SPACE QUEST

02

早稲田大学 所沢図書館
WASEDA UNIVERSITY TOKOROZAWA LIBRARY

滞在型図書館を通して、
質の高いアクティブ・ラーニングを。
私学の雄として130年の歴史を誇り、日本を代表する大学
の一つ、早稲田大学。
複数あるキャンパスの中で、人間科学学術院とスポーツ科
学学術院の教育拠点となる所沢キャンパスに、2017年4月、
学内で初めての図書館内「ラーニング・コモンズ」が誕生し
ました。
創立150周年となる2032年を展望して策定された
「Waseda
Vision 150」
にも呼応するラーニング・コモンズが、
図書館内
にあることの意義と役割について、
図書館長であり理工学術
院教授でもある深澤良彰先生にうかがいました。
プレゼンテーション・エリア／全面ガラスの間仕切りを採用し、開放的な空間を
実現。 Photo：川村剛弘
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図書館との有機的なつながりで、
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30年前にキャンパスの開設とともにできた所沢図書館は、

可動式の3人掛けテーブルとイスに加え、
ファミリーレストラン

100号館4階に位置し、中庭に面して
「コ」の字型をしています。

タイプのソファとディスプレーを設置し、持ち込んだPCやタブ

開館当初から開架図書エリアとして使用していた空間を改修し

レット端末を接続して映し出せます。あえてオープンなスペー

て作ったラーニング・コモンズは、
「 対話型、問題発見・解決型

スとすることで、適度に他者の存在を感じながら仲間とディス

教育への移行」
に対して図書館がどのように寄与すべきかとい

カッションできる空間です。

う観点から、新しい図書館のあるべき姿を提示したものでもあ

早稲田大学 図書館長 理工学術院教授

深澤 良彰 氏

所沢キャンパス平面図

Yoshiaki Fukazawa

「Waseda Vision150」のもと、ラーニング・コモンズを整備・充実。
早稲田大学では、
アジアのリーディングユニバーシティとし

が能動的に授業に参加し、ディスカッションやグループワーク

て世界に貢献する大学であり続けるため、創立150周年となる

などを活用しながら理解を深める
「アクティブ・ラーニング」
と
呼ばれる学習形式のことです。現在、
その支援環境として整備・
充実を図っているのが「ラーニング・コモンズ」
です。すでに早

げ、
それぞれに実現の柱となる基軸と核心戦略および具体的な

稲田キャンパスには、
グループワークやプレゼンテーションの

プロジェクトを示しています。そこに挙げられた、グローバル

練習などに活用する
「W Space」
と名付けられたラーニング・

リーダーを育成するための核心戦略の一つに、
「 対話型、問題

コモンズ 、西 早 稲 田キャンパスにはものづくりを試 行する

発見・解決型教育への移行」があります。
「 Waseda Vision

「WASEDAものづくり工房」
に隣接したラーニング・コモンズな

150」
ではこれに対応した授業の比率を、学部で75％、大学院

どがありますが、今年4月に所沢キャンパスに誕生したラーニン

で80％まで高めるという数値目標を掲げています。

グ・コモンズは、学内で初めて図書館内に本格的に設けられた

「プレゼンテーション・エリア」
はプロジェクターを常設し、
ゼミ
の発表やプレゼンテーションの予行練習に利用できます。壁面

ります。
開架図書エリアと遮音ガラス越しに配置した
「個人学習エリ

は全面ホワイトボードとなっており、可動式のテーブルとイスを

ア」は、個人学習や読書はもちろん、備え付けPCを用いた学習

自由に移動・配置することで、
本番のゼミ発表や講演会等の催し

やAV資料を視聴できるよう各種機器を設置しています。そして

にも対応します。2室ある
「グループ学習エリア」
も可動式のテー

開架図書エリアから離れるに従い、少人数から大人数の学習エ

ブルとイス、壁面のホワイトボードを採用し、活発なディスカッ

リアへと移行。少人数の討議に適した
「オープン・エリア」
には、

ションやブレインストーミングに活用。いずれも視線を遮らない

開放閲覧室

2032年を見据えた中長期計画「Waseda Vision 150」
を策定
しました。大学経営ビジョンと3つの教育・研究ビジョンを掲

「対話型、問題発見・解決型教育」に対応する授業とは、学生

多様な学習スタイルの可能性を追求。

中庭

開架図書エリア
個人学習エリア

オープン・エア・コモンズ

入口

リラックス・
エリア

オープン・エリア

ものです。

図書館事務室１
WC

図書館
事務室２

グループ学習エリア２
グループ学習エリア1

グループ学習エリア1／可動式のテーブル・イスにより人数に合わせたグループ学習が可能。一角にはガラス越しに外の風景とつながる癒しの空間がある。 Photo：川村剛弘

