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はじめにはじめにはじめにはじめに 

現在、日本の大学は、“従来の講義型の授業からアクティブラーニングへ”という大学改

革の渦中にある。 

中央審議会（2012）は、このアクティブラーニングに関して、「教員による一方向的な講

義形式の教育とは異なり、学修者(原文ママ)の能動的な学修(原文ママ)への参加を取り入

れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社

会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。」（中央審議会 2008: 37）

と定義している。また、このような学習法は、「発見学習、問題解決学習、体験学習、調査

学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・

ワーク等も有効なアクティブ・ラーニング（原文ママ）の方法である。」（中央審議会 2008: 

37）と考えられている。 

こうしたアクティブラーニングの推進は、早稲田大学も例外ではない。早稲田大学が掲

げる中長期計画の「Waseda Vision 150」では、「教室での一方的な講義主体の授業形態か

ら演習・ゼミを主体とする学生参加対話型教育や、フィールドワークも活用したプロジェ

クト型教育へと重点を移し」ていくと宣言している。 

そこで、アクティブラーニングを促進するために注目を集めているのが、ラーニング・

コモンズという学びの空間である。 

ラーニング・コモンズとは、「複数の学生が集まって、電子情報も印刷物も含めた様々な

情報資源から得られる情報を用いて議論を進めていく学習スタイルを可能にする『場』」（文

部科学省 HP）のことを指す。同時に、「コンピュータ設備や印刷物を提供するだけでなく、

それらを使った学生の自学自習を支援する図書館職員によるサービスも提供する」（文部科

学省 HP）というように、場にプラスして、物的・人的支援の要素も併せている。 

 教育学コースで演習（ゼミ）を経験してきた自分たちの経験を振り返ってみても、アク

ティブラーニングを推進することは、必然的に授業外で話し合う機会、学習する時間を増

やすことは明らかである。そして、アクティブラーニングによる学習をより豊かなものに

するためには、よりよい学びの場や環境の整備が必須であると考えている。 

早稲田大学におけるアクティブラーニング推進のための環境は、第２章で詳しく述べる

が、本部キャンパスにおいては徐々に整えられつつある。一方で、戸山キャンパスではそ

の整備が遅れていることが分かった。 

そこで訪問調査班では、戸山キャンパスにもラーニング・コモンズのような学びの空間

を整備するべきであるという課題を設定し、戸山キャンパスに適した学びの空間を模索・

提案することを研究の目的とする。 

日本のラーニング・コモンズは 2000 年頃が始まりでその歴史は浅く、先行研究の数もま

だまだ少ない状態である。その中で、訪問調査班では学生だからこそ持てる「学生の目線」

を軸に据え、訪問による他大学への聞き取りなどをもとに、当研究の戸山キャンパスへの
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還元方法を探っていく。 

 本報告書は４章構成から成り、以下のような流れである。 

 まず第１章では、高等教育におけるアクティブラーニング普及の背景を探り、早稲田大

学のアクティブラーニングの現状を述べる。 

 続く第２章では、ラーニング・コモンズ普及の背景と現状を把握し、早稲田大学におけ

るラーニング・コモンズの設立経緯を辿る。その上で、同校がどのような現状にあるかを

明らかにする。 

 さらに第３章では、他大学への訪問調査を基に各訪問大学ごとに分けて、戸山キャンパ

スへの応用方法を検討する。 

 最後に第４章では、第３章の検討結果を踏まえ、戸山キャンパスに向けたラーニング・

コモンズ設置の提案をする。 
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第第第第１１１１章章章章    アクティブラーニングアクティブラーニングアクティブラーニングアクティブラーニング 

情報化社会が進行し、知識それ自体の価値が低くなったいま、自ら考え、知識を活用で

きる人材を育成することが教育機関に求められるようになった。そのような状況の中で近

年、高等教育においてアクティブラーニングが普及している。 

本章では、第１節で高等教育全体におけるアクティブラーニング普及の背景について、

第１節で早稲田大学におけるアクティブラーニング普及の現状について考察する。 

 

第１節 高等教育における普及の背景と現状 

 1980 年代までは、人材育成において中等教育の果たす役割が重視されていた。つまり、

高校で基礎学力や協調性などをもった標準的な人材をしっかり育成して、その人たちが日

本経済の発展を支えるというモデルが求められた。ところが、80 年代には情報化社会が到

来し、90 年代に入るとインターネットも登場して情報化が加速した。さらにバブルが崩壊

すると、年功序列の終身雇用制度など、日本がこれまで積み上げてきた社会のあらゆるシ

ステムが変更を余儀なくされた。同時に、当時の日本は、欧米に追い付け追い越せの時代

が終わり、今後は日本独自のスタイルをもって新しい知を創出し、世界に貢献していかな

ければならないという時代を迎えていた （溝上, 2010）。  

そして 1990 年以降は、標準的な力に加え、多様性や創造性、他者と交渉する力などを備

えた、新しい社会を創出できる人材が求められるようになったのである。 

アクティブラーニング普及のこの背景について、友野伸一郎は、メリトクラシー（産業

社会）からハイパー・メリトクラシー(ポスト産業社会)への移行により、メリトクラシー

で必要とされる基礎学力を前提として、創造性や能動性といったプラスアルファの能力も

必要とされるようになったと指摘している(友野，2013)。また、友野はアクティブラーニ

ング普及のもう一つの理由として、大学のユニバーサル化も挙げている。友野によれば、

大学進学率が 50％を超えた今日、一方通行の講義型の授業のみで学生が主体的に学んでい

ると考えることが難しくなってきているという（友野, 2013）。 

 

第２節 早稲田大学における普及の背景と現状 

 早稲田大学では、創立 150 周年を迎える 2032 年へ向けて、教育・研究および経営の両面

の改革を通じて「アジアのリーディングユニバーシティ」を目指すための具体的な方向性

を示した「Waseda vision 150」が策定されている。「Waseda vision 150」では、改革戦略

を 4 つの枠組みで提示しており、その中の一つである「教学戦略」では「対話型、問題発

見・解決型教育への移行」を明確に打ち出している。また、「教室での一方的な講義主体の

授業形態から演習・ゼミを主体とする学生参加対話型教育や、フィールドワークも活用し

たプロジェクト型教育へと重点を移し」（Waseda vision 150: 22）ていくという記述もあ

る。このように、「Waseda vision 150」からは、早稲田大学において今後更にアクティブ



6 

 

ラーニングが普及していくであろうことが読み取れる。 

 早稲田大学におけるアクティブラーニングの普及は、授業内外での学生の話し合いが必

要とされる授業の増加に繋がるだろう。現時点でも、早稲田大学では各ゼミや授業の演習

によってアクティブラーニング型の講義が行われている。また、有志の学生と企業自治体

等が連携して、提示された課題を解決していくという産学連携実践型教育である「プロフ

ェッショナルズ・ワークショップ」も特徴的な早稲田大学のアクティブラーニング実践例

といえる（早稲田大学 HP「プロフェッショナルズ・ワークショップとは」）。 

このように、アクティブラーニングの普及は早稲田大学のカリキュラムにも反映されて

いる。従って、カリキュラム全体のこうした「アクティブラーニング化」は、話し合いの

場となるラーニング・コモンズの需要をより一層加速させる方向へと作用することになる

と推察する。 
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第第第第２２２２章章章章    ラーニング・コモンズラーニング・コモンズラーニング・コモンズラーニング・コモンズ 

前章で述べたように、アクティブラーニングの普及に伴って、授業内外で学生が話し合

う機会は、今後更に増えていくものであると考えられる。 

 そのため、グループ学習としての環境が整った「ラーニング・コモンズ」の需要もまた、

高まっていくだろう。 

 そこで本章では、第 1 節で高等教育におけるラーニング・コモンズの普及と現状、第 2

章では早稲田大学におけるラーニング・コモンズの普及と現状について考察する。 

    

第１節 高等教育における普及の背景と現状 

 1980 年代から北米で「インフォメーション・コモンズ」という言葉が使われはじめ、1990

年代以降に大学図書館に設置された。インフォメーション・コモンズとは、デジタル時代

の情報資源を利用するための共有資源・公共の場として生まれている。 

 上記のように、情報通信技術の目覚しい発達を背景に発展したインフォメーション・コ

モンズは、北米の大学で広く普及したが、2000 年代には、より学習支援に焦点を当てたラ

ーニング・コモンズへと移行した。 

 実際のところ、インフォメーション・コモンズとラーニング・コモンズは、重なり合う

部分も大きく、その名称はしばしば混同して使われているため、識別が難しい。 

 ただ、コモンズの普及に際して、常駐する支援スタッフ（情報機器の技術的支援、ライ

ティング支援、キャリア支援）は、それぞれの分野の訓練を受けている必要があり、その

ためには図書館以外の学内組織との連携が不可欠となった。恊働が進んでサービスの視野

が従来の図書館の活動範囲を超えた領域に踏み込んだ時、「ラーニング・コモンズ」という

言葉が使われる（永田 2008: 3-14 ／桑名・池田 2012: 77-80）という一つの解釈をここ

で紹介しておく。 

 日本においては、2000 年に増改築された国際基督教大学図書館がラーニング・コモンズ

のさきがけとして知られている。その後約 10 年間で広がりをみせ、2011 年 4 月現在では、

119 の大学図書館がラーニング・コモンズ及びそれに準ずる施設や設備を設置している（立

石 2011: 95-98）。 

 では、近年、日本でラーニング・コモンズが着目され始めているのは何故だろうか。そ

の要因を 3点に整理して説明する。 

 まず 1点目は、「学びの危機」についてである。日本の大学生は世界的に見ても、学習時

間が短い。授業への出席率は高いものの、授業外の学習時間が極端に短い。もともと、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、学習理論が「知識伝

