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［調査報告］ 

 

「図書館不安について」 

 

北海道大学附属図書館 

係長 三隅 健一 

 

はじめに 

みなさま、こんにちは。北海道大学附属図書館北図書館の三隅と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。私は普段カウンター応を中心に勤務していて、図書館不安（Library 

Anxiety）について関心があり、また、多くの方に知っていただくためにこのような機会を

いただくことになりました。ありがとうございます。 

 

（スライド 1） 

自己紹介に代えて, 

私の勤務する北海道大学附属図書館北図書館の説明からはじめたいと思います。北図書

館は、学生からは「北図書」と呼ばれており、北大の 1 年生が授業を受ける講義棟の近く

に当初「教養分館」という名称で設置されていました。そこに現在、年間 66 万 5,000 人が

来館しています。北図書館の入館者数は、学部の図書館・図書室を含む北大附属図書館全

体の入館者数の半分近くを占めています。 

北図書館の入館者のうち、1 年生が占める割合はおよそ 50％～60％です。今日はちょう

ど試験期間にあたり、1 年生以外も含めて 1 日 4,000 人ぐらいが利用しています。1 年生の

来館頻度は、6 月の平日ではおおむね 2 日に 1 回来館しています。 

学生たちの来館目的は主に、ラーニングコモンズでのグループ学習や個人での学習、レ

ポート作成、学習用資料の借用、レポートのための情報探索等です。 

 

（スライド 2） 

では、私がこのテーマに関心を持った理由からお話しいたします。それは「図書館に居

心地の悪さを感じている人達がいるのでは」という話です。カウンターから OPAC を使って

いる学生を観察していると、例えばレポートの情報探索で困った様子の学生たちが、友達

同士で相談したり一人で悩んだりしていても、なかなかカウンターまで来て聞いてはくれ

ません。図書館の職員を避けているように見えますし、声を掛けると「質問してもいいん

ですか？」と驚かれることもあります。 

そのような経験があったところ、昨年度の大学図書館長期研修における逸村裕先生（筑

波大学）の講義で図書館不安のことを伺い、興味をもって調べてみました。 

 

（スライド 3） 
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では、目次のスライドを説明します。まず概要をお話ししたあと、どういった症状、影

響があるか要因を整理していき、また、様々な対策についても紹介していきます。今日の

狙いとしては、図書館不安がどういった現象なのか共有して、不安になっている学生の支

援や予防を行い、そうすることでいろいろな学生が使いやすい図書館にしていき、ひいて

は大学図書館の学習支援に向けていけたら、と考えています。 

なお例年の研究集会は事例報告が行われていますが、今日は私が調べて読んできたこと

だけになり、特にご紹介できる自館の事例がありません。どうぞご了承ください。 

 

1. 図書館不安の概要 

（スライド 6） 

それでは概要から話をしていきたいと思います。図書館不安は、1986 年にアメリカの図

書館員・研究者である Constance A. Mellon によって発見されました。Mellon は、学生が

レポートや卒業研究などの文献調査をするときに、学生がどのようなことを感じているの

かを調査しました。 

Mellon の調査方法は、1 年生向けの英語作文（English Composition）の科目を担当する

教員と連携をし、学生に、図書館調査の課題をするときにどのような気持ちだったのか、

日誌として書いてもらうというものです。調査は 2 年間に渡り、6,000 人の日誌が集めら

れました。結果、学生の 75～85％が、図書館で文献調査を行う時の第一印象を「恐怖であ

り不安だった」と表現していました。図書館の使い方で困っているという以上に精神的に

辛い状態にあることが言えそうです。実際に学生のコメントを読んでみましょう。 

 

図書館を使うことは、特に徹底的に調査、ちゃんと調べようということを考えてい

る時には恐ろしく感じられた。調査するには、何度も図書館に行かなくてはならない

ことは分かっていたし、そこには何も自分を傷つけるものはないことも分かっていた

けれども、全てがとても広大で圧倒的だと思っていた。 

（Mellon, 1986, p.162 のコメントを翻案） 

 

このコメントにはいくつかのポイントがあります。まず、学生たちの不安の背景には、

「徹底的な調査」、つまり文献をちゃんと調べてきなさいという調査課題の存在がありそう

です。また「圧倒的」とあるように、図書館にある膨大な資料の中で困っている様子とい

うのが想像できます。 

 

