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学生図書委員会設置で図書館の活性化
図書館長(看護学部教授) 小山敦代
本学図書館は開設から31年を迎えました。昭和60年4月、短期大学スタート
から、平成15年度聖泉大学人間学部開設、平成23年度看護学部開設、平成27年
度大学院看護学研究科、別科助産専攻開設と、時代と地域のニーズに対応できる
人材育成を目指した大学改革と発展の歩みに併せて、図書館も充実・発展してき
ております。
私は、平成27年4月、図書館長を拝命して思いましたことは、「もっとイキイ
キと活性化した図書館にしたい！」でした。
そこで、「図書館の活性化」を目標に掲げ、学生中心の大学図書館でありたいとの思いから、平
成28年度には、「聖泉大学学生図書委員会内規」を定め、学生の意見を多く取り入れることを目
的に大学図書委員会の下に学生図書委員会を設置しました。各学部・各学年2名の委員で組織し、
その活動は、①図書館活用のPR、②学生選書、③テーマ展示、④図書館レイアウトの提案、⑤図書
館報編集参加、⑥合同図書委員会参加、⑦アンケート調査協力、⑥図書館ボランティア活動推進、
⑦新入生オリエンテーション協力等です。まだ、よちよち歩きですが、毎月昼休みに会議を開き学
部・学年を超えた交流も楽しく、少しずつ活動も軌道に乗ってきました。何よりの成果は、意見箱
の設置や、学生選書等の取り組みはもとより、学生の意識、活動が主体的になることで図書館の空
気・雰囲気が明るく変化してきていることです。
図書館の充実・活性化が大学の魅力を反映することを心して学生・教職員が一体となり情報と
知、癒しと和、元気が出る図書館でありたいものです。図書館を「ほとんど利用しない」「イン
ターネットで十分」というアンケート回答もありますが、学生時代にこそ「読書力」「学習力」
「人間力」を培う糧・場となる図書館の大いなる活用をと願ってやみません。
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わたしの薦めるこの一冊
人間学部の先生にお薦めの図書を紹介していただきました。

『火花 』
又吉 直樹 著

文藝春秋（2015）

図書館内の場所

人間学部

913.6 || M

実技助手 後藤

剣

急速にインターネットや、携帯電話が普及し進化を遂げる中、本という文章に
感慨深さを覚えます。『わたしの薦めるこの1冊』というコーナーであることか
ら、私からは、『火花』をご紹介させて頂きます。
著者は、お笑い芸人として活躍中のピースの又吉氏であることは言うまでもな
い。お笑いや漫才に元々興味があった私にとって、この本を手に取り、読む流れ
に自身の違和感がなかった。お笑い芸人が、どんな世界観で創造し世界観を展開していくかに興味
もあった。
物語のあらすじとしては、
1) お笑いコンビ・スパークスの徳永は、熱海の営業で、4歳上の先輩芸人・神谷に出会う。自分
にはない、常識破りで、自分で面白いと思うことを体現する神谷に憧れ、そこから徳永は神谷と親
交を深めていく。
2) 徳永は、ネタ番組などに出演するようになるが、相方が同棲相手の妊娠を機に芸人を辞め、
10年目にコンビを解散する。徳永もまた、芸人を辞めることになった。
3) 神谷は、バイトもせず後輩に奢るといった生活を続け、借金が膨らみ続けていき、結果、金策
に走り回るため、行方をくらませる。神谷は自己破産してようやく落ち着き、徳永が芸人を辞めた
あとに連絡があった。徳永は、神谷の変貌に驚く。自分では面白いと思い、神谷は豊胸手術を受
け、Fカップになっていた。そのようなキャラクターが世間に受け入れられるとは思えず、徳永は
呆れ果て、そうした指摘に神谷はようやく手術を受けたことを後悔する。
4) 徳永と神谷は、出会った場所である熱海へ、温泉旅行に出かけ、素人参加型の漫才大会に出る
ためにネタを作り始めた神谷を見て、徳永は「生きている限り、バッドエンドはない。僕たちはま
だ途中だ。これから続きをやるのだ」と思う。
と物語が流れていく。
あえて、この1冊『火花』を紹介させて頂いた理由は、物語の情景や背景の描写が鮮明に想像で
きる楽しさは勿論であるが、著者自身がお笑い芸人でありながら出版するという、いわば偉業を成
し遂げたことに衝撃を受けたこと。また、彼のように、何事も一生懸命取り組むことで未来が開け
るという可能性のような、努力のようなあり方に勇気をもらった気がするからである。
本を読む際に、本のジャンルを制限せず、本を手に取り、本の内容に触れる。その時に開ける感
覚が将来へ大きな突破口となる、キッカケを与えてくれるかもしれない。あるいは、
自分に対する何かしらのチャンスを本によって掴むのも面白いかもしれない。
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わたしの薦めるこの一冊
看護学部の先生にお薦めの図書を紹介していただきました。

