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私たちの手でつくり出す図書館の形―人を惹きつける空間を目指して― 

「学生目線でつくる新しい図書館の形
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本日の内容

DVD「展FINAL in 図書館」大阪芸大テレビ（OUA-TV）トピックス
はじめに

１．大阪芸術大学図書館の紹介

２．利用者と共に造る―図書館応援企画展『展 FINAL in 図書館』の実践―
（図書館の“空間”と“資料”を活かした展覧会）

３．学生との連携（協働）の第一歩（図書館利用案内のリニューアル等）

４．図書館で、できること。図書館が、できること。

５．図書館空間を演出する

「本の虫」展 企画屋oN
６．図書館 Project（図書館システムの検討）
インターフェースデザイン研究会

７．図書館サークルの実践

（LIBRARY DESIGN LAB.）
図書館を利用しやすく・・・提案

tekuba デザイン展 他

おわりに 大阪芸術大学 芸術情報センター （2～4F，B2F 図書館）



はじめに
・ 『図書館を演出する―今，求められるアイデアと実践― 』
尼川ゆら, 多賀谷津也子, 尼川洋子著
人と情報を結ぶWEプロデュース, 2010. 8

2刷 2011. 3

・ 大阪芸術大学図書館 1981. 4～1985.12
閲覧業務，図書受入・装備，楽譜整理他 ・芸術情報
センターの竣工 ・図書館システム（カナ・数字のみ）の導入

・ 大阪芸術大学短期大学部伊丹学舎図書館
（旧浪速短期大学） 1986. 1～2003. 3
閲覧業務をしながら図書館業務全般（図書・雑誌受入，装備以外）

・ 大阪芸術大学図書館 2003. 4～現在に至る
課長 事務統括全般，図書館システム，図書館HP，各種協議会関係，
図書（受入＋整理以外）



1. 大阪芸術大学図書館の紹介
大阪芸術大学 芸術学部（15学科），大学院 学生数 約5,700人

＋通信教育部

造形系 【美術・デザイン・工芸・建築・環境デザイン・写真学科】

メディア系 【映像・放送・文芸・舞台芸術・芸術計画・キャラクター造形学科】
音楽系 【音楽・演奏学科】 教育系 【初等芸術教育学科】

※ 総合芸術大学

図書館 所蔵数 約34万5千点 【図書約25万3千点，
楽譜約5万点，録音資料約2万6千点，映像資料約1万6千点】

図書館 3F 視聴覚閲覧室 図書館 4F 閲覧室



２． 利用者と共に造る
― 図書館応援企画展 『展 FINAL in 図書館』の実践― 2008年12月開催

「展」とは 毎回企画に合わせて①大阪芸術大学の様々な学科の学生と協力し，②見せることにこだわるユニット。
「質の高い作品を魅力的に展示する」という展覧会の純粋形とも言えるものを目指す。無駄を削ぎ落とし簡潔に
展覧会を表現する名前として「展」一字を用いたタイトルに。過去，第１回「展-TEN-」（2006.06・体育館ギャラリー）
第２回「展２-TEN TWO-」（2007.07・芸術情報センター展示ホール） 就職課とコラボレーション 第３回「展
FACTORY」（2008.09・総合体育館アリーナ他）と３年に渡り活動してきた。本企画で展が催すラスト企画となる。
その他，「GOODS DESIGN PROJECT」等入試課とコラボレーション。キャンパス見学会で配布のTシャツや
クリアファイル等のグッズデザインを学生から公募し，制作・展示。現在も継承されている。

※図書館で展覧会開催の提案 「図書館で展覧会を開催したら図書館に今まで来たことのない人
たちも呼び込めるのではないでしょうか。」

→今や、図書館も人が来るのをただ待っているのではなく、人を呼び込む博物館的機能も必要。
LMゼミ（せんだいメディアテークの実践発表）

【学生提出の企画書に記載内容】

図書館の目的＝図書館利用の促進／利用者の学習，
研究，調査，制作活動を支援

展の目的＝芸大活性化（学生の制作活動の活性化）
今回は在校生と図書館を結ぶパイプ役として展が参加する。

通常の図書館利用者の邪魔をするような作品・展示方法はＮＧ。
現状の利用者を残したまま，更に展覧会を見に来た人で，
図書館の活性化に繋げることを目的とする。

※展示に関しては、すべて任せるというスタンス（信頼関係）で行った。
予算も準備期間もない中での開催→学生の経験と頑張り＋各課との連携・協力（日頃からのコミュニケーションが
大切）