（スライド 8） 

Mellon はデータを分析して、学生が持つ当惑感には 4 つの要因があると考えました。 

1 つ目は、慣れない大学図書館の規模に圧倒されているということです。学生たちは大

学入学以前に公共図書館や高校の図書館を利用した経験がありますが、大学図書館はそれ

らとは比べられない規模です。学生のコメントでも「前に使っていた図書館が、大学の図

書館に比べたら小さい部屋みたいだった」とありました。 

2 つ目は「館内の配置が分からない」です。「どこに何があるのか、誰に聞いたらいいか、

わからない。言葉の違う外国にいるようだ」というコメントもあります。 
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3 つ目「何から始めるか」と 4 つ目「何をするのか」は関連があり、図書館において情

報検索をする時にどうしたら良いのか分からず困っているということです。例えば、目録

システムをどうやって検索すればいいのか、検索結果から資料現物にたどり着くにはどう

すればいいのか、といった知識の不足が原因になっているようです。 

 

再びコメントから紹介します。 

 

大学に入学した途端、図書館の使い方を知っているはずと思われている。 

（Mellon, 1986, p.163 のコメントを翻案） 

 

図書館をどう使うか、彼らは私に教えていない。彼らは、私が既に知っていると考

えているのだろう。 

（Mellon, 1986, p.163 のコメントを翻案） 

 

二つ目のコメントにある「彼ら」は図書館員を指していると思われ、文献調査について

十分な知識を与えられていない学生のとまどいが伝わってきます。 

 

（スライド 10） 

ここで、困っているならなぜ質問しないのか、ということが疑問になります。文献調査

に対する不安であれば、教員や図書館員に相談することができるはずですが、学生はそう

しようとしません。このことから Mellon は、質問をしない理由があるのだろうと考え、次

のスライド 11 にある図書館不安の理論を構築しました。 

 

（スライド 11） 

Mellon の図書館不安の理論とは、まず、学生は、図書館利用のスキルについて、他の学

生は十分に備えているけれど、自分はできていないと感じています。そのことは、恥ずか

しくてあまり人に言うべきことではないし、もし質問をしたら相手にわかってしまう。し

たがって質問をできない、または質問したくない、という状況に陥ります。この理論から

は、学生が自分の能力を低く評価し劣等感を感じているということ、恥ずかしいという羞

恥感情が作用していること、それによって質問ができないという袋小路に陥っていること

がわかります。 

 

スライド 12 のコメントでは、 

 

私は質問することが怖かった。誰かを困らせたくなかったし、バカだと思われた

くなかった。 

（Mellon, 1986, p.163 のコメントを翻案） 

 

とあり、質問することを避ける様子がわかります。図書館不安に関する他の文献でも、「急

に質問するのが嫌になった」「図書館を出てしまいたくなった」などの例がみられます。 
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（スライド 13） 

Mellon による図書館不安の研究・検証・理論の発見をこのスライドにまとめました。大

学図書館員は、学生が図書館で何かしらのストレスを感じているだろうことを経験的に知

っていたと思われますが、実証的に示した研究はこれが初めてでした。 

Mellon の研究がなされたのは 1986 年であり、その後、大学図書館を取り巻く環境は大

きく変化してきました。1986 年につかわれていたカード目録は現在では OPAC に変わり、

Web of Science や CiNii などの使いやすい文献データベースがあり、文献を PDF で入手す

ることも可能になりました。学生は Wikipedia とインターネットをよく使います。 

このような環境の変化はあるものの、図書館不安の理論が今も有効と思われる理由は幾

つかあります。まず、入学時点の学生は蔵書検索と文献データベースの使い方を習得して

おらず、リテラシー教育は必須です。また大学図書館のもつ規模や複雑さは、オンライン

の情報源の簡単さと比べて変わっていません。何よりも大学図書館で文献を調べてレポー

トを書くということが続けられています。ただ、アメリカの大学図書館と日本の大学図書

館の間に差があるかどうかは調べられていません。 

 

アメリカにおける図書館不安への対策は、現在も続けられています。ワシントン州立大

学のウェブサイトでは、”Library anxiety: It’s real and students can beat it” 「図

書館不安は本当にあるけど、学生は乗り越えることができる」というタイトルの記事iが書

かれています。記事にあるライブラリアンの一番のメッセージは、“Don’t fear your 

librarian” 「図書館員を怖がらないでね」です。 

 

