巻頭言

スマホの小さな窓から
経営学研究科 経営学専攻
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竹田 陽子

スマートフォンがこの世に登場して

受験のためにやむを得ずある程度まと

10 年、情報収集も、友人とのコミュ

まった文章を読まされているものの、

ニケーションも、暇つぶしもすべては

読まされているうちは読むことで得ら

スマホの小さな窓を通して、という学

れる楽しさや喜びを感じることは難し

生たちの行動にはいまだに完全には慣

い。見にくいから読まない、読まない

れることができない。学生たちは、例

から読めるようにならない、読めない

えば、A4 サイズの PDF 資料があった

から読む楽しみや喜びがわからない、

として、そこにパソコンが置いてあっ

の悪循環である。

て閲覧可能でも、わざわざスマホで見

一方、大学の教員や図書館の職員な

ているのである。大きな資料をスマホ

ど、大学の住人の大部分は、紙媒体が

で見ても、一覧性はないし、字は小さ

娯楽や情報源として重要であった時代

くなるし、若者のほうが目がよいとい

に生まれ育っただけでなく、同世代の

うことはあるだろうが、それにしても

集団の中でも小さい頃から本が好きで

見 に く く な い の か？と 常 々 不 思 議 に

たくさん読んできた人が多い。さら

思っている。

に、職業上、大量の文章を長年読み書

彼らとて、大きな資料を見るのにス

きし続けている。若者はもちろんのこ

マホのほうが見やすいわけではないだ

と同世代に比べても、長い文章を大量

ろうが、見にくいから他の手段を使お

に読むことに苦労を感じない集団なの

うと思うよりも、自分たちの生活に入

である。私自身も含め、大学の住人

り込んでいない手段で見るほうがよほ

は、学生が読めないこと、読もうとし

ど「見にくい」と思うのだろう。自分

ないことを理解するのが難しい。

たちの生活に入り込んでいない手段と

思春期以降、スマホの小さな窓を通

は、パソコンであり、すべての紙媒体

して世界と触れてきた人たちと、スマ

である。書籍や新聞、雑誌、オンライ

ホに合わない長い文章を読めて当然と

ンジャーナルなど、図書館に所蔵され

考える大学の住人のこの大きなギャッ

ている情報はすべてこれらの媒体に

プをどう考えればよいのか。多くの学

載っているわけであるから、今や図書

生は、課題などをこなすスペースとし

館は学生にとって「見にくい」ものを

て図書館を利用していても、図書館を

わざわざたくさん集めているところ、

世界を知る窓とは思っていないだろ

ということになる。

う。もっといえば、そもそも彼らの多

スマホの小さな窓に似合うコンテン

くは、大学を世界を知る窓と認識して

ツは、章や段落で構成されるような長

いない。少なくない数の学生は、大人

い文章ではない。口語に近い、せいぜ

が注意深く用意した（でも何の役に立

い数行程度の文、文にもならない短い

つかわからないナンセンスな）決まり

言葉のやりとり、小さな画面でも見や

ごとがどこかにあらかじめ用意されて

すいシンプルな写真やイラスト、動画

いて、その決まりごとによく従った者

などであろう。物語にしろ、論文にし

が評価され、相応の学歴や就職先が与

ろ、学生が長い文章を理解しにくくなっ

えられる場が大学であるとイメージし

ているのは無理はない。学校の勉強や

ているのではないだろうか。彼らにと

ってリアルな世界を知る入り口は、大

れは読めて当然のものなのではなく、

学ではなくてスマホの小さな窓である。

新しく出会った外国語を習得するのだ

このギャップを埋める一つの方向は、

と思って、新鮮な気持ちで一からとり

スマホで見やすいことだけ見ていては

くんでみたらどうか。自分たちが慣れ

気づけないことがこの世にはたくさん

親しんでいない媒体、コミュニケーショ

あることを辛抱強く伝え続け、古くか

ン手段に挑戦することは、新しい視点

ら続く知の構築の仕方に学生の方から

を身につける近道で、自分で自分の人

少しでも近づいてきてもらうことであ

生を選び、よりよく生きるのに、リス

る。スマホで見やすいものだけ見てい

クは少なく得るものは大きい方法であ

ると見えないことには、よく知れば若

る。若い世代で長い文章に慣れ親しん

い世代にとっても魅力的なことも、知っ

でいる人が減れば減るほど、人と一味