「GOODS DESIGN PROJECT」



2-1.  展 FINAL in 図書館 図書館資料を活かした展覧会



2-2.  展 FINAL in 図書館 の効果

･ 入館者数約2千人の増員効果
･ 学生スタッフ・作家・図書館・来場者の皆それぞれが刺激を受け，なおかつ楽しみ，また勉強に
もなり感動したとの声。 皆が成長できた貴重な場となった。

･ 学内の学生・教職員，学外の美術関係， 図書館界からも大きな反響。
･ アーティスト・トーク＆図書館ツアーで、図書館の施設や機能がよくわかったとの利用者の声。
･ 学生スタッフや作家も学科を越えた つながりができて喜んでいる。
･ 図書館は，学生目線の大切さがよく わかった。

＊学生スタッフの感想 「一番変わったのは，図書館かもしれない！」
デメリットを超える反響
･ お気に入りの閲覧席が、なくなっていてショックだった。

・ 来場者がうるさかった。 だけど，それ以上に良かった。

2-4. その後の展開 （アンケートに応えて）

改革したこと
① おすすめ図書コーナー設置（2階閲覧室） ← 21人の21冊
② 視聴覚閲覧室利用時間の延長 17:00→18:00→18：30
③ インターネット利用時間の延長 18:00→19:00

④ 各階にレファレンスコーナーの設置
⑤ 図書館案内版の設置
⑥ 雑誌の一部（単冊保存雑誌）を貸出可能に。
⑦ 地域住民へ視聴覚資料の視聴を可能に。

今後も学生との垣根をなくし，親しみやすい，行ってみたくなる図書館を目指す！

「図書館でできること、もっと、もっと。」（学生の提案でパンフレットやポスターに記載）



３．学生との連携（協働）の第一歩

・文字中心のものから
写真やイラスト等を多用
してわかりやすく。
・ 図書館なので、人の
気配が感じられるよう
にと図書館から要望。

⑧ 常設等作品の展示。学生からの企画があれば， 歓迎する。 2009年4月～
⑨ 図書館サークル（LIBRARY DESIGN LAB.）結成

図書館での展示を定期的に行う等の為→図書委員発足案→図書館サークル

⑩ 「図書館利用案内」のリニューアル 2010年3月～

「Our Library is not 
just a library」学生たち
の提案によって「図書館
利用案内」に記載。図書
館を超えた図書館、図書
館が図書館であり、かつ
図書館ではない空間とし
て機能するオルタナティ
ブな図書館、アートライブ
ラリーを目指して、学生・
卒業生・教員とのコラボ
レーションによるアート作
品の展覧会等を意欲的
に行っている。



4. 図書館で、できること。図書館が、できること。
―大学図書館と学生のための双方向からのコミュニケーション―
近澤優衣 （2011年 3月大学院博士課程前期デザイン領域修了制作）

図書館をコミュニケーションの場として考えると、学生からのアプローチもデザインするべき
であると気づいた。そして、図書館側からのアプローチと学生からのアプローチ、この双方
向からの意思をかたちにすることで、「芸術大学」における図書館の新しいかたちが生み出
されると考えた。学生と図書館がそれぞれ何が出来るか、また、共に何が出来るかを考え
させることを目的とした。制作物として、まず、学生と図書館を表す立方体のアイコンを制作
し、それぞれの個性を表現するとともに、似ているからこそ可能になる調和を表現した。
次に、学生側からのアプローチを促すものとして、『SIGN BOX』を制作し、アイコンを木材
で立体化し、展示用サインとして利用出来るようにした。 （「大学院修了制作要旨」より抜粋）

