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1. 
大学図書館とは 

１．大学図書館とは 



   目的 

* 利用者とは 

 図書館を現在利用している人 

 未来で図書館を利用する人 

 ⇒早稲田大学に現在所属する／将来所属する学生・教職員を常に想定する 
 

* 必要な資料とは 

 学術的な、文献/資料/情報 

 紙/マイクロ/電子/音声/映像など、資料の媒体は多岐に亘る 
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1. 
大学図書館とは 

大学の研究・教育活動を支援するために、 

利用者の求めに応じて必要な資料を提供すること 
 

目的達成のためには・・・ 

「コレクションの計画的な構築」「資料の適切な維持・管理」「快適な利用環
境の整備」「利用者の学術情報リテラシーの涵養」が必要不可欠である。 
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２．早稲田大学図書館の概要 

2. 
早稲田大学図書館の概要 



  沿革 

1882(明治15)年10月 東京専門学校講義棟1室に図書室を開設 

1900(明治33)年 3月 「東京専門学校図書館」と改称 

1902(明治35)年10月 早稲田大学開校 

   早稲田大学図書館竣工 

    初代図書館長：市島 謙吉（号：春城） 

1925(大正14)年10月 新図書館(現・2号館)開館 

1991(平成 3)年  4月 中央図書館（総合学術情報センター）開館 
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2. 
早稲田大学図書館の概要 

【画像出典】大学史資料センター写真DBより 



  21の図書館・図書室 

早稲田大学図書館とは、中央図書館をはじめとする、 

4つのキャンパス図書館、7つの学生読書室、 

5つの教員図書室等を含めた計21の図書館・図書室の総称 
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2. 
早稲田大学図書館の概要 

早稲田キャンパス 

高田早苗記念 
研究図書館 

戸山図書館 理工学図書館 所沢図書館 
中央図書館 

学生読書室 

戸山キャンパス 西早稲田キャンパス 所沢キャンパス 

・ ・ 

・・・ 
学生読書室 

学生読書室 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 

・・・ 
教員図書室 

教員図書室 

早稲田大学図書館 

キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館 

・・・ 
その他図書室 

その他図書室 



  主要な統計 
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2. 
早稲田大学図書館の概要 

蔵書 図書：約580万冊 

雑誌：約54,000タイトル 

総資料費：約12億円 

年間貸出総数：約61万冊 

古典籍を多数保有：約30万件（含国宝2件、重要文化財5件） 

電子資料 契約データベース数：111 

利用可能な電子ブック数：約53万タイトル 

利用可能な電子ジャーナル数：約11万タイトル 

電子資料購入金額：約7億9千万円 

利用者数 年間入館者数：約185万人 

【参照資料】早稲田大学図書館年報 2017年度/ 2018年度JUSTICE契約状況調査 



 大学図書館の運営は、各大学が単独では成り立た
ない部分が多く、「大学図書館界」として学外機関
と緊密に協力して進めている。 

 その中でも私立大学図書館を牽引する早慶の役割 
は、非常に大きい。 

・OCLC Asia Pacific Regional Council 
・大学図書館と国立情報学研究所との連携協力推進会議 
・国公立私立大学図書館協力委員会  
・国公私立大学図書館協力委員会 
・大学図書館コンソーシアム連合運営委員会（JUSTICE） 
・国立情報学研究所 国際学術情報流通基盤整備事業運営委員会 
・国文学研究資料館 古典籍共同研究事業センター拠点連携委員会 

  学外図書館・組織との連携 

（参考）早稲田大学図書館年報2017年度 p.20 

2. 
早稲田大学図書館の概要 
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３．早稲田大学図書館のサービス 

3. 
早稲田大学図書館のサービス 



  図書館箇所構成 

• 図書館総務課 

早稲田大学図書館の各箇所をまとめている。図書館全体の広報等、箇
所横断的な業務を担う。 

• 情報管理課 

図書館のシステム関係を管理する。 

• 資料管理課（特別資料室含む） 

図書館の資料を収集・管理し、コレクションの構築を担う。 

• 利用者支援課 

利用者サービス全般を担う。 

• 高田早苗記念研究図書館 

• 戸山図書館 

• 理工学図書館 

• 所沢図書館 

キャンパス図書館をはじめとして、研究図書室・学生読書室を取りま
とめている。 
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3. 
早稲田大学図書館のサービス 



  伝統的な業務の流れ 

伝統的な「資料提供」の業務の流れを整理すると・・・ 
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3. 
早稲田大学図書館のサービス 

