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本と文学部とスチューデント・ライブラリアン
文学部長

都筑

学

近頃は、インターネットでも本を購入できる。自宅まで届けてくれるから、いたって便利だ。私
も、ときどきは利用したりする。年に数回程度である。「こんな本はいかがですか？」ご親切にも、
メールで新刊本を知らせてきたりする。自分の内面を覗き見されたような気分になる。空恐ろしい
時代になったものだ。
その点、街の本屋は気が楽だ。自分の好きなように、本や雑誌を手に取ることができる。買って
もいいし、買わなくてもいい。学生時代、時間があるときには、よく本屋に行ったものだ。お金が
ない貧乏学生だった。本はやたらと買えないので、書棚を見て回るだけ。それでも、十分面白い。
そんな体験を味わったものだ。
図書館には、必要な本を借りに行く。書架の中から、お目当ての本を探し出す。その瞬間が何と
も言えない。すぐ隣にある本の題名に、ふと心が惹かれることがある。目次にざっと目を通す。こ
れは思わぬ掘り出し物。論文の資料に使えそうだ。そんなことも何度かあった。アナログならでは
のことである。
文学部と本は、切っても切り離せない関係にある。本があってこその文学部。そんなふうに思っ
ている。だから、本の素晴らしさを若い人に知ってもらうことが大事だ。その試みの一つが、スチ
ューデント・ライブラリアンの仕事である。2014 年に、3 人の大学生が第 1 期生として附属の杉並
高校に出かけて行った。若きライブラリアンたちは、自由な発想と創意工夫を発揮して活動した。
その内容は、『スチューデント・ライブラリアン活動報告書

vo.1』にまとめられている。

今回は、第 2 期生の出番である。5 人のライブラリアンは、高校の文化祭（緑苑祭）で、活動の
成果を発表した。その詳細は、本報告集に掲載されている学生自身の報告を是非ご覧いただきたい。
私も昨年 9 月 20 日の緑苑祭当日、杉並高校の図書室での展示を自分の目で見てきた。スチューデ
ント・ライブラリアンと一緒に活動した高校生とも話すことができた。いろいろな制約のなかで、
若きライブラリアンたちは力を出し切って取り組んだ。昨年 12 月 10 日の報告会でも、大学・高校
の教員から、労いと励ましの声が寄せられていた。
大学生が高校に出かけて行って、高校生と協同で活動する。このスチューデント・ライブラリア
ンの活動は、高大連携の新しい形である。本と切り離せない文学部だからこその活動が、今後さら
に発展していくことを大いに期待したい。
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書物を通して「つながる」こと
文学部長補佐

阿部 成樹

「つながり」がわれわれの社会のキーワードになって久しい。その背後には、「つながる」手
段と可能性が多様化したからという積極的な理由と、逆につながる主体が多様化し相互の距離が開
いたという否定的な理由の両方があるように感じられる。どちらにせよ、自立と孤立が似て非なる
ものである以上、われわれ一人一人にとっても、また社会全体にとっても、「つながる」ことの意
味をあらためて考える必要が高まっていることは間違いないように思う。
さて大学はかつて、社会とのつながりをあまり意識しない、あるいはむしろつながらないことに
役割を見出す面があったかもしれない。そしてそのことには、深い意義があったと私は今でも考え
ている。転変する社会の動きの中で、変わらない普遍的な価値を語り合える場所は他にあまりなか
ったと思われるからである。多様性が生物の存続を保証しているように（特定の環境に適応して繁
栄する種は、ひとたびその環境が変われば絶滅してしまうから————例えば恐竜のように）、ある社
会がひとつの価値観に染め上げられるようでは、その社会は新たな環境に適応することができずに
行き詰まってしまうだろう。その意味で大学は、荒れる海面から距離をとって静かに光を投じる灯
台のような役割を果たすべきだと思っている。
しかし同時に大学は、自らが保持し探究している知の声を、なんらかの形で社会に届かせなけれ
ばならないとも思う。その声の運び手として私が大切だと思うのは、学び舎を巣立つ若者と書物で
ある。われわれ文学部が昨年度から開始した「リエゾン文庫」と「スチューデント・ライブラリア
ン」という試みは、これらの運び手を通して大学が社会とつながろうとするものだと言える。それ
は書物と若者を、文学部生と未来の大学生を、そして大学と高校とをつなごうとする試みなのであ
る。
書物は過去も現在も、そしてたぶん未来も、文学部の知の結晶である。そしてネット上のテキス
トとの重要な違いは、書物が匿名で書かれることはまずないということではないだろうか。それゆ
え書物は、著者と読者を確実につないでくれる。だがつながりはそこで途切れる訳ではない。特に
それが研究の書であれば、読者はさらに広い知の森へと導かれていくだろう。読者はそこでまた別
な著者たちに出会うだろうし、時空を超えて魅力的な存在に多々あいまみえるだろう。そして最後
に、知的に豊かになった自分自身に出会うだろう。そんな豊かな旅を可能にしてくれる書物を、大
学の書庫に閉じ込めておくのはもったいない。大学生ならずとも、ぜひ高校生諸君にも触れて欲し
いと思う。そのためにはまず本がいつも手近にあることが必要だが、それとともに書物の世界への
導き手もまたそこにいることが望ましい。その役割を果たすことが期待されているのが、われわれ
のスチューデント・ライブラリアンである。
大学での学修を通じて、文学部生はそれぞれの「書物体験」をもっている（「読書体験」と書く
とどうしても文学作品を読むことがイメージされるように思うので、このように書くことにする）。
その体験には「難しくてさっぱりわからなかった」というものが含まれているかもしれないが、そ