図書館HP→図書館PRポスター→図書館総合展ポスターセッション2011
http://www.osaka-geidai.ac.jp/library/prposter.html
大阪芸大ブログ http://www.blog.osaka-geidai.ac.jp/geidai/2011/11/02

←  『SIGN BOX』 ↑ アイコン ↑ 各所に配置。注意もスマートに！



5．図書館空間を演出する
・ 図書館資源として空間を考える（インターネットにはないもの）
・ 今後の図書館空間に求められるもの
デジタル時代の図書館空間→インフォメーション・コモンズ（情報広場）→
ラーニング・コモンズ（共有の場 情報を発信する場）へ
図書館の空間は，個々が求める快適さや学ぼうという意欲の高まり，インスピレー
ションの基といったものだけではなく，他者との交わりの中で新たな文化を生み出す
力を秘めている（知的交流の場）。

図書館がコミュニケーションの場であるというコンセプトがこれからの図書館に求めら
れている大きな要素。

既存の空間を生かしながら，その空間の持つ意識や意味付けを修正することで新た
な空間へと変化させることが可能。

2階閲覧室 ブラウジングコーナー伝統工芸展 図書館2階入口エントランス



５-１．「研究の場」としてだけではなく、「表現の場」としての機能。

大阪芸大ブログに図書館での展示の様子を掲載。大阪芸大テレビで放映。ラジオ局の取材
や新聞に掲載。展覧会のチラシやポスター、パンフレット等は、『月刊アドセレクト』（リブラ出
版）に掲載。就職活動の為のポートフォリオ作成にも役立っている。実際に就職も内定 。

『MILANO NI TOUCH』2009年 （２階） 「Sara connesso」2012年 （4階）
ミラノ・サローネに出展した家具と照明を展示 「ここで、繋がる。」 家具研究会と図書館の紹介
家具研究会（デザイン学科・建築学科）による展示 （2～4階で開催） パンフレットも作成。

利用者は、図書館で様々なアート作品が見られるということを期待し、楽しみに
しているということがわかった。最近では、「図書館に行けば何かやっている」と
いう感覚が浸透して来ている。 「大きな図書館の小さな美術館」



5-2．「本の虫」展 企画屋 oN （デザイン学科2回生）
コンセプトは、「本に夢中（本の虫）になる人増加計画!!」です。
近年ネットが流通して本を手にする人が減り、同時に図書館

利用者も減ってきています。私達は本離れが進む中、本に触
れてほしい、紙媒体の本の素晴らしさに気づいて欲しいと思い

ました。そこで大阪の廃棄図書などを使って展示会『本の虫』を
開催し、図書館という空間へ足を運んでもらう利用促進企画
を考えました。（2013年4月）

シルエットパネル→

↑ オリジナル装丁コーナー

大阪芸大ブログ掲載「図書館の森で出会った“フシギな虫たち” ― 本と人、人と人をつなげるユニークな企画展」
http://www.blog.osaka-geidai.ac.jp/geidai/2013/05/27 展示に関して、賛否両論あるが、だから良いとも言える。



6．図書館 Project
学生目線でつくる新しい図書館システムの検討

学生目線で出されたアイデアや要望を次なる図書館

システムにどう反映させていくか、本学の教員や図書館

システム開発企業のSEの方々にも参加して頂き、三者
が一丸となって検討（2012年3月プロジェクト開始）。

2012年11月横浜での図書館総合展ポスターセッション
で発表。図書館HP→図書館PRポスタ－ http://www.osaka-
geidai.ac.jp/geidai/facilities/library/pr.html

図書館でもオープンキャンパスに合せて展示 2013年6月

2013年8月図
書館システム
リプレース。
少しずつ要望
に応えられる
ように調整中。
１）立ったまま
検索できる
OPAC設置。

2）学科毎に
わかりやすく。

3）配架地図を
詳細にする。
他三者打ち合わせ 2012年6月



LIBRARY DESIGN LAB. は、芸術を学び、芸術をとおして社会との接点を見いだす大芸生
のためのサークルである。 大芸生にとって、学外における活動は実社会への実践的な

