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報告

九州大学附属図書館における新たな広報戦略の検討
斎藤 未夏 † 林 豊 ‡ 上土井 宏太 § 岩﨑 崇宏 ** 斎藤 友利子 ††
<抄録>
九州大学附属図書館では，広報物の見直しに端を発して，九州大学附属図書館の広報戦略について検討・策定
することを目的に，広報戦略検討チームを時限付きで設置した．
広報戦略の検討にあたっては，まず，広報活動の現状を把握して課題を明確化した．次に，それらの課題を踏
まえ，目指すべき図書館像を確認するとともに，その実現に向けた広報戦略の核となるものとして「九州大学附
属図書館のブランドアイデンティティプリズム（案）
」を策定した．最後に，ブランドアイデンティティプリズム
を実践する方策と体制について提案した．
<キーワード> 図書館広報，広報戦略，ブランドアイデンティティプリズム
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や各種出版物（例えば「九州大学附属図書館年報」[5]
）等のいわゆる「広報メ
九州大学附属図書館（以下，
「当館」という）では， や「きゅうと NEWSLETTER」
ディア」による情報発信のみならず，人（職員）や製
主要な広報刊行物「きゅうと NEWSLETER」[1]のあり
品，サービス，施設等，あらゆる利用者との接点が広
方の見直しに端を発して，
「きゅうと NEWSLETER」
報活動の機会として捉えられる．
を含め当館の広報戦略全体を検討・策定することを目
検討チームで当館における現在の各広報活動を洗い
的に，広報戦略検討チーム（以下，
「検討チーム」とい
出したところ，それらが当館の目指す方向性を意識せ
う）
が 2019 年 1 月から 3 月の間，
時限的に設置された．
検討チームは利用者サービス課長ほか 4 名からなる． ずに行われているということが見出された．接点によ
って「図書館」のイメージが異なることは利用者に混
少人数で，短期間で成果物を提出することを求められ
乱を与え，広報のメッセージ性を弱くする．
「九州大学
たため，計 4 回のミーティングの他に，情報共有・意
附属図書館」というブランドとしての一貫性を確保す
見交換に Slack[2]，報告書の作成に Office365[3]の共同編
ることが全般的な課題である．
集機能を活用した．

1. はじめに

本稿では，検討チームによる，当館の広報戦略の検
討結果について報告する．

2. 九州大学附属図書館における広報活動
2.1. 広報活動の現状と全般的な課題
広報活動とは，当館と利用者との双方向のコミュニ
ケーション活動である[4]．即ち，図書館ウェブサイト

2.2. コミュニケーション接点に関する課題
当館と利用者とのコミュニケーション接点について
分析したところ，
それらに関する利用者の評価，
即ち，
それらにより伝達した（つもりの）情報が実際に利用
者に届いているか，また，伝達の手段やタイミングは
的確かといった点を把握できていないことが大きな課
題として浮上した．広報活動が当館と利用者との双方
向のコミュニケーション活動である以上，その評価は
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図 1 コミュニケーション接点のコスト（労力・費用）と訴求力

両者の視点から行われる必要がある．
しかし，検討チームに与えられた時間が限られてい
ることから，今回は分析の第一段階として，当館の視
点からに限定して評価を行うこととした．まず，コミ
ュニケーション接点を可能な限りリストアップした上
で，それらをコスト（労力）
，コスト（費用）
，利用者
への訴求力の点から評価した．さらに，その結果をバ
ブルチャートにより可視化したところ（図 1）
，以下の
3 つの課題があることが確認された．
① 「きゅうと NEWSLETTER」のあり方
「きゅうと NEWSLETTER」は，当館図書館報「図
書館情報」[6]のリニューアル誌として 2006 年 12 月に
創刊された．発行にあたっては，現在，デザインおよ
び印刷を業者に発注しているため 1 号当たり 10～15
万円程の印刷費用を要するとともに，職員がかなりの
時間をかけて記事作成にあたっている．当初は年 4 回
程度発行していたが，2016 年度以降，コスト削減のた
め回数を抑えたことにより，情報の即時伝達性が低下
した．
加えて，これまで 4 月発行号では，毎年，新入生を
ターゲットとした特集を様々な切り口で組んできたが，
2019 年度は「きゅうと NEWSLETTER」から独立させ