ておかないと他人によいように利用さ

違う人生を選びとる手段としての威力

れてしまう、生存にとって不可欠なこ

は増していく。

とも含まれる。過去から現在に至るま

もう一つの方向は、大学の住人の側

で世界的に共有されている知の構築活

からもスマホの小さな窓のような新し

動のネットワークに参加する窓口にな

い媒体に近づいていくことである。自

ることが大学の本分であるから、オー

分たちが慣れ親しんでいない媒体、コ

ソドックスであるがこの方向をあきら

ミュニケーション手段に挑戦すれば得

めるわけにはいかない。

るものは大きいのは、学生だけでなく、

大学が提供できる、魅力的なことや

教職員も同様である。知の構築や蓄積

有用なことに近づくには、とりわけ大

の活動は長年紙媒体の形式に縛られて

量の長く小難しい文章を読むことが避

きたのだから、今の時代のテクノロジー

けられない。大学における知の構築活

を使って再構築してもよい。私の印象

動は、その背後に歴史的蓄積と地理的

では、若い世代は、上の世代に比べて、

広がりがあるからこそ価値があるので

長い文章を読むことは苦手な人が多い

あり、その蓄積と広がりは、長年、紙

かもしれないが、人前で話すことは上

媒体が支えてきたから紙媒体に適した

手であるし、見知らぬ人と組んでグルー

表現方法がなされている。最新のオン

プワークをやってもその場で必要なコ

ラインジャーナルの論文でさえ、紙媒

ミュニケーションを成立させてしまう。

体のフォーマットの呪縛から逃れられ

日頃から写真や動画を使いこなしてい

ていない。長い文章というフォーマッ

るせいか、授業でちょっとした映像を

トは古い媒体を前提として発達してき

作れば、見事に手早く仕上げる。若い

たかもしれないが、そこから得られる

世代が得意なことを少しは見習って、

知は当分時代遅れにはなりそうもない。

今までテクノロジーの制約でできな

長い文章を平気で読めるスキルは、

かった表現方法を古い媒体と組み合わ

受け身でいやいや身につけるには退屈

せて使うことで、知の構築活動にも新

すぎる。現代の学生にも読解力がある

しい可能性が生まれる。スマホの小さ

人はもちろんたくさんいるが、その多

な窓に匹敵する技術変化はきっと今後

くは最初は好きな本を読むなどして楽

も起きるが、そのたびに新しい媒体に

しんで身につけたものに違いない。あ

挑戦しつつ、古い媒体のよさも同時に

なたが大学に入ってもなお、長い文章

伝えるという矛盾しているようで実は

を読むのに苦労しているのならば、こ

裏表の仕事を続けていくのだ。
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エッセイ
資料調査で利用した図書館
経営学研究科 経営学専攻
イギリスやアメリカの経済学の歴史を
研究しているため，資料調査にたびたび
出かける。イギリスでは，ケンブリッジ
大学のキングズカレッジとトリニティカ
レッジと大学付属図書館，および大英図
書館に訪れたことがある。アメリカでは，
ケネディ図書館，国立公文書館，デュー
ク大学，スタンフォード大学，シカゴ大学，
プリンストン大学を訪れたことがある。
これらすべての施設では，もちろん利
用規則の順守が要求されるものの，研究
者が有意義に調査できるように最大限の
注意が払われている。通常，所蔵資料の
一覧や Finding Aid という各資料の詳細な
内容を記した説明書のようなものが用意
されているため，容易にどのボックスを
リクエストすれば良いかが明らかになっ
ている。アーキビストは，長年文書の整
理に関わっている専門家顔負けの知識を
持っている人の場合もあり，時に親身に
なって研究者の関心を聞いてくれ，見る
べき資料を提案してくれる。今では学術
研究という重要な目的のための当然のこ
ととして受け止めてしまっているが，改
めて考えてみれば，いわば研究者が自分
のキャリアのために，つまり自分の利益
のためにやっていることに対して，無償
でこれだけのサービスを提供してもらえ
るというのはやはり驚くべきことである。
われわれ歴史研究者のあいだでは，論文
や著作でアーキビストに謝辞を述べるの
が通例であるが，これは，きわめてもっ
ともなことだと思う。
ケンブリッジ大学のトリニティカレッ
ジやキングズカレッジへの訪問は，特異
な空間に入っていくようなものだったた
め，特に印象深い。ケンブリッジ大学の
各カレッジは，研究員や学生の生活の場