『青春を山に賭けて』
植村 直己 著

文藝春秋（2008）

図書館内の場所

看護学部

786.1 || U

助手 戸田 美幸

皆さん、植村直己という人をご存じですか？ 彼は、日本人初のエベレスト
登頂をはじめ、世界で初めて5大陸の最高峰を極める偉業を成し遂げた冒険家
です。しかも、そのほとんどを単独で成し遂げました。その後も、北極点に単
独犬ぞり旅で到達するなど数々の冒険を行いますが、43歳の時、北米マッキ
ンリー山に単独登頂後、消息を絶ち帰らぬ人となりました。
本書は、彼が大学で山岳部に入部し、その後世界5大陸最高峰を制覇する29歳までの記録が書
かれています。内容はスケールが大きく、日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、南
米、北米と世界各地にまたがっています。彼は登山だけでなく、各地で人々と交流し、彼らの生
活風景、食事習慣なども詳細に綴っており、読んでいると地図を片手に世界各地を自分自身も旅
をしている気分になります。
何より、この本の面白さは彼の大胆な行動力にあります。彼は大学卒業後、一度でいいから海
外の山に登りたいと考え、海外に行く片道の船賃のみを手にし、語学もろくにできないまま、現
地に飛び込んでいきます。飛び込んだ先のカリフォルニアの農場では、労働許可証も持たずに働
き、それが移民局に見つかり、牢屋に入れられます。しかし、本国送還直前に、旅の目的をよう
やく解ってもらい、ヨーロッパ入りを果たします。ヨーロッパでは、はじめて氷河に足を踏み入
れ、クレバスに落っこちますが、荷物がひっかかり一命をとりとめます。アフリカでは、野獣に
脅かされつつも一個のピッケルを武器に、ケニア山に登ります。また、ある時はアマゾン川を単
独でイカダで下ることを決意し、肉食魚ピラニアのいる川を渡ったり、山中で盗賊と格闘しなが
ら、60日間かけてイカダ下りをやり遂げます。彼の行動はいつも大胆です。しかし、成し遂げる
ための準備として緻密な作戦を練ってから、実行に移します。前向きで、強い決心のもとに全精
神を集中させやり遂げていく姿に、読んでいるほうも勇気が湧いてきます。また、やり遂げたこ
とに満足せず、それを土台にして、さらに新しいことに挑戦するところに、彼らしい生き方をみ
ることができます。
彼は、「困難の末にやり遂げた1つ、ひとつは、つい昨日までの出来事のように忘れることの
できない思い出であり、私の生涯の糧である」と述べています。学生の皆さんも、大学生活の中
で困難な場面に遭遇することがあると思いますが、それは自分の成長の肥やしとして前向きに捉
え、乗り越えていってほしいと思います。きっとこれからの人生に活かされると思います。
是非、本書を手に取り、わくわくどきどきしながら、植村直己の冒険の世界を
味わってみてください。
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わたしの薦めるこの映画
今回は、人間学部の脇本先生にお薦めの映画を紹介していただきました。