達」から「知識の創出・自主的学習」へと移行したことを反映したものである（米澤 2006: 

9-12）。しかし、日本においてはこの学びの転換が十分になされているとは言い難い。そこ

でこの学びに関する危機的状況に対して、学生が主体的に課題解決に取り組む能動的学習
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（アクティブラーニング）の拠点として、ラーニング・コモンズへの期待が高まっている。 

 次に 2点目は、「大学の危機」である。大学のユニバーサル化や国立大学の法人化、国公

私立大学の経費削減傾向により、日本の大学は全体として厳しい経営環境に置かれている。

さらに、「入学者受け入れ方針」「学位授与方針」「教育課程編成方針」のそれぞれの実質化

について、学びの質保証の観点からの要請が強まっている。これら大学を取り巻く現状に

対して、オープンキャンパス等で高校生の「あこがれ」を喚起する拠点としてラーニング・

コモンズを整備する動きもある。また、学生の意識や学力の格差に対応するための場とし

ても期待されている。 

 3 点目は、「図書館の危機」である。多様な情報資源に容易にアクセスできるインターネ

ットの広がりや資料の電子化等の情報環境の変化に図書館の設備が十分に対応できていな

い。更に、電子化的な学術情報資源の普及により起こった「図書館不要論」と入館者の減

少に対して、有効な解決策を見出せていない。この点に関して、情報流通環境の激変に対

応するための施設の設備のように物的・環境面での充実はもちろん、それに加えて専門的

な支援スタッフの配置のような人的な支援も充実させることで、学びの拠点としての図書

館を再生することへの期待がある。 

 ラーニング・コモンズには、上記に挙たような現在の大学が抱える課題を解決する可能

性が秘められている。そのため、日本においては歴史が約 10 年程度の比較的新しい取り組

みではあるものの、段々と広がりを見せ始めている。 

 

第２節 早稲田大学における普及の背景と現状 

 早稲田大学においても、ラーニング・コモンズと考えられるスペースはいくつかある。

本節では、早稲田大学の中でも、たくさんの学部が集まっている早稲田キャンパスと、本

論文で提言を行う戸山キャンパスの 2 つのキャンパスに絞って、普及の背景と現状を確認

する。 

    

１． 早稲田大学早稲田キャンパス 

早稲田キャンパスにおいて、ラーニング・コモンズとしての機能を持っている場として

挙げられるのは、2009 年から早稲田大学中央図書館 2階におかれている「スチューデント・

コモンズ」であるだろう。これは 2008 年に定められた「Waseda Next 125」を基に、図書

館が策定した実行計画に沿って設置された（荘司 2010: 78）。 

スチューデント・コモンズが設置される以前から、図書館内にはグループ学習室という

部屋があるが、1つのグループが利用していると他のグループが使用できなくなるという問

題があった。こうした現状から、学生側からのスペース拡大の要望があったこともあり、

設置に至った。 

 スチューデント・コモンズは移動可能なテーブルと椅子により構成されており、学生同

士で話し合いながら学習を進めていくことができる。早稲田大学図書館利用支援課の長谷
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川氏にお話を伺ったところ、「現時点においては特に問題もなく運営されている」とのこと

であった。ただ、グループが集まって学習することを想定して設置されたスペースである

ものの、学生が 1人でパソコンを使用しているところも見受けられる。 

また、ラーニング・コモンズの要素の 1 つとして職員による学生支援が挙げられるが、

スチューデント・コモンズにおいては、図書館のリファレンスカウンター専門の職員がそ

の役目を担っている。 

スチューデント・コモンズの他にも、早稲田キャンパス 7 号館１階にある「Waseda 

University Faculty Lounge」内にラーニング・コモンズと言える空間が存在している。 

このスペースは、「グループ学習ブース」と呼ばれており、「ホワイトボード兼パーティ

ションで仕切られたオープンスペースでテーブル付イス（全 20席）を適宜組み合わせて利

用」(早稲田ポータルオフィス HP「Waseda University Faculty Lounge」）することができ

る。このスペースは、ホワイトボードを利用することができる点や、利用前に申請が必要

な点で、スチューデント・コモンズとの違いが見られる。 

その他、グループ学習ブース同様、7号館 1階早稲田ポータルオフィスにある「ミーティ

ングブース」、22 号館地下 1階「グループ学習室」、2号館 1階「グループ学習室・自習室」

等が整備されており、現在早稲田キャンパスでは計 8 ヶ所においてグループ学習が可能と

なっている（早稲田ポータルオフィス HP「グループ学習室について」）。 

 

２． 早稲田大学戸山キャンパス 

 戸山キャンパスにおいて、ラーニング・コモンズの要素を持っている空間としては、戸

山図書館 3階の「グループ閲覧室」が挙げられる。 

 可動式の机と椅子、ホワイトボードが常設されている。しかし、この閲覧室は 2 室しか

なく、1室は予約制になっているため、実質自由に使えるのは 1室である。また、小さな空

間であるため、1グループが利用していると、他の学生たちは使えない、使い辛いというの

が現状である。 

 その他、グループ学習として使える場は、「32 号館 350 教室」、「34 号館 452 教室」、「各

コース室や論系室」、「36 号館 2 階ラウンジ」、「カフェテリア」が考えられるが、それぞれ

に問題を抱えている。 

 32 号館 350 教室や各コース室・論系室を使うには鍵が必要で、自由に出入りすることは

難しい。少しの時間話し合いたい場合や、突然話し合うことが決まった場合、グループ活

動の空間としてこの場を選ぶ学生は少ないのではないだろうか。 

 34 号館 452 教室は空間としてラーニング・コモンズの要素を持っているとは言えるが、

現在は主に授業で使用されているため、学生の間では、グループ学習の場として使うとい

う認識が持たれていないだろう。 

 36 号館 2 階ラウンジやカフェテリアでは、学生たちのグループ活動が活発に行われてい

る。戸山キャンパスにおいてのグループ学習の場として使われている空間と言えば、この
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ラウンジのイメージが 1 番強いだろう。しかし、ラウンジやカフェテリアは学習用に設計

されたスペースではないため設備が十分でないことはもちろん、用途が様々であるために

周囲が騒がしいことが多く、学習空間として適しているとは言えない。また、学生の居場

所作りとしての視点からも、ラウンジやカフェテリアは、本来の用途においてきちんとス

ペースを確保すべきである。しかし、グループ閲覧室の数が少ないために、大半の学生は、

36 号館 2 階ラウンジやカフェテリアをグループ学習に利用するほかないというのが現状で

ある。 

 このように、戸山キャンパスには効果的なグループ学習を可能にする設備が大きく不足

しており、ラウンジやカフェテリアとは別の形でラーニング・コモンズとしての空間をき

ちんと整備する必要があると言えるのではないだろうか。 

 早稲田キャンパスと戸山キャンパスの現状を比較してみると、早稲田キャンパスのラー

ニング・コモンズ普及状況が十分であるとは言い難いものの、スペースや什器の確保は戸

山キャンパスよりも進んでいることが分かる。 

 戸山キャンパスにおいては、グループ学習をする場としての空間の整備がほぼなされて

いない。今後、前章で述べたようなアクティブラーニングが進むことで、戸山キャンパス

においても、グループ学習の環境を整えることが更に求められていくのではないだろうか。 
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第３第３第３第３章章章章    訪問大学におけるラーニング・コモンズ訪問大学におけるラーニング・コモンズ訪問大学におけるラーニング・コモンズ訪問大学におけるラーニング・コモンズと評価と評価と評価と評価 

 前章では、早稲田大学戸山キャンパスにおけるラーニング・コモンズの未整備を明らか

にした。では、同キャンパスにラーニング・コモンズを設置する場合、どのような設備・

環境を整えるべきだろうか。 

 そこで、ラーニング・コモンズがどのように機能し、利用者や職員の反応はいかなるも

のかを調査するために、ラーニング・コモンズを設置する 6 校の他大学（大阪大学、同志

社大学、大正大学、明治大学、お茶の水女子大学、武蔵大学）を訪問した。 

本章では、訪問調査から得られた各大学の特色ある取り組みや成果を参考に、戸山キャ

ンパスへどのように還元するかを評価・検討する。 

 

