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One of the questions facing the Faculty of Humanities of Kyoto Seika University is the problem of 

lack of progress in the utilization of resources, particularly in their communal utilization. In response to 

this problem of underutilized resources, the objectives in 2018 were to make use of the basement area 

of the Seifukan, the equipment and materials belonging to the Faculty of Humanities, and the various 

human resources of the Faculty of Humanities students, and to this end we undertook to set up a 

Learning Commons. This paper is a detailed survey of the progress towards its establishment, its 

management, and future prospects.

There had been various attempts to utilize the basement area of the Seifukan in diff erent ways, 

such as making it a communal staff  space, a dedicated student staff  space for the operation of an area 

lending out faculty equipment, and an experimentally introduced base for peer supporters, but since 

April 2017 it had only been used as a storage space for faculty furniture. Then in April 2018 various 

moves were made to utilize it as a space for student exchange. Firstly, staff were recruited from 

among 4th year students, the basement area was set up and arrangements were made to lend out 

equipment, and an advice manual for lower grade students was created. Then plans were put into 

eff ect for meetings to welcome new students and to discuss fi eld work, and a display installation was 

set up, as a way of encouraging students to utilize the Seifukan basement area. 

Besides this, we also visited Ritsumeikan and Doshisha Universities to study how their Learning 

Commons were set up and to investigate how our own university could introduce a Learning 

Commons. 

On consideration of the fi rst semester's activities and of the setup at other universities, we have 

considered future tasks and objectives. Specifi cally, with the intention of making active use of the area 

and encouraging student exchange, we are planning to join student staff  to conduct experiments in 

making the space still more enjoyable to use, and to hold events there. 
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１　CASA立ち上げの経緯　

京都精華大学人文学部における課題の一つに、「資源の利用、特に共同利用が進まない」と

いうことが間違いなく挙げられるだろう。そのような「未利用資源」として 2018 年度に着目

するのは、「清風館地下スペース」「人文学部が所有する機材」「人文学部生という多様な人材」

である。これら全ての資源を活かす方法として、「ラーニング・コモンズ」の立ち上げを試みた。

本稿では、立ち上げに至る経緯と運用状況、将来への展望を概観する。
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清風館地下スペースは過去に、清風館を利用する教員の共同スペースであったり、人文学部

が所有するデジタルカメラやビデオカメラなどの貸出業務を行うために学生スタッフが常駐す

るスペースであったり、試験導入されたピア・サポーターの拠点であったりと、様々な利用が

試みられてきたが、2017 年の 4月からは学部の入試に必要な物品の保管場所や展示パネルの

保管場所としての利用しかされていなかった。

今回のプロジェクトは、その清風館地下に学生スタッフを常駐させ、人文学部生が集まり、

お互いにコミュニケーションがとれる場所、学年が混じってお互いに情報交換ができたり、上

級生からのアドバイスなどが得られたりする場所にしたい、というイメージが出発点になって

いる。またそれに加え、人文学部が所有する機材の利用方法の講習会や機材の貸し出し、人文

学部の機材を用いた写真などの作品展、何らかの情報やスキルが必要な人の駆け込み寺、かっ

こいい先輩がいつも話を聞いて困りごとを助けてくれる場所にできれば、学生たちのニーズに

あったスペースになるのではないかと考えた。

ラーニング・コモンズとは、もともとは学習支援サービスにおける図書館の役割拡大に応じ

て設置された新しい施設のことを指す言葉である。北米では 21世紀型図書館サービスモデル

の中核にあるとされている 1。

1990 年代には、ウェブブラウザが公開され、欧州原子力研究所によりwwwが無料開放さ

れた。そのころの図書館界には、図書館自体が存在していけるのかという問題意識があった。

さらに、入館者数と貸出数の減少が危機感を生み出し、デジタル時代の情報資源を利用するた

めの共有資源・公共の場としてのインフォメーション・コモンズが誕生した 2。

インフォメーション・コモンズからラーニング・コモンズへの転換は、2005 年頃である。

図書館は、授業で教員から教わる「知識」を理解するための場所では不十分となり、学生が自

主的に問題解決を行い、自分の知見を加えて発信するという学習活動全般を支援するための施

設とサービス・資料を提供する必要がある場所になった、という、教育現場での流れを反映す

るものであった 3。

ラーニング・コモンズはその後、様々な大学で導入されていく。日本でも 2006 年に文献で

紹介されて以来導入が進み、2014 年度の「学術情報基盤実態調査」では、「学生の主体的な学

びを促すアクティブ・ラーニング・スペースは、338大学（全大学の 43.4％）が設置」という

結果が出ている 4。アクティブ・ラーニング・スペースは、ラーニング・コモンズとは用語が

異なるが、概念としては近いものである。

京都では立命館大学図書館「ぴあら」、同志社大学ラーニング・コモンズなどが、施設や取

り組みの充実度から注目を集めている。

ラーニング・コモンズは図書館に導入されることが多いが、同志社大学のように図書館とは
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独立した施設にその機能を持たせる場合もある。清風館地下のスペースでもうまく利用すれば、