アプローチとなる。 ゆえに芸術を社会に活かすためにも、より積極的な姿勢でこれに取り

組む必要がある。また学内において「知の宝庫」といえる図書館は、専門的かつ幅広い知識

を得られる場となる。したがってその活用は、学生生活をさらに豊かにするものと考えられる。

本サークルの活動は、学生と社会、学生と図書館における接点を見いだし、さらに芸術を表現

する者として、その可能性を高めることを目標とする。そして、この活動をとおして学生は、自ら
の専門分野をより深めると同時に、芸術を志す者が学科を超えて集まり刺激しあうことで、さら
なる視野の広がりを得ることができるだろう。

（LIBRARY DESIGN LAB. 設立趣意文より）
図書館サークルの運営方法について

・ミーティング開始前に議事録担当者を決める。
議事録は、できるだけ早く、サークルgmailに掲載し、
アップしたことを携帯版MLで告知する。

・プロジェクト毎に代表者を決める。コラボの企業等の
担当者とも直接連絡を取る。

・イベント毎に各担当者を決める。ポスター・チラシ等
のデザインの他、ワークショップの司会等も順番に担当
する。

図書館4階共同研究室 毎週水曜授業終了後18：30～
ミーティング開催。 プロジェクトによってのゲスト来館。

７．図書館サークル（LIBRARY DESIGN LAB. ）の実践



7-1．図書館を利用しやすくする・・・提案
tekuba（テクバ）デザイン展 （2013年9月14日～9月30日）

学生の立場から大阪芸術大学図書館をより利用しやすくする方法の一つと
して、貸出用のカバンの提案をします。大芸図書館に所蔵されている本は、
大型本や特殊装丁を施されたものも多く、そのままでは貸し出しにくく、不便
を感じています。そこで貸出の際、本を入れて持ち運ぶことの出来る専用の
カバンをデザインし、展示を行って、アンケートも実施し、大芸図書館に製品
化と実用化の提案をしたいと考えています。 tekuba＝Take+bag

展示希望場所 ： 図書館3階閲覧室
※2階は、3階への案内版を設置

展示方法 ： 手にとって見やすいように、
ハンガーラックなどにかけて、
カバンをつって展示する。

キャプション ： デザインコンセプト・所属・氏名
広 報 ： ポスター・チラシ他

（ 「tekubaデザイン展」企画書より）



7-１． 障害者施設とのコラボレーション
さんめい苑（重度障害・知的障害通所施設）＋富田林苑（全盲・知的障害入居施設）

さんめい苑 ワークショップ 「楽器づくり」2013年 8月

展示やイベントを行うこと
で学生との交流が生まれ、
刺激となり、障害者の皆
さんも自分たちも何かを
したいという自立心が
芽生え、ワークショップを
行うまでになりました。
今では、年に2回の
ワークショップ（Sun Sun会）
をとても楽しみにされて
います。

施設のスタッフさん（右）と一緒に司会の学生（左）

皆で制作
した楽器
で、最後
に演奏会。
9月の
Sunカーニ
バルにも
その楽器
で演奏しま
す。（太鼓・
マラカス等）



7-2.  りそな銀行アートプロジェクト
南河内3支店（富田林・金剛・河内千代田） リレーションシップ賞受賞→感謝状授与（2012年）

大阪芸大ブログ
http://www.blog.osaka-geidai.ac.jp/geidai/2012/03/19/
http://www.blog.osaka-geidai.ac.jp/geidai/2012/07/30/

河内千代田支店40周年を祝う展示を依頼され、座って
記念撮影ができる大型ケーキを制作。フルートデュオ
コンサート（演奏学科卒業生）も開催した。2013年2月



7-３．富田林市観光協会とのコラボレーション

大阪芸大ブログ
http://www.blog.osaka-geidai.ac.jp/geidai/2011/02/10/
http://www.blog.osaka-geidai.ac.jp/geidai/2011/08/17/
http://www.blog.osaka-geidai.ac.jp/geidai/2012/10/11