第１節 大阪大学 （2013 年 11 月 19 日訪問） 

大阪大学は、大阪府吹田市に本部を置く日本の国立大学である。明治から昭和にかけて

帝国大学として設立された、学部構成は、文学部、人間科学部、外国語学部、法学部、経

済学部、理学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、基礎工学部の 11学部であり吹田キャ

ンパス、豊中キャンパス、箕面キャンパスの 3キャンパスを持つ。 

 大阪大学を選定した理由は、2 つある。１つは、「グローバル・コモンズ」という新たな

ラーニング・コモンズを近年設立したばかりで注目を集めているからである。もう１つは、

国立大学の中でも東京大学、京都大学に次いで選抜性が高い大学であり、そのような状況

下のラーニング・コモンズの現状を探るためである。 

 ラーニング・コモンズが設置されているのは豊中キャンパスの図書館内である。豊中キ

ャンパスでは文学部、法学部、経済学部、理学部、基礎工学部の授業が行われており、大

阪大学の学部 1年生は一般教養を豊中で学ぶため、コモンズ利用者は 1年生が中心であり、

その数は年間 81 万人にも及ぶ。 

大阪大学では、2008 年に耐震工事のための予算がおり、それに伴って、学びの多様性と

アクティブラーニングの推奨のため、当時の館長のアイディアでラーニング・コモンズが

設置されることになった。また、グローバル・コモンズという新たなスペースが「学びの

国際性」「学びのスタイルの更なる多様化」を目指し、ラーニング・コモンズを強化する形

で 2012 年より設置された。 

大阪大学におけるラーニング・コモンズの大きな特徴は、やはり 2012 年に新たに設置さ

れたグローバル・コモンズであった。グローバル・コモンズはテーブル・椅子を自由に配

置し、ホワイトボードやパソコンを利用して、好みのスタイルにあわせた学習空間を作り

出すものである。従来のラーニング・コモンズに加え、大阪大学の教育理念の一つである

「国際性」をサポートすると同時に、授業内外での学びに対応する「学びのスタイルの多

様化」を実現するものであった。新たなスペースが設けられ、世界の新聞が閲覧できるタ

ッチパネルやプレゼン設備の設置、電子黒板などが設置されていた。また、柱にホワイト
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ボードが設置されており空間を存分に活かす工夫がなされていた。 

同大学では、アクティブラーニングを推奨しているが、ラーニング・コモンズにおいて

アクティブラーニングが進んだ実感はないようである。また、ラーニング・コモンズがた

だ単におしゃべりをする空間になっていないのは（ラウンジ化していないこと）、大阪大学

の選抜性が高いためだと予想される。 

現在、多くの学生がこのスペースを利用しており、非常に活性化した状態になっている

が、その維持のために大学側も懸命になっているようであった。例えば、職員が PCの使い

方について講習会を開いたり、大学院生によるティーチングアシスタントシステムの導入

を試みている。また、同大学ラーニング・のコモンズは先に述べたとおり、学部 1 年生利

用が中心のため、ゼミの研究室を持っていない学生が集まる。それが活性化につながって

いるのではないかと考えられる。 

訪問した際も、総じて学生が真面目にコモンズを利用している印象だった。訪問した他

大学に比べるとラーニング・コモンズ自体の規模も小さめではあったが、私立大学ほど学

生数が多くない国立大学ということを考慮すると、適当な規模だと思われる。また、空間

を存分に生かすために、柱などのスペースを余すことなく存分に利用しているのが印象に

残った。大阪大学におけるラーニング・コモンズは、職員が学生に向けての支援に対して

熱心であり、職員が学生と直接触れ合う機会が非常に多いようだった。これは、比較的学

生の数が少ない国立大学だからこそできることではないだろうか。私立大学で学生の数が

多い早稲田大学だが、早稲田大学は選抜性も高いため、比較的人数の少ない戸山キャンパ

スに設置するのであれば、大阪大学と同じような規模でも充分に機能するのではないかと

感じた。 

 

第２節 同志社大学 （2013 年 10 月 22 日訪問） 

同志社大学は、図書館から独立したラーニング・コモンズとしては日本最大規模を誇る。

訪問した他大学と比較するとその規模は圧倒的であり、最新の施設が充実していた。日本

最大規模であるラーニング・コモンズには一体どのような設備があるのか、そしてそれら

がどのように活用されているのかを調査するために、訪問を行った。 

見学したのは今出川キャンパス良心館の 2階・3階に設置されたラーニング・コモンズで

あり、運営主体は学習支援・教育開発センターである。特徴としては、3点挙げられる。 

 1 点目は、図書館から独立していることである。2013 年に文学部・法学部・経済学部・

商学部の 4学部の統合移転に伴い、今出川キャンパスは人文・社会科学系学部の 1～4年生

が利用するキャンパスへと様変わりした。その結果キャンパス人口が増加し、学習場所の

確保が課題となった。そこで、かつてグラウンドがあった場所を改築し、新しくラーニン

グ・コモンズが作られることとなったのである。 

 このようにキャンパス整備に伴ってラーニング・コモンズの設置が計画され、一から空

間を設計する事が可能となったことで、様々な設備を取り入れたり、広い空間を確保する
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ことに繋がっている。 

 2 点目は、設備の充実である。可動式の机と椅子、ホワイトボードと兼用できる可動式の

パーテーション、スクリーンとしても使用可能なホワイトボード、プロジェクターはもち

ろん、電子黒板や収録・音響設備などが整っている（詳細は、末尾資料②参照）。    

 3 点目は、人的支援の充実である。ラーニング・コモンズにいるサポート員は、アカデミ

ック・インストラクター（専属教員 2 名）、ライティング・インストラクター（専属教員 1

名）、学習支援コーディネーター（職員 1名）、ラーニング・アシスタント（大学院生数名）、

情報探索アシスタント（図書館から 1名）、留学コーディネーター（国際センターから 1名）、

留学アシスタント（国際センターから数名）、ICT サポートスタッフ（ITサポートオフィス

から数名）、プリントステーション・スタッフ（業務委託 2名）となっている。 

スタッフ達は学生から見やすい位置に常駐しており、いつでも気軽に相談できる体制が

整っていると言える。 

今回の訪問を通して、什器の有効活用ができていなかったことが、最大の課題として挙

げられる。例えば、電子黒板は SDカードを挿入しデータの送信を行うことが可能だが、そ

のように使っている学生は少ないという。3階に設置してある編集スタジオは、撮影機材や

音響機材等の最新機材があるにも関わらず、自習室として利用されていた。 

また居心地のよさからか、長時間同じグループが使用してしまうという問題もあった。

そのため、インフォダイナー（プロジェクターと白板のある、ファミリーレストラン風の

ボックス席）は予約制に変更となり、現在は１回 2 時間までの使用に限られている。他に

も、留学生との交流を目的としている日本語禁止スペースが普通の歓談スペースと化して

いる、世界中の新聞を読める端末の利用者が少ない、常駐しているスタッフに相談をする

学生が少ない、といった現状があった。 

同志社大学のラーニング・コモンズは、開設が 2013 年 6 月と最近であり、利用開始から

あまり時間が経っていないことから、まだ学生が什器の扱いに慣れていないということも

原因の一つと考えられる。館内スタッフの方によると、そのような課題を解決するために、

新たに説明書を付け加えたり、スタッフから積極的に什器の使用方法を伝える等の取り組

みを通して、学生が快適に什器を使用できるように心がけているという。 

今回の訪問を通して、ハード面主導型のラーニング・コモンズでは、学生たちが新たな

学びのあり方を認識することができるというメリットがある一方で、学生が設備や空間を

有効活用するまでに時間がかかってしまう、というデメリットがあることが分かった。 

 戸山キャンパスにラーニング・コモンズを設置するにあたっては、学生が有効活用する

ために、どのように設備の充実を図っていくのか、という点について検討をする必要があ

ると考えられる。 

 

第３節 大正大学 （2013 年 11 月 19 日訪問） 

大正大学は、東京都豊島区西巣鴨にキャンパスを構える私立大学である。同大学のラー
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ニング・コモンズは図書館外に設置されており、7号館 2階にその空間を構えている。 

 大正大学を訪問の対象に選定した理由は、大きく 2点ある。 

 まず 1 点目は、大正大学の学部構成が早稲田大学戸山キャンパスのものと似ていたこと

である。早稲田大学戸山キャンパスでは文学部と文化構想学部の学生が学んでおり、その

学びは、我々の教育学を初め、文学や社会学、演劇、マス・コミュニケーション、美術な

ど多岐にわたる。大正大学は、仏教学部・人間学部・文学部・表現学部の文系 4 学部 9 学

科から成っており、文学系、人文学系、社会学系、マス・コミュニケーション系などを学

ぶことができる。 

このように、両者の学部構成は似ており、大正大学が整えた学習環境を見ることは、早

稲田大学戸山キャンパスのラーニング・コモンズを考える際に有効な手がかりを得られる

のではないかと考えた。 

 そして 2 点目は、偏差値レベルの違いである。10 月に大阪大学へ訪問した際、利用方法

の自由度が高いラーニング・コモンズを、学びの空間として維持できていることに関して

は、少なからず大阪大学の学生の学力水準が高いことが関係しているだろうというお話を

伺った。この言葉を受け、訪問調査班ではラーニング・コモンズの維持やルール作りには

大学の特色が強く現れるのではないかと考え、大阪大学や早稲田大学と比べると偏差値の

さほど高くない大学におけるラーニング・コモンズの利用状況も見てみようという流れと

なった。 

中でも、大正大学はラーニング・コモンズが十分に機能している大学であることから、

同大学を見学することで、大学の特色を把握し、それに対応したラーニング・コモンズの

運営を考えるヒントを得られるだろうと考えた。 

以上の 2点の理由から、大正大学を訪問先として選定した。 

さて、訪問の結果から、同大学のラーニング・コモンズの特徴を 4点挙げる。 

まず 1 点目の特徴は、同大学におけるラーニング・コモンズの設置は、学修支援の側面

と同様に、生活支援の色合いが大変強いという点である。 

というのも、同大学は、2008 年度の学生満足度調査の結果によりその存在が明らかにな

った、学内に居場所がないと感じている多数の学生を大学につなぎとめる手段の一つとし

て、ラーニング・コモンズの設置に踏み切っている。もちろん、学生数に対して食事をと

る場所やコミュニケーションをとる場所が不足していることや、授業形態・学習形態の多

様化に対応した学習環境の整備の必要性など、他の理由もあるが、「学生の居場所づくり」

が一番の狙いであったという。 

 ラウンジではなく、本来「勉強する場所」であるラーニング・コモンズでなら、一人で

勉強をしていても、その途中で一人でご飯を食べても、「おひとり様」がカモフラージュで

きるということである。 

 2 点目は、コンシェルジュの存在である。 

 同大学は予算面で大きな投資ができない分、マンパワーによるサービスを充実させると
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いう方針から、コンシェルジュを採用している。コンシェルジュは TA と違い、一人だけで