資料の 
収集 

資料の 
組織化 
/管理 

資料の 
提供 

・ ・ 箇所 
・ ・ 

フロー 

資料管理課 
各図書館・学術院 

資料管理課 
情報管理課 

利用者支援課 
各図書館・図書室 

・ ・ 主な業務 

 選書、選定 
 購入 
 契約 
 寄贈、リクエスト対応 

 装備 
 アクティベート 
 目録作成・管理 
 検索ツールへの登録 

 排架 
 貸出・返却 
 レファレンス・サービス 
 リテラシー教育 
 図書館間サービス（ILL、紹介状の発行等） 



「南総里見八犬伝」（1814） 

「杉田玄白肖像」（1812） 

「東大寺薬師院文書 」（750） 

「玉篇  巻第九残巻」（唐代） 

古典籍資料の収集・所蔵・公開（海外でも大人気！）。教科書で学んだ懐かし
の資料や国宝2件、重要文化財5件を含む30万件の古典籍データベース 

古典籍総合データベース 

  図書館所蔵の貴重資料の公開・発信 
3. 

早稲田大学図書館のサービス 
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  早稲田大学の研究成果の公開・発信 
3. 

早稲田大学図書館のサービス 

本学の研究者等が作成した学術論文、学位論文、紀要論文、ワーキング 

ペーパー、会議録等の電子的な学術情報を保存・公開する学術機関 

リポジトリ。 

  

早稲田大学リポジトリ 
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  学習支援（情報リテラシー教育）活動 
3. 

早稲田大学図書館のサービス 

・学術情報、研究で必要な資料の探し方相談 
・データベースの使い方の指導 etc… 

・図書館間での資料の貸借 
・他大学図書館への訪問利用 etc… 

レファレンス・サービス 
（カウンター／オンライン） 

ILL(図書館間相互協力)、紹介状 

・授業における図書館講習、学術情報検索、データ 
 ベース講習会等の実施 
・学術情報検索に役立つツール等の作成・公開 etc… 

学習支援活動 

利用者支援アカデミックリエゾン 

（利用者支援課・各図書館） 
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４．早稲田大学図書館の戦略と課題 

4. 
早稲田大学図書館の戦略と課題 
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  今後の展望と課題 

静かに資料を閲覧できるスペース 文献・資料収集や蔵書管理・提供 

• 教育的機能・学習支援に結び
つく“動”としての場へ 

• 「場所としての図書館」機能
の強化 

• 利用者ニーズ・利用者支援を
重視した新サービスの創出 

• 限られた予算、人材を有効に
活かせるマネジメント能力 

Waseda Vision 150 
（早稲田大学の中長期計画） 

図書館資料形態の多様化 

業務委託化 等 

・ ・ 
職員業務 

・ ・ 
図書館施設 

4. 
早稲田大学図書館の戦略と課題 

(1)ラーニング・コモンズの拡充 (2)学生参画の推進 
(3)図書館システムの共同運用 



Waseda Vision150と学習支援活動① 

Vision150 核心戦略 4 

 対話型、問題発見・解決型教育への移行 
 ・教場での知識獲得型ではなく、アクティブ・ラーニン 
  グを中心とした実践型の教育体制へ移行する。 

 ・アクティブ・ラーニングを実現する、各種教室設備・ 
  インフラ整備を推進する。 

  (1)ラーニング・コモンズの拡充 

⇒ラーニング・コモンズの設置 
 ・図書館外にラーニング・コモンズ「W Space」設置（3、7号館等） 

 ・早稲田大学図書館においても、アクティブ・ラーニングを施設面で 
  支えるラーニング・コモンズに近年力を入れて拡充を行っている。 

4. 
早稲田大学図書館の戦略と課題 

17 
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  (1)ラーニング・コモンズの拡充 
4. 

早稲田大学図書館の戦略と課題 

・図書館員による「人的な学習支援サービス」、 
 図書館資料をはじめとした「コンテンツ(学術情報)」が 
 予め備わっている図書館への、ラーニング・コモンズと 
 しての期待は大きい。 

・既に学内他箇所にラーニング・コモンズが複数設置され 
 ているため、図書館にこそ求められる、図書館ならでは 
 のラーニング・コモンズとは何か、利用者調査を基に 
 検討した上で、コンセプトおよび設置・拡充案を作成。 
 