イベントチラシ・ポスター
『AD select monthly＝月刊アドセレクト』
リブラ出版掲載

イベントの様子 大学案内に掲載

「コマノエ」
小松原智史
（大学院生）
公開制作

大阪府で唯一、重要伝統的建造物群保存地区に選定
されている富田林寺内町の歴史ある街並みとアートの
コラボレーションイベントを企画。（2010年～開始）

2012年10月イベント内容
・ワークショップ 「つくろう！ふわまり」
・「芸大生とめぐる寺内町ツアー」
・「じないまちはんこらりー」
・アート作品の展示（於）勝間家住宅
・演奏会（旧杉山家住宅）



7-4. （株）図書館流通センター（TRC）
大阪府立中央図書館とのコラボレーション

大阪芸大ブログ http://www.blog.osaka-geidai.ac.jp/geidai/2012/05/22/

クラシック
アコーディ
オン
コンサート

ワーク
ショップ
「つくろう！
ECOモノ
ブック
カバー」
2012年
12月開催



７－５. LLブック制作プロジェクト（障害者に優しい本）
日本コミュニケーション障害学会でポスター発表（2012年）→家族の4コマギャグ集制作中 （2013年）

・大阪女学院機関リポジトリに電子書籍版掲載 http://ir-lib.wilmina.ac.jp/dspace/handle/10775/2421
JAIRO でも「LLブック」で検索可能 http://jairo.nii.ac.jp/0160/00001949



7-6．紀伊國屋書店グランフロント大阪店×
大阪大学「ショセキカ」プロジェクトとのコラボレーション

a. 贈られた本―あなたが過去に贈られ
た本で、印象に残っているものは何ですか？
幼少期 黄色 つぼみ

b. 読書感想文―あなたが過去に読書感
想文を書いた本で、印象に残っているものは
何ですか？ 小中高 緑 双葉

c.学んでいる本―いま学んでいることにま
つわる本 大学生① 青 つぼみ

d.大阪に関係する本―その本は、大阪と
どのような関係がありますか？

大学生② 紫 つぼみ

e.贈りたい本―あなたが誰かに贈りたい本
はありますか？ 社会人 赤 花

「ショセキカ」プロジェクトとは、大阪大学の学生が
主体となって活動している出版プロジェクト。 大阪

大学出版会の協力のもと、阪大教員による魅力的
な書籍づくりを学生から企画提案し、広報・販売ま
で学生が全面的に関わっている。

「本との出会いは一生のうちに何度もあります。

その出会いの中には、どうしても忘れられないも
のがきっと誰にでもあることでしょう。
私たちはそれに着目し、ライフステージごとに設
定した５つのテーマについて 大阪大学の学生や

教職員から、本との出会いや思い出について紹
介してもらいました。

誰かのアルバムの１ページをそっとめくるような、
そんな気持ちでご覧ください。」

「一期一冊」2013年10月展示
「一期一会」にかけて、人生に出会う大切な本。
「阪大生 えらぶ×大芸生 おくる」
○デザイン

５つのライフステージにわけて本を選んでいるの
で、ライフステージごとに５色の色とイラストを提
案。 ・大学生はふたつともつぼみですがイラスト
で変化させます。 ・色は展示の雰囲気に応じて
彩度明度をかえます。

○ロゴ○ポスター/フライヤ―/看板
○しおり○冊子○POP○アンケート



おわりに
• 時代の変化を察知し、利用者のニーズに応えながらも、図書館が図書館らしく
あるべき姿とはどういうものかを考えながら実践していく。

• 図書館を開く＝心を開く→“コラボレーションの力”が生まれる。
• インターネットの世界にはない、図書館という「場」や「空間」を活かすことに
よって、図書館の存在意義や可能性が広がる。

• 創意工夫を凝らし、ピンチをチャンスに変える発想の転換。

• できることからやってみるという姿勢を保つ。常に変化を目指す。

「図書館は成長する有機体である」（ランガナタン著 図書館学の五法則 ）

・ 得意分野を活かした交流（学内・学外）
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