あり、平日はフルタイムでラーニング・コモンズに常駐している。 

 コンシェルジュは、機器の使い方から進路相談、学習相談や大学のことなど、全ての質

問に一人で対応する。また、配架図書の手配やポップの作成、facebook や blog の更新など、

ラーニング・コモンズに関する業務を一任されている。 

 毎日同じ人が同じ場所にいてくれるという安心感が、学生にとってラーニング・コモン

ズへ足を運びやすくしている一つの要因となっているという。実際に、コンシェルジュに

会うために、ラーニング・コモンズへ赴く学生も少なくないのだそうだ。 

 こうした点では、コンシェルジュの採用も生活支援の一環として捉えられるかもしれな

い。 

 3 点目は、大学の規模感が小さいゆえの身軽さである。同大学のラーニング・コモンズは、

教学支援課の中堅女性職員が提案をもちかけたことで設置が実現した。 

早稲田大学のような規模の大きい伝統校では教授陣の力が特に強いが、大正大学は教員

と職員の力バランスが程良く、職員からの働きかけで大学が変わっていくことや教員を巻

き込んでいくことは多々あるのだという。また、コンシェルジュからの情報提供や、学生

からの直接の声を受けたら、すぐに改善の為の行動に移ることができるのも、身軽さゆえ

の強みである。 

教学支援課は図書課や留学課、就職課などの他部署や教員と連携をとりながら、より充

実したラーニング・コモンズを目指している。 

そして、4点目の特徴は、大正大学がキャンパス全体をラーニング・コモンズ化すること

を目指しているという点である。 

同大学では、ラーニング・コモンズの設置を発端に、各教室棟にもラーニング・コモン

ズ的スペースを拡充している。それが、各学部・コースの閲覧室である。閲覧室は各学部・

コースの特色に沿った構造で作られており、多様な学びに対応した学習環境を提供してい

る。また、アクティブラーニングへの転換に伴い、一部の教室には可動式の什器を取り入

れ、授業内でのインタラクティブな学びにも対応するよう整備を進めている。 

このように、性格の異なる学習スペースをキャンパス内に偏在させることで、同大学は

学生に学習環境の選択肢を与えているのである。 

 訪問を通して、大正大学のラーニング・コモンズは、学習支援というよりも生活支援の

側面が強く、同大学のラーニング・コモンズは、学生の居場所をつくり、学生を大学につ

なぎとめるためのツールであるという印象を強く受けた。早稲田大学においては、もっと

「学習する環境を作る」ということに焦点を当てて、ラーニング・コモンズの設備や制度

を整える方が適していると感じる。 

 しかし、学生に学習環境の選択肢を与えようという方針は踏襲すべき点である。という

のも、選定理由の一点目でも挙げたように、早稲田大学戸山キャンパスにおいては大正大

学と同様に、様々な学びが展開されており、求められる学習環境は一様ではないはずであ
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るからだ。同大学の事例では、限られた場所と予算の中で、ラーニング・コモンズだけで

なく、閲覧室の充実など、多様な学びに対応したキャンパス整備を行っていることに特に

注目したい。 

 

第４節 明治大学 （2013 年 11 月 19 日訪問） 

 明治大学は、東京都千代田区神田に本部を置く私立大学である。今回訪問したのは東京

都杉並区永福にある和泉キャンパスである。この和泉キャンパス内の和泉図書館は、2012

年 5 月に開館した新しい図書館であり、その 2 階にラーニング・コモンズが設置されてい

る。 

 明治大学和泉キャンパスを訪問の対象に選定した理由は以下の 3点である。 

 まず 1 点目として、早稲田大学戸山キャンパスと比較して、その学生数やキャンパスの

面積などの規模が近いという点が挙げられる。 

 次に 2 点目として、明治大学和泉キャンパスでは、法学部、商学部、政治経済学部、文

学部、経営学部、情報コミュニケーション学部の 1・2年生が学んでおり、早稲田大学戸山

キャンパスと同様に文系学部のみの構成であるという点が挙げられる。 

 最後に 3 点目として、先述したように和泉図書館が新しい図書館であることから、図書

館改革に伴うラーニング・コモンズ設置のモデルケースとして好適であるという点が挙げ

られる。 

 以上 3点が選定理由である。 

訪問した和泉図書館は「滞在型の図書館」を目指したもの、つまり学生の居場所として

の図書館という位置づけとなっている。1人でもグループでも、或いは、学習のためでも研

究のためでも、どのような目的の利用者にも対応した設計となっている。具体的には、1階

から 4 階へ、また入口から奥へと進むにつれて、賑やかなエリアから静かなエリアへと移

っていくようなゾーニングがされている。 

その中で、ラーニング・コモンズとしてのコミュニケーションラウンジ、共同閲覧室、

グループ閲覧室という 3 つの設備はすべて 2 階に設置されている。この 3 つの設備も、そ

れぞれが利用の目的に沿った特色を持っている。 

コミュニケーションラウンジは、「カラフルでポップな椅子が配置され、気軽にお喋りや

ふれあいが生まれる空間」であり、名前の通りラウンジという側面が強い。 

共同閲覧室では、1室の中に複数のグループが滞在する。利用に際する予約は不要で、可

動式の椅子、机、ホワイトボードを自由に組み合わせて利用できる。 

グループ閲覧室は 6室あり、1グループが 1室を利用する。2時間単位のオンライン予約

制となっている。6室すべてに SHARP 製タッチディスプレイ「BIG PAD」が設置されており、

電子ホワイトボード及びディスプレイとして利用できる。学習・研究だけでなく、サーク

ル等の利用も可能となっている。 

 このグループ閲覧室の予約は、ほとんど埋まっている状態であり、人気が高いとのこと
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であった。コミュニケーションラウンジ、共同閲覧室を含めた図書館全体の利用率も高く、

授業間の休み時間には図書館の入り口に行列ができるほどであった。さらに、148 台ある貸

出用ノート PCはすべて貸出中であった。 

和泉図書館の利用率が高い理由として、「入ってみたくなる図書館」という同図書館のコ

ンセプトに基づく様々な工夫が挙げられる。先述したゾーニングにより、1階から 4階にか

けてポップな空間からシックな空間へと移っていき、照明、机、椅子などもその雰囲気に

対応したものとなっていた。また、椅子や机には様々な種類があり、個人用の閲覧席に臨

席との仕切りが設けられているものや、リラックスして読書ができるソファなどがあった。

さらに、携帯電話ボックス、電卓室なども設置されており、利用者に対する細かな気配り

が窺えた。 

このように、明治大学和泉キャンパスにおけるラーニング・コモンズは図書館改革の一

部であるという印象が強い。早稲田大学戸山キャンパスにおいて、戸山図書館を建て替え

るという改革は現実的であるとは言い難いが、設備面の充実や利用者目線の工夫などとい

った点は大いに参考になると考えられる。 

 

第５節 お茶の水女子大学 （2013 年 11 月 21 日訪問） 

東京都文京区にキャンパスを構える国立大学である。2007 年 4 月、図書館の改修に伴っ

て、付属図書館１階にラーニング・コモンズを設置した。運営主体は、付属図書館である。 

 同校を訪問先として選定した理由は２点ある。 

まず 1 点目は、国内におけるラーニング・コモンズの取り組みの草分け的存在であると

いうことである。日本では、まだ歴史の浅いラーニング・コモンズであるが、他大学に先

駆けてラーニング・コモンズの設置に及んだ。同校を訪問する以前に伺った大学は、比較

的最近にラーニング・コモンズの設置至り、試験的、また実験的に取り組んでいる。その

為、成果や経過・動向においては、観察段階で不明確なものが多かった。そこで、開設か

ら約６年経過している同校では、成功例や課題等において、一定の成果が得られていると

判断し、訪問に至った。 

 2 点目は、新設ではなく既存のスペースを改修し、ラーニング・コモンズのスペースを確

保しているということである。「キャンパス内のどこにラーニング・コモンズを設置すべき

か。」という議論を進める上で、既存のスペース改修と図書館内に設置している同校は、参

考に値する。なぜなら、早稲田大学戸山キャンパスも、現在、建物で飽和状態であり、新

設することは困難であると予想するからである。従って、限られた空間、予算の中でいか

にしてラーニング・コモンズを充実させたか、また、図書館内に設置する意義や有用性に

ついて伺うことを目的とした。 

 以上、2点のような経緯から同校を訪問先に選定した。 

 では、実際に訪問した結果から、お茶の水女子大学におけるラーニング・コモンズの主

な特徴を２点挙げる。 
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 最初に、３つのエリアで構成されていることが挙げられる。同校では、「ラウンジ」、「キ