『図書館戦争』
原作 有川 浩

KADOKAWA（2013）

図書館内の場所

人間学部

778 || T

准教授 脇本 忍

小説を映画化した作品は、映画を観てから原作を読むか、原作を読んでから
映画を観るのがいいかを迷う。ちなみに、つぎに紹介する近年映画化邦画 3 作
品の原作には共通点がある。「ソロモンの偽証」(作)宮部みゆき、「64」(作)
横山秀夫、「海賊と呼ばれた男」(作)百田尚樹。お解りだろうか。原作は 3 作
品とも単巻構成ではなく複巻構成だ。「ソロモンの偽証」にいたっては 6 巻構
成になっている。映画では、「ソロモンの偽証」と「64」は前編後編で編集さ
れ、それぞれが合計 4 時間と 4 時間 27 分の作品になっている。しかし、「海賊と呼ばれた男」
は単編で 2 時間 25 分の作品にまとめられている。映画配給会社には上映時間と興行売上の思惑
があるので仕方がないとはいえ、原作を先に読んで後から映画を観たとき、原作でイメージして
いたディティールがバッサリ割愛されている映画は肩透かしを食らった思いになることがある。
さて、本稿で注目する映画「図書館戦争」は、原作が有川浩、2013年公開の佐藤信介監督作
品だ。浜名孝行監督作品のアニメ版もあり、コミックでは漫画家の弓きいろが描いている。主演
は、岡田准一と榮倉奈々が演じている。
ストーリーは、架空の日本の2019年以降が舞台で、国民に悪影響を与えるメディアへの強硬
な取り締まりが法制化され表現の自由が脅かされている。武力行使も実行する強引な検閲への対
抗手段として、本と表現の自由を守るため、図書館法に沿って図書館の自衛組織である「図書
隊」が設立されている。本作品は、その中でも精鋭が集う図書特殊部隊員を演じる岡田准一と榮
倉奈々の奮闘と恋愛模様を描く。
このように書くと、近未来モノのSFアクションラブストーリーのようだが、むしろ原作者であ
る有川浩さんの図書館と本に対する愛情溢れる作品であることが、原作からも映画のセリフから
も感じられる。前記した「国民に悪影響を与えるメディア」の基準とは何なのか、それを誰がど
う決めるのか、ということの警鐘を示唆しているのが明らかだ。表現の自由の正当性はいうまで
もなく、他者の価値観によって統制されることの恐ろしさと愚かさをディフォルメしている作品
であるといえよう。ちなみに続編作品が2015年に公開されている。どちらの作品もコミカルな
演出が随所にされていて、退屈することのない娯楽作品に仕上がっている。
有川浩さんの小説には、「図書館戦争」の続編6巻や、映画化された作品も数多くある。中谷
美紀・戸田恵梨香主演「阪急電車」、錦戸亮・堀北真希主演「県庁おもてなし課」、キスマイ玉
森裕太・西内まりや主演「レインツリーの国」、三代目JSB岩田剛典・高畑充希主演「植物図
鑑」などの魅力的な作品が並んでいる。原作を読むのが先か映画を観るのが先かはともかく、両
方を比較するのは非常に楽しいことだ。
たかが小説だが、されど小説。昨今は、あまりにも文学と接していない人たちが多いことに戸
惑うことがある。そもそも文学を楽しむ習慣がなく、根気もなければ興味もないのか
もしれない。そんな人にこそ、極めて受動的にラクに楽しめるのが映画だ。たった2
時間前後で感動が降ってくる。琴線に触れればきっと原作も読みたくなるはずだ。映
画論議を楽しもう。
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学生図書委員の活動を通じて
楽しかったこと、苦労したこと
人間学部2年生 小林 人美
私は学生図書委員の活動を通じて、様々な経験をすることができました。その
中でも印象に残ったのは学生選書です。多くの新書の中から何冊か選択して紹介
するということでしたので、この活動ができて良かったと思います。まず表紙や
タイトルで興味を持った、目についた本を選んでみると何十冊も選択していまし
た。そこから選択した本の中で、「皆が読んでくれそうな本はどれだろうか」、
「皆がどの分野に一番興味があるのだろうか」、など考えて選択しました。「自
分が好きな本だから」、「自分が興味のある分野だから」といった理由で決めたのではありませ
ん。皆がこれは読みたい、面白そう、と思えるような本を選択しました。自分の視点ではなく他者
の視点を考えて選択することで、少しでも多くの方に図書館の本をたくさん読んでもらえるように
考えるようになりました。
私が紹介していない本以外にも、面白い本や、ぜひ読んでほしい本もありますので機会があれば
それらの本を紹介したいと思います。また、図書館にない本でも、「一度読んでみたい」と思う本
がありましたら、その本を取り寄せることができますので、ぜひご紹介ください。

