライド 8/12  
(2)考えを整理する 
--------------------------- 
●スライド 9/12  
テーマをはっきりさせる 
・文章・箇条書き・キーワードにする 
・図表・イラストにする 
・先生・友人と会話をする 
・図書・雑誌・新聞・テレビなどを眺める 
--------------------------- 
●スライド 10/12  
発想法・論点整理法 
・ブレーンストーミング 
・ＫＪ法 
・ウェビング法 
など 
--------------------------- 
●スライド 11/12 
テーマを考えるときの道具 
・ノート 
・情報カード 
・パソコン 
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など 
--------------------------- 
●スライド 12/12 
第 2 講のまとめ 
適切なテーマを選ぶことが重要 
 
--------------------------- 
第 3 講 事前調査と仮アウトライン  ステップ 2～3 
--------------------------- 
●スライド 1/10 
情報の達人 第 3 巻 レポート･論文を書こう！ 
第 3 講 
事前調査と仮アウトライン ステップ 2～3 
--------------------------- 
●スライド 2/10  
第 3 講の内容 
テーマが決まったらすること 
(1)事前調査 
(2)仮アウトラインの作成 
--------------------------- 
●スライド 3/10  
(1)事前調査 
--------------------------- 
●スライド 4/10 
事前調査をする 
・テーマの全体像を把握 
・基本概念・用語を理解 
・専門用語も整理 
--------------------------- 
●スライド 5/10 
事前調査の情報源 
入門書・概説書・教科書 

年鑑・統計・白書 
ハンドブック・事典・辞書 
など 
--------------------------- 
●スライド 6/10  
(2)仮アウトラインの作成 
--------------------------- 
●スライド 7/10  
仮アウトラインを作る 
・「あらすじ」（骨子）を考える 
・主張を理解してもらうために 
・どんな材料を使うか 
・どんな順序で並べるか 
・できあがり（構成）を想定して 
--------------------------- 
●スライド 8/10  
レポート・論文の構成例 
・序論…研究の背景・動機、目的、方法 
・本論…調査経過・結果、分析、考察 
・結論…主張、課題、展望 
--------------------------- 
●スライド 9/10  
あくまで「仮」のもの 
・箇条書きで 
・キーワードだけでも可 
・詳しくても可 
・あとで修正 
--------------------------- 
●スライド 10/10  
第 3 講のまとめ 
テーマを決めたら「下調べ」をして「あらすじ」を書く 

 

【３】事前調査の作業項目 
以下の４つの資料をデータベースなどで調べて収集し整理しておく。 

1)問題の背景 

自分のテーマの背景や歴史的経過などを百科事典等で調べる。 

2)用語・概念の定義 

辞書・事典で調べる。 

3)統計データ 

現状と問題点、傾向などを年鑑・白書・統計で調べる。 

4)最近のニュース 

新聞記事や雑誌の論文・記事などで出来事を調べる 

 

【４】PC操作の基本 

（１）役に立つショートカットキー 

コピーしたい文字列をドラッグした状態で、次のキーを押す。 

１）コピー：  [Ctrl]+[C] 

２）切り取り：[Ctrl]+[X] 

３）貼り付け：[Ctrl]+[V] 

４）元に戻す：[Ctrl]+[Z] 

５）全部選択：[Ctrl]+[A] 

６）ブラウザーで新しいウインドウを開く： [Ctrl]+[N] 

（２）使えるソフト 

 (4)メモ帳： [スタート]＞[すべてのプログラム]＞[アクセサリ]＞ 
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【５】文献案内 

1）伊藤民雄『インターネットで文献探索2010』日本

図書館協会、2010. 

2）アリアドネ編『思考のためのインターネット―厳選

サイト８００』筑摩書房、1999.08（ちくま新書）\660 

3）山内志朗『ぎりぎり合格への論文マニュアル』平

凡社, 2001.9 

4）澁谷恵宜『卒論応援団 : はじめての「卒業論

文」ラクラク基本マニュアル』クラブハウス, 2000.7 

5）小笠原喜康『大学生のためのレポート・論文術』

新版、講談社, 2009.11(講談社現代新書, 1603) 

6）野口悠紀雄『「超」文章法－伝えたいことをどう書

くか』中央公論社, 2002.10(中公新書, 1662) 

7)学習技術研究会編著『知へのステップ 改訂版 

大学生からのスタディ・スキルズ』くろしお出版 , 

2006(CD-ROM付) 