2

れも大いに意味があると私は思う。一体、日常生活の中で、「さっぱりわからないもの」と本気で
格闘することがどれだけあるだろうか？そして未知との格闘ほど思考力を鍛え、自己を知る上で有
益なものがあるだろうか。正面から向き合ってみた上で味わった難解さであれば、それは必ず何か
を残してくれるはずである。そんな幅の広い「書物体験」は、しばしば教員の導きをきっかけに始
まっていると思う。スチューデント・ライブラリアンは、今度はそれを高校生を相手にやってみる
訳である。声を出せず歩くこともできない「本」というものの代弁人である司書または司書教諭を
目指す彼らにとって、それはとても実践的で有益な体験となるに違いない。
今年度参加してくれた 5 名のライブラリアンは、みな穏やかな物腰ながら前向きな姿勢で、こう
した活動に取り組んでくれた。その結果が、緑苑祭への展示参加という形で実を結ぶことになる。
なかにはかなり遠距離に住むメンバーがいたにもかかわらず、中大杉並高校に積極的に足を運び、
高校生とともに時間をかけて展示の準備を行い、最終的に大きなパネル展示と書物そのもののディ
スプレイとして多数の生徒とその父母の目に触れることになったのは、たいへん喜ばしいことであ
った。私自身もその展示風景を見て、いまだ２期生であるスチューデント・ライブラリアンの活動
成果とは信じられない思いがした。展示そのものは一時的なものであっても、それを目にした生徒、
父母の記憶が今後も永く残っていくことは確実である。そのように確信するに足る、堂々とした展
示だったと思う。
この活動のなかで、５人の中大生と多くの杉並高生が、文字通りひとつの目的で「つながる」こ
とができたことも、教育の場としての大学と高校にとっては大きな収穫であったと思う。そして彼
ら彼女らと書物が、文学部と杉並高校をさらに近づけてくれたこともまた、間違いない。人と人、
そして二つの学校をつなげるのは、係属という制度だけではなく（それも無論重要だが）共になに
かに取り組むことだと改めて感じた。そしてそのことは、「つながり」全般に言えることかもしれ
ない。
この２年間の活動に際しては、杉並高校からの多大なご協力を賜った。ここに厚くお礼申し上げ
るとともに、今後のこの活動がますます深化発展していくことを確信していると記して、後事を託
すことばとしたい。
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SL2015
中央大学杉並高校教諭

駒ヶ嶺 泰暁

１，はじめに
今年度のスチューデント・ライブラリアン活動（以下 SL）は、5 月 16 日（土）を第 1 回として、
中大杉並高校の文化祭である「緑苑祭」の期間 3 日間を含み、都合 10 回（10 日間）実施されまし
た。
昨年度の SL は 2 学期の後半に 3 回、3 名での活動というささやかなものでしたので、一年でずい
ぶん大きく成長したと言えると思います。
参加者も司書課程の学生 5 名と大きく増えました。それだけ、「新しい図書館活動の可能性の模
索」というコンセプトに関心のある学生は多い、ということなのだと思います。
また、今年度は高校生にも呼び掛けたところ、早々に 6 名の参加がありました。今年度のスター
ト時における最大の課題は高校生を活動に加えることでしたので、これも大きな進展でした。
２，準備段階
今年度の SL の最大のトピックスは、緑苑祭（中大杉並高の文化祭）に参加を決めてから、展示
内容の検討を進めた時にありました。大学生が展示発表を今年度の活動の中心とする、と決めた段
階から高校生が参加し、今年度のメンバー全員での検討が始まりました。その詳しい内容は大学生
の報告に譲りますが、「読書の愉しさを発信する」ことについて、とても有益な検討が行われたと
思います。本を読むことの愉しさについて、大学生・高校生が熱心に語り合う様子を見ることがで
きたというだけで、私たち教員にも収穫があったように思います。「これは良いものが出来そうだ」
という期待が高まりました。
内容の煮詰めができ、担当を振り分けてからは準備は順調に進展したように思います。もちろん
担当のそれぞれ毎にいろいろあったはずですが、そこは大学生が上手くリードしてくれたのではな
いでしょうか。
夏期休業期間にも活動しましたが、中杉の空調工事の関係で、中央大学の文学部国文学専攻のゼ
ミ室をお借りしたこともありました。
文化祭期間の 9 月 18、19、20 日は 3 日間連続で活動しましたが、皆よく対応してくれたと思い
ます。
３，「緑苑祭」当日の様子
毎年のことですが、緑苑祭における図書室への見学者は、尐ないのが実状です。
それを思えば、SL 展示発表の効果はかなりあったと云えるでしょう。今年度、図書室は、SL の
展示発表、選択書道の作品発表、海外研修の展示発表、土曜講座の英文多聴多読の展示、の 4 団体
による合同企画となりました。しかし、他団体の発表が例年通りのものであったことを考えれば、
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来場者の人数は大幅に増えたと思います。統計を取ったわけではないので印象値ですが、毎時間ご
とに様子を見に行った際には必ず数組の見学者がいるのを見ることができました。これは今までに
はなかったことです。
とりわけ、本校生徒の姿がチラホラとあったのは、大変嬉しいことでした。次の活動につなげて
いくためには、本校生徒の関心を掘り起こすことが不可欠です。「スチューデント・ライブラリア
ン」という言葉はもちろん、その存在感が尐しずつ浸透したかなと思いました。
４，課題・展望
かくして、2 年目の SL は順調に終えることが出来ました。御指導をいただいた先生方はもちろん、
事務の方々にも大変お世話になりました。ありがとうございました。それから、学生・生徒の健闘
に感謝したいと思います。
先般 12 月 11 日の報告会の折りに、大学生からも報告がありましたとおり、文化祭への展示発表
を成功させることができるところには来たが、イベント参加をするには時期尚早、というのが掛け
値なしの実力のはずです。
また、そのような文化祭への参加がこの SL が目指すべき方向なのかについても、検討の余地が
あるようにも認識しています。文化祭への参加はあって然るべきですが、その力は日常の図書館活
動にこそ振り向けられるべき、という考え方もあるでしょう。今後の SL 活動の方向性は、初動の 2
年間の経験を基に、次のステップのあり方を探るところまで来たように思います。
そのために、次年度もますます意欲のある学生・生徒の参加を期待したいところです。
なお、本年度の活動に参加した生徒は以下の6名です。
1 年 3 組 橋本 明侑
1 年 4 組 坂本 誓
1 年 8 組 柿木 春乃
1 年 8 組 伊藤 花
2 年 1 組 青木 友香
2 年 1 組 内山 七海
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スチューデント・ライブラリアン２期生 活動記録