ラーニング・コモンズとしての利用ができるのではないか。そういう発想が今回のプロジェク

トにつながった。

ラーニング・コモンズの立ち上げメンバーだが、学生の募集方法にもノウハウがなかったの

で、プロジェクトに参加する教員が最上級生である 4年生の候補学生に声をかけるという方法

で集めることにした。清風館地下スペースの有効活用に興味があると参集してくれた 4年生は

総勢 8人であった。リーダーAとサブリーダーBは初回ミーティングの際に立候補で決まり、

記録・広報、会計などの役割分担もスムーズに決まっていった。人文学部は、全在籍者数が

320 名（2018 年 5月 1日現在）と、それほど規模が大きくない学部であり、加えて彼らは中で

も広いネットワークを持つメンバーであったことが、このスムーズな進行にプラスに作用した。

以後、週に 1回のミーティングを主な情報交換の場にして、自分たちで基本的なルールを決め

ていった。

まずは、物置のように物が雑多に置かれていた清風館地下の改装を行った。学生スタッフが

持ち寄ったレイアウト案をもとに話し合い、机や椅子、棚など

は個人利用や小グループでのミーティングや行いやすいように

配置し直した。また、棚には、雑多に置かれていた食器類を整

理して使いやすく並べ、人文学部で所有し

ているコーヒーメーカー、電気ポット、教

員の私物の電子レンジなども持ち込んだこ

とで、昼食や軽食をとることができる休憩

場所としても活用できるようにした。

机の上には籠が置かれ、しばしば、有志

が持ち寄ったお菓子などがテイク・フリー

で提供されている。

彼らが自分たちに名付けたチーム名は

CASAである。スタッフが名前の候補を持

ち寄り、話し合いによって決定された。

CASAはスペイン語で「家」を意味する言

葉であるが、人文学部生の家のような存在

になれるようにとの願いがこもったネーミ

ングである。CASAだけだとわかりにくい

ということで、正式名称は「人文学部支援

図1：CASAロゴ

図 2：CASA広報用配布チラシ
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チームCASA」となった。ロゴ（図 1）は学生のオリジナルである。

CASAの立ち上げ期の主なターゲットは 1年生に設定し、どのようなことがCASAででき

るかを広報するチラシ（図 2）を 4年生の学生のデザインで作成し、ファシリテータを通して

初年次演習の中で全員に配布した。また、清風館にポスター掲示も行った。

２　実践事例報告

CASAの活動拠点とした清風館地下は写真 1である。主な設備としては、4人がけのテーブ

ルが 6台、パソコン 2台、プリンタ 1台、ホワイトボード 2台、ビッグパッド 1台、その他の

文具類は受付（写真 2）で管理し、適宜貸し出しを行っている。また、コンパクトデジタルカ

メラ 20台、デジタル一眼レフカメラ 8台、ビデオカメラ 11台などは受付の後方にある鍵付き

ロッカーで保管し、申請すれば自由に借り出せる。

受付の左手にはCASA広報用チラシ（カラー版）とスタッフの自己紹介パネルを掲示した。

自己紹介欄には、後述するフィールド・スタディーズのテーマや所属ゼミなどを記入し、下級

生のゼミ選択やフィールド・スタディーズ選択の参考にできるように工夫した。また、スタッ

フ証も作成した。

その他、貸し出し可能機材は写真入りで張り出すなど、利用を促している。

人文学部支援チームCASAとしての日々の活動は以下の 2点である。

（1）週 1回のミーティング（水曜日の昼休み）

　  ・前週の活動報告

　  ・当該週の活動方針の協議

　  ・イベント募集や実施の協議　など

（2）月、水、木、金（3～ 5講時）清風館地下の活用スタッフ（授業期間内のみ）

　  ・パソコン・プリンタの管理

写真 1：清風館地下スペース 写真 2：清風館地下受付
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　  ・カメラなどの機材貸し出し

　  ・下級生の相談相手　　など

活動の周知は、前項で述べたようにチラシ（図 2）の配布や掲示で行ったが、まだまだ取り

組みが十分とは言えず、学生の利用状況はそれほど多くはなかった（2－ 1．CASA 来場者分

析に詳述）。

それでも、飲食可能であることから、昼食時の利用や学生生活上の相談に来る学生が訪れる

こともあり、学生スタッフによる丁寧な対応がなされた。具体的には、一人暮らしの苦労や生

活しやすい場所などの生活面での相談、授業レポートの相談、フィールド・スタディーズの不

安など、学生で対応できる内容は可能な限り学生スタッフが対応し、フィールド・スタディー

ズの詳細な内容など、学生では対応しきれない問題については適切な教員を紹介し、仲介する

こともあった。その結果、定期的に利用する学生も現れた。

さらにCASAの周知と清風館地下スペースの利用を促すことを目的として、以下のような

イベントを開催した。

　（1）新入生歓迎会

　（2）フィールド・スタディーズパネル展と上級生による相談会

また、4月のCASA立ち上げから 2ヶ月が経ち、学生のニーズを把握するためのアンケー

トを 1年生に対して実施した。

以下、それぞれの事例と、学生スタッフのスキル向上のために実施したスキルアップ講習を

あわせて具体的に紹介する。

2－ 1．CASA来場者分析

2018 年 6 月 29 日から 8月 2 日までの間、CASAの利用者の記録をとることになった。

CASA来所時間、滞在時間、学年、利用の目的について、その時のスタッフがノートに記入

項　目 人　数 構成比（％）
1年生 13 17.8
2 年生 9 12.3
3 年生 6 8.2
4 年生 43 58.9
不　明 2 2.7

総　計 73 100.0

項　目 人　数 構成比（％）
30分以内 19 26.0　
60 分以内 15 20.5
60 分強 24 32.9
不　明 15 20.5
総　計 73 100.0

表 1：CASA利用者内訳
（2018 年 6 月 29 日～ 8月 2日）

表 2：CASA滞在時間
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するという方法で記録した。スタッフによって記録の精度にむらがあり、必ずしも正確な記録