（スライド 14） 

今日のお話の全体像をまとめていくと、スライド 14 のようになります。Mellon による

図書館不安の発見に続いて、多くの図書館員、研究者により、要因・対策など複数の角度

からの研究が続けられています。 

金澤先生のご講演では、まず補助を用意し、その補助を段階的に減らして自立に綱が得

ていきましょうというお話がありました。同様に、大学図書館へのスムーズな移行を促し、

不安を乗り越えて自立した学習者になれるよう支援していく、ということをこれからお話

ししていきます。 

 

2. 図書館不安の症状と影響 

それでは、図書館不安の症状と影響をみていきます。 

 

（スライド 16） 

まず、一般的な不安の定義について、確認しましょう。心理学辞典（2004）によると、

不安とは「起こり得る失敗や不幸、あるいは危機の懸念に基づいた不快気分」と定義され

ています。平たく言うと「これをすると失敗してしまうのではないか」と良くない状況を

想像して気持ちが落ち込んでしまうことです。例えば、図書館員に質問をしたら嫌な顔を

されるのでは、などの想像が働いてきます。 
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（スライド 17） 

 また、世の中には不安になりやすい人がいますが、図書館不安はそのような人だけの問

題ではありません。不安には「特性不安」と「状況不安」の 2 種類があり、不安になりや

すい傾向のある個人が持つ不安は特性不安と呼ばれています。これは個人の性格に近く、

安定して不安になりやすい傾向があります。一方、置かれた状況に対して一時的に生まれ

る不安を状況不安と呼び、例えば「テスト不安」が知られています。テスト不安を持つ学

生はテストが始まるまでは不安になっていますが、終わってしまうと不安には感じません。 

 実際に、特性不安と図書館不安の関連を調査した論文があり、特性不安を持っていない

学生でも図書館不安になっていたことが分かっています。したがって、多くの学生が図書

館不安を持ち得るということが言えます。 

 

（スライド 18） 

 「情報探索プロセスモデル（Information Search Process Model）」について見ていきま

す。このモデルは、利用行動の研究者である Kuhlthau により、1980 年代から 90 年代まで

の一連の調査に基づき構築され、未熟な学生がレポートに関する情報探索をした際の感情、

思考、行動について、時系列順に 6 つのステージ（タスクの開始、トピックの選択、幅広

い探索、焦点の形成、情報収集、検索終了）に分けて示しています。 

 まず「タスクの開始」のステージでは感情は不確かであり、「トピックの選択」のステー

ジでは、自分の関心、課題の内容、レポートの出来栄えの見通しがつき、楽観的な気持ち

になっています。続く「幅広い探索」のステージで実際に図書館に行き、探索に取り掛か

ると、学生は＜混乱・フラストレーション・疑い＞に陥ります。混乱が起こる要因として

は、情報量の多さ、自分のトピックにぴったり当てはまる情報が出てこないこと、情報源

によって情報の内容が一貫していないことなどが挙げられています。また初学者にとって

は、その領域に関する基本的な知識が十分でないことも、情報探索を難しくする一因にな

ります。このように、3 つ目のステージで学生に大きな負荷がかかっていますが、情報探

索を通して分野の知識を獲得していくことで、このステージを終えることができます。 

 問題意識（焦点）が形成されると、学生の感情に明確さが生まれ、その問題に対する関

心が高まってきます。そうして方向性と自信をもって、レポートの参考文献として必要な

情報収集を行い、検索を終えることができます。 

 このように、3 つ目のステージ「幅広い探索」で一度足踏みするものの乗り越えること

ができれば、論文を書きはじめる時には「よし、やるぞ！」と満足感を持って論文執筆に

とりかかることができます。しかし途中のステージでつまずくと、ずっとつらい思いをし

て、不満感情とともに執筆しなければなりません。 

 情報探索モデルのポイントは、情報探索では感情が一定のウエイトを占めていること、

また特に若い学生にとっては調査の初期段階では不安感情が一般的にあることの 2 点です。 

 

（スライド 19） 

続くスライド 19 では、図書館不安の症状と影響について「情動」・「行動」・「結果」の 3

点に分けて整理しました。 

まず、図書館不安を持つ学生の情動ですが、先程から見てきたように恐怖、不確かさ、

無力感、孤立・孤独感などが見られます。例えば「他の人はできていて自分はできていな
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い」という風に考えることがあります。 