ャリアカフェ」、「ラーニング・コモンズ」というゾーンニングで利用用途の棲み分けを行

っている（詳細は、巻末資料⑤参照）。各エリアは、利用形態に即した什器の導入がされて

いるが、厳しい制限や条件は設けられておらず、学生らは比較的自由な使い方が許されて

いる。例えば、大人数用の面積の広い机を個人利用している光景が視られた。また、「ラウ

ンジ」や「キャリアカフェ」を利用したピアノコンサート等のイベント企画も行われてお

り、学生の個人的な学習利用のみならず、広範な利用の仕方がなされていた。従って、３

つのエリアで棲み分けを行いつつも、決まった利用法に限定していない。 

これに関して、同校の図書・情報チームリーダーである森いづみさんより、「“選べる場

所の創造”を目指している」というお話を伺った。スペースの広さとその中での利用法を

限定した場合、すなわち利用目的に特化したスペースは、そのスペースが使われなかった

時にデッドスペースとなる。さらに、仮に大まかな利用目的を提示してしまうと、学生は

「どんな時に何のためなら使って良いのかわかりづらい。」「その利用目的以外は使っては

いけないのか。」と利用法の範囲の不明瞭さから、利用を敬遠されてしまう可能性がある。

それならば、学生が好きな時間、目的、方法を自ら選び、利用できるスペースの方が有意

義であるという意見を伺った。 

ただし、飲食や携帯電話の使用等の可否、話し声の大きさという最低限のルールが、各

エリアごとに決められている。 

次に、図書館内に設置されていることが挙げられる。図書館であることの意義は、主に 3

点ある。 

1 点目は、個人学習とグループ学習が隣接した空間にあることである。グループ学習をす

るためには、事前の個人学習が必要である。文献調査で情報をインプットする個人学習が

図書館の 2 階にあり、それをアウトプットするグループ学習が 1 階にあるという二つの学

習スタイルが隣接した空間は、有用性が高いとしている。 

2 点目は、キャンパスにおける図書館の立地が、学生の動線の中心であることである。学

生の利用度が高い図書館で、イベントを企画、実施することは学生に対する広報的な効果

があるとしている。 

3 点目は、「共に学び・共に成長する」というコンセプトの遂行である。同校は、付属図

書館の理念を基にこのコンセプトを掲げている。これは、職員と職員、職員と教員の連携

に加えて、例えば、学生と学生、学生と職員、学生と教員、学生と卒業生、学生と企業が

連携した学びの在り方の追求であるという。そして、それらを実施する「場」として、図

書館のラーニング・コモンズの提供がある。前述したように、同校におけるラーニング・

コモンズは決まった利用法がない。多目的利用ができることは、上記コンセプトを遂行す

る上でも価値が高いことであるとしている。 

これらが、お茶の水女子大学における図書館内にラーニング・コモンズを設置する意義

である。 
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続いて、「３つのエリア構成」と「図書館内に設置」という同校の特徴を踏まえて、早稲

田大学戸山キャンパスへの還元方法を検討する。 

多目的利用できる３つのエリアという考え方は、スペースが限られている戸山キャンパ

スにおいても非常に有意義だと考えられる。提言内容が、新設、または、既存のスペース

改修のどちらにしても、限られたスペースしか確保出来ないことには違いない。従って、

デッドスペースを作ってしまうことは、非常にもったいないと考えられる。これに付随し

て、現在の戸山キャンパスにおいて既にデッドスペースと化している空間があるのではな

いかという視点も肝要である。そして、そのような空間がある場合には、ラーニング・コ

モンズへの応用という策も可能だろう。 

ただし、実際に多目的利用するか否かには注意深く検討する必要がある。現段階で、訪

問調査班が想定するラーニング・コモンズは、グループ学習が円滑に行える空間を指す。

仮に、お茶の水女子大学のような多目的利用を採用した場合、個人利用等を加味していく

ことになるため、その可否について一定の利用範囲を設ける必要性があるだろう。 

さらに、同校は多目的でありながら３つにエリアを分けている点で、グループ学習に必

要な環境が分散していると視られる。可動式の机と椅子は「キャリアカフェ」、PCは「ラー

ニング・コモンズ」というように分離している。ラーニング・コモンズとしている図書館

１階全体の空間を見れば、利便性の高い什器は整備されているものの、それらが結集した

時の機能性を果たしていない。これは、女子大であること、学生数が少ないことから学生

の学習習慣に小回りが利くという同校特有の状況が関係していると捉えられる。従って、

戸山キャンパスのような男女共学制であり、学生数の多い大学では、グループ学習の場に

利便性の高い什器が揃っていることが理想的であると推察する。 

図書館内であるか否かに関しては、前述した１点目の意義が、戸山キャンパスに還元す

る際に重要な要素となり得る。個人学習とグループ学習は連動することに加えて、グルー

プ学習でも書籍等の文献を使用する可能性がある。それ故、図書館内にラーニング・コモ

ンズが設置されるメリットはあると捉えられる。 

しかし、図書館内に設置するためには、蔵書スペースや個人学習のスペース、事務スペ

ース等の配分に関わる。仮に、既存の図書館を改修した場合、個人学習のスペースを削減

してグループ学習のスペースを拡張するという事態が予想されるが、それには個人学習ス

ペースの需要を吟味し、慎重に判断する必要がある。 

上記のような検討の結果、お茶の水女子大学の訪問調査を通して得られた「デッドスペ

ースの利活用」と「利便性の高い什器の結集」、「図書館内の設置（スペースに余裕がある

場合に限る）」が、戸山キャンパスにおけるラーニング・コモンズに還元できると考える。 

 

第６節 武蔵大学 （2013 年 12 月 19 日訪問） 

 武蔵大学は、アクティブラーニングの推進に関して日本でも屈指の実績を持つ。 

 訪問した他大学は、どちらかというとハード面主導でのラーニング・コモンズ整備を進
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めているところが多かったが、武蔵大学の場合は、ゼミ形式の少人数学習を中心としたカ

リキュラム改革がまずメインとなっており、そうした中で必要となる施設の整備を一体で

進めてきた。 

 現場のニーズを度外視して、いたずらに「派手」な施設をつくるだけのラーニング・コ

モンズ整備は、大学のイメージ戦略という面から見れば有効かもしれないが、学士課程教

育の実質化という本来の目的からは遠く隔たっていると言わざるを得ない。 

「施設ありき」ではなく、カリキュラム改革が施設整備に先行する武蔵大学におけるラ

ーニング・コモンズの整備状況を見ることによって、アクティブラーニングの推進にとっ

て「必要かつ十分」なラーニング・コモンズのあり方を考える上での示唆を得ることがで

きると考えた。 

 また、早稲田大学の現状を考えるに、施設の大規模な増改築を行うことはあまり現実的

とは言えないだろう。したがって、出来るだけ既存の施設を生かしながら、効率的にラー

ニング・コモンズの整備を進める必要がある。 

 そういった点から考えても、武蔵大学は非常に参考になる。武蔵大学では、少人数教室

内の什器の入れ替えや、図書館のゾーニングによって、大規模な改修を行うことなく、効

果的にラーニング・コモンズの整備を進めていた。 

さらに、ラーニング・コモンズを必ずしも図書館内部にあるべきものとして限定せず、

学生の利用しやすさを最優先にしながら、学内に広く遍在させている例としても参考にな

るだろう。 

 見学したのは、文科省の補助金で昨年に整備した「アクティブラーニング型教室」であ

る。 

従来型の演習室は、机がロの字に配置してあり、プロジェクターも設置されていたが、

ごく普通の会議室のような印象であった。ただ、部屋数が非常に多く、少人数学習に力を

入れていることがよく分かった。なお現時点で、授業外の利用は許可していない。 

 「アクティブラーニング型教室」は、従来型の演習室に、ゼミ形式の授業をより効果的

に行うために必要な什器を設置している。具体的には以下の四点が挙げられる。 

・可動式の机・いす 

・ホワイトボードと兼用できる可動式のパーテーション 

・スクリーンとしても使用できる壁面ホワイトボード 

・使いやすいプロジェクター 

 また、特に驚くような設備がなくても、これら４点が揃うことによって、ラーニング・

コモンズとしてかなりのニーズをカバーできるということは言える。 

 現時点では授業での利用に限られているものの、什器の高い可動性によって、従来の講

義形式の授業とアクティブラーニング型の授業の双方に利用できるという利点をさらに生

かすためにも、授業時間外に広く学生に開放することで、グループ学習用のラーニング・

コモンズとしても整備可能ではないかという示唆を得た。 
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 全体を通じての大きな課題は、教員の FDであるそうだ。 

 経済・経営系の教員は、アクティブラーニングの推進に対して積極的な傾向があり、企

業からの目を意識した授業作りを行っている教員も多いが、一方で、人文・社会学部の教

員の場合は、そうした傾向がやや弱いという。戸山キャンパスでは、教員の授業技術の向

上をどう図っていくかを検討すべきだろう。 
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第第第第４４４４章章章章    早稲田大学戸山キャンパスに向けての早稲田大学戸山キャンパスに向けての早稲田大学戸山キャンパスに向けての早稲田大学戸山キャンパスに向けての提言提言提言提言 

先述した通り早稲田大学では、アクティブラーニングの推進が「Waseda Vison 150」に

よって公式に決定されているため、ラーニング・コモンズに対する潜在的な需要も長期的

には増加することが予想される。 

 だが重ねて述べたように、現状では、戸山キャンパスにおけるグループ学習室等の整備

は十分に進んでおらず、今後増加するだろうラーニング・コモンズに対する需要に対応で

きる環境にはなっていない。従って、戸山キャンパスにおけるラーニング・コモンズの整

備は、今後ますますその重要性を増していくと言うことができるだろう。 

 そこで本章では、前章評価・検討した訪問調査の結果を踏まえ、早稲田大学戸山キャン

パスにラーニング・コモンズを設置するにあたっての提言を行う。 

 