プレゼンテーション・
エリア

サポート・
エリア

ラーニング・コモンズ平面図

全面ガラスの間仕切りを採用することで、
明るく開放感のある空

はじめ4つのキャンパス図書館で構成される早稲田大学図書館

間に仕上がりました。多様な学習活動が互いの視界に入ること

は、全国の大学図書館の中でトップクラスの蔵書規模を誇って

で、
刺激し合いモチベーションを高める効果も期待できます。

おり、
授業や研究テーマに関連する資料には事欠かない、
あらゆ

また、
グループ学習の合間に活用できる
「リラックス・エリア」

07

る学術資源が揃った知の集積地です。しかも、
2020年度を目処

には、
のんびりくつろげるソファを設置し、
グループ学習エリア1

に日本で初めて慶應義塾大学と図書館システムの大学間共同

の一角にも木製のスツールを置いて、
ガラスの窓越しに自然の

運用が始まる予定です。これにより学生は膨大な選択肢の中か

移り変わりを楽しむ癒しの空間としました。さらに中庭は
「オー

ら、
居ながらに欲しい資料を検索し、
取り寄せることが可能です。

プン・エア・コモンズ」
と位置付け、図書館・屋内のラーニング・

今まで図書館の利用といえば、静寂な空間のもと、個人で資

コモンズと一体化した空間として、屋外での読書や思索にふけ

料を読む、借りることが中心でしたが、所沢図書館内にラーニ

ることができます。自然が豊かな所沢キャンパスならではの

ング・コモンズを設置したことにより、資料を手軽に手元に取り

ラーニング・コモンズといえるでしょう。

寄せ、仲間とプレゼンテーションの準備やディスカッションを

所沢図書館には、
人間科学学術院・スポーツ科学学術院の研

したり、ゼミや論文の資料を作成することができます。図書館

究・教育に対応した専門書、学術雑誌のほか、広く利用者の一

とラーニング・コモンズとが有機的につながることで、
より質の

般教養に資する図書・雑誌が収蔵されています。中央図書館を

高いアクティブ・ラーニングが期待できます。
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オープン・エリア／グループ学習エリア1につながるオープンなスペース。
ファミリーレストランタイプのボックス席を設置。

個人学習エリア

多彩な学習サポートを通して、長時間過ごしたくなる図書館へ。
さらに、入館ゲートを通り貸出・返却カウンター前を経て最
初のコーナーに、
アクティブ・ラーニングを支援する
「サポート・

モンズにおけるアクティブ・ラーニングの実践が上手く噛み合

サポートも可能です。

いながら、学生がキャンパス内で長時間過ごしたくなる滞在型

ほかにもサポート・エリアでは、学内他機関が実施している、

図書館へと変わりつつある状況が見てとれます。3カ月を経た

アドバイスを受けられる
「レファレンスサービス」
がありますが、

文系学生の苦手克服のための対面サポート
「数学基礎プラス」

6月の入館者が、前年同月比で千人以上増加したことはその証

サポート・エリアには曜日ごとに専門専攻が異なる大学院生1

や、就職活動に関して相談できる
「キャリア支援」を呼び込み、

左といえるでしょう。今後も入館者数や貸出冊数の推移、
日報

名を
「ラーニング・アシスタント
（LA）」
として配置し、専門分野

従来から図書館で行っている論文作成支援と合わせ、図書館

や利用者アンケートなどを用いて、図書館内ラーニング・コモン

に関する相談ができるようにしました。これにより
「行動心理

の機能を強化しました。これら多彩な学習支援のほか、個別に

ズの活用データを集積し、抽出された課題は今後の改善計画

学の基礎資料と参考文献を教えて」
といった専門的な学習相

授業を支援する講習会やワークショップなどの学習イベントも

につなげるとともに、得られた成果は他キャンパスのラーニン

談や、
「レポートの課題についてまとめ方がわからない」、
「プレ

ラーニング・コモンズで開催しています。

グ・コモンズの整備に生かすことで、
「 対話型、問題発見・解決

エリア」
を設置しています。図書館には資料探しや参考文献の

ゼンテーションの仕方がわからない」などの学習よろず相談、
受講内容の予習・復習の支援を受けることができます。もちろ

［左］
オープン・エア・コモンズ ［右］
サポート・エリア
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ん、
レファレンスサービスで資料を照会し、LAに誘導する連携

オープンから記録しているラーニング・コモンズの利用日報
を振り返ると、
サポート・エリアでの学習支援とラーニング・コ

早稲田大学 所沢図書館
所在地：埼玉県
総合監理：早稲田大学キャンパス企画部
設計・施工：大成建設株式会社

型教育への移行」
を加速したいと考えます。
出典：愛知株式会社 情報誌「SCENE」 http://www.axona-aichi.com/scene/

［左］個人学習エリア／備え付けPCを用いた学習も可能な自学自習空間。 Photo：川村剛弘 ［右］開架図書エリア入口
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