行動では、まず図書館員のサポートを求めることを避ける傾向が見られます。また質問

をする時に緊張していたり、極端にへりくだった態度を取ってみたり、他人ごとのような

聞き方をしたりし、ぎこちなさが見られます。また、指示の取り違えや、館内の地図やサ

インの見落とし、ミスリードなどもあります。さらには、検索を早く切り上げる傾向もみ

られます。これは、図書館から早く離れたくて、検索結果の吟味をしないで「これでいい

や」と選んでしまうということでしょう。そうして、悪くすると図書館の利用を避けるよ

うになってきます。 

図書館不安の結果として、図書館の利用の減少、そのために情報リテラシーを高める機

会の減少があり、そうして、論文やレポート、ひいては成績、卒業要件などにも影響が出

てきます。生涯の学習においても、図書館を避けることで悪影響があるでしょう。 

 

（スライド 20） 

スライド 20 では実際に図書館不安が持つ学業への影響について見ていきます。

Onwuegbuzie & Jiao (2000) によると、学生の先延ばし行動と図書館不安は相互に影響し

あっています。 

多くの学生が、必要なタスクを後回しにする先延ばし行動を経験しており、先延ばし行

動は成績の低下や卒業要件の不足に結びつきます。 

調査結果では、図書館不安になった学生は先延ばし行動をしやすく、先延ばし行動をし

やすい学生は図書館不安にもなりやすいようです。ただし、図書館不安と先延ばし行動の

どちらが先であるかという因果関係はわかっておらず、相互に影響しあっているだろう、

と述べるにとどまっています。 

 

（スライド 21） 

更に、スライド 21 にみられるように、学部 1 年生の図書館不安について着目した研究も

あります。 

Mech & Brooks (1995,1997) によると、1 年生は 2 年生以上に比べて高い不安を持って

いて、学年が進むにつれて不安が減少していきます。また、1 年生が持っている不安の内

容は、興味深いことに、OPAC の利用については「問題ない」と感じている一方、図書館の

スキルや自信はあまりないと感じています。 

以下は私がこの論文を読んで考えたことですが、1 年生が自身のスキルに対する低い自

己認識は、情報探索やレポート課題の経験不足に一因が求められるでしょう。大学図書館

にスムーズに移行できるよう、経験値を積ませるように支援していくことが必要になると

思われます。 

 

3. 図書館不安の要因 

続いて、図書館不安を誘発しうる要因についてみていきましょう。 

 

（スライド 24） 

まず図書館不安の構成要素をスライド 24 にまとめました。これらの要素は、Bostick 
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(1992) が図書館不安を定量的に測定するために開発した図書館不安尺度 (Library 

Anxiety Scale)によります。図書館不安尺度は 43 項目のアンケートからなり、設問はスラ

イドの 5 つの構成要素にそれぞれ紐づけられています。なお、43 項目・5 つの構成要素は、

図書館不安を説明しうる構成要素全体のうちおよそ半分であるとされています。 

構成要素の 1 つ目が「スタッフとの壁 (Barriers with Staff)」で、学生の目を通して

みた図書館員は、非常に威圧的で近寄りがたく、カウンターで忙しそうにしていて、手伝

ったり話を聞いたりしてくれない存在です。学生がスタッフとの壁を感じている場合、調

査結果のこの数字が大きくなっていきます。 

2 つ目の「感情的障壁 (Affective barriers)」は、学生の持つ感情であり、図書館利用

の適性のなさや恥ずかしさを感じている場合にみられます。 

3 つ目は「図書館の安心感 (Comfort with the Library)」は図書館の安全性・安心感の

認識にかかわっており、学生が図書館は安全ではないと感じていると結果に反映されます。

この値は、館内における痴漢や盗難などの犯罪の発生に影響を受けます。 

また、4 つ目の「図書館の知識 (Knowledge of the Library)」では、学生自身の図書館

利用の知識についての自己認識が、5 つ目の「機械の障壁 (Mechanical Barriers)」では

コピー機やコンピュータが故障なく使えているかどうかが問われます。 

Bostick の図書館不安尺度に加えて、 Onwuegbuzie (1997) は「資源に対する不安 

(Resource Anxiety)」を挙げています。これは、学生が検索した本・論文が図書館には無

い、すなわち所蔵されていなかったり、所蔵されていても長期延滞や不明で利用できなか

ったりする状態が考えられます。 

今回、図書館不安尺度を中心に図書館不安の構成要素を概観しましたが、尺度がつくら

れたのが 92 年であり、電子情報源に関する言及はありません。Bostick の研究の後も、ポ

ーランド・イスラエル・マレーシア・中国などで国や年代を変えて類似の指標が考案され

ています。 

 