第１節 ラーニング・コモンズの分類 

訪問調査班では、全国７大学（早稲田大学、大阪大学、同志社大学、大正大学、明治大

学、お茶の水女子大学、武蔵大学）で行った訪問調査を踏まえ、ラーニング・コモンズの

類型を以下のように分類することとした。 

 早稲田大学戸山キャンパスに設置するラーニング・コモンズのあり方について検討する

に先立って、ここではその類型について詳細に見ていきたい。 

 

１． 大規模改修型⇔既存施設利用型 

 ラーニング・コモンズに特化した新棟の建設や、図書館の立替を含む大規模な改修を行

う場合、ハード面は充実するものの、資金面の負担は大きなものとなる。 

 一方で大規模改修を避け、できる限り既存の施設を利用する場合には、予算は抑えるこ

とができるものの、施設の規模や導入できる機材などについての制約が多くなる。 

 訪問した大学では、同志社、大正、明治が「大規模改修型」に、早稲田、お茶の水女子、

大阪、武蔵が「既存施設利用型」にそれぞれ分類される。 

 

２． ハード面主導型⇔カリキュラム面主導 

 先に述べたように、ラーニング・コモンズの稼働率を上げるためには、そもそもラーニ

ング・コモンズを積極的に必要とするようなカリキュラム、つまりアクティブラーニング

の推進が欠かせない。 

 もちろん、充実施設の存在が、新たな学びのスタイルを促進、定着させるという可能性

にも目を向ける必要はあり、ハード面主導の改革・改善が一概に否定されるべきものでな

いことは明らかである。 

 だが、ハード面主導のラーニング・コモンズ整備を進めていた大学の多くは、充実した

最新鋭の設備が、学生および教員に十分に活用されない点を課題として挙げていた。 
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このことからもわかるように、ラーニング・コモンズをより充実したものとするために

大切なことは、設備そのものの充実度というよりもむしろ、そうした施設の利用を促進す

るような学びのあり方なのである。 

訪問した大学のうち、「カリキュラム面主導」のラーニング・コモンズ整備を進めていた

大学としては、特に武蔵大学の名前を挙げることができるだろう。 

 

３． 図書館一体型⇔学内遍在型 

 ラーニング・コモンズが近年に入って特に脚光を浴び始めた背景には、どこからでもア

クセス可能なデジタル情報媒体などの普及によって、大学図書館の存在意義が改めて問わ

れるようになったという事実がある。よって、多くのラーニング・コモンズは、大学図書

館改革と一体となって整備が進められてきた。 

そのため、ラーニング・コモンズといえば、あたかも図書館内にあるのが当然であるか

のようなイメージが一部で定着しつつあるが、実際には、学生の「学び」をより充実する

ために最適な場所に設置すべきであり、常に図書館と一体である必然性はない。 

特に、「学生の利用しやすさ」を重視した場合には、むしろ学内に広く遍在させるという

選択肢も考えられる。 

訪問した各大学では、その多くが図書館一体型もしくは、図書館とは独立したラーニン

グ・コモンズを一か所に集約させた形態をとっていたが、改めて「学生にとっての利用し

やすさ」や「学びの充実度」という観点から、最適な施設のあり方柔軟に考えることが大

切だろう。 

 

第２節 ラーニング・コモンズを成立させる什器・機材について 

 訪問調査を踏まえ、訪問調査班では特にラーニング・コモンズを成立させるために必要

かつ十分な什器・機材として、以下の３つを提案することとした。 

 

・可動式の椅子および机 

・可動式のパーテーション兼ホワイトボード 

・プロジェクターおよび、ホワイトボード兼用のスクリーン 

 

 これらの３つは、訪問したいずれの大学でも設置されており、十分に活用されていた。

また、アクティブラーニングの推進に力を入れている武蔵大学でも、これらの３つを中心

にラーニング・コモンズの整備を行っていたことから、特に重要度の高い什器・機材であ

るといえる。 

 

第３節 早稲田大学戸山キャンパスに向けた提言 

 以上の内容をもとに、訪問調査班では、早稲田大学戸山キャンパスにラーニング・コモ
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ンズを設置するにあたって次のような提言を行う。 

  

１． 概要 

早稲田大学戸山キャンパスにおいては、空き教室を、グループ学習時に利用可能なラー

ニング・コモンズとして整備すべきである。 

この提案が持つ最大の特徴は、通常時には、従来型の一斉講義でも使用可能であり、授

業が行われていない空き時間帯には、グループ学習用のラーニング・コモンズとして使用

できるという点にある。 

こうしたラーニング・コモンズの在り方を、ここでは「マルチユース型（以下 MULC 型）」

のラーニング・コモンズ呼びたい。 

まずは試験的に１～３程度の教室を「MULC 型」に改装し、利用状況を参考にしつつ、必

要に応じて部屋数を増やしていくのが現実的だろう。 

また、改装する教室の収容規模は、30～40 名程度が良いと思われる。後述するように、

一斉講義での使用時とグループ学習での自主利用時とでは、什器の配置を変更する必要が

あるため、あまり大規模な教室では手間が余計にかかってしまう恐れがある。 

なお、必要となる什器・機材は、第２節であげた３つに加え、ラーニング・コモンズの

利用状況をインターネット上で確認出来るシステムの設置も提案する。このシステムは、

現在、戸山キャンパスの PC ルームでも導入されているような、学生に対して教室が解放さ

れているか否かをインターネット接続できるデバイスで簡単に確認できるシステムのこと

を指す。 

従って、早稲田大学戸山キャンパスにおけるラーニング・コモンズに必要な設備は、①

可動式の椅子および机、②可動式のパーテーション兼ホワイトボード、③プロジェクター

および、ホワイトボード兼用のスクリーン、④利用状況確認のためのオンラインシステム

である。 

①は、グループの人数に合わせて椅子を配置、組み合わせることが可能である。椅子の

不足や机の面積不足を招くことが無いため、非常に利便性が高い。 

②は、他グループとの境界線をはっきりさせると同時に、メモをとり、話し合いを整理

するためのツールとして、単なる仕切りに留まらない役割を持つ。議論を書き込んでいく

とホワイトボードが埋まってしまいがちだが、パーテーションにも書き込みが可能となれ

ば限られた空間の中でも最大限に活用することができる。 

③は、PC にあるコンテンツをグループ内で同時に共有する役割を果たす。スクリーンを

別に設置してしまうと、スペースと予算の問題が生じることから、ホワイトボードとの兼

用が望ましい。また、兼用とすることで、ホワイトボードに投影した PCの映像に書き込み

をすることも出来るだろう。 

④は、いつでも、どこにいても利用状況を容易に確認できる。授業利用であるか、解放

されているか、また什器や機器の空き状況はどうかが把握でき、有用性が高い。 
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以上、４点が「MULC 型」ラーニング・コモンズに必要な環境である。 

 

 

ラーニング・コモンズ イメージ図 

 

２． 提言理由 

すでに前提においてみたように、早稲田大学では「カリキュラム面主導」のラーニング・

コモンズ整備が可能である。 

また現状では、用地の確保や資金面から考えて、「大規模改修型」よりも「既存施設利用

型」でのラーニング・コモンズ整備を行うほうが、より現実的であると言えるだろう。 

さらに、図書館の稼働率は、特に試験期間などを中心として非常に高い状態が続いてお

り、個人利用のスペースをグループ学習用に転用することは難しいと思われる。加えて、

可動式ホワイトボード可動式ホワイトボード可動式ホワイトボード可動式ホワイトボード 

（仕切りとしても利用可）（仕切りとしても利用可）（仕切りとしても利用可）（仕切りとしても利用可） 

ホワイトボードの壁ホワイトボードの壁ホワイトボードの壁ホワイトボードの壁 

（プロジェクタの映写可能）（プロジェクタの映写可能）（プロジェクタの映写可能）（プロジェクタの映写可能） 

プロジェクタプロジェクタプロジェクタプロジェクタ 

可動式の机と椅子可動式の机と椅子可動式の机と椅子可動式の机と椅子 
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哲学コース等の文献調査と個人学習を要する学習形態に対応するためにも、図書館の個人

利用スペース削減は厳しいだろう。 

このことからも、「図書館一体型」ではなく、「学内遍在型」での整備が望ましいと考え

られる。 

そして、「学内偏在型」によって、学生が今いる場所から最も近いラーニング・コモンズ

を利用できるようになれば、現在、グループ学習の場として利用されているカフェテリア

や 36 号館 2 階ラウンジが本来の機能（食事、休憩等）を果せるようになると期待できる。 

以上のように、早稲田大学戸山キャンパスには、「既存施設利用型」「カリキュラム主導

型」「学内遍在型」のラーニング・コモンズが好適であると言える。 

 

３． 「MULC 型」ラーニング・コモンズの整備から想定されるメリット 

 「MULC 型」のラーニング・コモンズの整備から想定されるメリットは、次の３点である。 

 

（１） 様々な利用形態に対応できるため、施設としてのロスが少ない 

空き時間帯にラーニング・コモンズとして利用されるだけでなく、通常授業にも利用

できるので、ラーニング・コモンズを完全に独立して設置するよりも、スペース面での

ロスが少ない。 

また、通常授業時も、机の配置を変えることによって、従来型の一斉講義からアクテ

ィブラーニング型の授業まで、幅広い授業形態に対応可能である。 

 