る形で新たに「九大図書館の歩き方。
」[7]を作成するこ
ととなり，
「きゅうと NEWSLETTER」の発行回数はさ
らに減少した．独立させた主たる目的は，新入生向け
の情報が毎年大きく変わることはないため，内容を固
定化し，更新を容易にすることと，配布機会の多様化
（秋季入学等）に対応することである．
「きゅうと NEWSLETTER」の創刊当時とは情報環
境が様変わりし，スマートフォンで手軽に情報を得ら
れる現在，
「きゅうと NEWSLETTER」が“学生を主な
対象とした定期情報誌”として，ターゲットと広報媒
体が適合しているかということ，さらには，今後の刊
行中止を検討する必要がある．
② 広報誌以外のコミュニケーション接点の有効活用
コストが低く訴求力の高いコミュニケーション接点
として，返却スリップや返却期限通知メール等がある
ことが確認された．これらは貸出利用者が必ず目にす
るものである．にもかかわらず，現状ではそもそも「広
報」という視点では使われていない．
③ 図書館外のコミュニケーション接点の積極的な活
用
分析の結果，従来のコミュニケーションは，図書館
に比較的関心の高い利用者層に対しては有効だが，そ
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れ以外の利用者層には訴求力が低いということが確認
された．これまでの広報活動を振り返ると，前者に向
けた広報に注力してきたため，後者に対するアプロー
チが弱かった．
後者の，潜在的な図書館利用者層に向けては，図書
館の外に出て，彼／彼女らの動線上にあるコミュニケ
ーション接点を活用しなければならない．

3. ブランドアイデンティティに基づく広報戦略
3.1. 九州大学附属図書館のブランドアイデンティティプ
リズム（案）
ブランドアイデンティティ（ブランドビジョン）と
は，企業が自身のブランドの提供する価値や実現した
いイメージを言語化したものである[8]．
ブランドアイデンティティを確立するメリットは二
つある．第一に，ブランドの持つ特徴を言語化するこ
とにより，顧客に提供する価値とは何かを当該ブラン
ドの構成員が共有できるようになることである．第二
に，ブランドアイデンティティを軸とした広報活動を
展開することで，顧客に一貫したブランド価値を提供
できるようになることである．
当館の広報戦略を検討するにあたっては，前章で述
べた現在の広報活動の問題点を踏まえて，「九州大学
附属図書館のブランドアイデンティティとは何か」に
ついて時間をかけて議論し，その結果を「九州大学附
属図書館のブランドアイデンティティプリズム（案）
」

として示した（図 2）
．
ブランドアイデンティティプリズム（以下，
「プリズ
ム」という）とは， フランス HEC Paris 名誉教授
Jean-Noël Kapferer の提唱するフレームワークで，①
Physique，②Personality，③Culture，④Relationship，⑤
Reflection，⑥Self-image の要素に分類してブランドア
イデンティティを表すものである[9]．検討チームでは，
その分類を日本語で簡潔にまとめた k-bird のプリズム
[10]
を用いた．
ブランドの特徴としては，九州大学及び当館の基本
的な資料や広報物（大学ウェブサイト，大学概要，館
長ビジョン等）を踏まえて，九州大学の 100 年を超え
る歴史，2018 年 10 月に開館した国内最大規模の中央
図書館，専門性の高い図書館員と専門知識を持つ図書
館 TA（Cuter）等を挙げた．ターゲットとなる利用者
像については，
「成長」のキーワードのもとに，研究者
にとっての成長，学生にとっての成長とは何かを考え
た．ブランドの役割，ライフビジョン，パーソナリテ
ィ，提供価値についても同様に，当館の特徴を踏まえ
つつ言語化した．
プリズムの中心，即ちブランド戦略の中核を担うブ
ランドシンボルには，当館のフラッグシップ館である
中央図書館の外観を模したロゴを採用した．複数の層
が多様性と分館体制をも象徴し，右肩上がりの形状が
成長のイメージを喚起すると考えたためである．色に
は九州大学のシンボルカラー[11]を用いた．