にはならなかったことには留意すべきであるが、興味深いデータが収集できた。

利用者の内訳を表 1に示す。利用者の約 6割が 4年生であった。これは、スタッフが 4年生

なので利用しやすいということが要因として考えられる。CASAの広報は 1年生を主な対象

として行ったが、1年生の利用は 2割にも満たなかった。一部の 1年生からは、CASAには 4

年生が集まっていて 1年生がどう入ればいいのかわからなかった、という声もあがっていたの

で、ここは反省及び改善が必要なところだと考えられる。

表 2はCASA来場者の滞在時間であるが、30分以内の滞在者の 75％が印刷目的、60分強の

滞在者の約半数が雑談、約半数が作業目的であった。印刷に短時間だけ使いたいというニーズ

と、居場所として長時間利用したいというニーズが確認できた。

2－ 2．新入生歓迎会

2018 年 6月 5日（火）には、人文学部学生有志が「新入生歓迎会」を開催した。歓迎会の

会場は ICキューブを利用した。清風館地下よりも開放的でパーティーには向いているという

判断であった。

CASAのメンバーのうち 5人が、1年生に向けたゼミ「初年次演習」のファシリテータを務

めているという関係性もあり、新入生歓迎会の企画・運営はCASAのメンバー 8名に加え、4

年生 1人、2年生 4人で行うこととなった。準備は 1か月前から開始し、学生たちは、料理長、

会計、広報、会場準備・音楽、写真という役割分担を自分たちで決めて、主体的に動くことが

できた。ビンゴゲームの景品は、数週間前から清風館地下のロッカーに教員やスタッフの学生

たちそれぞれが持ち寄り、お菓子、缶詰、入浴剤、読まなくなった本・漫画、大きなぬいぐる

みなど、豪華な景品をそろえることができた。景品は袋に入れて中身を見えなくして、中のヒ

ントになるような一言（わくわくするもの、キュンキュンするもの、など）を添えて準備した。

広報担当者は、イベントの 2週間前の初年次演習で、1年生全員にチラシを配布した。

イベントに必要な費用は、人文学部教員及び職員のカンパで賄った。スタッフが手分けして

各教員の研究室を訪問し、当日までに 28名の教員と 1名の職員から協力を得ることができた。

この時に協力があった教員と職員には、後日、学生が作成した報告書と決算書が届けられ、余っ

たカンパ金は返金されている。

当日の 4、5講時に初年次演習があり、その終了後、各クラスのファシリテータが誘導する

形で会場まで移動するという方法をとったことで、参加者は約 60名、初年次在籍学生の約 8

割にのぼった。料理長の学生Cとイベント会計の学生Dが前日に食材の買い出しをし、キー

マカレー、夏野菜サラダ、その場で作る綿菓子、たこ焼き器で焼くベビーカステラ、お菓子、
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ジュースなどで 1年生をもてなした。ビンゴ大会の進行は 2年生が進行した。音楽担当は、あ

らかじめ初年次演習を通じて 1年生からリクエスト曲を集めておき、プレイリストを作成して

会場で再生し、雰囲気を盛り上げた。

後日CASAメンバーに行った質問紙による意見聴取で、「CASAの業務のうち、自分以外の

人文学部生の役に立ったと思うことは何ですか」という質問に対して、このイベントの手伝い

ができたことという回答があった。交流もできたし、新入生にも楽しんでもらえたという実感

があり、スタッフとしても充実感を得られるイベントであったといえる。

また、参加した 1年生からは、未来の自分の姿を先輩と重ね、学生としての様々な意味での

写真 3：当日の会場の様子（1）

写真 5：当日の会場の様子（3）

写真 7：会場で用意されたベビーカステラ

写真 4：当日の会場の様子（2）

写真 6：当日の会場の様子（4）

写真 8：参加者が自分で作る綿菓子



― 103 ―京都精華大学紀要　第五十二号

成長をイメージすることができたという声も上がった。その意味では、このイベントは教育的

な意義も大きかった。

2－ 3．フィールド・プログラム関連行事

人文学部では、3年生の前期をフィールド・スタディーズ期間とし、学内での定期的な授業

は履修せず、キャンパスを離れて国内外のフィールドに出て、各自のテーマに沿って調査・研

究を行う期間としている。

その準備として、1年生で「フィールドワーク概論」を履修し、フィールドワークについて

学ぶ。2年生前期では「地域学」の授業を通してフィールドワーク先の地域の特性などを学び、

後期には「現場学」の授業で、実際に自分がフィールドとして選んだ地域やテーマについて学

びつつ、3年生での活動方針を計画書としてまとめる。2年生後期の「現場学」から 3年生前

期のフィールド・スタディーズまでの 1年間のプログラムをフィールド・プログラムとし、3

年生の後期には大学祭に合わせて、フィールド・プログラム展を開催し、活動報告を行う。

フィールド・スタディーズでは、（1）海外留学（2）国内留学（3）国内テーマ型（4）自由

型のなかから自分の興味や研究テーマに合ったものを選ぶことになる。行き先はフィールド・

スタディーズ相談会のチラシ（図 3）に掲

載する。

2年生の 7月には自分のテーマに合った

活動先を決めなければならない。しかし、

2018 年度はフィールド・スタディーズの

説明会が 3月末の前期履修ガイダンスに行

われたこともあって、十分に理解しないま

ま説明会を過ごしてしまい、選択肢として

どのような行き先があるのか、国内テーマ

型にはどのようなテーマがあるのかを不安

に思う学生が多かった。また、留学を決意

している学生の中にも、実際にフィールド・

スタディーズを行った先輩から話を聞きた

いという意見もあった。

そこで、CASAのスタッフを中心に有志

の学生を募り、海外留学、国内留学、国内

テーマ型を経験した 4年生によるフィール
図3：フィールド・スタディーズ

相談会案内チラシ
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ド・スタディーズ相談会を計画・実施した。