 （２） 予算を抑えられる 

  大規模改修型に比べて予算を低く抑えられる。参考までに、武蔵大学では、訪問調査

班が提案する什器と同様のものを導入した 40 人教室の整備を 2012 年度に行ったが、総

工費は一室当たり約 700 万円前後であった（施工費、機材費用含む）。 

  なお導入した什器は、椅子・机 40台、プロジェクターおよびスクリーン 5台、パーテ

ーション兼用ホワイトボード 10 枚であった。 

 

（３） 気軽に利用しやすい 

  学内に遍在させることによって、学生の利用しやすさは向上するだろう。 

  また、利用状況のオンラインシステム化によって、どこの教室が解放され、空いてい

る状況なのかが瞬時に把握できるため、さらに利便性は向上すると思われる。 
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おわりにおわりにおわりにおわりに 

訪問調査班は、戸山キャンパスに適した学びの空間を模索・提案することを本研究の目

的とした。その背景には、早稲田大学が掲げる「Waseda Vision 150」においてアクティブ

ラーニングが推進されているにもかかわらず、戸山キャンパス内には効果的なグループ学

習を行う場所が不足しているのではないか、という問題意識がある。 

そこで、アクティブラーニングを推進することができるラーニング・コモンズという学

びの場に着目し、ラーニング・コモンズの研究をするに至った。 

ところが、ラーニング・コモンズの研究の歴史はまだ浅く、先行研究の数も少ない。そ

のため、実際にラーニング・コモンズを設置している大学に赴き、自分たちの目と耳で現

状と課題を把握するという手段を採った。訪問先として早稲田大学の他に、大阪大学・お

茶の水女子大学・大正大学・同志社大学・武蔵大学・明治大学の 6 つの大学を選定し、本

報告書の第３章で述べた通り戸山キャンパスへの還元方法を探った。 

そして、上記のような調査・研究を通して、早稲田大学戸山キャンパスにおけるラーニ

ング・コモンズに関する提言を第５章で示した。本研究の最大の目的である戸山キャンパ

スへの提言を述べる前に、ここで再度、提言内容の流れを振り返る。 

訪問調査の結果から、「学生にとっての利用しやすさ」や「学びの充実度」という観点で、

最適な施設のあり方を柔軟に考えることが肝要であることが分かった。そこで、戸山キャ

ンパスは、「既存施設利用型」「カリキュラム主導型」「学内遍在型」のラーニング・コモン

ズが好適であると判断し、我々は、空き教室を利用した「マルチユース型」のラーニング・

コモンズを考案した。「マルチユース型」ラーニング・コモンズには、グループ学習を円滑

に行うための什器・機材として以下の４点を揃えることが必須である。 

・可動式の椅子および机 

・可動式のパーテーション兼ホワイトボード 

・プロジェクターおよび、ホワイトボード兼用のスクリーン 

・利用状況確認のためのオンラインシステム 

従って、これらを完備した「マルチユース型」ラーニング・コモンズの設置が、早稲田大

学戸山キャンパスに最適であることを提言し、訪問調査班が進めてきた本研究の結果とす

る。 

 残された課題としては、人的支援をどのように推進していくのかという点が挙げられる。

今回、訪問調査を行った大学では様々な人的支援が行われていたが、早稲田大学において

人的支援が必要とされるのか、必要とされるのであればどのような支援が望まれるのか、

という点については言及することができなかった。 

また、本研究では戸山キャンパス内に研究対象を絞ったが、「Waseda Vision 150」で示

されているように、将来は早稲田大学全体でアクティブラーニングの推進が行われる。し

かし、早稲田キャンパスのラーニング・コモンズも充実してるとは言い難い。加えて、学
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部数や学生数の多さから、戸山キャンパスとは特色の異なるラーニング・コモンズの設置

が見込まれると推測する。従って、今後大学全体としてどのような体制を整えるべきなの

かという課題が挙げられる。 

これらの課題へのアプローチがなされ、早稲田大学に最適なラーニング・コモンズの十

分な整備が進むことを期待し、今後の動向を見守りたい。 
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巻末資料巻末資料巻末資料巻末資料 

※写真は全て訪問時に班員が撮影したものを使用。 

 

①大阪大学 

【大学概要】 

・ 大阪府吹田市に本部を置く日本の国立大学である。 

・ 明治から昭和にかけて帝国大学として設立された、いわゆる旧帝国大学であり、国立大

学の中でも東京大学、京都大学に次いで選抜性が高い大学である。 

・ 学部構成は、文学部、人間科学部、外国語学部、法学部、経済学部、理学部、医学部、

歯学部、薬学部、工学部、基礎工学部の 11学部。 

・ 吹田キャンパス、豊中キャンパス、箕面キャンパスの 3キャンパスを持つ。 

 

【ラーニング・コモンズ概要】 

・ ラーニング・コモンズが設置されているのは豊中キャンパスである。 

・ 2008 年に耐震工事の予算がおりる（床が蔵書増刷に耐えられなくなったため） 

・ →当時の館長のアイディアでラーニング・コモンズへ 

・ （副学長が館長を兼任しており、権限大。トップダウンの形。） 

・ 「自由な発想」が設立当初の理念…利用の多様性とアクティブラーニングの推奨。 

・ グローバル・コモンズは「国際性」「学びのスタイルの更なる多様化」を目指してラー

ニング・コモンズを強化する形で 2012 年より設置。 

・ 年間 81 万人の利用者（設置前の 1.5 倍） 

 

 

【エリア・什器・機材解説】 

・ 阪大のラーニング・コモンズは大きく分けて 2種類ある。ラーニング・コモンズとグロ

ーバル・コモンズである。 

・ →ラーニング・コモンズ(2009/6～)…テーブル・椅子を自由に配置し、ホワイトボード

やパソコンを利用して、好みのスタイルにあわせた学習空間を作り出すもの。 
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グローバル・コモンズ（2012/11～）…本学の教育理念の一つである「国際性」をサポ

ートすると同時に、授業内外での学びに対応する「学びのスタイルの多様化」を実現

する。従来のラーニング・コモンズを強化する形。世界の新聞閲覧機能やプレゼン設

備の設置、電子黒板の設置。 
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世界の新聞が読める端末 

 

 

タッチパネル式の机 
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電子黒板 

 

 

柱に設置されたホワイトボード 
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②同志社大学 

【大学概要】 

・ 京都府京都市上京区にキャンパスを構える私立大学。 

・ 1875年に新島襄が創立した同志社英学校を前身としている。1920年に大学令に基づき、

大学となった。 

・ 建学の精神は「良心教育」であり、これは新島の「人は宗教的教育により良心を育み、

ようやく人間となる」という信念に基づいている。 

・ 学部構成は、神学部、文学部、社会学部、法学部、経済学部、商学部、政策学部、文化

情報学部、理工学部、生命医科学部、スポーツ健康科学部、心理学部、グローバル・コ

ミュニケーション学部、グローバル地域文化学部 

 

【ラーニング・コモンズ概要】 

・ ラーニング・コモンズは 2階建てとなっており、目的ごとに空間が分けられている 

 

【エリア・什器・機材解説】 

（※訪問時に頂いたパンフレットを参照。） 

 

2F 

・ エントランス 

エントランスにはインフォメーションカウンターが設置されており、館内案内とデジ

タルビデオカメラなど機器の貸し出しが行われている。 
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（写真上）エントラス付近。館内の中央に設置してある画面には、館内での注意事項や学

生に向けたイベントの告知などが掲載されている。 

（写真下）ラーニング・コモンズ 2 階の入り口付近に設置してある、PC ロッカー。館内で

使用するパソコンはこの PC ロッカーから学生証を使って借りる事が可能。 

 

・ グループワークエリア 

少人数で使用できる机（台形や四角い机あるいは勾玉型の机など）や椅子、可動式の

ホワイトボードが多く設置されている。用途にあわせて配置を変えることができるため、

様々な空間を展開することができる。 

机をつなげて少人数でグループワークを行ったり、プロジェクターや天井吊り具を使

い、ポスターセッションを行ったりすることができる。 
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（写真上）学生たちは、グループワークを行う際には机をつなげたり、自習する際には机

を離すなどして、各自の用途に合わせて自由に配置を変えていた。 

（写真下）仕切りのある場所では、グループワークが行われていた。壁についているホワ

イトボードは取り外しが可能であり、自由に壁にかけることができる。 

 



37 

 

 

 

（写真上）畳型の台座も用意されており、全て寄せると 8 畳間に様変わりする。普段のグ

ループワークでの使用はもちろん、留学生向けのイベントを開催することも可能。 

（写真下）入口付近にいる Technical Adviser。機器の使用方法を相談することができる。 
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・ インフォダイナー 

短焦点のプロジェクターと白板のあるファミリーレストラン風のボックス席。壁に P

C の画面を映しながら、白板に書き込めるデジタル＆アナログのボードがある。プロジ

ェクターの代わりに、プラズマディスプレイを備えたボックス席もある。 

 

 

（写真上）PCの画面をホワイトボードに映しそこに書き込むことで、話し合いが活発に。 

（写真下）6人が座っても広々と使える、ゆったりとしたスペースとなっていた。 
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・ グローバルビレッジ 

大きな画面で海外放送（世界 170 局）をみながら、情報交換ができるスペース。留学

生と交流を測ることが可能。このエリア内に設置されたカウンタースペースでは、日本

語の使用が禁止されている。また、留学に関する知識を有した就学コーディネーターが

常駐しているため、いつでも気軽に留学相談が行える。 

訪問当日は留学生の姿を見ることはできなかったが、ここでもグループワークなどが

活発に行われていた。 

 

 