2015年度
応募期間 3月26日（木）～4月24日（金）
選考方法 書類審査・面談
面談日程 5月1日（金）、5月7日（木）
応募者数5名

採用者数5名

事前ガイダンス 5月7日（木）
第 1回派遣 5月 16日（土）
第 2回派遣 6月 13日（土）
第 3回派遣 6月 20日（土）
第 4回派遣 7月 25日（土）
第 5回派遣 8月 10日（月）
第 6回派遣 8月 24日（月）
第 7回派遣 9月 17日（木）
第 8回派遣 9月 18日（金）
第 9回派遣 9月 19日（土）

緑苑祭（文化祭）

第10回派遣 9月 20日（日）

緑苑祭（文化祭）

文学部長との懇談会 11 月 11 日（水）
活動報告会

12 月 10 日（木）
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【スチューデント・ライブラリアン活動報告】

文学部 人文社会学科 社会情報学専攻 2 年
卯野

なるみ

今回、私は中央大学杉並高等学校のスチューデント・ライブラリアンに参加させて頂きました。
大学では司書課程を履修しており、図書館司書の仕事に興味があります。実際に学校図書室で活動
し、図書館司書の仕事を体験してみたいと思ったため、応募させて頂きました。また、大学でこれ
まで学んできたことをスチューデント・ライブラリアンの活動の中で尐しでも生かしたいと思いま
した。
活動において、中央大学杉並高等学校における文化祭での展示企画に携わりました。展示企画の
内容で、私が主に取り組んだことは、大学生がおすすめする読みやすい新書と自分が思う青春小説
の紹介、新書に関する模造紙の作成です。私は、新書を読み慣れていない人でも手に取ってもらえ
るように子どもと本の関係性について書かれた「子どもと本」という新書を選択しました。新書に
関する模造紙の作成は、スチューデント・ライブラリアンの牧野さんと一緒に取り組み、中央大学
杉並高等学校の生徒さん 3 学年を対象に行った、新書に関するアンケート調査の結果をもとに作成
しました。

＜模造紙の内容＞
・新書という本の種類を知っているか
・新書とは
・新書は好きか
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・普段の生活で新書をどの程度読むか
・新書が嫌いな理由
・処方箋（新書を読む利点・新書の効率的な読み方）
アンケート調査の結果から、新書が嫌いな理由として「文章の言い回しが難しく読みにくい」
「新書に興味がなくつまらないと感じる」「論説文を読むことが苦手」などの理由が判明しました。
それに対して、新書に興味を持ってもらえるように「処方箋」という形で対処策を提案しました。
対処策には、新書を身近に感じてもらえるように新書を読む利点と「興味のある分野を選ぶなど選
書の仕方を工夫する」「各章の要約を作りながら読み進める」など効率的な読み方を紹介しました。
作成するうえで、アンケート調査結果は円グラフで数値を表すことで、見やすくわかりやすくする
という点を重視しました。アンケート調査を用いて、新書が高校生にどれほど知られているのかと
いう現状を把握し、新書が好きな理由と嫌いな理由を明確にすることで、そこから得られる対処策
を提案し、新書を読んでみたいと思ってもらえるような構成にすることを心掛けました。
スチューデント・ライブラリアンを通して、実際に学校図書室という場で活動し、展示に向けて
皆で話し合いひとつのものを作り上げる過程において、とても貴重な体験をさせて頂きました。展
示に向けた話し合いやディスカッションを通して、中央大学杉並高等学校のスタッフの皆さんが積
極的に発言する姿が印象的でした。自分の意見を発信することや積極的な意見交換をすることで、
新しい視点から物事を捉えることの重要性を感じました。企画展示に携わることで学んだことは、
利用者が興味を抱き、本を手に取ってもらえるようなきっかけとなる展示づくりを心掛けるなど、
常に利用者の立場に立って物事を考えるということです。これは図書館司書の仕事でも共通して言
えることであり、図書館サービスという点で重要なことだと思いました。展示企画の内容を決める
時点から始まり、活動回数を重ねるごとに形になっていくことに喜びを感じ、資料の展示が完成し
た際には皆で達成感を共有することができました。この達成感はスチューデント・ライブラリアン
に応募しなければ得られなかったことだと思います。さらに今回の活動で、図書館司書の仕事を体
験したことで図書館司書に対して以前よりも興味が増し、今後も司書課程の勉強を励む糧となりま
した。スチューデント・ライブラリアンに参加させて頂き、皆さんと一緒に活動することができた
期間は自分にとってとても大切なもので
す。このような機会を頂き、本当にあり
がとうございました。
今後スチューデント・ライブラリアン
に応募する方に伝えたい事は、図書館司
書の仕事に興味がある方や学校図書室で
活動をしてみたいという方には、貴重な
経験を積むことができるチャンスだとい
うことです。また、応募を迷われている
方は、自分が成長することができる良い
機会だと思うので、勇気をだしてぜひ応
募していただくことをおすすめします。
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文学部 人文社会学科