また、後期のフィールド・プログラム展の参考となるよう、2017 年度のフィールド・プロ

グラム展で作成したパネルの展示を同時に行うことで、より具体的にフィールド・スタディー

ズのイメージがつかめるように工夫をした。

また、3年生が行っているフィールド・スタディーズの現場に入って取材したり、フィールド・

スタディーズ終了後にインタビューを実施したりして広報にも役立てる準備をしている。

（1）フィールド・スタディーズ相談会の企画

毎週水曜日のミーティングと、臨時ミーティングを随時設けて、相談会の日程・体験談を話

してくれる学生への声がけを行った。

相談会はできる限りCASAスタッフで対応することにしたが、ドイツやインドネシアなど

は留学した学生がスタッフにいなかったため、学生同士の連携で有志を募った。

フィールド・スタディーズ選定締め切りが 7月 13日（金）であったことから、7月 2日（月）

～ 7月 13日（金）の昼休みに相談会を行い、どの曜日に行けばどの地域の話が聞けるのかを

一覧にしたチラシ（図 3）を作成した。また、昼休み以外の時間はCASAスタッフが相談に

乗るようにした。

（2）パネル展「あなたの知らない～フィールドワークの世界～」

相談会の期間と合わせてフィールド・スタディーズに関連する展示「あなたの知らない～

フィールドワークの世界～」を企画、留学先、テーマごとにいくつかのパネルを選定し、清風

館地下を利用してパネルを展示した。

選定に当たっては、背景を利用したものや、白地のもの、文字が多めのもの、画像が多い

ものなど、種類にも気を配り、自分たちがパネルを作成するときの参考にしてもらえる工夫

も行った。

（3）フィールド・スタディーズ相談会とパネル展の周知

相談会とパネル展の周知については、案内チラシ（図 3）を清風館地下や春秋館など人文学

部学生の利用する建物に掲示すると同時に、6月 27 日（水）の地域学の授業で時間を使い、

チラシの配布と学生スタッフによる相談会・パネル展の紹介を行った。

また、パネル展については、フィールド・スタディーズ実施中の 3年生のうち、国内テーマ

型やすでに帰国している留学組にも、担当教員を通じて周知を図り、11月のフィールド・ス

タディーズパネル展での参考のために清風館地下に足を運ぶように促してもらった。
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（4）相談会とパネル展の成果

相談会に足を運んだ学生は記録に残っている限りでは 13名で、思ったほど利用者はいなかっ

た。しかし、相談に来た学生は 30～ 90分ほど話し込むなど、熱心に質問をしていた。

パネル展には多くの学生が足を運び、パネルを熟読する学生も見受けられた。相談会に足を

運ぶまではしなくても、パネル展を見に来た学生にCASAスタッフが声を掛け、やりとりを

する場面も見られた。

相談会に来た学生の反応を見ると、教員から話を聞くだけではなく、実際に体験した学生か

ら「生の話を聞けたことがよかった」との意見もあり、一定の成果を上げられた。

パネル展については、7月 13日で終了する予定であったが、7月 22日のオープンキャンパ

スまで延長した。パネル展で実施した来場者アンケートには、以下のような記述があった（原

文ママ）。

・他の人の作品をたくさん見れた。自分達の作品が形になるのを観て嬉しかった。

・世界の様々な様子が興味深かった。

・人文の展示はわかりやすさをメインに発表していて、読みやすかったです。

・フィールドワークの雰囲気がわかる。映像があるともっと親しみやすいかも知れません。

（5）フィールド・スタディーズ現場取材

当初の予定では、フィールド・スタディーズ実施中の 3年生へ取材を行い、オープンキャン

パスにて活動内容を紹介する予定をしていた。しかし、6月 18日の地震、7月 5～ 6日の大雨

などの影響で、十分に取材やその内容の編集作業が行えなかったため、活動紹介はできなかっ

たが、取材の経緯のみを紹介しておく。

取材先：国内テーマ型（文化財）

国内テーマ型（文化財）では、全体テーマとして京都の発掘現場での発掘体験を 1

週間行い、その後、京都市考古資料館にて遺物の整理作業を 3日間体験した。この

活動への取材を行った。

①発掘体験

国内テーマ型（文化財）の担当教員を通じて、京都市考古資料館に取材許可を申請し、

5月 23日に取材を行った。許可申請依頼と事後の礼状は学生自身が作成した。

取材実施日：5月 23日（水）13：00～ 14：00　

取材場所：京都中央市場の発掘現場

取材内容：発掘体験中の学生 2名の体験中の写真および動画撮影
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　　　　　休憩時間を利用した学生へのインタビュー

取材担当：CASAスタッフ 2名、教員 1名

取材当日は、京都市考古資料館の担当者から発掘現場の特徴、発掘方法なども丁寧に説明

を受けたほか、現場作業員の方からも苦労談や学生の評判などを聞くことができた。

②遺物整理体験

取材許可は①発掘現場と同時に行った。取材は 5月 24日（木）に実施した。

　取材実施日：5月 24日（木）10：00～ 10：30

　取材場所：京都市考古資料館

　取材内容：遺物整理体験中の学生 3名の体験中の写真および動画撮影

　取材担当：CASAスタッフ 1名、教員 1名

取材当日は、京都市考古資料館の担当者から、遺物整理の流れや遺物の特徴についての説

明も受けられた。取材時間が短かったため、体験中の学生へのインタビューはできなかっ

たが、慣れない作業に四苦八苦しつつも真剣に取り組む様子が撮影できた。

（6）フィールド・スタディーズ総括取材（予定）

フィールド・スタディーズの全体を総括し、他の学生の活動を知るため、各プログラムから

一人ずつの学生を選出し、聞き取り調査を行う予定をしている。インタビュアーは、半年後に

自分たちが行うフィールド・スタディーズの参考となるように 2年生が担当する予定である。

聞き取り調査の結果は小冊子にまとめ、11月のフィールド・プログラム展で配布する予定を

している。また、web上にも掲載し、在学生だけではなく、高校生に向けても広く発信して

いく。

2－ 4．1年生のニーズ把握のアンケート

CASAの利用者は口コミで徐々に増えてき

たが、スタッフが 4年生であることから、普

段の利用者は4年生が中心であった。1年生の

ニーズを把握するためのアンケートを学生た

ちが作成し、初年次演習の時間に意見を収集

した。回収数は 37であった。

本スペースは授業の間の空き時間に利用す

ることが想定されるため、現状で 1年生が空

き時間をどこで過ごしているかについて複数

場　所 回答数 回答率
情報館 23 62.2
食　堂 22 59.5
部　室 8 21.6

学生ラウンジ 8 21.6
研究室 1 2.7
その他 5 13.5

表3：授業の空き時間を過ごす場所（複数回答）
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回答でたずねた結果が表 3である。