3

准教授

高見 典和

を提供する施設であり，「学寮」とも訳さ
れることがあるが，独自の基金によって
運営している自律した組織であるため，
前近代的雰囲気を色濃く残している。通
常，門番がおり，部外者が勝手に立ち入
らないように見張っているが，資料調査
のアポイントがあると伝えれば，担当者
にチェックした上でカレッジの敷地内に
入ることを許可してもらえる。トリニティ
カレッジでは，レン図書館という建物で
資料調査を行なった。著名な建築家クリ
ストファー・レンの設計によって 17 世紀
に建てられたものであり，1 階部分が列
柱のある開放空間になっており，非常に
凝った建築である。2 階の図書館の内部
は細長い空間となっており，入り口の反
対側にある，数人が利用できる程度の大
きさのデスクで作業を行なった。このた
め，手洗いや昼食のたび，その細長い空
間を何度も往復しなければならず，この
建築の壮大さを足で体感することとなっ
た。キングズカレッジで資料調査を行なっ
たときは，壮麗な建築に加えて，私の研
究関心であったピグーやケインズといっ
た経済学者が在籍していたカレッジで
あったので，独特の感慨を覚えた。

ケネディ図書館を利用した際には，ア
メリカでは珍しく毎日電車を使って通っ
た。映画『グッド・ウィル・ハンティング』

の一シーンの舞台となった公共庭園のあ
る市中心部のホテルから，マサチューセッ
ツ大学ボストン校の敷地内にある図書館
まで電車とバスを乗り継いで片道 1 時間
弱かかった。ケネディ図書館は，一般向
けの展示もあるが，研究者だと言って部
外者の立ち入れない区画に入っていく。
毎回，守衛に職員キーでエレベータの操
作をしてもらい，研究者向けのフロアに
上がっていった。図書館の建物には，一
面がすべてガラスで覆われた吹き抜けが
あり，このフロアにもそこから明るい光
が入っていた。大学食堂が近くにはなかっ
たので，ランチはケネディ図書館の中の
小さな食堂で済ませたが，そこに飾って
あったケネディの写真は今でも印象に
残っている。暗殺された時と同様に，ケ
ネディがパレードでオープンカーの後部
座席に座っていて，その写真では上の方
を見ていた。ケネディの理想主義やカリ
スマがにじみ出ているように感じられた。
この資料調査をもとに執筆した論文には
少なからず，このボストンで得た印象全
体が反映されている。

客員研究員としてデューク大学に滞在
したときには，資料調査の裏側を垣間見
ることができた。デューク大学は，経済
学史の研究センターが設置されているこ
ともあり，多数の経済学者の文書を所蔵
している。文書を公開する前には，本人
や遺族である寄贈者から受け取った文書
を，デューク大学図書館のボックスに入
れ替え，整理し，記録する作業が必要で
あるが，客員研究員がこの作業を手伝う
というプログラムがあり，私も参加した。