8)佐藤望、湯川武、横山千晶、近藤明彦『アカデミ

ック・スキルズ 大学生のための知的技法入門』慶

應義塾大学出版会, 2006 

9)小原芳明監修、玉川大学コア・FYE教育センター

編『大学生活ナビ』玉川大学出版部, 2006 

10)中澤努、森貴史、本村康哲編『知のナヴィゲー

ター』くろしお出版, 2007(DVD付) 

11)松本茂、河野哲也『「読む・書く・プレゼン・ディ

ベート」の方法』玉川大学出版部, 2007 

12)世界思想社編集部編『大学生 学びのハンドブ

ック』世界思想社, 2008 

14)佐藤智明、矢島彰、谷口裕亮、安保克也編『大

学 学びのことはじめ――初年次セミナーワークブ

ック』ナカニシヤ出版, 2008 

15)天野明弘、太田勲、野津隆志編『スタディ・スキ

ル入門』有斐閣, 2008 

16)専修大学出版企画委員会編『改訂版 知のツ

ールボックス 新入生(フレッシュマン)援助集』専修

大学出版局, 2009 

17)初年次教育テキスト編集委員会編『フレッシュマ

ンセミナーテキスト――大学新入生のための学び

方ワークブック』東京電機大学出版局, 2009 

18)田中共子編『よくわかる学びの技法 第2版』ミネ

ルヴァ書房, 2009 

19)大学導入教育研究会編『よくわかるライフデザイ

ン入門－大学生のための必須学習術－』第2版, 

古今書院, 2011.3,120p.\1900 

20)北原保雄編『問題な日本語』大修館書店, 2004. 

 

◎テーマ設定とアンケート調査 

21)桑田真澄・平田竹男共著『野球を学問する』新

潮社, 2010.3.  

22)桑田真澄『心の野球 超効率的努力のススメ』幻

冬舎, 2010.6. 

23)桑田真澄『野球の神様がくれたもの』ポプラ社, 

2011.3. 

 

 

【６】使えるサイト 

（１）タイピング 

・タッチタイピングを目指そう： http://www.sharp.co.jp/mebius/pcstudio/manabu/typing/typing_1.html 

（２）論文作成 

・Lycos / ディレクトリ / 資料・情報源 / 論文の書き方 http://www.csg.is.titech.ac.jp/~chiba/writing/ 

小論文の書き方・レポートの書き方 論文の書き方： http://shouronbun.com/ 

（3）WORDの練習 

MicrosoftOffice Online： http://office.microsoft.com/ja-jp/FX100647101041.aspx 

トレーニング： http://office.microsoft.com/ja-jp/support/FX010056500.aspx 

以上■（2010.12.15作成/2011.7.8増補/2012.10.25改訂） 

http://www.sharp.co.jp/mebius/pcstudio/manabu/typing/typing_1.html
http://www.csg.is.titech.ac.jp/~chiba/writing/
http://shouronbun.com/
http://office.microsoft.com/ja-jp/FX100647101041.aspx
http://office.microsoft.com/ja-jp/support/FX010056500.aspx


■帝京大学帝京大学 MELIC 講座(2)/201210.25/仁上幸治 

 1 / 1 

仮アウトラインの見本 （仁上作成：増補第 2 版 2011） 

 

テーマ： クサガメ 

タイトル： クサガメの意外な生態－マイペースな暮らし方を学ぼう－ 

 

①序論 

・研究の背景や動機（問題提起など） 

新宿の路上でカメを拾った。飼っているとい

ろいろな意外な事実がわかってくる。どうい

う動物なのか、どんな飼い方が適切なのか、

飼うことによって、人間の生き方に役立つ教

訓があるのではないか？ 

 

・研究の目的（主張・仮説の提示など） 

主張 

クサガメの生態、歴史、飼育理論を整理し、

誤解を明らかにし、ヒトとカメの新しい付き

合い方を提案したい。 

仮説の提示 

1)カメは意外に素早い 

2)カメは遊ぶ 

3)カメは偏食である 

 

・研究の方法（調査など） 

文献調査 

飼育体験記録の収集 

ブログでの飼育体験者ネットワークによる

情報収集 

 

②本論 

・調査などの経過や結果 

一般に人が良く知らないカメの誤解にはこ

ういうものがある。（カメはノロい／カメは

遊ばない／カメは何でも食べる雑食性、な

ど） 

飼育法にも誤った通念にもとづくものがあ

る（カメは水槽に入れておけばよい／カメは

遊ばせなくて良い、など） 

 

・結果の分析 

カメに関する人間の常識には疑わしい面が

ある。 

飼育法にも間違いがある。 

 