「情報館」と「食堂」がいずれも 6割程度の

回答があり、1年生の居場所としての支持が得

られていることがわかる。これらはいずれも、

ある程度の人数が収容できる施設である。2割

程度の回答がある「部室」はサークルに入っ

ているメンバー限定の居場所であり、「学生ラ

ウンジ」は本館 1階のフリースペースである。

学生ラウンジは 1人で座れるカウンターや 4

人程度で使える机といす、ゆったりと座れる

ソファなどがあり、充電もできる。

初年次演習の 3クラスでアンケートに先

立って事前のヒアリングを行った際、何があ

ればCASAを利用しようと思うかをたずねた

ところ、「映画の上映会」という意見が多かっ

たため、それについてたずねた結果が表 4である。「その他」の中には、作品によるとか、1

度ぐらいなら行くかもしれない、というような回答があった。「行ってみたい」は 4割程度だが、

ある程度のニーズがあることは把握できた。本学は情報館のメディアセンターでも映画が観ら

れるが、そこは飲食禁止である。CASAならば飲食も可能であり、その特徴を活かした上映

会を試みるところから、CASAの利用促進に活かしていくのもよいかもしれない。

CASAのスペースを自由に使えるとしたら何をしたいか、という質問の回答が表 5である。

最も多い回答は「寝る（仮眠）」であった。確かに、学生ラウンジでも食堂の 2階和室でも、

仮眠をとっている学生をよく見る。

「ゲーム」という回答の中で具体的に挙げられたものは、ある程度の人数がそろわなければ

できないものであったため、学生間の交流を図るために活用できる。「5－ 2．今後の活動方針」

に述べるように、今後の企画として取り上げる予定である。

食事場所に対するニーズもある。昼には食堂が混むので、弁当などを食べる場所があればよ

いということであると思われるが、「1．CASA立ち上げの経緯」に述べたように、清風館地下

は食事可能な場所に作り替えている。食事可能であることをよりアピールすることで学生の利

用を促せそうである。

「読書」という回答に対しての対策もすでに進めている。CASAの隣のスペースに人文ライ

ブラリがあり、かなりの蔵書があるものの、どのような書籍がどこにあるのかがわかりにくく、

項　目 回答数 回答率
行ってみたい 16 43.2

行こうと思わない 15 40.5
その他 5 13.5
無回答 1 2.7

項　目 回答数 回答率
寝る（仮眠） 9 24.3
ゲーム 8 21.6
ご　飯 5 13.5
話　す 4 10.8
読　書 4 10.8

表4：CASAで上映会をしたら観に行くか

表5：CASAを自由に使えるなら（複数回答）
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利用しづらいのが難点であった。そこで、図書館情報学を担当する教員と連携し、資格取得を

目指す学生の協力を得て、書籍を整理して蔵書番号を振り当て、蔵書リストのデータ化を進め

ている。蔵書番号・書名などをデジタルデータにすることでスマートフォンなどからも検索可

能になり、学生が利用しやすくなる。

2－ 5．スキルアップ講習

CASAのスタッフには報酬を支払うことを前提としていたが、業務に必要な時間と人数に

対して、学部と学長指定課題研究の人件費で用意したアルバイト料は十分ではなかった。学生

がCASAのスペースを利用したシフトを提出してきたときに、それに見合うだけの報酬は支

払えないという大学側の事情を説明したところ、一部の業務はボランティア的に行ってもよい、

そのかわりに何らかのスキルアップのための講習を受けることと、前期の業務が終わった後に

みんなで食事に行くこととを、学生が条件に上げてきた。

今年度からはキャリア支援チームで行っているパソコン関連のスキルアップ講習が、eラー

ニングのスタイルをとっていて、登録をすれば自宅からでもパソコンにログインすることで講

習を受けることができる。4年生全員の希望を聞き、Adobeソフト（イラストレータ、フォト

ショップ）、webデザイン、インデザインのスキルアップ講座を受講できるようにした。

さらに、2年生と３年生にも 4人ずつ、スキルアップ講座を受講してもらうことにした。3

年生前期は全員大学外でフィールドワークを行っているため、4人分の受講枠だけ用意してお

き、後期開始とともにメンバーを選抜する。2年生のメンバーは、昨年度の初年次演習担当教

員からの推薦を参考に声をかけ、CASAでの業務に興味を示してくれた人たちを初期メンバー

とした。

スキルアップ講座を受講した学生は、卒業まで人文学部の必要に応じて身につけたスキルを

使った仕事を引き受けるという約束になっている。昨年度から始まった「京都精華大学展」（卒

業展示）など、人文学部でも成果を展示物にすることが増えてきた。そのような場合に、スキ

ルを持った学生がそれ以外の学生のサポートができるような体制を整えていくことが急務と

なっている。スキルを持った学生を探すとき、何か困りごとがあるときにCASAに行けばよい、

という状況を作り上げていくことを目指している。

３　他大学の取り組み見学 

筆者ら（惠阪・田村・小松）は、他大学におけるラーニング・コモンズの現状を知るために、

2箇所（立命館大学・同志社大学）の当該施設の視察を行った。方法は、（１）当該施設を管
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轄するスタッフに直接ヒアリングを実施（立命館大学のみ）、（２）現場空間の感覚印象（とり