（スライド 25） 

それでは、図書館不安を引き起こしている要因を「状況」・「個人の気質」・「環境的要因」

の 3 つに分けて見ていきます。 

「状況」要因には、Mellon の「図書館の規模」と Bostick が挙げていた 5 つの要素のほ

か、図書館と利用者双方の状況が含まれます。「レイアウト・調度」は、建物の雰囲気に加

えて、わかりやすいサインや合理的な動線などの使いやすさ（または使いにくさ）が影響

します。「利用目的」についても、レポートのための文献調査に来館した場合と友達との待

ち合わせをしている場合では、不安の強さは異なるはずです。そのほか、「図書館講習の受

講経験」や日々の「図書館の利用頻度」、その人の成績（スライドの「GPA」）も影響すると

みられています。 

続いて「個人の気質」には、「自尊心・自己像」などの学生の性質が含まれます。「完璧

主義」の学生は、自身に高い目標を課す傾向があり、目標の高さに比例して失敗のリスク

を自ら高め、失敗することを心配して不安になりやすいと考えられています。 

最後に「環境」要因には、性別や年齢、学年などの人口統計学的な項目が含まれます。

母語も影響しているとみられ、例えば日本人学生が英語の情報源や検索インターフェイス

に触れるときの不安、また留学生にとって、私たち日本の大学図書館が使いやすいかどう
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か、ということも考える必要があるでしょう。 

 ここまで図書館不安の様々な要因を見ましたが、それぞれの要因の性質上、図書館は状

況要因への働きかけを中心に対策を取ることになります。また環境要因については、利用

者をセグメント化することでそれぞれのセグメントに適切な情報提供をするといったアイ

デアがあります。 

 

（スライド 26） 

要因に関連して、羞恥感情が与える影響について見ていきます。Mellon の図書館不安の

理論では、羞恥感情が質問しにくくなるよう働くことが分かっており、これからご紹介す

る McAfee (2018) の論文では、心理学の研究を援用し図書館不安の心理的背景について考

察しています。 

まず羞恥は何かあったときに「恥ずかしい」と感じる気持ちですが、2 つの性質があり

ます。一つは、本人が自覚しない（顔をひっぱたかれたような感覚になったり、頭の中が

空白になったりするけれど、羞恥として認識しない）という特徴。もう一つは社会的関係

の監視機能で、つまり集団と外れたことをしてしまった時に警告を与えるようになってい

ます。この監視機能は、人間が集団で狩猟を行う社会的な生き物として進化したことによ

り、私たちの心理に組み込まれてきました。このように、羞恥は社会的関係を監視し、危

険を感じると、ぱっと気持ちを静めて警告を与える役割を持っています。 

さて、これら羞恥の持つ機能は、図書館不安の場面では学生を苦しめるように作用しま

す。学生は図書館員に質問をしなければいけないものの、質問をすれば自分の知識不足が

相手にわかってしまいます。学生は「自分が図書館員の期待するスキルに満ちていないの

ではないか」と社会的関係の危機を心配し、不安になります。学生はその羞恥に無自覚で

あり、そのために羞恥が増幅され、不安や恐怖といった感情へと成長してしまいます。 

McAfee は、Bostick の図書館不安の要素のうち「スタッフとの壁」が最も強い影響力を

もち、それには羞恥の 2 つの機能が作用していると考えました。その対応策としては、羞

恥感情を認知すること、また危機にある関係性を修復することが有効です。実際にはカウ

ンセリングで使われる傾聴のテクニックのように、学生の話に対して判断抜きによく聞く

ことが挙げられています。 

 

4. 図書館不安の予防・減少・介入 

前の章で見た整理したように、図書館不安の様々な要因は千差万別であり、また個人の

持つ不安の度合いはカウンターでのやり取りからは見えてきません。そのため、利用者全

体に対するサポートを中心に改善を図る必要があります。 

 