社会情報学専攻 図書館情報学コース

2年
海老沢

萌絵

私は、中央大学杉並高等学校図書室におけるス
チューデント・ライブラリアン活動に参加させて
いただきました。私は、教職課程も司書教諭課程
もともに履修していません。司書教諭や学校司書
に興味があるというよりは、学校図書館に興味が
あり、スチューデント・ライブラリアンに応募し
ようと思いました。また、大学で学んでいること
を実際に生かせて、取り組んだ活動の成果をすぐ
に感じられる貴重な経験ができると思いました。
そして一番の決め手は、高校生と一緒に活動でき
るということです。今の高校生が図書館をどのよ
うに思っていて、活動に対してどんな反応・評価
を得られるのかを直に見られる貴重な経験を得る
ことができました。
私が取り組んだ内容はおもに 2 つ、「西洋史と心理学のおすすめ本紹介」、緑苑祭での活動のう
ちの「部活小説の展示」を担当しました。
文学部特別公開講座の際に各専攻がおすすめの 3 冊ということで紹介した本から 1 冊を選んでコ
メントを書きました。中には私自身が読むにもなかなか大変な本がありました。興味を持ってもら
えやすいように文頭を疑問形にし、いくつか問を投げかける工夫を自分なりにしてみました。
今回のスチューデント・ライブラリアン活
動では、中央大学杉並高等学校の文化祭であ
る 緑 苑祭 に企 画参 加する こ とに なり 、「 新
書・学術書」と「青春小説」の 2 つを軸に展
示を行いました。私はそのうち「部活小説の
展示」を高校生の伊藤さんと 2 人で作業をし
ました。部活小説というテーマで展示を行う
というところまでは、スチューデント・ライ
ブラリアン全員で話し合い決めましたが、そ
こから展示までの作業は 2 人だけで行ったた
め試行錯誤しました。初めは部活に制限をつ
けていなかったのですが、せっかく緑苑祭で展示するのだからということで、中央大学杉並高等学
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校にある部活に絞ることにしました。
写真を HP からお借りしてプリントアウトし、それぞれの部活動の実際の様子が分かりやすいよ
う工夫しました。おもに運動部を伊藤さんが、文化部を私が担当し、インターネットやデータベー
スを使って本を探し、全ての本を一度読んでか
ら 1 冊ずつ POP を書きました。22 冊用意した
のでこの POP を書く作業が一番大変でした。ま
た、展示した本のうち、もともと図書室に無か
った本は、購入していただけることになり、本
当にありがとうございました。
反省点は、中央大学杉並高等学校にある全て
の部活について本を紹介できなかったことです。
見に来てくれていたある高校生が「私の卓球部
の本がない」とこぼしているのを見て、ものが
無かったとしても紹介文だけでも書けばよかっ
たと思いました。
全体的な反省点は展示に対する評価の取り方が不十分であったことです。今回は「良かった展示
に付箋を貼ってもらう」という評価方法を取りました。これは、手軽さという点では良かったと思
います。しかし何かそれを受けて次に活かせるというものではないので足りなかったと思いました。
また、スチューデント・ライブラリアンの活動のもともとのリエゾン文庫を盛り上げるという目
標を全然達成できませんでした。例えば今回の展示で言えば、「新書・学術書」のどこかで関連付
けるべきでした。
良かった点はまず高校生が 6 人も集まってくれたことです。緑苑祭での企画展示は高校生がいな
かったらここまでのものはできなかったと思います。また全校生徒にアンケートをとったため、ス
チューデント・ライブラリアンの認知度が尐し上がったのではないかと思います。
司書・司書課程を履修している方には参加を強くおすすめします。大学で学んでいることを実際
に活かせて、反応をじかに見られる機会というのは大変貴重な経験だと思います。スチューデン
ト・ライブラリアンは 2 年目ということで、ほとんど何もないところから企画を立案し、作り上げ
ていくのは大変でしたが、とてもやりが
いがありました。
スチューデント・ライブラリアンは続け
ていかないとなかなか成果として現れに
くい活動だと思います。今年度の活動を
知ってもらい、より一層活発に活動が行
われることを望んでいます。最後になり
ますが、活動の中では多くの方に大変お
世話になりました。本当にありがとうご
ざいました。
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総合政策学部 国際政策文化学科