・分析を踏まえた考察 

カメともっと楽しく付き合う方法がある。 

 

③結論 

・主張（問題に対する「答え」は何か（仮説は適切だ

ったのか）など） 

1)カメは意外に素早いことが確認できた。 

2)カメは遊ぶことが確認できた。 

3)カメは偏食であることが確認できた。 

 

・残された課題 

外国の文献調査 

クサガメ以外のカメの種類についての同様

の飼育実態調査 

 

・今後の展望など 

ブログの開設による飼育者ネットワークの

構築と情報交換 

図書としての出版による問題提起 

賛同者の拡大による共同研究の推進 

以上■ 
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図書館利用教育における「指導サービス」概念の形成 

～日本版ガイドラインの作成過程を中心に～ 

 

仁上幸治 （NIKAMI Koji） 

帝京大学総合教育センター  

nikamik@main.teikyo-u.ac.jp 

抄録 

1990 年代に日本図書館協会図書館利用教育委員会が作成・刊行した図書館利用教育

ガイドラインについて同委員会委員へのヒアリング調査を行った。特に、当時の公共

図書館界に根強かった原理的反対論や時期尚早論に対して提起された「指導サービ

ス」という概念をめぐって現時点での評価を尋ねた。その評価をもとに図書館界が取

り組むべき情報リテラシー教育の実践的課題と展望について論点整理を試みた。  

 

 

 

１．研究目的 

日本の図書館界における情報リテラシー教育

の理論的実践的課題と展望を明らかにするには

図書館利用教育の歴史的総括が必要である。特

に、図書館利用教育ガイドラインが果たした役

割を確認しておくために、1990年代の日本図書

館協会図書館利用教育委員会（以下委員会と略）

の活動を中心にしてガイドライン 1)とハンドブ

ック 2)の作成と刊行の歴史を振り返り、「指導サ

ービス」という概念をめぐる言説の記録によっ

て論点整理を行う。 

 

２．研究方法 

利用教育をめぐる図書館員の意識調査の先行

研究 3)4)5)を踏まえて、当時および現時点での委

員会関係者の評価を聞きとるためにヒアリング

調査を計画した。調査は以下のような 3部構成

とした。 

第 1部：委員会関係者 

・Part 1. ウェブアンケート 

・Part 2. インタビュー 

第 2部：公共図書館ワーキンググループ関係者

（第一次・第二次） 

・Part 1. ウェブアンケート 

・Part 2. インタビュー 

第 3部：アンケート調査 

今回は、3月 11日の東日本大震災によって大

幅な日程変更を余儀なくされたため、ガイドラ

イン作成側の元・現委員を対象とする第一部

Part 1.のウェブアンケートまでに留めた。 

・対象者：委員会関係者 

・実施日：2011年 4月 9日～12日 

・実施方法：利用教育委員会 OBGメーリングリ

ストなどを通じて依頼、ウェブアンケート形式

で回答 

・質問紙（ウェブ版）：回答者データと事務処理

の項目を除くと全 24 項目で選択式または記述

式（付録参照） 

・選択肢：６択式：1 大変否定的, 2 やや否定

的, 3 中立的, 4 やや肯定的, 5 大変肯定的, 6 

情報不足・意見なし 

・回収率：20名中 9名、45％ 

 

３．集計結果 

本調査で明らかとなった主な点を以下に記す。 

3.1.回答者データ 

1989 年創設当時の委員は大学教員と大学図

書館員が大多数であったが、今回の回答者 9名

の内訳もほぼ同様の比率となった（図 1）。 

図 1 1990年代当時の主な所属・資格別人数 
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3.2.委員会活動の全般的評価 

委員会（臨時委員会時代を含む）の活動全般

について、主要刊行物の作成期間別に評価を尋

ねた。各期間についての創設メンバーの 2名の

当時と現在の肯定的評価に変化がないことがわ

かった。当時の評価として「5 大変肯定的」の

理由としては「ガイドラインとハンドブックが、

図書館現場の実践で活用されており、普及に大

きな貢献を果たしている」など推進側の自負が

表明されている。「4 やや肯定的」の理由として

「もっと対外的（対文部省、対教育機関・団体）

な働きかけを、JLA として行えるのではないか

との理想（期待）を持っていたから」「当時の委

員構成が大学図書館関係者であったため、他の

館種に対しての効果的な働きかけができなかっ

た」「時間がかかりすぎ」などの点が挙げられて

いる。 

 

表 1 委員会活動の評価の変化（創設メンバー） 

  