（スライド 29） 

ここでは図書館不安の対策について、スライド 29 のように、3 つの方法に類型化してみ

ていきます。1 つ目が、館内の環境を改善することにより、セルフサービスの使いやすさ

を高め、図書館不安を予防するということ。2 つ目は、情報リテラシーの向上と不安の認

知（つまり図書館不安というものが存在し、対処できることを教える）ことで、不安を予

防・減少させるということです。最後に、レファレンスなどの方法で直接的にサポート（人
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的支援による介入）をする方法があります。先ほどもお話しましたが、図書館不安には個

人差があり、また誰がなるか予測できないため、まずは全体的な予防に重点を置くべきで

しょう。 

 

（スライド 30） 

このスライドでは、先程の 1～3 番を具体的な行動で示しています。 

1 つ目の館内環境の改善には、まず、サイン・動線の合理化、建物の雰囲気を明るくす

ることが挙げられます。また Onwuegbuzie の挙げていた「資料に対する不安」に対しては、

資料の効率的な提供、つまりニーズに合わせた蔵書構成や ILL の対応、また ILL を知らな

い学生への周知などが有効です。図書館ツアーやパンフレットによる情報提供も、セルフ

サービスでの使いやすさを改善する方法の一つになります。 

2 つ目には、各種の図書館講習でリテラシーの向上を図り、また図書館不安そのものに

ついても学生に話をすることがあります。 

3 つ目の人的な情報探索支援では、カウンターでのレファレンスや図書館員が巡回する

レファレンス、また予約制の情報コンサルを個人に提供することが挙げられています。 

 

配布資料に入れていませんが、このスライドは、最初にブログ記事をご紹介したワシン

トン州立大学の事例で、LibGuides を使って図書館不安に関する情報を提供しています。ii

このように、学生がアクセスしやすいところに図書館不安の説明を掲載しておくことも一

つの方法であり、図書館ツアーやパンフレットなどにも展開できそうです。 

 

（スライド 31・32） 

それでは、セミナーによる対策事例を 3 つ見ていきます。 

1 つ目が Mellon (1986) が行ったぬくもりセミナー (Warmth Seminar)です。このセミナ

ーの考え方は、学生が図書館不安の存在を認められるようになること、また不安にうまく

対応した成功体験を作ることで、不安を解消しようというものです。 

 次のスライドにあるように、Mellon は新入生の科目で行っていた 50 分間のセミナーを

再設計し、主な目的を、検索技術を伝えることから図書館員とのやり取りを深めること、

図書館に対する不安・恐怖感をとることへと移しました。今までやっていた検索戦略や検

索ツールの使い方といった説明に図書館不安の解説を加えて、「図書館で不安になるかもし

れないけれども、その不安は一般的なもので、きちんとした理由があり、問題はないです」

ということも説明しています。Mellon の報告からは直接的な成果がわかりませんが、彼女

の考え方（図書館不安の知識と成功体験の提供）は他の事例にも引き継がれています。 

 

（スライド 34） 

2 つ目のアイデアは、プレセッションによる不安緩和です。これは、50 分間の単発の図

書館講習では効果が限定的だとして、図書館講習の前の週に 10 分から 20 分間のセッショ

ンを持つことで不安を和らげるというものです。プレセッションでは、学生の普段の教室

に図書館員が出向いて、自己紹介や翌週の内容の紹介などを行います。 

教室まで図書館員が行くことで学生の不安感情を和らげ、また反復学習の効果を狙って

います。検索課題の聞き取りによるカスタマイズなども可能になります。一方、プレセッ
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ションの実施には教員の理解と協力が欠かせません。 

 

（スライド 34・36） 

3 つ目は、Kuhlthau の情報探索プロセスモデルを教えて不安の減少を図るというもので

す。スライドの研究では、学生を 2 グループに分け、一方に情報探索プロセスモデルを教

えて、もう一方には関係のない講話を聞かせ、前後で図書館不安を測定しました。その結

果、情報探索プロセスモデルについて教えられたグループは、比較グループよりも実験の

前後で図書館不安の度合いを下げることができていました。受講した学生は、研究プロセ

スにおける感情を事前に知り、また羞恥や自身の能力の過小評価により質問できなくなる

状況を避けることができたようです。ただし、この研究からは、論文執筆の取りかかりに

おける不安が高く、図書館不安よりも広範な「研究不安」というべきものが存在すること

も示唆されています。 

 