2年
牧野 藍

私は今回スチューデント・ライブラリアンとして、中央大学附属杉並高校での活動に参加させて
いただきました。私が参加を決意した理由は二つあります。一つ目は、司書過程において今まで学
んだ知識が、実際の図書館でどのように機能し、活かされているかが知りたいと思ったためです。
二つ目は、司書の方や高校生、ほかの大学生の意見を聞きながら図書館をさらに盛り上げる活動に
加わりたいと思ったためです。
私が主に取り組んだ内容は３つです。
・高校生に読んでもらう本の選書・書評
・文学部特別公開講座のおすすめ本 3 冊の書評
・中杉の文化祭の展示企画の一部である、新書コーナー作成
卯野さんと取り組んだ文化祭の展示の新書コーナーは、中杉生全員にとったアンケートを元に作
成しました。新書は好きですか？という質問に対し好きではないという回答をした生徒が全体の約
73％、という結果が示すとおり、生徒の大半が新書に抵抗感を抱いていました。そこでこのコーナ
ーでは、新書を読む利点や効率的な読み方を示すことで、新書にたいする抵抗感を取り除くことに
重点を置きました。
新書を読む利点は、アンケートで「新書を読むのが好き」と回答した生徒の、「好きな理由」か
ら多く挙がったものを抜粋しました。具体的には、知識・考えが深まるから、視野が広がるから、
興味がある分野のことをより詳しく知ることができるから、などが挙がりました。また新書の効率
的な読み方について
は、新書や学術書を
読む機会が高校生と
比べて多い大学生の
意見を聞いてまとめ
ました。選書の工夫
が必要である、各章
の要約を作りながら
読み進めていく、な
ど多くの新書を読ん
できた大学生ならで
はの、経験に基づい
た高校生へのアドバイスを提示することが出来たと思います。
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（新書コーナー）

新書コーナー作成を通して、高校生の主張を聞き、現状を踏まえたうえで他の学生の意見を取
り入れながら対策を考え実行に移せたことは、私にとってとても貴重な体験でした。また、冒頭で
述べた参加を決意した理由のひとつ、「実情を学び、他の方の意見を取り入れながら運営に参加し
たい」という希望が実現したように思います。
活動全体を振り返ってみて
私がスチューデント・ライブ
ラリアンの活動に参加して良
かったと感じた一番の理由は、
司書の方・教員の方から直接
お話を伺うことや、運営につ
いて他の学生と話し合うこと、
高校生から直接意見を聞くこ
となど、通常の授業ではなか
なかできないことを経験でき
たからです。
私が参加を決意したのは司書課程を履修し始めて 2 か月足らずの時期で、まだ知識が浅い状態で
した。また私は司書教諭課程・教職課程ともに履修しておらず、さらに文学部以外からの参加者が
一人でした。そのため、最初は「役に立てるのだろうか」などと不安に思っていました。しかし周
りの方や環境に恵まれたおかげで、至らない点は多かったとは思いますが、無事に活動を終えて多
くを学ぶことが出来ました。
もし次期のスチューデント・ライブラリアンの参加不参加で迷っている人がいたら、迷わず参加
を勧めたいです。そして今回は十分に焦点を当てられなかったリエゾン文庫についても、積極的に
取り組んでもらえたら良いなと思います。初回の活動日に文化祭での企画を決める際、展示をする
かイベントにするか話し合いました。その結果、スチューデント・ライブラリアンの活動自体がま
だ 2 回目であり、文化祭への参加が初め
てであることを考慮して、比較的難易度
の低い展示を選択しました。しかし回を
重ねていくにつれ、イベントを成功させ
ることが出来るほど、中杉のなかで図書
館やスチューデント・ライブラリアンの
存在が広まったら良いなと感じました。
最後に、スチューデント・ライブラリ
アンの活動に関わっていただいた先生
方・職員の方々・生徒さん、他の 4 人の
スチューデント・ライブラリアンの皆さ
んにお礼を申し上げます。ありがとうご
ざいました。
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文学部 人文社会学科

社会情報学専攻 図書館情報学コース

3年
岩崎

まる美

今回私は、２期生としてスチューデント・ライブラリアンに参加させて頂きました。参加を決め
た理由は、司書課程を履修する中で、今現在学んでいることが実際の仕事現場でどのように生かさ
れているのか知りたくなったためです。また、私自身が派遣先である杉並高校のＯＧであったこと
もあり、よく知っている環境でのびのびと活動できるのではないかと目論んだためでもあります。
今年度は、杉並高校の
文化祭、「緑苑祭」への
企画展示を中心に活動を
しました。スチューデン
ト・ライブラリアンとし
ての活動自体は２年目で
あるものの、文化祭への
出展は初めての試みでし
た。ゼロから手探りで企
画を進めていく作業は、
苦労もありましたが、毎
回が新鮮でとても楽しい
ものでした。高校生の協力が貰えるかどうか分からぬまま募集を出した中、集まってくれた６名の
高校生の皆さんもとてもユニークで、若いパワーに刺激を受けました。
展示内で私が担当した企画は、「青春小説の歴史」です。２名の高校生（うち１名はなんと歴史
が大好きな「歴女」！）とチームを組み、自分たちなりに調べたものを模造紙にまとめました。パ
ッと見た感じでは地味なものになってしまいましたが、歴史好きの生徒に監修してもらったことも
あり、読み応えのある力作です。