夏休みの期間に 3～4 週間ほど，責任者の
職員の指示のもとで，時には実際の資料
を読みながら文書の整理にあたった。劣
化した紙があれば，コピーをとったり専
用のフィルムで保護したりしたし，学術
的価値のない私的な写真が紛れ込んでい
れば，寄贈者に返還した。資料調査で，
以前よりも丁寧に資料を扱うようになっ
たのは，この経験のおかげだと思う。
デューク大学では，他の客員研究員か
ら面白いお願いをされたことがある。彼
は 自 分 の 研 究 と は 別 に，ア イ ザ ッ ク・
ニュートンの『自然哲学の数学的諸原理』
（いわゆる『プリンキピア』）の初版を所
蔵している世界中の図書館にアンケート
を送る調査を行っていた。
『プリンキピア』
自体の歴史を考察する上での関連情報を
得るために，この調査を行っているとい
うことだった。日本の図書館のうち 2 つ
から返事がないので，私からも催促して
もらえないかというお願いだった。偶然，
そのうちの 1 つの大学に知り合いの研究
者が教員として働いていたので，その方
を通じて図書館へ伝えてもらい，ようや
く返事がもらえた。人的資源の制約など
様々な理由があるとは思うが，研究者か
らすれば，資料の学術的価値に伴う公益
性をもう少し考慮してもらいたいとも
思った。
体系的な資料調査の訓練など受けたこ
とはないが，それでも上記の図書館の行
き届いたサービスを利用して，これまで
論文を書くことができた。そういう意味
では，私の研究はつねに図書館との共同
作業であったことは確かである。われわ
れ歴史研究者は，十分に調査されないま
ま眠っている資料を掘り起こし，そこか
ら新しい歴史叙述を生み出すためにもっ
と精進しなければいけない。
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図書館のある映画 29

卒業
日野館職員

長内 尚子

学生の頃にテレビで一度見たきり、久しぶりに青春

『卒業』THE GRADUATE (1967 米)
監督：マイク・ニクルズ
出演：ダスティン・ホフマン（ベンジャミン）
アン・バンクロフト（Mrs.ロビンソン）
キャサリン・ロス（エレイン）

She starts to get up.

映画の金字塔と言われる『卒業』をじっくり鑑賞した。

BEN：I'd like to know where it happened?

なるほど、優秀なゆえに将来の目的が定まらないまま、

She starts to move away.

恵まれた実家のプールでサングラスをかけながらフワ

BEN：It wasn't in his car, was it?