看護学部2年生

村上 敏生

私が学生図書委員会に入ったきっかけは、本が好きだったこと、そしていろい
ろな本に出会いたいと思ったからです。本にはいろいろな人の考え方、自分の知
らない知識・世界が拡がっています。また著者の経験や生き方に触れ、感動した
り、共感したり、人間を深く知ることにつながります。本を読むことの楽しさ、
面白さ、充実感をぜひ皆さんに知ってもらいたいと思うのです。
委員会に入っての最初の課題は「図書館の利用者を増やすにはどのような工夫
が必要か？」ということでした。「利用者の意見を聞いて、ここを直してほしいと思う意見があれ
ば、私たちは直していこう」と意見が出たので、「学生の意見箱」を作り、ラウンジに置くことに
しました。しかし、誰がいつアンケートを回収するのか、新たな問題が発生しました。また、収集
した意見を委員会の立場として、どう取り入れていくかということも難しいと思いました。
今回、初めて行った「学生選書」の取り組みでは、「多くの本と出会い、さらに自分が読みたい
本や看護の学習に活用したい本を選べる機会があるとよいのでは？」という学生委員の意見が出ま
した。私は読んでみたかった本や、看護で活用したい本をみつけ、内容を読み、選書するのがとて
も楽しかったです。
学生図書委員会はできたばかりで、まだ手探りの状態ですが、図書館の利用者が増えるよう、図
書館の利用者が心地よく過ごせる図書館になるよう頑張っています。月に1度の会議や図書館をよ
りよくするにはどうすればよいのか、を考えるのは大変ですが、「学生選書」のように楽しいこと
もあります。学生図書委員会に入ってよかったと思っています。

学生図書委員による選書コーナー

学生図書委員の集合写真
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学生図書委員の活動を通じて
楽しかったこと、苦労したこと
人間学部1年生 山本 理沙
私は昨年の中旬から図書委員になりました。図書館運営に関わり、いろいろな
体験をさせていただきました。はじめての学生図書委員会議では、「図書館利用
について」や、「これからどのような図書委員会にしていきたい」か、など討議
しました。はじめての会議はとても緊張しました。普段あまり関わらない看護学
部の学生さんたちや看護学部の先生たち、図書館に関わっている職員さんたちと
の交流はとても貴重な体験でした。何度も会議に出席していくうちに図書館のこ
とがわかってきて、図書館のために何かしたいという気持ちが湧いてきました。
学生図書委員会では、図書館のことをみんなで考える時間があり、委員同士の意見交換の時間
は、とても充実感を感じます。図書館を利用してもらうためにどのようなことをすればいいのか、
今より充実したよい図書館の環境をどう作ればよいのかを考え、充実した委員会活動をしていま
す。私は「心理学」を学びたいと思い入学しました。普段はレポートを書く時に本を借りたり、わ
からない単語を調べる時に図書館を利用しています。でも今回、図書委員会を通じて委員同士で友
人づくりもできそうです。学生図書委員会に所属できてよかったと思っています。

看護学部1年生 廣岡 華帆
私は今年入学し、はじめて本学の委員会活動に参加させて頂きました。学生図
書委員会は今年から本格的な活動を始めた委員会で、月に一度の「学生図書委員
会会議」で、学生は先生と話し合いながら、学内の「意見箱の設置や意見の回
収、改善」、「学生選書」などの企画を進めています。
本学内に設置する「意見箱」は図書館をより良いものにし、たくさんの学生に
利用してほしいという願いから製作しました。設置場所は、学生の皆さんが目に
つきやすいように、図書館に近い場所にしようと学生委員で決めました。
「学生選書」は、自分が関心のあるいくつかの本の中から、学生の皆さんにぜひ読んで頂けたら
と思う本を選び、紹介文と共に図書館の学生選書コーナーに置かせて頂きました。
「学生図書委員会会議」は、担当の先生方と各学部の学生図書委員で毎月一回、お昼休みを利用
して今後の活動や、意見箱に投函された意見などについて話し合います。最初は堅苦しい会議で
は？と思っていましたが、学生の思っていることが話しやすい雰囲気の会議です。参加率も最初の
時期は悪かったのですが、先日の会議では多くの学生委員が集まりました。先生方も忙しい中を参
加されていました。活動も学生がしやすいように考えられ、学生を中心にした活動であり、学生に
とって大変意味のある委員会だと思いました。
活動の中で大変だったのは意見箱の作成です。学生にとって使いやすくて目にとまるものを作る
というのは難しいものだと思いました。また、意見を出してもらってもすぐに応えることができな
いなど大変ですが、少しずつ学生の意見が反映していけるよう、よい図書館づくりに参加していき
たいです。
これからも図書館を学生が上手に利用してもらえるよう意見を出し合い、学生のためになる図書
館作りができるよう頑張りたいと思います。ぜひ図書館に立ち寄ってください。

←

学生選書コーナー

↑
6

紹介文の一例 ↑

平成28年度

図書館アンケート結果報告
全 学 生 を 対 象 に 実 施 し た ア ン ケ ー ト に つ い て、結 果 の 一 部 を お 知 ら せ し ま す。
（回答者515名・回収率88%）