わけ視聴覚環境）の体感、（３）現場の写真撮影、（４）関連資料の取得、である。以下の文章

は、これらを総合してまとめたものある。

3－ 1．立命館大学ラーニング・コモンズぴあら見学

・見学日時：2018 年 7月 12日木曜日 17:00-18:00

・対応スタッフ：小中啓司氏（立命館大学学術情報部・図書館利用支援課）

・場所：立命館大学平井嘉一郎記念図書館 1階・ラーニング・コモンズぴあら

【設立の経緯】ラーニング・コモンズぴあら

は、2016 年 4月に立命館大学平井嘉一郎

記念図書館が開館したのを機に誕生した

学習空間である（写真 9）（写真 10）。当

大学は当館以外にもメディアセンター・

メディアイブラリー（びわこ・くさつキャ

ンパス）・OICライブラリー（大阪いばら

きキャンパス）にも設置されており、全

学的に取り組んでいる様子が窺える。当

該施設は図書館の顔としての存在となる

ように、入り口すぐに位置している。学

生の自主的活動を促し、国際交流などの

拠点となることを願い、設立された。

【コンセプト・設置目的】「ぴあら」とは、

ピア・ラーニングルームの呼称であり、

学生同士が創造的な学びのスタイルを身

に付けることを目的として設立された学習空間である。ぴあらのコンセプトは、（１）主体

的な学習者としての学びの転換を促すこと、（２）仲間とともに学ぶ楽しさ、成長する喜び

を感じる場であること、の 2つが提言されている 5。講義のように学生一個人が受け身的に

話しを聞くという姿勢ではなく、学生一人ひとりが自ら学んだ経験を複数の学生たちに発信

し、気づきを得るという役目があると解釈できる。こうした「共に学ぶ楽しさ」を獲得した

学生たちは、継続してこの空間を活用し、成長過程をともに喜び合えるようになる可能性が

ある。このような主旨で、当該施設は設計されている。

【人的サポート】図書館の専任職員だけでなく、学生のライブラリスタッフが 1～ 2名常駐し

写真 9：外側

写真 10：入口
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ている。仕事内容としては、PC利用やコピー機対応などのクイックレファレンスを行い、

各種相談の一次窓口として対応している。学生スタッフは上記のサポートのほか、図書の返

却や配架などの一部図書館業務を担い、イベント企画もしている。

【運営形態】学生スタッフの全体登録数は 100名程度（各学年 25人程度）であり、シフト制で

サポートコーナーと図書館業務で 1時間あたり 5～ 6名が活動している。学生スタッフの採

用状況は、年一回公募を行い、書類と面接の両方を審査して採用を決定している。選考基準

としては、志望学生の意気込みや持ち味、チームワークの可能性などを考慮し、リーダータ

イプ・アイデアマンといった特性を持つ学生を優先して採用を決めている。業務内容は先輩

などから受け継いでいる。学生リーダーはとくに決めていないものの、広報担当やイベント

担当といった分野で中心になる学生がいるとのことである。

【空間配置】当該施設は図書館の中にありな

がらも、声を出してもよいスペースとし

てゾーニングされており、従来の個人型

の学習スペースではない（自習などの学

習は閲覧室を利用している）。学生同士の

交わりを重んじており、気楽で気安く入

れるような空間づくりを心がけている。

音楽などは流されておらず、閲覧室と完

全に遮断することによって、自由に話し

のできる空間が実現している。飲食につ

いては、飲み物持ち込みが許されており、

入り口に民間のカフェ施設がある（写真

11）。机や椅子は少なめでゆったりした空

間づくりが施されている。掲示物などは

最小限であり、適宜マグネット掲示です

ぐに取り外すことができる。コピー機も

設置されており、学生の利用頻度は極めて高い。《イベントスペース》については、机（円

卓 4人掛け）・椅子（可動式）・スクリーン・マイク・スタンドスピーカがあり、学生、教職

員などが企画したイベントが 2ヶ月に 1～ 2回程度実施されている。イベントがない時には

オープンスペースとして利用されている。《プレゼンテーションルーム》については、ガラ

ス張り個室（2室）・壁面ホワイトボード・椅子（個人用）机があり、プレゼンの練習や部

活でのグループ利用がなされている（授業で使う部屋は別の所にあるので授業では使わな

写真 11：カフェ

写真 12：PCコーナー
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い）。予約方法は、webから申請可能で、1コマ 90分× 2コ

マまで利用可能となっている。《交流エリア》については、

ホワイトボード（仕切りパネル・孤立のものなど）・机・椅

子（可動式）・大型液晶画面・書籍（留学・語学関係・外国

語の京都関連書籍）が設置されており、ホワイトボードの仕

切りで簡便に空間を区切ることができるスペースがある。

《PCコーナー》についてはデスクトップPCが 28台常備され、

立席が基本で、プリントアウトや修正程度の短時間利用が主

体となっている（写真 12）。ノートパソコンは図書館入り口

に自動貸出コーナーがあり、合計 80台図書館内のみで利用

可となっている（写真 13）。プリントアウトは年間 1,000 枚

まで無料となっている。《サポートコーナー》については、

学生のライブラリスタッフが 1～ 2名常駐し、各種対応を行っている。

【来館者数】来館者数は入り口のセンサーで人数をカウントしており、平常授業時（1日）が 1,300

人前後、夏期等の休業中（1日）が 200人前後であり、試験期間になると来館者数が激増する。

【全体の印象】授業準備などをしている学生が多く利用しており、単なる休憩や雑談での利用

ではない様子が窺える。具体的な目的を持ち、何かしらの作業をしている学生が多く、集中

度の高い作業環境であることが、観察から伝わってきた。時折、仲間内での話し合いを行っ

ている風景が見られた。個人利用よりは数人のグループワークの方が散見され、学生同士の

交流という目的は達せられているように感じられた。本学人文学部の場合、当該施設の大き

さとスタッフ数を比較すると、かなり小規模であるために、そのまま応用することは難しい。

とはいえ、主体的な学びの場を学生自らの力で創出していくための仕組み（施設の使用目的

や業務内容の伝授）は、参考になる部分が多い。

3－ 2．同志社大学ラーニング・コモンズ（今出川キャンパス）見学

・見学日時：2018 年 8月 8日木曜日 16:30-17:30

・対応スタッフ：なし

・場所：同志社大学（今出川キャンパス）良心館 2F・3F・ラーニング・コモンズ（写真 14）

（写真 15）

【コンセプト・設置目的】ラーニング・コモンズは、情報を知識に、知識を創造に変えていく「新

しい学びの広場」として設置されている。さまざまなヒト・モノ・コト・情報と出会い、そ

れらを仲間とともに議論し展開していくことで、新しい学びの可能性を生み出していくこと

写真 13：PC貸出機
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がコンセプトとなっている。具体的には、

