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1991年から同志社大学で図書館業務に携わる。大学コンソー
シアム京都において、京都地区の高等教育政策の企画・調査業
務を担当。現在、同志社大学でラーニング・コモンズの運営を
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『図書館に訊け！』
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営を通して、職員の立場から教育目標の実現に関わってきた。その
経験から、教員と職員の役割分担、協働の重要性と、職員に求め
られる姿勢について寄稿してもらった。
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ラーニング・コモンズの
実現で意識したポイント
私がラーニング・コモンズの実現の

し、2013 年からは文系学部全てを同

ために意識したのは、次の 2 点である。

展開に留意する習慣がうまく働いた。

一キャンパスに集約し、一貫した教育

1 つは、教学改革を教員側の努力の

例えば、中教審の答申や、関連の委

を行う方向に舵を切った。修学する

みに頼ることに限界があるため、学生

員会の動きは、ウェブ上に公開される

キャンパスの統合を、単なる施設整備

側の能力開発を組み込むという視点に

＊1 同志社大学ラーニング・コモンズの詳細 http://www.doshisha.ac.jp/attach/page/OFFICIAL-PAGE-JA-1756/18415/ﬁle/GUIDEBOOK.pdf

ラーニング・コモンズ設置の説明スキーム
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高等教育の動向を意識し、自学の政策
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アクティブ・ラーニングは、複数人数で協同して行うと効果的である。主
体的な学習者は、他者との相互作用を通じて学ぶ必要があるからだ。
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協同学習に適した学習環境は、教室でいえばラーニング・スタジオ、教
室外ではラーニング・コモンズになる。
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正課課目の授業外学習支援に焦点をあてるならば、運営組織は図書
館ではなく、教学部門の組織が適切である。
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＊2 各学習者がまったく異なる領域の知識をそれぞれに学び、
それを教え合い、統合するという学習方法。
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