Ｑ.図書館の利用
ほとんど 毎日

5.9%

28.5%

14.1%

Ｑ.閲覧席の利用環境
0.0%
6.3%

0.9%

１週間に２～３日

満足

１週間に１回ぐ らい

ど ち らともいえない

23.7%
15.6%
23.4%

よい
40.9%

２週間に２回ぐ らい
月に１回ぐ らい

12.4%

Ｑ.学生図書委員の活動

29.1%

利用したことがない

69.9%
不満

普通
わからない

29 .1%

悪い

ほとんど 利用しない

図書館の利用
図書館を利用する学生の中で、月に1回ぐらいの頻度で利用する学生が多かったです。図書館を利用する目
的は様々ですが、授業の予習や復習で利用する学生も多く、図書館にある資料を利用し、学習する姿が多く見
受けられます。また、図書館では、パソコンの貸し出しもあり、レポート作成や文献検索も出来ます。授業の
空き時間などを利用し、有効に図書館を利用して下さい。

閲覧席の利用
今回のアンケート結果では、学生の7割の方が満足をされていますが、以前より、学生から閲覧席数を増設
して欲しいとの要望があり、今年度、図書委員会で検討し、閲覧席の増設および電源確保などの利用環境を整
えることによって、より多くの学生が図書館の資料や電子リソースを利用した学習が出来る為、4月に19席増設
し96席（現在77席）に環境整備を行うことになりましたことをご報告致します。

学生図書委員の活動
平成28年度より活動を開始し、学生選書やラウンジの図書館意見箱などの活動を通じて、学生目線で図書館
がより活性化するように努力したことが、学生の半数以上の方に伝わってよかったと思います。また、来年度
は、より多くの方に活動が周知され、「図書委員になりたい。」と言う学生が出てきてくれたらいいなと思い
ます。
図書館への要望は
ラウンジに置いていま
す意見箱にもどうぞ。

館内展示コーナーの紹介
図書館でよく利用されるコーナーを紹介します。課題や実習記録、卒業研究の際に
ぜひ、ご利用下さい。

論文・レポート
作成のためのコーナー

人間学部教員による選定図書

看護学部教員による選定図書
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本学教員・学生の著作コーナー

情報検索について

OPACは、スマホからもアクセス可能

医中誌、CiNiiなどは、図書館HPからアクセス
本学に所蔵がない雑誌等は、他大学に文献複写依頼

オンラインで国試対策問題集
を作成・解答

平成28年度学生図書委員・図書委員会メンバーと
図書館職員からの一言メッセージ
<平成28年度

学生図書委員からの一言メッセージ>

＜人間学部＞
・様々な参考資料がたくさんあるので、ぜひ図書館を使用して下さい！

1年

中村

公香

・図書館には、レポートに使える本がたくさんあるので、ぜひ利用して下さい！

2年

大槻

翔子

・本が大好きです！

2年

森居

恵子

＜看護学部＞
・勉強の本も趣味の本もいっぱいあります。扉を開いて、さぁ本のせかいへ。

1年

福川

茉奈

・1日の疲れを本で癒そう！

2年

錦見

真依

・図書館では勉強する環境が整っていますので、ぜひご利用ください！

4年

砂田

佳菜子

<平成28年度

図書委員会メンバーからの一言メッセージ>

・殆んどスマホの地下鉄・電車、本を読んでいる人がカッコイイと思えます。

看護学部教授

小山 敦代

・はじめよう、読書のマラソン。

人間学部教授

李艶

・図書館は知の宝庫！

看護学部准教授 磯邉 厚子

あなたの教養がさらにアップします!

・本を片手に、旅をしましょう！

人間学部准教授 脇本 忍

・おもしろい本がきっとある。図書館に来てみては。

人間学部講師

小澤 克彦

・感動・癒し・生きる力をくれる、いろいろな本に出会ってください。絵本もおすすめです。 看護学部助教
図書館司書
・調べものだけでなく、ほっと一息つくのも、図書館でどうぞ。

鈴木 美佐
山川 直美

<図書館職員からの一言メッセージ>
・図書館は、皆さんの声で日々変化しています。ぜひお越し下さい。

図書館司書

加納 香織

・図書館に来てみてください。読みたい本が必ずあるはず！

図書館職員

宮川 喜秀

The Seisenians No.31 ： 聖泉大学図書館広報

ご来館を
お待ちして
おります。

図書館職員
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