（１）出会う（Socialization：共同化）、（２）

話す（Externalization：表出化）、（３）ま

とめる（Combination：連結化）、（４）やっ

てみる（Internalization：内面化）の 4段

階を想定しながら 6、各フロアの空間ゾー

ニング（後述）がなされている状況である。

【人的サポート】専任職員だけでなく、大学

院生（博士前期／後期課程）の当該学生

がラーニング・アシスタント（LA）とし

て勤務している。スタッフの詳細情報（所

属・専門分野・助言可能分野・勤務シフ

ト時間など）が館内での掲示をはじめウェ

ブでも公開されており（ただし、LAは匿

名）、各学生の要望によりマッチングする

LAに助言をもらえる仕組みが出来てい

る。また、ICT サポートスタッフ（情報教室補助員）が各種ソフト（Word・Exel・

PowerPoint など）や、コンピュータの基礎的操作を教えるために常駐している 7。さらに、

マルチメディアラウンジ（MML）在室の学生補助員は動画編集をはじめとした素材の編集・

加工のアドバイスをしている。さらに、外部テナントであるプリントステーションスタッフ

も常駐し、冊子・ポスター印刷の業務を行っている。

【運営形態】開講・試験期間中の平日 11:00 ～ 19:00 となっており、16名の LAが時間シフトの

メンバーとして登録されている 8。時間区分は、11:00 ～ 13:00、13:00 ～ 15:00、15:00 ～

17:00、17:00 ～ 19:00 の 4シフト制で、大学院生の専攻がうまくちらばるようにシフトが工

夫されている。

【空間配置】当該施設は 2,550㎡と、国内大学の中で最大級のラーニング・コモンズとなってい

る 9。各エリアは一部を除いてほとんどが間仕切りのないフレキシブルかつオープンな空間

で、パソコン・プロジェクター・スクリーン・電子黒板などの多様な最新情報機器が配置さ

れている。また、当該施設は 2フロア分（2階と 3階）のエリアを有している。2階のコン

セプトは、学びの交流と相互啓発となっている。「プレゼンテーションコート（写真 16）」

をはじめ、国際交流の接点を創る「グローバルビレッジ」、仲間とリラックスした打ち合わ

せができる「インフォダイナー」、グループで手軽に催しができる「グループワークエリア（写

写真 14：外観

写真 15：入口
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真17）」などがある10。3階のコンセプトは、

アカデミックスキルの育成空間となって

いる。専門担当者のサポートを受けなが

ら実践的なスキルを身につける空間とし

て稼働しており、「アカデミックサポート

エリア（写真 18）」「グループスタディルー

ム」「ワークショップルーム」「マルチメ

ディアラウンジ」「自習検索エリア」「プ

リントステーション」などがある 11。

【全体の印象】立命館大学のぴあらに比べ、

当該施設は学生の使用用途（目的）に応

じた空間のゾーニングが細かくなされて

いるのが特徴と言える。ただし、専門性

の高い利用はできるものの、訪問が試験

期間であったためか、全体の活気はやや

削がれている雰囲気があった。また、専

門性の高いLAが常駐していることもあ

り、教員に近いスキルや知識を学生に直

接伝えている風景が見られた。LAの個別

属性に関する情報提供に関しては、館内

にLAの紹介ボード（写真 19）があるだけ

でなく、定期的に発行される『COMMONS 

PRESS』というフリーペーパーがあり 12、

そこでも LAのもつ専門領域をはじめと

した多くの情報が極めて赤裸々に提供さ

れているところが秀逸な点である。これ

によって、LAと学生との心理的距離がよ

り近くなる効果が期待できるものと考え

られる。そして、各学生の学びの進度に

応じて、より的確で深掘りできる空間で

あることが窺えた。さらに、学生が最終

アウトプットを行うための専門的な出力

写真 16：プレゼンテーションコート

写真 17：グループワークエリア

写真 18：アカデミックサポートエリア

写真 19：LA紹介ボード
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環境に恵まれており、紙媒体に印刷するだけでなく、Tシャツや各種グッズに出力できる環

境（プリントステーション）があることや、動画などのメディアとして出力するための機器

類も充実している部分（MML）に、当該施設の特徴が見られた。本学人文学部に参考とな

る点は、各コンセプトの 4段階の作業スペースの運営形態ではないかと考えられる。例えば、

掲げられているコンセプト毎に相応しいイベントを展開することや、学生スタッフに関連す

るスキルを身に付けてもらうなどの工夫が可能ではないかと考えられる。

　

4　教育環境改善に向けての取り組み

筆者の一人である小松は、公共空間を中心にした音環境のあり方について、実際にオーダー

メイドの音源（環境音楽やBGM）を制作しながら、アクションリサーチの形で研究活動を行っ

ている。専門分野は音響心理学や音楽心理学であり、本学のラーニング・コモンズの取り組み

についても、当該空間内の活動環境を音の切り口からよりよくするために、専門的な研究スキ

ルを用いた現場実験を今年度中 (2018 年度 )に予定している。

具体的には、「環境音楽の有無による作業効率の変化に関する心理学的考察」を行う予定で

あり、清風館地下一階の人文学部の教育活動スペースを対象にしている。研究方法は、複数の

音刺激（環境音楽）を現場で再生し、空間内で作業をしている学生に、何らかの作業 (相談行為・

文章解読・文章作成など )を実際に行ってもらいながら、作業効率を比較する。作業効率の測

り方は、まずは量的調査として、精神物理学に依拠した質問票 (SD法 )を用いる。続いて質的

調査として対象者へのヒアリングを行い、より詳細な心理状況を把握することを予定している。

環境音楽を再生する行為は、簡便かつ安価に対象空間の心理的状態を変化させる可能性のあ

る方法である。そのため、公共空間をはじめ私的空間においても、経験的に多くの音楽が適宜

使われている。とはいえ、音楽ならばどのようなものでもいいというわけではない。しかるべ

き状況にしかるべき音楽が存在するはずである。現状では研究成果の蓄積が浅い状況であるた

め、今回の対象に相応しい音楽を小松が制作した環境音楽ライブラリの中から選定し、その反

応を随時観察する。こうした手法を今後さらに集積する必要があるものと筆者は考えている。

2018 年度中に予定している実験計画を下記に述べる。

・実施日時：2018 年 10月下旬～ 11月

・実施目的：筆者制作の環境音楽の有無による作業効率の変化に関する心理学的考察

・実験対象：清風館地下在室の人文学部学生スタッフ（10名程度）

・比較グループ：実験群（環境音楽再生あり）と統制群（環境音楽再生なし）の 2つ

・使用音源：オーダーメイドで制作した環境音楽（作曲・編曲：小松正史）
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・再生音量：40dB程度の背景音として知覚される程度の音量（前意識的聴取）