➡「青春小説の歴史」企画展示
模造紙にまとめるだけでは
分かりづらそうだったので、
紹介した本を時代順に並べました。
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また、何冊かの本を選書し、高校生に
読んでもらったり、自身で POP 作成をし
たりする機会もありました。今まで、友
人同士で好きな本を紹介し合うことはい
くらかあったものの、年代の違う相手に
対し特定のテーマに沿った本を紹介する
といった経験は無く、図書館ボランティ
アならではの貴重な体験をさせて頂きま
した。
スチューデント・ライブラリアンは、
司書を目指している学生・図書館での業
務に興味がある学生はもちろん、「１か
ら何かを作りあげてみたい」「物事を企画する仕事に興味がある」などといった学生にもおすすめ
のボランティアです。私自身、「小説を読むことが好きだ」という安直だと言われても仕方ないよ
うな理由で司書課程を履修した身であり、「司書」という職業に就くことを夢見ている人間でもあ
りません（４ヶ月間の活動を終えてみて、司書にもなってみたいなと思うようになりました）。司
書を目指している学生が本専攻に所属していますが、そうでない学生もたくさんいることは事実で
す。司書を目指している学生だけでなく、キャリアとして司書を視野に入れていない学生でも臆さ
ず、この企画に参加し、より一層スチューデントライブラリアンを盛り上げていって頂きたいです。

14

文学部 人文社会学科

社会学専攻３年
酒井

彩花

私がこの活動へ応募したきっかけは、派遣先が自分の出身高校であったこと、また自分が今勉強
している、図書館に関わる活動であったことに興味を惹かれたからです。自分が高校生の時に図書
室や高校、大学に関して思っていたこと、感じていたことを踏まえて、大学生で司書過程を履修し
ている今、活動に参加することで尐しでも高校と大学橋かけの役に立てるのではないかと思いまし
た。また自分が大学で司書過程を履修し学んできたことが、実際の現場でどのように使われている
のかを知るとともに、それを活かして、何かやってみたいとの思いもありました。
今回の活動は、リエゾン文庫よりも文化祭で
の活動がメインの取り組みになったと思います。
個人の取り組み内容については大きく分けると、
新書・青春小説についてのアンケート作成、青
春ってなんだろうのまとめ、おすすめの新書、
本の紹介になりました。
まず、新書・青春小説についてのアンケート
作成についてです。これは、文化祭での企画に
あたって新書の認知度や読書の頻度などについ
てのアンケートを作ったものです。工夫した点
として、新書というものを知らないという高校
生が多かったようなので、アンケートに新書に
ついての説明と画像を入れました。青春小説に
ついての質問は、自由に書いてもらえるように
記述式にしたのですが、やはり答えづらかった
ようで空欄が目立ちました。しかし、文化祭で
の資料としては十分に使えるものができたと
思います。また、このアンケートを配ることで、
スチューデント・ライブラリアンという活動を
知ってもらうという効果が得られたのではない

（作成したアンケート）

かと思います。
次に、青春ってなんだろうという企画についてです。これは、青春小説の企画をするにあたり青
春とは何かについて考えポスターをつりました。高校生も交えてディスカッションをして制作しま
した。ポスターは興味を持ってもらえるよう LINE 風のデザインにしました。また、自分たちの意
見だけでなく、来てくれた人にも書き込んでもらえるようにフリースペースをもうけました。
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最後に、大学生のおすすめの新書、本の紹介です。私は新書のおすすめは「ネットカフェ難民」を
選びました。この本を選んだ理由は、新書は難しくて読みにくいというイメージを変えてもらいた
かったので、簡単で読みやすく内容も身近なものであ
るこの本にしました。高校時代に読んでよかった本と
しては「僕は勉強ができない」を選びました。これは
自分の印象に残っている本でもあり
ますし、どちらかというと本自体ふだんあまり読まな
いような人でも読んでみたくなるような王道の青春小
説として選びました。
これらの取り組みから得られた事として、次のこと
が挙げられます。まず、いろいろな人と協力して活動
するという経験です。これは、高校生との取り組みに
関してが大きいと思います。文化祭ではペアになって
活動もしましたが、普段あまりかかわることのないよ
うな人と一緒に行動するのは新鮮でした。それから、
本に興味を持ってもらうための工夫や図書館での企画
についても勉強になりました。図書館は普段よく本を
読む人からあまり読まない人まで色々な人が利用する
のでそれにあわせた企画をするのは大変であると感じ
ました。
（LINE 風ポスター）

全体を通して、新しいことを企画して実行するこ

との経験というのが最も得られたことではないかと感じます。
最後に、今後スチューデント・ライブラリアンに参加される方へのメッセージです。私たちもま
だこの活動は 2 回目で、何をやったら良いのかというところから手探りでやっていきました。その
ため、これからまだ自由に活動
の幅を広げていくことはできる
と思います。自分の意見や考え
をたくさん言って、より良い活
動にしていってもらえたら嬉し
いと思います。私はとても楽し
く充実した活動になったと思っ
ています。一緒に活動してくれ
たメンバーの皆さん、先生方、
ありがとうございました！
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リエゾン文庫書目一覧（2016 年 3 月 25 日現在）
題目

著者等

出版社

配架先*

国文学専攻
宇佐美ゼミ 第十六号 報告集 文学部国文学専攻 2013

宇佐美毅

宇佐美ゼミナール報告集

杉並

武士の家計簿 ―「加賀藩御算用者」の幕末維新

磯田道史

新潮新書

杉並

大学授業がやってきた！ 知の冒険

桐光学園特別授業

水曜社

横浜

テレビドラマを学問する

宇佐美毅

中央大学出版部

杉並、横浜

中島敦『李陵・司馬遷』定本篇/図版篇

山下真史

中島敦の会

杉並

中島敦とその時代

山下真史

双文社出版

杉並

白門國文 第 26 号

中央大學國文學會

横浜

白門國文 第 27 号

中央大學國文學會

横浜

白門國文 第 28 号

中央大學國文學會

横浜

白門國文 第 29 号

中央大學國文學會

横浜

白門國文 第 30 号

中央大學國文學會

横浜

白門國文 第 31 号

中央大學國文學會

横浜

村上春樹と一九八〇年代

宇佐美毅、千田洋幸 編

おうふう

杉並、横浜

村上春樹と一九九〇年代

宇佐美毅、千田洋幸 編

おうふう

杉並

慶安の触書は出されたか (日本史リブレット)