3.3.ガイドラインの理論的な組み立てについ

ての評価 

理論の組み立ては ACRL (Association of 

College and Research Libraries: 米国大学研

究図書館協会）の情報探索法指導ガイドライン

(Academic Libraries, 1977)6) の考え方を参考

にし、その基本にある非営利機関のマーケティ

ング(non-profit marketing)の理論を取り入れ

たものであった。この理論的組み立てについて

は元・現委員にほぼ肯定的に評価されている。

指導目標は、近年の情報環境の急激な変化や日

本での社会的な 図書館認知度等を考慮して、

ACRLガイドラインの「情報探索法指導」領域を

中心に据え、その前に「印象づけ」（User 

Awareness）と「サービス案内」(Orientation)

の２領域を追加し、またその後に「情報整理法

指導」と「情報表現法指導」の２領域を追加し

て、合計５領域の構成としたものであった。こ

の５領域の構成についてもほぼ肯定的である。 

3.4.公共図書館版の刊行までの評価 

公共図書館ガイドライン作成の過程で WG メ

ンバー（第一次）からガイドライン総論と方向

性の異なる文案が提出されたため 7)8)、第二次

WGによってガイドラインが完成された。 

Q21)この齟齬の原因、理論的現実的な根拠につ

いて尋ねた結果、当時の委員は以下のような評

価を下している。「1.「教育」という言葉へのア

レルギー反応。当時の学校教育への強い拒否反

応。2.グループ対象の集団指導のみを利用教育

ととらえる誤解。3.公共図書館自体が、利用者

に案内・指導すべき情報検索機能を備えていな

いものが多かった」「用語規定の問題が認識のズ

レの原因であって、議論できる範疇であった」

など。 

図 2 理論的妥当性の評価 
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Q23)「図書館利用教育ガイドライン」という名

称から「教育」を省き「支援」に改めた経緯に

ついては、妥協に対する評価が分かれた。 

Q24)目標と方法の一覧表について、５領域を３

領域に変更した経緯についても評価が分かれた。 

 

図 3 利用者教育レベルとサービスの重点移動

（仁上 19979) ） 

 

Q26)「指導サービス」（instruction service）

という用語・概念については評価が分かれた。

「館種を超えた図書館サービスの一つとして位

置づけることが可能で、最も無難な用語である」

「図書館員の好きな「サービス」という表現を

用いることにより「強制的に押し付けるもの」

ではないと分からせ、「支援活動」の一つである

と納得させる響きがあります」「指導とサービス

という異なる概念を結び付けているので，やや

理解しにくい」など。 

Q27)「指導サービス」という用語・概念は、今

後の図書館利用教育の普及・推進のために有効

かどうかを尋ねた。おおむね肯定的だが否定的

評価もあった。 

Q28)今後の図書館利用教育の普及・推進のため

に、「指導サービス」に代わる（と並ぶ）キーワ

ードが数件挙げられた。 

 

４．結論 

集計した結果，以下のような知見が得られた。

1)委員会活動全般について創設メンバーの評価

は当時と現在の肯定的評価に変化がないことか

ら推進側の自負が読み取れた。 

2)ガイドライン作成当時の「教育」をめぐる理

論や名称をめぐる委員会の妥協については後続

委員の評価が分かれる。 

3)当時の日本の図書館界の状況のもとでの、図

書館利用教育を推進する側から見た、反対する

側の論点が整理された。 

4)次の 10年を唱導するようなキーワードは「指

導サービス」以後、まだ見出されていない。 

 

５．課題と展望 

以上の知見のもとで、回答の記述の中から残

された課題を 5点に整理しておく。 

1)理論的な研究の欠落部分を埋める課題がある。

1970 年代の当時はガイドラインの先進的モデ

ルが他に見当たらない状況であったため、ACRL

ガイドラインに準拠したのは妥当であったとし

ても、「1980 年代において米国における利用教

育の理論的な革新が見られことや，それに基づ

く種々の情報リテラシー基準なども作成されて

いるので，それらの考え方についても取り入れ

ていくことが必要」という指摘がある。 

2)ハンドブックシリーズが大学図書館版で中断

したままになっており、ガイドライン同様に館

種別の連続刊行が待たれる。実践シリーズ 10)も

含めて電子版の刊行が期待されている。 

4)今後の利用教育の展開に向けて新しい情報環

境に対応した「情報インストラクター」の役割

を取り入れた新しいビジョンと、「指導サービ

ス」概念と並ぶ（に代わる）新しいキーコンセ

プトの開発が期待されている。 

5)論点整理から推進体制の確立へという実践課

題が残る。「教育」をめぐる理論上の対立は本当

に相容れない対立だったのかという疑問も消せ

ない。用語規定の認識の違いが原因で議論が行

き違ってしまっただけであれば、実質的な主張

にはさほどの差異がなかったことになる。この

点は「無料貸本屋」論をめぐる議論と似た「す

れ違い」の構図の有無を次のヒアリングで検証

する必要がある 11)。 

 