フワ漂うアメリカの真面目な男子大学生が、突然おと
ずれた人妻との逢瀬に適応しつつ、彼女の娘と本気の

車のくだりは、エレインは車の中で宿ったと Mrs. ロ

恋に落ち、当然周囲に大反対されるがなんとしても娘

ビンソンから聞いていたベンジャミンが意地悪く言っ

と結ばれたい気持ちが先行して、ついには駆け落ちを

たこと。たくさんの学生が勉強している中で、
ベンジャ

するまでを描いた青春ど真ん中の映画だった。この映

ミンのジョークが静まり返った図書館に痛々しく響き

画が名作として今でも輝いているのは、主演のダス

渡る。

ティン・ホフマンの朴訥な青年から痛い勘違いをま

ベンジャミンを好きなものの、両親の大反対を無視

とった若者に変貌する怪演と、大人の女性の悲哀を見

できないエレインは、他校の男子医学生と結婚するこ

事に体現したアン・バンクロフト、対象的に可憐で純

ととなった。教会で医学生と式を挙げているエレイン

真無垢な女子大生キャサリン・ロス、この 3 人の名優

をベンジャミンが連れ出すシーンはあまりにも有名

の化学反応によるところが大きい。加えて言わずもが

だ。式場に入れないベンジャミンは、2 階のガラス通

なサイモン＆ガーファンクルの名曲が随所に散りばめ

路から、まさに今結婚の誓いを言おうとする彼女に

られて、むしろ音楽が映画を誘導しているかのように

向って「エレーン！エレーン！！」とガラスを叩きな

ひたすらに目に耳に心地いい。

がら力の限り叫び続ける。ベンジャミンの懸命な姿に

Mrs. ロビンソンとの情事が周囲にもエレインにもば

決意するエレイン。Mrs. ロビンソンに罵倒され、エレ

れてしまい、当然のごとくエレインとの交際は終わる

インの父に服を引きちぎられるも、ベンジャミンとエ

はずが、エレインに本気になったベンジャミンはまる

レインは止まらない。追ってくる人々を振り払い、教

でストーカーのようにエレインへ猛アタックを続け、

会の入り口を大きな十字架で塞ぎ、花嫁とベンジャミ

若く経験の浅いエレインもベンジャミンの気持ちを嬉

ンは通りがかった黄色いバスに乗り込み、バスの乗客

しく思う。

の好奇な目を尻目に最後部座席を陣取る。純白なウェ

図書館は、エレインまっしぐらのベンジャミンがし

ディングドレスの花嫁とずたずたの服の男、息を弾ま

つこくプロポーズし続けるシーンに登場する。エレイ

せ、それぞれにやり切った満足感を漂わせる笑みと我

ンが通う UC バークレー校の図書館での会話だ。ベン

に返って不安をにじませる表情を交互に浮かべ、バス

ジャミンはライバルである他校の医学生とエレインが

は彼らの見えない将来へひた走る。ダスティン・ホフ

どこまで進展しているのか気になってしょうがない。

マンの口角がググっと上がるチャーミングな笑顔が一
瞬見えて消えていく。

BEN：How did he do it? Did he get down on his

主題歌のサウンドオブサイレンスは、その歌詞が絶

knees? He didn't get down on his knees, I hope.

妙に分かりにくく、何が言いたいのか筆者には不可解

ELAINE：No, Benjamin.

な点が多いが、その短調と長調が入り混じったメロ

BEN：Well, what did he say? I'm curious.

ディと、美しいハモりに、今も変わらない見えない社

ELAINE：He said he thought we'd make a pretty good

会と将来の一抹の不安が重なる。青春とはかくも無謀

team.

で不安で綺麗なものか。

BEN：Oh no. He said that.
ELAINE：Shhhh.
BEN：Where did he do it?
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図書室紹介 数理科学図書室
数理科学図書室 田中 淳子

南大沢キャンパスに点在する学部・学科図書室をリレー形式で紹介するこのコーナー、
５回目の今回は、数理科学図書室をご紹介します。
図書 4.3 万冊、雑誌 2.6 万冊を備え、内 8 割は洋書です。
当大学所属の教職員や学生であれば、どなたでも利用可能です。
図書の並べ方は、背表紙のラベル順ではなく “ 第１著者名アルファベット順 ” 又は “ シリーズ名順 ” です。
同じ著者の場合は、次は “ 書名順 ” です。
背表紙から情報を読み取る必要があり、最初はとまどう様子が見受けられますが、学年が進むにつれて慣れていきます。
他大学の数学図書室でもこの配架方法が多いと聞いており、国際的な数学独自の配架方法です。

例『リーマン幾何学（酒井隆 著）』はどこにあるか？
首都大学東京図書館蔵書検索（OPAC）
数理科学図書室には２冊あり、
現在は、0007 を貸出可能です。
配置場所は “ 理：数理科学図書室 和 S”、
和書の酒井隆 [Sakai,T.] と分かります。
0007 をクリックするとでてくる
所蔵詳細の備考にも [Sakai,T.] とあります。

数理科学研究室には３冊ありますが、これらは先生方の研究室備え付けで数理科学図書室にはなく、貸出対象外です。

テキスト展示

最近のお薦めは、数理科学図書委員会発行の小冊子『数理 eBook なび』です。
電子ブック利用環境が充実してきた今だからこそ始められる広報活動、
よろしければ、数理科学図書室 HP をご参照ください。
数年前より、図書室入口にて、
数理科学科 新４年生向けの「数理科学特別研究」（ゼミ）テキスト展示を行っています。
普段、図書室で見かけない数理の学生達が資料を手にする様子より、
選択時のサポートとして意味のある活動と感じています。

点訳図書は、東京都立大学時代からあるものを合わせ、
全て揃っているもの 41 冊（487 分冊）、一部分のみ 15 冊になりました。
限られた背表紙のスペースに、どの情報を点字で載せるのが適切か、
学生の助言を受けながら数理のルールを決めました。
全て揃っているものは資産として図書登録を行い、
将来の活用も視野に入れながら整備を進めています。

数理科学図書室
南大沢キャンパス８号館６階６７７室
開室日時：月～金 ９時～１７時
（祝日、年末年始を除く）
http://www.comp.tmu.ac.jp/math/library/

図書室内
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貴重資料展示会「水野忠邦とその時代」
本館職員

長峰 優（貴重資料担当）

２０１８年９月３日から６日の４日間、TMU ギャラリーにて図書館の所蔵する貴重
資料の展示会を開催しました。過去にはこのような展示会を開催したことがあったよう
ですが、近年では初の試みです。多くの方にご来場いただき、今までなかなかお目にか
ける機会のなかった資料をご覧いただきました。