山本英二

山川書店

杉並

中央大学國文 第 56 号

中央大學國文學會

横浜

中央大学白門國文 第 57 号

中央大學國文學會

横浜

英語文学文化専攻
英米文学研究 第 31 号

兼武道子他

中央大学文学部英米文学会

杉並

ミッキーはなぜ口笛を吹くのか

細馬宏通

新潮選書

杉並

夜のミッキー・マウス

谷川俊太郎

新潮文庫

杉並

クレーの絵本

谷川俊太郎

講談社

杉並

ジビレ・レヴィチャロフの小説『ブルーメンベルク』文化史
と不死性（ドイツ文化 第六十七号抜刷）

縄田雄二

中央大学ドイツ学会

杉並

ドイツ語資料から見た留学期の斎藤茂吉（ドイツ文化
第五十五号抜刷）

縄田雄二

中央大学ドイツ学会

杉並

ドイツの歴史教育

川喜田敦子

白水社

杉並

ドゥルス・グリューンバイン詩集 墓碑銘・日本紀行

縄田雄二 編訳

中央大学出版部

杉並

マルセル・バイアー講演 翳（紀要抜刷 文学科第九十号）

縄田雄二

中央大学文学部

杉並

九十三年（上下）

ヴィクトル・ユゴー

潮文学ライブラリー

杉並

ゴヤ 啓蒙の光の影で

T.トドロフ、小野潮 訳

法政大学出版局

杉並

ジャン＝ジャック・ルソー 自己充足の哲学

永見 文雄

勁草書房

横浜

ドイツ語文学文化専攻

フランス語文学文化専攻
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題目

著者等

出版社

配架先*

十九世紀フランス文学を学ぶ人のために

小倉孝誠

世界思想社

杉並

対訳 フランス語で読む「赤と黒」

小野潮

白水社

杉並

中大仏文研究 第 45 号

中大仏文研究会

横浜

中大仏文研究 第 46 号

中大仏文研究会

横浜

フランス革命と文学

ベアトリス・ディディエ

白水社

杉並

西洋美術への招待

田中英道 監修

東北大学出版会

杉並

フランス 19 世紀絵画

阿部成樹 他

ホワイトインターナショナル

杉並、横浜

現代中国のポピュラーカルチャー

飯塚容 他

勉誠出版

杉並

死者たちの七日間

余華 飯塚容 訳

河出書房新社

杉並

中国人エリートは日本人をこう見る

中島恵

日経プレミアシリーズ

杉並

中国の「新劇」と日本

飯塚容

中央大学出版部

杉並

富萍 上海に生きる

王安憶 飯塚容 宮入いずみ 訳

勉誠出版

杉並

霊山

高 行健 飯塚容 訳

集英社

杉並

中国動漫新人類 日本のアニメと漫画が中国を動かす

遠藤誉

日経 BP 社

杉並

魏志倭人伝の考古学

佐原真

岩波書店

杉並

３・１１複合災害と日本の課題

佐藤 元英

中央大学出版部

横浜

市民の考古学 4 考古学でつづる日本史

藤本強

同成社

杉並

昭和初期対中国政策の研究 田中内閣の対満蒙政策

佐藤元英

原書房

杉並

縄文社会研究の新視点 -炭素 14 年代測定の利用-

小林 謙一

六一書房

横浜

中央史学 創刊号

中央史学会

横浜

中央史学 第 2 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 3 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 4 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 5 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 6 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 7 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 8 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 9 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 10 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 11 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 12 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 14 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 15 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 17 号

中央史学会

横浜

中国言語文化専攻

「文明戯」の研究

日本史学専攻
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滝田 堅持

題目

著者等

出版社

配架先*

中央史学 第 19 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 20 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 21 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 22 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 23 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 24 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 25 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 27 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 29 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 31 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 32 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 34 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 35 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 36 号