・質問方式：SD法による形容詞（表現語）対を 10～ 13程度用いる

・発表学会：日本音響学会 2019 年春季研究発表会・音響教育部門（予定）

5　今後の課題と対策

人文学部支援チームCASAの活動はまだまだ始めたばかりで、改善点は多い。他大学の取

り組み見学や、これまでの活動を通しての学生の振り返りを踏まえて、今後の課題と対策を総

括しておく。

5－ 1．4年生CASAスタッフによる振り返り

前期終了後に、4年生CASAスタッフに質問紙を用いた振り返りを行ってもらった。

「CASAの業務を通じて自分自身の役に立ったと思うことは何か」という質問に対しては、「人

の意見を取り入れ、教員のアドバイスを聞き、指示や提案をする。１つの組織をまとめるとい

うことは、社会に出ても同じことをすることになると思うので、今後自分の役に立つというこ

とになると思った」「どの様な空間を作れば人が来てくれるのか、考える機会を得られたこと

が来年からの自分の社会人としての生活に役立つのではないかと思った」というように、実社

会で役立つノウハウを身につけられたという回答があった。また、「自分たちで、ルールや環

境などを一から全て考えたこと。大人数で意見を出し合える場はあまりないので、あのような

場所でどう伝えるのかということなど、個人的にも勉強になる部分が多かった」のように、コ

ミュニケーションスキルが身についたとする意見もあった。

「CASAの業務のうち、自分以外の人文学部生の役に立ったと思うことは何ですか」という

質問に対しては、「パソコンの使い方を教えたり、フィールドワークに行く後輩たちへアドバ

イスをしたりしたことで、人文学部生の今後の学生生活に役に立つことが出来たのではないか」

「フィールドワークについて、他学年に直接話す機会があったこと。フィールドワーク先の決

定に少しでも自分たちの体験談が役に立てば良いと思う」という回答があり、ピア・サポート

に関する充実感があったことがうかがえる。

CASAの改善点としては、「何をすればいいのかわからない状況が続いていることが多かっ

た」「はっきりとした目的意識がないと組織が動かせない」「行動の仕方がわからない」という

目標設定に関する意見、「使えるパソコンが少ない」「印刷機の使い勝手が悪い」「解放された

空間でない」というハード面に関する意見などがあった。「使用できない電子機器など無駄な

ものが多い」という意見もあった。ハードに関しては必要なものがなく不必要なものがあると
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いうことで、学生たちのニーズも把握したうえで整理をしなおす必要がある。また「掃除道具

がなかった」という切実な意見もあった。学内の別の場所であれば業者やアルバイト学生によ

る清掃が入るが、清風館の地下スペースには清掃が入らない。自分たちで清掃をしなければな

らない場所を清潔に保つには、きちんとルールを定めなければならない。また、先の「何をす

ればいいのかわからない」に関連して、「もっと明確に仕事内容が決まっていれば、個人間で

の仕事量の差が出ない」という意見もあった。つまり、必要な仕事を見つける学生とそうでな

い学生の間に取り組みの差が生まれてしまった。

「CASAが人文学生にとってメリットがある場所になるには」という問いには、「他学部の

学生に画材が必要なように、人文学部生にはパソコンとプリンタと通信環境が必要である。学

内で自由に印刷できる場所がないので、この設備があれば必然的に人は集まるはず」というハー

ド面の提案、「他学年と交流できること」「人文知を身につけるための映画鑑賞会を開く」など

のソフト面の提案などがあった。

「学生が気軽にCASAに来られるようにする方法」としては、「CASAの設備に用事が無く

ても、その空間を使用してもらえるような環境づくり」が提案されており、くつろげて自由に

使える無目的スペースを目指すというのが一つの方向性として示された。逆に、目的利用とし

て昼食などをとることを考えると、「冷蔵庫があれば利用しやすい」という意見もあった。

CASAについては、ふらっと自由に来られる場所としてのニーズが間違いなくあるが、スタッ

フの充実感としては「相談会」「ピア・サポート」「新入生歓迎イベント」のように、積極的に

コミュニケーションをとっていくような場面において満足度が高くなる。この２つの間にはあ

る種の乖離があるが、その両方を満たすためには、時間を区切って利用目的や利用方法を変え

るという、多目的スペースとしての運用が現実的なのではないかと考えられる。

5－ 2．今後の活動方針

前期に活動した 4年生は、教員からの推薦で声を掛けたため、熱心に取り組む学生が多く、

短期間にしては清風館地下の存在などがアピールできた。しかし、学生に偏りがあり、スタッ

フ以外の学生からは、何をやっているのかわからないというような反応があったことも否定で

きない。

今後の課題としては、まずはスタッフの選定方法から見直す必要がある。後期の始めに 2、

3年生全員に向けたの説明会を行ってCASAスタッフを公募し、選定を行う。

また、2年生への聞き取りなどを踏まえ、前期とは別の形での取り組みを行う。清風館地下

にスタッフが常駐する方針から、公募イベント型を試してみる予定である。

CASAスタッフが中心となって、人文学部学生の交流を図ることなどを目的としたイベン
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トを企画し、運営も学生スタッフが行う。教員はなるべく補助に徹し、イベント内容によって

は補助金を支給する。毎月のイベントカレンダーを貼りだして利用を促す。

現時点では、無料で利用できるカフェコーナーを設ける企画が上がっている。まずは清風

館地下の存在をより多くの学生に知られるようにし、足を運びやすい空間作りを目指して引

き続き活動していく。
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