2017.4 （所沢図書館）ラーニング・コモンズ開設 

2018.10 （中央図書館）ラーニング・コモンズ拡充 



“図書館ならでは”のラーニング・コモンズのコンセプトとして、以下の2つを掲げています。 
 

• 身近にある図書館資料や、学生の主体的な学びを支援するサービスを活用しながら、グループによる
学習や、静かに集中した個人学習など、多様な学習スタイルの共存が可能な学習空間 

• 図書館資源やサービスの最大限の活用を通して、教育・学習・研究に関わる多様な知的活動を支援す
る、学生同士ならびに学生と教職員の相互交流の場 

  

 
 

共存 

・電子媒体を含む資料導入 
 
・豊富な資料の 
 利用促進 

 

従来の静かで集中した自学自修 
 
 

・学生同士の交流 
・研究者同士の交流 
・相互交流を図るイベント 

人的サポート 

   ・図書館LA 
 ・レファレンス・サービス 

・情報リテラシー講習会 
（アカデミック・リエゾン） 
 

多様な 
学習・研究 
スタイル 

 

資料の活用 

相互交流・ 
 啓発 

 

 
グループによる 
対話型学習・研究 
 

 ラーニング・コモンズとしての機能を拡充しつ
つも、静謐なゾーンや旧来の伝統的な図書館の
要素や環境は維持して従来からの利用者の期待
にも応え、双方の機能を共存させます 

 

 ただグループ利用率や発話率が高い賑やかな空
間とはせず、図書館のもつ荘厳でアカデミック
な雰囲気のもと、調査・研究課題に対するグ
ループによる熟議が行われる空間とします 

・「対話型、問題発見・解決型授業への移行」「独創的研究の推進と国際発信力の強化」の目標達成へ貢献 

・中央図書館の豊富な資料やサポートを活かした自学自修・研究活動の促進 

 ラーニング・コモンズに集う人同士、サービス
を提供する図書館職員やLA、図書館が実施する
イベントを通じた、人的交流や情報収集、知識
獲得が積極的に図られる場にします 

  中央図書館ラーニング・コモンズのコンセプト 
4. 

早稲田大学図書館の戦略と課題 
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  館内ゾーニングの整備 
4. 

早稲田大学図書館の戦略と課題 

 中央図書館では、利用者のニーズが多様化していることを受け、一つの施設内を目的別に
ゾーニングし、従来の想定になかった図書館内利用を認めている。 

ラーニング・コモンズとして
発話が可能なエリア。プロ
ジェクタやホワイトボードも
利用可能。 

発話を禁止し、静謐な学習・
研究環境を保つエリア。PC
や電卓の使用しての作業を行
うことが可能。 

特に静謐な学習・研究環境を
維持するエリア。発話は勿論
のこと、電卓やPCなど音の
出る機器の使用も禁止。 

館内で最も静謐な学習・研究
環境を維持するエリア。水分
補給等も含め、極力物音も立
てないよう静寂を維持する。 



新たな知識を創造し、成果物として形にするためのエリア 

 常設PCを11台設置、PCを囲みながらグループで利用可能 
With 11 computers available, you can use the space to do group work around a computer. 

 電源・無線LANを完備  Plug in your own computer or connect via Wi-Fi. 

 LAデスクでは、現役大学院学生のLA（ラーニング・アシスタント）が学習をサポート 
At the LA Desk, you can ask a current graduate student Learning Assistant to help you with your studies. 

 レファレンスカウンターでは、図書館職員が高度な事項調査、文献検索をサポート 
At the Reference Desk, librarians can help you with hard-to-access materials and complex searches. 

  コモンズ 1（クリエイション） コモンズ 1（クリエイション）/ Commons 1 (Creation) 

電子機器の操作 

Active Area 

An area where you can collaborate with colleagues, create new knowledge, and produce or publish your results. 



図書館資料を用いた熟議を行い、様々な知恵や刺激を交換するためのエリア 

  コモンズ 2（ディスカッション） コモンズ 2（ディスカッション）/ Commons 2 (Discussion) 

 テーブル・椅子は組み替え自由、 さらにソファ席を設置 
Rearrange the tables and chairs to suit your needs—and check out the sofas! 

 可動式ホワイトボードを設置、電源・無線LANを完備 
Use the movable white boards, plug in your own computer, or connect via Wi-Fi. 

 個人作業を念頭に常設PCを15台設置 
With individual users’ needs in mind, 15 computers are available. 

 新着図書コーナー、ミニ展示コーナーを併設 
Take a look at the display of newly arrived books and the mini exhibition space! 