中央史学会

横浜

中央史学 第 37 号

中央史学会

横浜

日本の中世 12 村の戦争と平和

坂田聡、榎原雅治、稲葉継陽

中央公論新社

杉並

発掘で探る縄文の暮らし 中央大学の考古学

小林謙一

中央大学出版部

杉並、横浜

苗字と名前の歴史

坂田聡

吉川弘文館

杉並

民衆と天皇

坂田聡、吉岡拓

高志書院

杉並

明代中国の疑獄事件

川越泰博

風響社

杉並

アジア史における制度と社会

中央大学東洋史学研究室 編

白東史学会

杉並

池田雄一教授古稀記念アジア史論叢

中央大学東洋史学研究室 編

白東史学会

杉並

イスラム世界論 トリックスターとしての神

加藤博

東京大学出版会

杉並

環境から解く古代中国

原宗子

大修館書店

杉並

菊池英夫教授山崎利男教授古稀記念アジア史論叢

中央大学東洋史学研究室 編

刀水書房

杉並

中央大学 アジア史研究 第 37 号

白東史学会 中央大学文学部東洋史研究室

横浜

中央大学 アジア史研究 第 38 号

白東史学会 中央大学文学部東洋史研究室

横浜

中央大学東洋史学専攻創設五十周年記念アジア史論叢

白東史学会

白東史学会

杉並

遊牧民から見た世界史 増補版

杉山正明

日本経済新聞出版社

杉並

四字熟語歴史漫筆

川越泰博

大修館書店

杉並

英雄詩とは何か

中央大学人文科学研究所 編

中央大学出版部

杉並

近世ヨーロッパ軍事史

Ａ・バルベーロ

論創社

杉並

広義の軍事史と近世ドイツ―集権的アリストクラシー・近代転換期

鈴木直志

彩流社

杉並

東洋史学専攻

西洋史学専攻
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題目

著者等

出版社

配架先*

哲学専攻
愛の哲学、孤独の哲学

アンドレ・コント＝スポンヴィル、中村昇訳 他訳

紀伊國屋書店

杉並

ウィトゲンシュタイン ネクタイをしない哲学者

中村昇

白水社

杉並

ウィトゲンシュタイン「哲学探究」入門

中村昇

教育評論社

杉並、横浜

小林秀雄とウィトゲンシュタイン

中村昇

春風社

杉並、横浜

ささやかながら、徳について

アンドレ・コント＝スポンヴィル、中村昇訳 他訳

紀伊國屋書店

杉並

シーシュポスの神話

カミュ

新潮文庫

杉並

色彩について

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン、中村昇他訳

新書館

杉並

ベルクソン=時間と空間の哲学

中村昇

講談社

杉並、横浜

ホワイトヘッドの哲学

中村昇

講談社

杉並、横浜

母の発達

笙野頼子

河出文庫

杉並

どこでもないところからの眺め

トマス・ネーゲル、（訳）中村 昇 他

春秋社

横浜

【改訂版】戦後日本青少年問題考

矢島正見

一般財団法人 青少年問題研究会

杉並

高校生のための人気学問ガイド

矢島正見

旺文社

杉並

旅をして、出会い、ともに考える――大学ではじめてフィ
ールドワークをするひとのために

新原道信

中央大学出版部

杉並

中央社会学 第 22 号 2013

中央大学文学部社会学会

横浜

中央社会学 第 23 号 2014

中央大学文学部社会学会

横浜

社会学専攻

社会情報学専攻
インターネットが壊した「こころ」と「言葉」

森田 幸孝

幻冬舎ルネッサンス新書

杉並

うわさとは何か ネットで変容する「最も古いメディア」

松田美佐

中公新書

杉並

うわさの謎

松田美佐、川上善郎、佐藤達哉

日本実業出版社

杉並

NATHAN1SHEDROFF,CHRISTOPHER1NOESSEL

丸善出版

横浜

松田美佐、岡田朋之

有斐閣

杉並

ケータイ社会論

松田美佐、岡田朋之

有斐閣

杉並

ケータイのある風景 テクノロジーの日常化を考える

松田美佐、岡部大介、伊藤瑞子

北大路書房

杉並

Ｃ言語によるスーパーLinux プログラミング

飯尾 淳

softbank creative

横浜

社会情報学ハンドブック

吉見俊哉、花田達朗

東京大学出版会

杉並

情報貧国ニッポン～課題と提言

山崎 久道

紀伊国屋書店

横浜

図書館・アーカイブズとは何か

粕谷 一希、 菊池 光興、 長尾 真 (編)

藤原書店

杉並

イチから始める 外国人の子供教育

臼井智美編

教育開発研究所

杉並

教育学をつかむ

木村元、小玉重雄、船橋一男

有斐閣

杉並

まんが クラスメイトは外国人―多文化共生の物語

「外国につながる子供たちの物語」編集委員会編

明石書店

杉並

ＳＦ映画で学ぶインタフェースデザイン アイデアと想像
力を鍛え上げるための 141 のレッスン
ケータイ学入門 メディア・コミュニケーションから読み解く
現代社会

教育学専攻
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題目

著者等

出版社

配架先*

心理学専攻
面白いほどよくわかる！臨床心理学

下山晴彦

西東社

杉並

小学生の生活とこころの発達

心理科学研究会

福村出版

横浜

心理学論文の書き方 おいしい論文のレシピ

都筑学

有斐閣アルマ

杉並、横浜

中高生のためのメンタル系サバイバルガイド

松本俊彦（編著）

日本評論社

杉並

やさしい青年心理学

白井 利明

有斐閣アルマ

杉並、横浜

やさしい発達心理学 乳児から青年までの発達プロセス

都筑 学

ナカニシヤ出版

横浜

アジア史における法と国家

中央大学人文科学研究所 編

中央大学出版部

杉並

アルス・イノヴァティーヴァ

中央大学人文科学研究所 編

中央大学出版部

杉並

イデオロギーとアメリカン・テクスト

中央大学人文科学研究所 編

中央大学出版部

杉並

埋もれた風景たちの発見 ヴィクトリア朝の文芸と文化

中央大学人文科学研究所 編

中央大学出版部

杉並

芸術のイノヴェーション

中央大学人文科学研究所 編

中央大学出版部

杉並

ツァロートの道 ユダヤ歴史・文化研究

中央大学人文科学研究所 編

中央大学出版部

杉並

民国前期中国と東アジアの変動

中央大学人文科学研究所 編

中央大学出版部

杉並

都筑 学

森 陽子

その他

配架先* 杉並＝中央大学杉並高等学校

横浜＝中央大学附属横浜高等学校
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