
司書養成課程の改善 

 
科目名・単位数 ね ら い 内 容 

必修科目   

生涯学習概論 

[１単位] 

生涯学習及び社会教育の

本質について理解を図る。

・生涯学習の意義 

・生涯学習と家庭教育、学校教育、社会教育 

・生涯学習関連施策の動向 

・社会教育の意義 

・社会教育の内容・方法・形態 

・社会教育指導者 

・社会教育施設の概要 

・学習情報提供と学習相談の意義 

図書館概論 

[２単位] 

図書館の意義、図書館の種

類、図書館の機能・課題・

動向、図書館政策、関係法

規、図書館と類縁機関等と

の関係について解説する。

・図書館の意義（生涯学習と図書館、社会の変化と 

図書館を含む） 

・図書館の種類 

・図書館の機能と課題（館種別） 

・図書館の動向（図書館の現状と歴史、情報技術の 

図書館への影響、外国の図書館事情を含む） 

・図書館行政（図書館政策、図書館法、社会教育法、 

地方自治法、著作権法等を含む） 

・他の図書館及び類縁機関等との関係（図書館相互 

協力・ネットワークを含む） 

・図書館の自由、図書館関係団体等 

図書館経営論 

[１単位] 

生涯学習社会における図 

書館という視点を重視し 

て、図書館経営にかかわる

組織、管理・運営、各種計

画について解説する。 

・図書館経営の在り方 

・自治体行政と図書館（他部局等との関係を含む） 

・図書館の組織と管理・運営 

・図書館長・館員の責務及び養成・研修（ボランティア 

の養成・活用を含む） 

・図書館サービス計画の意義と方法（各種調査、広 

報を含む） 

・図書館の整備計画と施設、設備、備品 

・図書館業務・サービスの評価 

・情報ネットワーク形成の意義と方法（類縁機関等と 

の連携を含む） 

図書館サービス論 

[２単位] 

利用者と直接関わる図書 

館サービスの意義、特質、

方法について解説すると 

ともに各種サービスの特 

質を明らかにする。 

・図書館サービスの意義と種類（貸出、読書案内、情 

報サービス、利用者援助、教育・文化活動など） 

・利用者理解と利用対象別サービス（他文化サービスを含む）

・図書館サービスと著作権 

・図書館サービスとボランティア 

・図書館サービスの協力（他の図書館、関連機関との連携・協力等） 

（別紙３） 



情報サービス概説 

[２単位] 

図書館における情報サー 

ビスの意義を明らかにし、

レファレンスサービス、情

報検索サービス等につい 

て総合的に解説する。 

・情報サービス一般の広がりと図書館が行う情報サ 

ービスの位置付け 

・図書館における情報サービスの意義と種類 

（レファレンスサービス、レフェラルサービス、カレン 

トアウェアネスサービス等） 

・情報及び情報探索行動についての基本的理解 

・レファレンスプロセス（レファレンス質問の受付から 

回答まで、マニュアル検索とコンピュータ検索を含む） 

・情報検索サービスの方法・プロセス・評価 

・主要な参考図書、データベースの解説と評価 

・参考図書及びその他の情報源の組織（二次資料の 

作成にも触れる） 

・各種情報源の特質と利用法 

レファレンスサービス 

演習[１単位] 

参考図書その他の情報源 

の利用や作成、レファレン

ス質問の回答処理の演習 

を通して、実践的な能力の

養成を図る。 

・レファレンスサービスの方法と実際・参考図書評価の実 

際・レファレンスコレクション構築の実際・インフォメー 

ションファイルの編成の実際・二次資料作成の実際・レフ 

ァレンスインタビュー・質問回答の実際 

情報検索演習 

[１単位] 

データベースの検索の演 

習を通して、実践的な能力

の養成を図る。 

・データベース検索の実際（オンラインの他、オンディ 

スクの演習も含む） 

図書館資料論 

[２単位] 

図書館資料全般の特質を 

論じ、その出版と流通、選

択、選書ツール、保存管理

について解説する。新しい

メディアの特質やその利 

用等についても触れる。 

・情報と資料、資料の類型とその特質（資料の歴史、 

一次・二次資料についても触れる） 

・資料の出版と流通（外国事情にも触れる） 

・蔵書構築の方針・評価（資料選択の基準を含む） 

・選書ツールの利用法 

・資料の受入・除籍・保存・管理・（紙の劣化防止、 

共同保管等を含む） 

・新しいメディアの収集、整理、利用等及び留意点 

専門資料論 

[１単位] 

人文科学、社会科学、自然

科学・技術の各分野におけ

る知識の構造と資料との 

関係についての理解を図 

るために、それぞれの分野

の資料の特性とその分野 

を代表する資料について 

解説する。 

・専門分野の特性 

・主題文献の特性と種類 

・主要な一次・二次資料 

 
 



資料組織概説 

[２単位] 

