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九州大学附属図書館

•中央・理系・医学・芸術工学・筑紫の
5館体制

•平成30(2018)年10月
伊都キャンパスへの移転完了
新中央図書館グランドオープン

•組織改編により
学術サポート課 学習・研究支援係を新設
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https://guides.lib.kyushu-u.ac.jp/

Cute.Guides （きゅうとガイド）

第5回 図書館レファレンス大賞 利用促進を図る取り組みの事例

https://guides.lib.kyushu-u.ac.jp/
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九州大学附属図書館
Webサイト トップページ



Cute.Guides の位置づけ
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図書館TA(Cuter)と協働したガイド作成

•全学生を対象とする、正課外での学習等の
教育支援業務を行うティーチング・アシスタント

•大学院生16名が活動中 [令和元(2019)年10月現在]
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125/173点 がCuter作成ガイド

[平成31 (2019)年3月31日現在]



Cuterの専門分野を解説したガイド
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★音響生が解説！

立体音響ってなに？

Cuter作成

https://guides.lib.kyushu-u.ac.jp/stereophony/stereophony_history

図書館TA(Cuter)
各自の

専門分野や関心を
生かしたガイド

https://guides.lib.kyushu-u.ac.jp/stereophony/stereophony_history


資格や進路に関するガイド
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★理系でも獲れた！
独学でTOEICを900点
まで上げる方法

Cuter作成

https://guides.lib.kyushu-u.ac.jp/rikei_TOEIC

Cuterと
会話しているような
親しみやすさと

臨場感

https://guides.lib.kyushu-u.ac.jp/rikei_TOEIC


図書展示に関するガイド

10https://guides.lib.kyushu-u.ac.jp/cuters_selection_books

Cuter本棚～九大図書館で
読めるオススメの一冊～

図書館職員・Cuter合作

リアル＆バーチャル
読書案内

https://guides.lib.kyushu-u.ac.jp/cuters_selection_books


図書館利用に関するガイド

文献のコピー・九大にない本を取寄せる

図書館職員作成

狩野亨吉と九州大学

図書館職員作成

https://guides.lib.kyushu-u.ac.jp/kano
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https://guides.lib.kyushu-u.ac.jp/illrequest

https://guides.lib.kyushu-u.ac.jp/kano
https://guides.lib.kyushu-u.ac.jp/illrequest


学習・研究スキルに関するガイド

判例の探し方～はじめの一歩～

https://guides.lib.kyushu-u.ac.jp/law/hanrei

図書館職員作成
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図書館職員作成のガイド
↓

対面での質問対応
オンデマンド講習会等

日常的に活用

https://guides.lib.kyushu-u.ac.jp/law/hanrei


ガイドの質を保証する取り組み

レビュープロセス （例）「私の卒論ができるまで」シリーズ
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1. 構成メモ作成 全館のCuter担当係で確認

2. LibGuidesの操作方法・ガイドラインを確認

3. LibGuidesの作成者プロフィールを編集

4. ガイド執筆

5. 第一次査読 全館のCuter担当係で確認

6. デザイン調整

7. 第二次査読 学習・研究支援係で確認

8. 第三次査読 全館のCuterおよび担当係で確認

9. 最終査読 学習・研究支援係で確認

10. ガイド公開 公開後も定期的な内容チェック



ガイドの質を保証する取り組み

Cute.Guides大賞

対象とする期間内に図書館TA(Cuter)が
新たに作成したガイドの中から
図書館TA(Cuter)および図書館職員に
よる投票で優秀作を選定し、表彰を行う
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★英語論文の読み方Cuter作成

https://guides.lib.kyushu-u.ac.jp/paper_reading

平成30年度 Cute.Guide大賞 最優秀賞

Cute.Guides大賞を受賞したガイドには

タイトルの冒頭に★を表示

https://guides.lib.kyushu-u.ac.jp/paper_reading


ガイドの質を保証する取り組み

Cute.Guides大賞 実施のメリット
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ガイド作成や、Cuterとしての業務に対する
モチベーションが向上する

良いガイドに対する評価を図書館職員とCuterが
共有することで、ガイド作成の指針となる

良いガイドが量産されることで、アクセス数の
高いガイドが増える
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Cute.Guides の成果・効果

1. アクセス数の増加

H26年度→H30年度

ガイド点数 約2倍
アクセス数 約8倍



Cute.Guides の成果・効果
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2. 内容に対する高い評価

科学技術振興機構 研究公正ポータル
医学系Cuter作成の『はじめての実験ノート』が、研究不正防止対策
の参考教材としてリンクされる
https://www.jst.go.jp/kousei_p/efforts_national_univ.html

現代図書館情報学シリーズ『改訂 情報サービス論』
LibGuidesを使用した国内先行事例として取り上げられる

国立国会図書館 カレントアウェアネス 動向レビュー
「ウェブ上で提供される調べ方案内の展開」として紹介される
https://current.ndl.go.jp/ca1962



最新の取り組みと今後の展望

• 令和元(2019)年7月開始

• 152件のガイドへのリンクを一括登録、
新たに公開するガイドも随時追加

• "調べ方マニュアル"への一括登録は
国立大学で初
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http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=man_view&id=2000026313

レファレンス協同データベースとの連携

http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=man_view&id=2000026313


最新の取り組みと今後の展望

レファレンス協同データベースでの利用状況
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• アクセスの多いガイド(2019.07～10）• アクセス件数

2019.07 4,199

2019.08 900

2019.09 1,036

2019.10 1,554

① 失敗から学ぶプレゼン小技集

② 九州にまつわる民話や伝説に関する本を読んでみよう！

③ 안녕하세요！はじめてのハングル

① ★微生物の世界（検査専攻向き・細菌編）

② 触れてみよう！漢方医学と漢方薬

③ IF/CIの調べ方 -Web of ScienceとJournal Citation 
Reportsを中心に-

Cute.Guide全体でアクセスの多いガイド



最新の取り組みと今後の展望
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一般市民の生涯学習や
地域の課題解決に

一層活用

九州大学附属図書館の
学習・教育支援

Cuterの活動成果

能動的な
レファレンスサービスの

拡充へ



みなさまのレファレンスサービスにも

お役に立てば幸いです
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ありがとうございました
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