電子機器の操作 

Active Area 

An area where you can swop ideas, discuss things in a group, and share your excitement about new discoveries, using the 
library materials. 



図書館による、情報収集や知識獲得、人的交流を促すイベントを実施するエリア 

  グループ学習室 1 ／ グループ学習室 2  

 予約不要で利用可能  No need to reserve! 

 グループ利用を想定、図書館による様々なイベントでも利用予定 
Great for groups! We’ll also hold a variety of Library events here. 

 テーブル・椅子は組み替え自由、天吊プロジェクタも自由に利用可能 
Rearrange the tables and chairs to suit your needs and make use of the overhead projectors. 

 電源・無線LANを完備  Plug in your own computer or connect via Wi-Fi. 
 

グループ学習室 1 ／ グループ学習室 2  

電子機器の操作 

Active Area 

Group Study Room 1                  Group Study Room 2 

A space where Library events encourage communication and help you gather materials and expand your knowledge! 



図書館の中で最も「静寂」で、自身の学びに没頭できるエリア 

  サイレント・リーディング・ルーム 1  サイレント・リーディング・ルーム 1  

 予約不要で利用可能  No need to reserve! 

 会話禁止、すべての機器の利用禁止、飲み物の摂取も禁止 
Total silence please! This means no talking, no using keyboards or screens, and no drinking. 

 静寂に包まれ、資料の閲覧や学習に集中して取り組むための学習室 
A space where you can concentrate on reading Library materials or your own study in peace 
and quiet. 

電子機器の操作 

Super Silent Area 

/ Silent Reading Room 1 

The quietest area in the Library, designed to help you concentrate on your own learning. 



Vision150 核心戦略 5 

 大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進 
 ・早稲田大学は、教育・研究支援業務等への学生の 
  積極的かつ責任ある参画を推進する。 
 ・学生の志向、能力、専門性を活かした、図書館に 
  おけるスチューデント・ジョブを創出する。 

Waseda Vision150と学習支援活動② 

  (2)学生参画の推進 

⇒図書館学生ボランティア団体の設置と、図書館 
 活動への参画開始（2013年度～） 

⇒大学院生による図書館ラーニング・アシスタン 
 ト（図書館LA）の活用開始（2017年度～） 

4. 
早稲田大学図書館の戦略と課題 
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   (2)学生参画の推進例 

  図書館学生ボランティア団体の運用 
4. 

早稲田大学図書館の戦略と課題 

2013.4 学生ボランティアスタッフLIVS 

 ・学生視点による図書館サービスの改善、新企画の考案や 
  提供を目的とし2013年4月に発足。 

 ・学生にとって魅力的な大学図書館を目指し、利用案内・ 
  学習支援・読書推進などの観点から、様々なイベントや 
  展示を企画・実施 

これまでの主な活動 

図書館の利用方法習熟を目的とした「脱出ゲーム」 

図書館紹介冊子『りぶまぐ！』の刊行 

2015年4月から定期的に図書館紹介冊子『りぶま
ぐ！』を作成しており、学内図書館・図書室、生
協などで配布しています！LIVSメンバーで話し
合って内容を決め、取材・記事作成を行います。 
そして、なんと図書館の蔵書にもなっているので
す！LIVSの公式ウェブサイトでも閲覧可能なので、
ぜひご覧ください！ 

http://wine.wul.waseda.ac.jp/record=b4394803*jpn 

図書館の資料（お宝）紹介！Web連載企画 

2015年度にブログ形式で「発掘！早稲田のBBN」
をスタート。2016年度に「地下書庫探検隊！」と
して図書館Webサイトでの連載に移行、2017年度
は「わせとしょ探検隊！」と続いています！ 
早稲田大学図書館の貴重な資料（お宝）たちを紹介
しつつ、資料探しの方法も学べる一石二鳥な内容で、
メンバーも楽しんで記事を書いています！ 

スタッフによる各種展示企画 

2018年度在籍スタッフ数24名 

（学部学生23名、大学院生1名） 

https://www.waseda.jp/library/news/2018/01/12/4406/ 



正木 陽菜 
（法学部4年） 

2017年度 LIVSの活動記録 

4月「新入生に贈る一行」展示 
LIVSが中央図書館をジャック！？図書館主催イベント、春の
Library Weekの開催期間に合わせて、メンバーが選定した「新
入生に贈る一行」を館内の柱という柱に掲示しました！ 
実はその中に脱出ゲームの謎につながる一行も｡｡｡？ 