資料組織の意義・目的と方 

法、図書館資料の組織化に 

ついて解説し、併せてコン 

ピュータ目録について言 

及する。 

・書誌コントロール・資料組織の意義、資料組織と 

利用者 

・目録の意義・機能・種別、目録規則の解説と適用 

（主題目録形成を含む） 

・分類の意義、日本十進分類法（NDC)等の解説と 

適用 

・件名標目表の解説と適用 

・コンピュータ目録の意義と構成、管理・運用 

（書誌ユーティリティの利用を含む） 

・機械的処理の方法 

（情報処理機器の種類と概要を含む） 

資料組織演習 

[２単位] 

資料組織の演習を通して、 

実践的な能力の養成を図 

る。 

・目録記入・資料分類・件名目録作成の実際 

・書誌ユーティリティ利用の実際 

・データの収集と編集、データの入力・加工 

児童サービス論 

[１単位] 

児童を対象とする各種の 

サービス、児童室の運営、 

児童図書等について総合 

的に解説する。併せてヤン 

グアダルトサービスにつ 

いても解説する。 

・児童サービスの意義及びその企画・立案 

・児童室の運営 

・集会・展示サービス 

・児童サービスの実際と技術（ストーリーテリング、 

読み聞かせ、ブックトーク等） 

・児童図書の収集・整理、利用上の留意点 

・児童資料の特色と主要な資料の解説 

・ヤングアダルトサービスの意義及びその企画・立 

案等 

・学校図書館等との連携・協力 

必修科目小計１８単位 

選択科目   

図書及び図書館史 

[１単位] 

図書の形態、印刷、普及、流通等 

に関し歴史的に概説し、併せて図 

書館の歴史的発展について解説す

る。 

 

資料特論 

[１単位] 

郷土資料、行政資料、視聴覚資料 

などの各種資料の特質を論じ、そ 

の生産と流通、評価、選択・収集、

利用等について解説する。 

 

コミュニケーション論 

[１単位] 

インターパーソナルなコミュニケ

ーションを中心に、現代におけるコ

ミュニケーションの特性とその概

要について解説する。 

 



情報機器論 

[１単位] 

各種情報機器の機能、種類、利用 

等について解説する。 

 

図書館特論 

[１単位] 

図書館における今日的な諸課題に 

ついて取り上げ解説する。 

 

選択科目小計２単位 

合計 ２０単位 

 



学  芸  員  養  成  科  目  の  改  善 

 
科目名・単位数 ね  ら  い 内            容 

生 涯 学 習 概 論 

［１単位］ 

生涯学習及び社会 

教育の意義を理解 

し、学習活動を効果

的に援助する方法 

等の理解を図る。 

・生涯学習の意義 

・生涯学習と家庭教育、学校教育、社会教育 

・生涯学習関連施策の動向 

・社会教育の意義 

・社会教育の内容・方法・形態 

・社会教育指導者 

・社会教育施設の概要 

・学習情報提供と学習相談の意義 

博 物 館 概 論

［２単位］ 

博物館に関する基 

礎的知識の習得を 

図る。 

・博物館の目的と機能 

・博物館の歴史 

・博物館の現状 

・博物館倫理 

・博物館関係法規 

・生涯学習と博物館 

博 物 館 経 営 論 

［１単位］ 

博物館経営及び博 

物館における教育 

普及活動について 

理解を図る。 

・博物館の行財政制度 

・ミュージアム・マネージメント 

・博物館の職員及び施設・設備 

・博物館における教育普及活動の意義と方法 

博 物 館 資 料 論 

［２単位］ 

博物館資料の収集、

整理保管、展示等に

関する理論や方法 

に関する知識・技術

の習得を図る。 

・博物館資料の収集 

・博物館資料の整理保管 

・博物館資料の保存 

・博物館資料の展示 

・博物館における調査研究活動の意義と方法 

博 物 館 情 報 論 

［１単位］ 

博物館における情 

報の意義と活用方 

法について理解を 

図る。 

・博物館における情報の意義 

・博物館における情報の提供と活用の方法 

・博物館における情報機器 

博 物 館 実 習

［３単位］ 

博物館における実 

習を通じ学芸員の 

業務の理解を図る。

・博物館資料の収集、整理保管、展示等について 

の博物館における実習 

視聴覚教育メディア論

［１単位］ 

視聴覚教育メディ 

アの意義と学習支 

援の方法について 

理解を図る。 

・視聴覚教育の意義 

・視聴覚教育メディアの意義と種類 

・視聴覚教育メディアを活用した学習支援の方法 

教 育 学 概 論

［１単位］ 

教育の本質及び目 

標について理解を 

図る。 

・教育の本質及び目標 

・生涯発達と教育 

・教育制度 

・教育評価の目標と方法 

合  計   １２単位 

（備 考） 

１．  博物館概論以下の４科目は、「博物館学」として統合して実施することができる。ただし、そ 

の単位数は、６単位を下らないものとする。 

２．  博物館実習の単位数には、博物館実習に係る大学における事前及び事後の指導の１単位を含 

む。 

（別紙４） 
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