3F 

・ アカデミックサポートエリア 

常駐するインストラクターやチューターが個人やグループに対して、発想法やライテ

ィング、プレゼン方法や資料の見つけ方などをアドバイスするという態勢が整っている。 
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（写真上）常駐しているインストラクター達。しきりは透明になっており、学生から姿が

見えるようになっていた。訪問当日は指導を行っている姿を見ることはできなかったが、

様々な分野に対応したスタッフの多さに驚いた。 

（写真下）個別に相談が行えるように、仕切りがほどこされた空間。訪問当日は、グルー

プワークを行っている学生たちがおり、空間が有効活用されていると感じた。 
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・ プリントステーション 

計画書等の書類はもちろん、ポスターセッション様の大判ポスターの出力も可能。ま

た、クラス Tシャツや名刺などの作成にも対応していた。 

 

 

（写真左）様々な大きさに対応したコピー機。 

（写真右）ゼミごとに作成された Tシャツが展示されていた。 
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・ マルチメディアラウンジ 

専属スタッフが常駐している編集スタジオ。プレゼンのための画像・動画編集など、

デジタル技術を手軽にマスターすることが可能。 

 

 

・ ワークショップルーム 

可動式の机と椅子が設置してある。アカデミックスキルの講習会が実施されたり、ゼ

ミなどでワークショップを実施することが可能。イベントがない日は自習スペースとし

ても使用できる。 
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（写真上）オープンタイプのスペース。大人数でのイベントを行うことが可能。透明ガラ

スで仕切られているため、外からイベントの様子を伺うことができる。 

（写真下）クローズドタイプのスペース。HD カメラや各種マイクを使用した収録ができ、

エフェクト機能の仕様も可能。最新機器がそろっているものの、利用している学生は少な

いという。 

 

・ グループスタディルーム 

可動式の椅子、机、ホワイトボード、電子黒板が設置された部屋が 7つ用意されてい

る。7 つある部屋はストリングカーテンを開けると、広い空間としても使用可能。少人

数から大人数まで、様々な使い方が可能。 
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（写真上）このような部屋が 7つ横並びに設置してある。 

（写真下）各部屋には設置してあるホワイトボードは大きく、仕切りとしての役目も果た

している。 

 

 

机と椅子を動かし、講義形式にして使用している一例。仕切りが透明であるため、外光が

入り開放的であった。講義が終わると、学生たちは机と椅子を元の位置に戻していた。 
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③大正大学 

【大学概要】 

・ 東京都豊島区西巣鴨にキャンパスを構える私立大学である。 

・ 1926 年設立。発足は 1925 年、天台宗大学・豊山大学・宗教大学の合併による。後に智

山専門学校も加わる。 

・ 建学の精神は、仏教の基本思想である「智慧と慈悲の実践」。建学の精神に基づいた教

育ビジョンは、慈悲・中道・自灯明・共生に象徴される「4つのひととなる」。 

・ 学部構成は、仏教学部・人間学部・文学部・表現学部の 4学部。 

 

【ラーニング・コモンズ概要】 

・ 巣鴨キャンパス 7号館 2階（2010 年設置） 

・ 運営主体は教学支援部（図書館ではない） 

・ 2009 年の学生満足度調査の結果より明らかになった、学内に居場所がないと感じている

多数の学生の存在を問題視し、これに対応するための場所を創ろうという動きから設置

された。 

・ 飲食をしながらコミュニケーションや学習を出来る場としてラーニング・コモンズを設

置する方針へ。 

・ 創立 90 周年に向けたキャンパス整備計画による 7 号館の新設が決まったことから、図

書館外へ設置することになった。 
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・各学部棟にある学部の学習形態に合わせて整備された閲覧室。 

 

表現学部の閲覧室。デザインや設計をするために、Mac の PC を設置している。 
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仏教学部の閲覧室。専門書が蔵書され、机・椅子も整備されている。 

 

 

人間学部の閲覧室。教室、グループ学習空間、教授室が１フロアに集約されており、ワン

ストップな学習スタイルを可能としている。 

 

④明治大学 

【大学概要】 
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・ 東京都千代田区神田に本部を置く私立大学。 

・ 1881 年に岸本辰雄、宮城浩蔵、矢代操によって設立された明治法律学校を前身とする。

1903 年における専門学校令により、明治大学と改称された。 

・ 学部構成は、法学部、商学部、政治経済学部、文学部、理工学部、農学部、経営学部、

情報コミュニケーション学部、国際日本学部、総合数理学部の 10 学部。 

・ 駿河台、和泉、生田、中野の 4キャンパスを持つ。 

 

【ラーニング・コモンズ概要】 

・明治大学和泉図書館は 4階建てある。 

 

【エリア・什器・機材解説】 

1F 

・エントランス・エントランス・エントランス・エントランス    

  授業間の休み時間には、ここに行列ができていた。館内には随所にデジタルサイネー

ジ（写真下）が設置されており、学生は様々な情報を得ることができる。 
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・サーチアシスト 

サーチアシストは、文献調査の方法、レポートの書き方の指導、読書案内などに対応

している。 
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2F 

・コミュニケーションラウンジ 

  写真の様な、カラフルでポップな椅子が配置され、気軽にお喋りができる空間になっ

ている。 
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・共同閲覧室 

  1 室の中に複数のグループが滞在する。可動式の椅子、机、ホワイトボードを自由に組

み合わせて利用できる。 
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・グループ閲覧室 

  空室、使用状況をシステム化し、画面で確認できるようになっている。また、部屋の

前にも利用状況が表示される画面があり、どこのグループが利用しているかも分かる。 

 

 

 



53 

 

3F 

・閲覧席、電卓室 

  隣席との仕切りが設けられた閲覧席（左、写真は 4F）や電卓室（右）など、利用者へ

の細かな気配りが窺える。 
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⑤お茶の水女子大学 

【大学概要】 

・ 東京都文京区にキャンパスを構える国立大学である。 

・ 1875 年、東京女子師範学校として創立。日本で初めての女性に特化した高等教育機関だ

った。後に、東京師範学校と合併し、1949 年には、国立学校設置法の施行により、お茶

の水女子大学となった。 

・ 付属幼稚園・小学校・中学校・高等学校を設置している。 

・ 少人数制による専門教育と「21 世紀型文理融合リベラルアーツ教育」を特色としている。 

・ 学部構成は、文教育学部、理学部、生活科学部の 3学部。 

 

【ラーニング・コモンズ概要】 

・付属図書館 1階（2007 年 4 月設置） 

・運営主体は付属図書館 

・2006 年、学長裁量経費により図書館内の改修を行った。これまで学内の研究センターに 

貸間貸しし、各教員の研究個室などに細かく仕切られていた空間を、構造壁以外全て取

り除いてラーニング・コモンズのためのスペースを確保した。 

・付属図書館が掲げる『附属図書館は時間と空間を越える知的交流の場であり、次世代の

知を創造し発信する学術情報基盤として機能する。』という理念の下、単なるパソコン利

用スペースとしてではなく、「21 世紀型文理融合リベラルアーツ」を支える学生のための

共同コミュニケーションスペースを目的としている。 

 

【エリア・什器・機材解説】 

・ラウンジ 

週刊誌や情報誌が置いてあるくつろぎスペース。ソファー的な椅子、大人数用の広い

机（可動式でない）あり、ピアノコンサートも行われる。 
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・キャリアカフェ 

コーヒーを飲みながら話すことのできるグループ学習空間。講演会などのイベント企

画が開催され、特設キャリアセンターのようなデスクがある。可動式机と椅子が整備され

ているが、グルーが学習“室”みたいに部屋ではなく、オープンスペースである。 
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・ラーニング・コモンズ 

常設 PC と持ち込み PC 利用ができるスペース。PC は窓際に並べられているが、隣との

距離がかなり近い。荷物置き用のカゴを設置する等して対応している。また、学生証を

読み取りログインすることができるカードリーダーの設置されている。 
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⑥武蔵大学 

【大学概要】 

・東京都練馬区豊玉上にキャンパスを構える私立大学。 

・東武鉄道の創業者でもある根津嘉一郎によって 1922 年に設立された旧制七年制高等学校

である旧制武蔵高等学校を前身とする。戦後、新制大学として発足する際、経済学部と

医学部進学課程（1962 年廃止）の構成で出発。その後、1969 年に人文学部を増設、1998

年に社会学部が設置され、現在は 3学部 2研究科を有する文科大学である。 

・ゼミを中心とした少人数教育に力を入れており、きめ細やかな指導とその教育力の高さ

は全国的にも評価されている。 

 

【ラーニング・コモンズ概要】 

・アクティブラーニング型演習室（2室） 

・文科省による支援事業「平成 24年度私立大学教育研究活性化設備整備費補助金」交付に

より、2013 年 4 月に設置。アクティブラーニング型の授業に適した教室を確保するため、

従来の演習室に、最新式の什器を導入した。 
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従来型のゼミ室 

 

【什器・機材解説】 

一人用キャスターつきのテーブルと椅子。ホワイトボード兼用スクリーン、ホワイトボ

ード型パーテーション、テーブルホワイトボードを整備している。長焦点プロジェクター1

台、超短焦点プロジェクター4 台、AV 機器（BD、ビデオ、書画カメラ）無線 LAN 経由のプ

ロジェクター投影機器、ノート PC4 台も完備し、利用形態に合わせて使用できる。 

 

整備後のアクティブラーニング型教室。 

可動式の椅子および机、パーテーションと兼用のホワイトボードがある。 
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プロジェクター用のスクリーンとしても使用できるホワイトボード 