水野家文書（水野忠邦関連）

堀江家文書

生類憐れみの令に関連する資料２点（パネ
ル、レプリカ）を展示しました。五代将
軍綱吉の生類憐みの令により、現東京都
中野区の辺りには犬を保護する施設「御囲
場」が作られました。その大きさは、南
大沢キャンパスの２倍以上の大きさにも
及びました。１点目はこ
の御囲場の絵図です。２
点目は、江戸城の五里（約
20キロ）四方に設置さ
れた将軍家の鷹場の絵図
です。これは、生類憐み
の令により一度は禁じら
れた鷹狩りを八代将軍吉
宗が復活させ、鷹場を再
設置・整備した時のもの
堀江家文書
で、現東京都はこの政令
に大きな影響を受けてい
たことが分かります。

水野家
（忠邦関連）

順路

水野忠邦の肖像画のレプリカ、及び忠邦の
祖父忠鼎の箸や父忠光の御袂おとし等小物
類の現物を展示しました。忠邦の肖像画は
日本史の教科書によく載っているため、見
覚えのある方も多いかと思います。今回の
展示会ではレプリカの展示でしたが、実物
は図書館にて保存されて
います。また、小物類の
展示からは当時の暮らし
ぶりを垣間見ることがで
きたのではないでしょう
関連資料閲覧
か。
コーナー

水野家文書（水野忠邦関連）
現在の伊豆七島
の写真

水野家文書
（伊豆七島絵図）

水野家（伊豆）

水野家文書（伊豆七島絵図）
ここでは、伊豆七島の中より、大島、三宅島、八丈島の
絵図（パネル）を展示しました。この絵図は水野忠邦によ
り命じられた天保９年の伊豆巡視の際に描かれたもので
す。当時は日本近海に外国船が渡来しており、忠邦はこ
の外国船渡来に備え、地図改めの名目で巡視を命じまし
た。200年近く前に描かれたこの地図ですが、現在の地
図と比べても大きな違いは見られず、当時の測量技術の
高さも伺えます。展示会当日は現在の３島の写真と共に
ご覧いただきました。
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カ
カナ
ナダ留学体験記
ダ留学体験記

本館職員

石田 奈央

私は昨年の夏、2018 年 6 月～ 7 月のおよそ２か月間、本大学法人研修としてカナダ・オンタリオ州にあ
るウォータールー大学附属のレニソンカレッジという語学学校で English for Success（通称 EFS）という語
学プログラムに参加した。このプログラムは、英語を学びたい留学生やウォータールー大学に通っているけ
れど英語に不安がある学生が４週間を１タームとして受講できるプログラムで、プレゼンテーションやグラ
マーなどの授業のほかに、トロント観光やナイアガラの滝ツアーといった留学生同士の交流を目的としたア
クテビティが充実しているのが特長だ。私が参加した６～７月は特に香港とメキシコからの大学生が大半を
占めており、食堂では広東語とスペイン語が飛び交っていた。
今回の研修では、様々な価値観との出会いが私の視野を広げた。その中でも特に印象に残っているのはメ
キシコの大学生の言葉だ。彼女と私はペアになり、テーマを決め、ディスカッションの進行役をするという
課題を行った。「緊張するね」と話しかけると、彼女もそうだねと答えたが、「私はよく文法を間違えるので
心配だ」と言うと彼女は不審そうにこう言った、「うーん、、、、でも今、そのためのトレーニングをしてるん
だよね？」。授業中も、メキシコ・香港の学生共に間違いを恐れない、というより「勉強中なんだから間違っ
て当然」という雰囲気だ。なぜ違うのか、と先生に食い下がる学生もいる。間違えなど気にせず、わからな
ければ笑ってごまかさずに聞く。単純なことだが、日本を出なければ、気づかなかったことかもしれない。

した！
ま
い
行
に
月
2
０１９年
2018年5月・２

図書館本館
リニューアルについて

本館では昨年からリニューアルを行っています。
利用のしやすさに変化はありましたか？
ここで改めて
リニューアル内容を振り返りたいと思います。
ラーニング・コモンズとは．
．．
従来の静かな図書館とは違い、
集い、議論し、グループで共に学べる環境を
整えていることが特徴の一つです。

２０１９年2月に行ったこと

ラーニング・コモンズ各施設は
ネットで予約できます！
2018 年 5 月より、
各施設がインターネット上で予約可能になりました！
図書館設置の予約専用端末はもちろん、
山路を登りながら
ご自宅のパソコンやスマートフォンからもご予約いただけます。
図書館 HP「LC 施設予約」バナーや
右下の QR コードから飛べます。

２０１８年5月に行ったこと
グループスタディルームの増加
机・椅子のリニューアル
電源タップ設置

プレゼンテーションルーム 空調・防音設備 改修
メディアスペースPC端末入替＆増設
エレベーター改修

OPACをリニューアル!!