図 2 九州大学附属図書館のブランドアイデンティティプリズム（案）
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形態を変更している事例が見受けられている 3ことか
ら，他大学の事例も参考にしながら[16]，引き続き議論
作成したプリズムの実践にあたり，検討チームでは
していくことを求めたい．
次のような方策を考えた．
② 広報誌以外のコミュニケーション接点の有効活用
3.2.1. ブランドシンボルの活用
プリズムを念頭に置き，広報誌だけではなく，利用
前章 2.1.では，接点によって「図書館」のイメージ
者とのあらゆるコミュニケーション接点が広報活動の
が異なることが利用者に混乱を与え，訴求力を弱めて
機会であるとの意識を持つ．前述した返却スリップや
いることを問題点として挙げた．これは，情報を発信
1
返却期限通知メールの例であれば，イベントのお知ら
する際に使用されるロゴマーク やマスコットキャラ
2
せや図書館活用の Tips を載せることが考えられる．こ
クター が乱立しており，ブランドとして一貫性に欠け
のように，様々なコミュニケーション接点が広報活動
ていることが一因と考えられる．そこで，検討チーム
の有効なツールになりうる．
では，
「九州大学附属図書館」を表すブランドシンボル
③ 図書館外のコミュニケーション接点の積極的な活
として，中央図書館の外観を模したロゴを統一的に活
用
用することを提案する．既存のキャラクターを今後も
より広範かつ効果的な広報活動を行うためには，ス
継続的に使用するか否かについては，引続きの検討課
テークホルダーの動線上にある図書館外のコミュニケ
題とした．
ーション接点を積極的に活用すべきである．
3.2.2. コミュニケーション接点に関する方向性
そこで，図書館外に存在する活用可能なコミュニケ
前章 2.2 で挙げた 3 つの課題を解決するため，以下
の通りコミュニケーション接点の活用の方向性を示す． ーション接点を洗い出し，各ステークホルダーのライ
フイベントや行動パターン等に最適な媒体やタイミン
① 「きゅうと NEWSLETTER」のあり方
先（2.2）に述べたように，
「きゅうと NEWSLETTER」 グによる広報を設定する．
例えば，以下のような案が考えられる．
は当館図書館報「図書館情報」からのリニューアル誌
 学生食堂のテーブル等に紙製の三角柱 POP を設
である．そのリニューアルの経緯は以下のとおりであ
置する
る．
 学内（食堂等）の大型ディスプレイで図書館のプ
リニューアル以前，当館の広報メディアは「図書館
ロモーション映像，イベント告知等を表示する
情報」と「九州大学附属図書館要覧」[12]の 2 誌が存在

学内会議・教員
FD 等に職員が出向きアピールす
したが，どちらも役割が曖昧で効果的な広報ができて
る
いなかった．そこで，
「九州大学附属図書館要覧」を，
 入学式，卒業式の保護者向けパブリックビューイ
「九州大学附属図書館要覧」と「九州大学附属図書館
ングを図書館内で行う
年報」の 2 誌に分割し，さらに「図書館情報」は「き
3.2.3. 広報活動計画の作成
ゅうと NEWSLETTER」に刷新した．
プリズムに即して，効果的，効率的な広報を行うた
新しい 3 誌は，それぞれのコンセプト（目的，ター
めに，大学の年間スケジュールに沿った広報活動計画
ゲット，伝える内容，イメージ）を明確に規定し，役
を作成する．
割を分担しつつ三位一体となって効果的な広報を行う
[13]
例えば，新入生を対象とした広報では，合格発表，
ことを意図して刊行された ．
入学前ガイダンス，入学式，大学で初めてのレポート・
このような経緯から，
「きゅうと NEWSLETTER」の
試験等々，新入生にアプローチする機会や新入生が図
方向性に関する議論を行うにあたっては，他の 2 誌の
書館の情報を欲する機会がある．
あり方も含めて慎重に進める必要があると考え，検討
年間の広報活動計画を立てることで，より細分化さ
チームにて短期間のうちに結論を出すことは見送るこ
れたターゲットに，どのタイミングでどんな情報を伝
ととした．
達するのかを俯瞰し，個々の広報活動に連携を持たせ
しかしながら，
「きゅうと NEWSLETTER」のあり方
ることができる．また，前節 3.2.2 で述べた「図書館外
を見直すべき時が来ていることは間違いない．他大学

3.2. プリズムを活用した具体的方策

図書館においても，近年，図書館報の発行回数や発行
例えば，東京大学附属図書館の「図書館の窓」[14]は，2003 年に
は年 6 回発行されていたようであるが，その後徐々に発行回数を減
らし，2016 年からは，新入生をターゲットとする内容で年 1 回の発
行となっている．他方，筑波大学附属図書館では，2009 年から「Prism」
[15]を不定期に発行している．これは学生をターゲットとした刊行物
として，図書館報よりもカジュアルな，A4 サイズ片面ないし両面の
チラシ形態で，ターゲットに届けたい情報をタイムリーに発信して
いる．
3