（スライド 37） 

予防・減少・介入に関するまとめです。館内環境の改善や各種のリテラシー教育、それ

から個別の情報相談を見てきました。 

本日はあまり詳しく説明はできませんでしたが、実際に学生と図書館員が話をすること

で、ともに不安を乗り越えていければと考えています。また、だれが不安になっているか

はわかりませんが、セグメントを想定した取り組みは有効と考えられています。 

 

5. まとめ 

最後にまとめさせていただきます。 

 

（スライド 39・40） 

不安の内容やその程度、また要因は千差万別です。だれが不安になっているかは、よく

観察しないとわかりませんし、それに対する特効薬もありません。そのため、いろいろな

方法で経験を重ねていく必要があるでしょう。 

ただ、私たち大学図書館が大学教育を支援する組織を自認する以上、図書館不安の対策

は必ず行ったほうが良いと考えられます。現時点では私自身も事例を作ることができてい

ませんが、まずは私たち図書館員が図書館不安の知識を深め、できるところから実践して

いき、さらには先生方との連携も図っていけたら、と思うところです。 

最後に紹介したいのが、たまたまブログで見つけたものですが、この言葉（”Library 

anxiety is real, but so is library-discovery-joy.”）です。図書館不安は実在するが、

図書館での発見の喜びも実際にあるはずです。私たちは、図書館で発見する喜びを学生に

感じてもらうために日々お仕事をしているので、そのために学生が図書館不安を乗り越え

られるような試みを作っていければと考えています。 

本日の発表は以上になります。ありがとうございました。 

 

＜質疑応答＞ 

 



11 

 

『質問１』 

大変興味深く、この図書館不安という言葉を初めて聞いて、こういうことがあるという

ことが 1 つ、目から鱗という部分があります。文献検索の中で見つけられたということで

したので、このようなことが書いてあったかどうか知りたいです。「図書館の規模」という

言葉が何度か出てきています。その点より、まず不安を感じる時の規模について何か言及

があったかどうか。それから、どのサイズが一番いいかという事は特にないよというのが

最後のほうに出てきてはいましたけど、情報はありますか。 

「There’s no one size fits all」という言葉がありましたが、とは言いつつも、やは 

りセミナーをする時の、例えば 200 人のコースで開催してもきっと駄目なんだろうなとい

うところまでは想像つきますが、どれぐらいの人数みたいな示唆があれば教えてください。 

 また、今回の論文は、どのくらいの規模の図書館での調査であったでしょうか。 

 

『三隅氏』 

まず、図書館の規模について回答します。どれぐらいの規模だったら不安に感じないと 

いうことについては、そのような研究はされていないようです。また、この研究の対象は、

2～3 フロアがある普通の大きさの大学図書館だったと思います。 

 どのくらいの規模の講習会については、現状の調査では読んでおりません。すみません。 

 

『質問２』 

本日はありがとうございます。今、その規模という関係との繋がりでお聞きします。例

えば、高校を出て初めて図書室以外、図書室よりも大きい規模の図書館に初めて来た学生

は、やはり恐怖を感じる事はとてもよく分かります。私自身が大昔に学生をやっていた時

は図書館ほとんど使ってなかったので、よく分かるんですけれども。例えば、最近、本学

の図書館で 1 年生の学生、たとえばスポーツ関係の学部の学生には、最初にそのスポーツ

のところだけを中心的に集中的に、ここを見ればいいからと教えたりしています。それは

その規模に対する恐怖心とか不安を解決する 1 つの方法にはなっているのでしょうか。 

 

『三隅氏』 

 解決方法になると思います。ここだけ見るといいよという安心感を与えていることにな

りますね。「スモールステップ」です。そこから次はこちらへ広げてという方法で使い方に

慣れていくことになり、ヒントになりそうですね。但し、学生の情報源がたくさんあり、

その中でも更に幾つかの資料があって、情報を選ぶ必要が生じた際にサポート体制が重要

になってくる、ということが書かれてありました。 

 

 
i 

https://news.wsu.edu/2014/01/14/library-anxiety-its-real-and-students-can-beat-i

t/ 

 
ii https://libguides.libraries.wsu.edu/c.php?g=294250 
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