入退館ゲートを入替!!

新しい入退館ゲートは退館時も
ゲートにカードをかざす必要があります。
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第 11 回

スタディ・アシスタントのページ

突撃！ LSA 主催イベント！！
～ 全部見せます LSA の活動から院生生活まで ～
昨年12月に開催されたスタディ・アシスタント (LSA) によるイベント『全部見せます
LSAの活動から院生生活まで』の企画・運営をされた LSA の方々に、今回は色々お話を伺っ
てきました！

大塚 隆史（数理 LSA）

杉 卓洋（心理 LSA）

安田 健人（化学 LSA）

Q1．イベントではどのような業務を担当されましたか？
大塚：イベントの全体の取りまとめに加え、当日は学習サポートについての講演を行いました。
杉 ：LSAの紹介プレゼンテーションの発表を行いました。
安田：自分の研究内容のプレゼン発表を行いました。また、展示品として計算ノート等を提供しまし
た。

Q2．当日の雰囲気・手ごたえはどうでしたか？
大塚：ポスターや当日の放送を聞いて足を運んでくれ
た方も見られ、おおむね良い雰囲気だったと思
います。
杉 ：それぞれがイベントを楽しもうという雰囲気を
持ち、終始和やかな雰囲気だったと思います。
安田：内容が非常に広い範囲に渡っていて、様々な分
野の人が楽しめる空間になったと思います。LSA
に様々な専門を持った学生がいることのメリッ
トを活かせた企画だったのではないでしょうか。

展示ブースの様子

Q3．イベント全体を通して印象に残ったことは何ですか？
杉 ：LSAの紹介から勉強の応用、研究の紹介など充実した内容だったので、学期始めに開催すれば、
LSA利用者も増えるのではないかと思いました。各人の判断でプレゼン内容を決めたことも内
容の多様性を生んでよかったと感じています。
安田：LSAの個性がよく表れた展示になったと思います。生命科学LSAが提供してくれたネズミの脳
は印象的でした。

Q4．それでは最後にリーダーの大塚さん、今回のイベントを踏まえて今後はどのよう
なイベントを企画していきたいと考えていますか？
大塚：次回は事前に学生にアンケート等をとって、よりニーズを踏まえたイベントを企画したいと思
います。また、今回のような大掛かりなイベントだけでなく、SNSを利用したイベントや定期
的に開催する小規模なイベントなどを実施するのも面白いのではないかと思います。

製作：LSAりべる・パスファインダー班（猪崎・岸・椎名・中三川・矢田）
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先輩から新入生に向けて

学生アルバイト 鈴木 杏佳
( 人文社会学部 )