8月「＃文庫川柳」展示 
2016年度に引き続き、背表紙を使った「文庫川柳」を実施！ 
8月のオープンキャンパスで図書館を訪れる高校生を意識した展
示にしてみました。いいね！の代わりにハート型にあわせてシー
ルを貼ってもらいました！良い夏の思い出になるといいなぁ。 

最近の活動 

10月「○○の秋」展示 
新しい趣味はじめよう「○○の秋」と題して、学問・運動・芸
術・食欲の4ジャンルの本を展示で紹介しました！紹介本をまと
めた小冊子も作ったところ大盛況！増刷して配布しました！ 
ただ、早稲田祭が近かったのでサークル活動にも役立つかなぁ
と思っていたのですが。。。難しかったです。 

4月「脱出ゲーム」(リバイバル) 
2014年に実施したLIVSの伝説的イベント
「脱出ゲーム」。一部新たな謎を盛り込
み、こちらも春のLibrary Weekに合わせ
てリバイバル版を実施しました！ 
参加者約270人、脱出成功者約100人、脱
出成功率約37％ではあったものの、参加
者の満足度は非常に高く、10月開催の完
結編に向けて気合が入りました！！ 

10月「脱出ゲーム」(完結編) 
「愛する者を救えるか｡｡｡」 
準備期間6カ月...満を持して完結編を開
催！こちらも秋のLibrary Weekに合わ
せての開催でしたが、練りに練った問題
に参加者も悪戦苦闘。 
参加者約131人、脱出成功者約51人、脱
出成功率約39％で変わらず難解ゲーム
だったようです。 

＜りぶまぐ班＞ 
12～4月『りぶまぐ！』vol.2.5／vol.3発行 
12月にvol.2.5を作成し、さらに4月にvol.3を作成
しました！現在も学内各所で配布中です！ 
 
＜Web班＞ 
1～4月「わせとしょ探検隊！」連載 
12月から4月末まで、定期的にLIVSメンバーが
Webに図書館資料にまつわる記事を連載！ 
 
＜イベント班＞ 
4月「新入生に贈る一行2018」 
今年も図書館のイベントLibrary Week開催にあわ
せて企画しました！館内に大きく貼り出した一行
たちを見た方もいるのでは？！ 

4月『りぶまぐ！』vol.2発行 
図書館紹介冊子『りぶまぐ！』のVol.2を発行しました！今回は
春・夏・秋・冬それぞれの季節にオススメの本を特集で紹介！他
にも早稲田が誇る演劇博物館の紹介など盛りだくさんでお届け！
図書館をよく利用する学生から、普段あまり本に接しない学生ま
で、多くの人に手に取ってもらえるようにアイデアを出し合い、
力を合わせて作りました！ 

12月「Library Gifts あなた
に贈る本」展示 
12月のクリスマスシーズンに合わせたイベント班メンバー渾身
の企画！メンバーがサンタクロースになったつもりで、中央図書
館の蔵書を自分たちでラッピングして展示。クリスマスプレゼン
ト風に本との出会いを演出してみました！ 

12月「学生協働ワークショップ
in東京2017」参加 
関東圏の大学図書館の学生協働団体が一堂に会するこのワーク
ショップにLIVSは2015年から参加しています。自分たちの活動
報告だけでなく、他大学の学生と一緒に作業して、考えて、話し
合って、毎回刺激を受けています！ 
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   (2)学生参画の推進例 

  図書館LAデスクの運用 

28 

4. 
早稲田大学図書館の戦略と課題 

2017.4 大学院生による図書館ラーニング・ 
     アシスタント（図書館LA）の雇用開始 

 ・「図書館に質問する」ことの敷居を下げるため、大学 
  院生による新たなサービスデスク「LAデスク」を設置 

 ・大学院生が、主に学部生からの図書館を活用した学習 
  や学術情報検索に関する質問に、アドバイスを行う 

 ・レポートや卒論執筆の取り組み方に関する相談も受付 
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  (3)図書館システムの共同運用 
4. 

早稲田大学図書館の戦略と課題 

2017年5月、早稲田大学図書館と慶應義塾大学メディアセ
ンターは、図書館システムの共同運用を行うことを決定し
た。これは国内初の試みであり、現在2019年度中の稼働
を目指し、両大学協働で準備を進めている。 
 

 

 

共同運用によるメリット 
 

共同運用による利用者サービス・資料の充実 

システム共同運用による運用の安定化とコスト削減 

目録形式の標準化、目録作成のコスト削減 

早慶間での知識/経験の共有、人的交流の促進 