現在の当館刊行物・ウェブサイト等では，九州大学のロゴマー
ク，九州大学附属図書館の「Q」の字を象ったロゴマーク，および中
央図書館のロゴマークが媒体によって様々に用いられ統一されてい
ない．
2
附属図書館のマスコットキャラクター「きゅうとくん」
，理系図
書館の「キューリット」
，当館ティーチングアシスタント“Cuter”の
「そらとくん」等が存在する．
1
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のコミュニケーション接点」の機会を取り逃さないこ
とにもつながる．

4. 広報戦略を実現するための体制案
前章 3.2.で提案した方策の実現にあたっては，広報
担当者のみならず当館職員全員が，ブランドアイデン
ティティを十分に理解し，広報戦略を常に念頭におい
て活動できるように，職員向けブランディングを行う
ことも肝要である．
カリフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院
名誉教授の David Aaker は，社内向けブランディング
について，
「ブランドに責任を持ち，喜んで旗振り役を
務める個人かチーム」を「ブランド・チャンピオン」
として組織内に持つべきであるという[17]．その人物が
「社内向けにブランドを代弁する第一人者であり，ブ
ランドの概念を同僚に伝え」
，また「ブランドが本来の
姿から外れることのないようブランドを守る」[17]ので
ある．
当館の「ブランド・チャンピオン」に当たるチーム
としては図書館広報室（以下「広報室」
）がある．その
任務は第一に図書館の（広報戦略を含む）広報全般に
関すること，第二に各種広報メディアの編集・発行に
関することである
（
「図書館広報室設置要項」
第 2 条）
．
この広報室体制は 2005 年度に確立された．翌 2006
年度に広報メディアの見直し（前述 3.2.2）が行われた
後，図書館ウェブサイトのリニューアル，図書館公式
SNS の導入[18]等を経て現在に至っている．その間，広
報戦略を大幅に見直す機会はなく，
十数年が経過した．
当時から図書館や大学を取り巻く環境，ステークホル
ダーの志向は大きく変化しており，これからも変化し
続ける[19]．そのため，数年ごとに広報戦略を見直し・
立案し，それを全ての当館職員に伝えていかなければ
ならない．
しかし，広報室員の広報活動を行うための時間には
限りがあり，その時間の多くが広報メディアの編集・
発行に充てられているため，広報戦略を立てた上で広
報活動計画を策定し，さらには「ブランド・チャンピ
オン」の役割を担うのは困難な状況にある．加えて，
広報室は各課・分館から集められた 10 名を超える室員
により構成されているため，会議開催に向けた日程調
整や意見の集約に時間がかかり，環境や状況に応じて
議論を機動的に進める場として適当とは言い難い．
そこで，
「図書館広報室設置要項」第 6 条の規定 4に
基づき，広報室内に「広報戦略チーム」
（仮称）を置く
ことを提案する．当該チームは，広報室員のうち企画
「図書館広報室設置要項」第 6 条に「広報に関する特定の課題
に対応するために，図書館広報室の下にチームを置くことができ
る。
」とある．
4

係長，サービス企画係長，及び図書館広報室長が指名
する者若干名の計 4～5 名程度で構成し，半期毎に，ブ
ランドアイデンティティを踏まえて広報活動計画を策
定する．チームにおける議論は，広報室長に進捗を報
告して助言を受けながら短期間に集中して行う．チー
ムメンバーは，広報室会議において，ブランドアイデ
ンティティとそれに基づく広報活動計画を広報室員に
浸透させ，そして広報室員から全ての当館職員にその
浸透を図る役割を担う．

5. おわりに
時間的な制約から，今回は利用者の視点からの調
査・分析は欠如している．また「きゅうと
NEWSLETTER」をはじめとした個々のコミュニケー
ション接点の十分な分析を行うまでには至らなかった
ため，本稿では課題の指摘と今後の方向性の提示まで
となっている．
その後，検討チームでの提案に基づき，2019 年度か
ら正式に図書館広報室の下に広報戦略チームが設置さ
れた．本稿執筆時点で，新たなメンバーにより，当館
のプリズム（案）にさらに磨きをかけているところで
ある．
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