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
いま、皆さんの胸はどのような思いでいっぱいになっていますか。期待、不安、寂しさ、憂鬱、
浮き浮き、きっとひとそれぞれ様々な感情を抱えていることでしょう。そんな新入生の皆さん
に是非図書館を利用してもらいたいとの願いを込めて、この首都大学東京の図書館の魅力をお
伝えしたいと思います。
一つ目は「図書館の空気」です。
図書館はいつでも同じ空気に包まれているわけではありません。朝一番の図書館では清潔な
清々しさに包まれながら気怠さを感じることもなく良い時間を持つことができ、最も利用者の
多い日中は学生の健康的な騒々しさと図書館特有の重厚感ある静寂さが共存するさまを肌で感
じることができるでしょう。そして、私が特に気に入っている日が暮れた後の時間帯は、一日
の疲労を抱えながらも学問に励む学生と夜という時間がもつ静謐さが相まって、とても物憂げ
な美しさを生み出しています。このように、図書館という場所は空気感を変えながら存在して
います。もちろん天気や季節によっても変わってきます。その変化は実際に訪れて自らの肌で
感じ取ってもらいたいと思います。
二つ目は「図書館が所有している本の種類・量」です。
高校や市区町村の図書館とは圧倒的に学術書の豊かさが違います。なので、本棚に収まる本
はいまだかつて出会ったことのないものがほとんどだと思います。そこでおススメなのは、分
野を気にすることなく、本を眺めながら図書館を散歩することです。本棚の間を歩いているう
ちに気になる本に出会うはずです。そうして手に取った本のタイトルや内容から、いま自分が
どのようなことに興味があり、どんな言葉に惹かれるのかわかるでしょう。それは、自分自身
を発見し、理解することにつながるはずです。
三つ目は、この図書館の最大の魅力ともいえる「友達と語り合いながら勉学に励むことので
きるコミュニケーションスペースやリフレッシュルーム、そして予約が必要となるグループス
タディルーム」です。恥ずかしながらわたしはまだこれらの部屋を使用したことはないですが、
常にたくさんの学生が利用しています。それだけ、使い勝手がよく魅力的な部屋なのでしょう。
最後になりますが、大学生活に疲弊したなどと思った際は是非図書館に訪れてみてください。
そんなあなたを救ってくれる何かがあるでしょう。新入生の皆さんが実りある大学生活を過ご
せること、またたくさんの素敵な本に出会えるよう願っています。皆さんの足音がこの場所に
響くことをお待ちしております。
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速 図書館本館利用者アンケート結果
報

本
工藤 優花子／束野
優花子／束野 由美
由美
本館
館職
職員
員 工藤

（アンケート担当）
（アンケート担当）

原田
原田 良恵／渡辺
良恵／渡辺 はるか
はるか

図書館本館では、より良いサービス提供のため、
学生・教員を対象とした利用者アンケートを例年実施しています。
本年度も、多くの貴重なご意見を頂きありがとうございます。
以下に結果の概要をお知らせし、正式なご報告は後日図書館 HP 上で行います。
１．実施概要
期間：2018 年 11 月 13 日（火）～ 12 月 12 日（水）計 30 日間
方法：WEB 版（Google フォームより回答）／ 紙版（学内便または館内設置のアンケート用紙より回答）
２．有効回答数

906 名（学生 795 名、教員 111 名）

３．結果（回答結果より一部抜粋）
①サービスに満足しているか

全くそう思わない 2％

そう思わない 4％

②今後の充実を期待するもの（複数回答可）
500

400

学
生

どちらとも
言えない
12％

非常に
そう思う
30％

パソコン環境 (45.7%)
蔵書 (44.7%)

300

電子資料 (20.6%)
200

そう思う 52％

個人学習環境 (63.5%)

グループ学習環境 (18.9%)

100

0

①サービスに満足しているか

そう思わない 8％

全くそう思わない 1％

②今後の充実を期待するもの（複数回答可）
80

電子資料 (73.6%)

70

教
員

どちらとも
言えない
12％

非常に
そう思う
18％

60
50

個人学習環境 (21.7%)

40

レファレンス (14.2%)

30

そう思う 61％

蔵書 (63.2%)

ホームページ (14.2%)

20
10
0

満足度は高いものの、個人学習環境や電子資料などについて、多くの利用者が今後の充実を希望しています。
皆様からのご意見を今後の図書館運営に役立てます。

編集後記

今回、巻頭言は竹田陽子先生に図書館とスマートフォン世代の若者との関わり方について、エッセイは高見典和
先生に海外の大学図書館とそこでの思い出について、それぞれご寄稿いただきました。世代間で情報獲得手段が異
なってきている中で大学図書館がどうあるべきか、また海外の図書館からそのヒントを得ることは可能であろうか、
などと私自身考えさせられました。大学図書館は本の閲覧・貸出以外にもラーニング・コモンズやスタディ・アシ
スタント、各種イベントなど多様なサービスを提供していることを多くの方に知っていただきたいですし、今回の
「りべる」がその一助になれば幸いです。

りべる No.136 編集委員
りべる No.136
2019 年 4 月発行
編集・発行 首都大学東京図書館本館
首都大学東京図書館
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