おわりに 

ヒアリング調査にご協力いただいた日本図書

館協会図書館利用教育委員会の元・現委員各位

ならびに調査方法についてご指導いただいた筑

波大学大学院図書館情報メディア研究科の平久

江祐司教授と青山学院大学教育人間科学部の野

末俊比古准教授（日本図書館協会図書館利用教

育委員会委員長）に感謝いたします。 
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付録：質問紙（ウェブ版。回答者データと事務処理欄を除く） 

【１】委員会活動の全般的評価 

Q8)第１期（1989～1993年の 4年間：委員会設置から 1993年度
全国図書館大会での「総則」および「大学図書館版」の素案公表ま
で）について（当時の評価） ＋Q9)（現在の評価） 

Q10)第２期（1993～1999年の6年間：「総則」および「大学図書館
版」の素案公表後から館種別ガイドライン刊行まで）について（当時
の評価） ＋Q11)（現在の評価） 

Q12)第３期（1999～2003年の 4年間：館種別ガイドライン刊行後
からハンドブック刊行まで）について（当時の評価）＋ Q13.（現在
の評価） 

Q14)第４期（2003年3月以降：ハンドブック刊行後から現在まで）
についての現在の評価 
【２】ガイドラインの理論的な組み立てについての評価 

理論の組み立ては ACRL の情報探索法指導ガイドライン(1977) 
の考え方を参考にし、その基本にある非営利機関の マーケティン
グ (non-profit marketing) の理論を取り入れたものでした。 

Q15)この理論的組み立ては妥当だったでしょうか？ 
Q16)５領域構成は妥当だったでしょうか？ 
【３】ガイドラインへの批判・反対論についての評価 

組織論・制度論の面でのガイドラインへの批判・反対論の主な意
見を以下に挙げます。それぞれどこから発していたと考えられます
か？理論的現実的な根拠は何だったとお考えですか？（公共図書

館界からの批判・反対論については次の別項目で扱います） 
Q17)大学・学校・社会一般の認識：「図書館の利用法なんかに教

育すべき内容があるのか」説 

Q18)教育機関教員：「事務職が教育するなんて」説 
Q19)司書課程教員：「司書課程への侵略」説 
Q20)組織論・制度論の面で他にどんな批判・反対論がありました

か？ 
【４】公共図書館版の刊行までの評価 
Q21）公共図書館ガイドライン作成のための WG メンバー（第一

次）では、ガイドライン総論と方向性の異なる文案が提出されまし
た。それはどこから発していたと考えられますか？その原因、理論
的現実的な根拠は何だったとお考えですか？ 

Q22)公共図書館界で「教育」や「指導」という用語に対する強硬
な反対論がありました。図書館利用教育 の理念への原理的反対
論と、理念的賛成ながら実施上の時期尚早論などがありました。そ

れはどこから 発していたと考えられますか？理論的現実的な根拠
は何だったとお考えですか？ 

QQ23)「図書館利用教育ガイドライン」という名称から「教育」を省

き「支援」に改めました。この変更は妥当だったでしょうか？ 
Q24)目標と方法の一覧表について、現状で達成可能なものへと

設定し直し、５領域を３領域に変更しまし た。この変更は妥当だっ

たでしょうか？ 
Q25)説得する根拠として、公共図書館ガイドラインは以下の２つ

の文献を援用しました。これらによって消極論・反対論を乗り越える

ことができたでしょうか？できなかったとした場合は、どこが理論的
な弱点だったのでしょうか？理論的・歴史的・運動論的な背景は何
だとお考えですか？ 

Q26)その後、委員会は「指導サービス」（instruction service）とい
う用語・概念を前面に押し出して浸透を図りました。「指導サービス」
という用語・概念について、適切な方向だったとお考えですか？ 

Q27)「指導サービス」という用語・概念は、今後の図書館利用教
育の普及・推進のために有効だとお考え ですか？ 

Q28)今後の図書館利用教育の普及・推進のために、「指導サー

ビス」に代わる（と並ぶ）キーワードがあるでしょうか？  

（2011.4.16入稿＞＞事後修正 6/2） 
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