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No. 大学名(五十音順) テーマ

1

愛媛大学 テーマ1 教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

愛媛大学 テーマ2
理想の図書館に向けた宣言「理想の図書館のために○○○しま
す！」

愛媛大学 テーマ3 振り返ろう，シンポジウム。「楽しかった！」のその先へ

2 鹿児島大学 テーマ1 教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

3 熊本学園大学 テーマ1 教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

4 島根大学 テーマ1 教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

5
島根県立大学短期大学部
松江キャンパス

テーマ3 振り返ろう，シンポジウム。「楽しかった！」のその先へ

6
島根県立大学
浜田キャンパス

テーマ1 教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

7 就実大学 テーマ1 教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

8 中部大学 テーマ1 教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

9 東京大学 テーマ1 教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

10
徳島大学
学びサポート企画部

テーマ1 教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

11
徳島大学
ライブラリワークショップ

テーマ1 教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

12 鳥取大学 テーマ3 振り返ろう，シンポジウム。「楽しかった！」のその先へ

13 梅光学院大学 テーマ2
理想の図書館に向けた宣言「理想の図書館のために○○○しま
す！」

14 広島大学 テーマ2
理想の図書館に向けた宣言「理想の図書館のために○○○しま
す！」

15 広島工業大学 テーマ1 教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

16 広島修道大学 テーマ1 教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

17 福山大学 テーマ1 教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

18
山口大学総合図書館 テーマ1 教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

山口大学総合図書館 テーマ3 振り返ろう，シンポジウム。「楽しかった！」のその先へ

19 山口大学工学部図書館 テーマ1 教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

20 立命館大学 テーマ1 教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

21 松山大学 テーマ1 教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

おまけアイデア生産工場

目次



No.1

愛媛大学

教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

テーマ1



どんな活動をしてるの?

〈通常活動〉
☆週一回のミーティング
☆週一回の図書館活動
・シェルフリーディング
・展示企画準備

など…

〈その他活動〉
☆新入生サポート（４～６月）
☆学生祭（11月）
☆月刊ひよこの発行
☆おすすめ本紹介

図書館サポーター（通称：LS）って?

愛媛大学のSCV*の一団体として
愛媛大学生に対して図書館の活用を促進す
るとともに、
本に親しみやすい空間を提供することを目
的に活動しています。

※SCVって？
「お接待の心」で活動するボランティア集
団、Student Campus Volunteersの略です。

教職員と連携しながら愛媛大学の学生のた
めに活動する愛媛大学公認の準正課教育活
動の一つです。

LSのほかに8つ団体があります。
今回のシンポジウムにもスタッフとしてく
れているLS以外のメンバーがいます。



LSのいいところって?

・メンバーの仲が良い
・メンバーが優しい
・新しく入ってきたメンバーがすぐにな
じめる

・仕事をしっかりやるメンバーが多い
・図書館長との座談会がある
・LS選書の枠がある
・ミッションバリューに外れていなけれ
ば、自分たちのしたい企画を行なえる

LSの改善点って?

・定例ミーティングを含め、
人数の集まりが悪い

・企画のマンネリ化
・引継ぎが甘い
・ミッション・バリューの制約が
大きい（“愛大生”にとってという
文言に制約されている）

・医学部、農学部の分館との交流が
少ない

・企画の参加者数が少ない
・広報力が弱い
・LSの知名度が低い

今後どうしていきたい?

・LSの存続
・ミッション・バリューに沿った企画の中で、
ただ楽しむだけのものをやってみたい

・LSの知名度をあげたい



No.1

愛媛大学

理想の図書館に向けた宣言「理想の図書館のために○○○します！」

テーマ2



※１ 第５回シンポジウム (梅光学院大)で
実施されたワーク。書籍にオリジ
ナルの帯を作成してつける。

半
年
後

1
年
後

目標

具体的な
行動

3
か
月
後

第一回OBI-1
グランプリ（※１）

実施
（帯の数を10個
以上集める）

学生祭の企画
で昨年度以上
の来場者数を

出す

メディアサ
ポーターズ
出版部（※２）に
活動を取り上
げてもらう

定期的にSNSを
更新する

Twitterのフォ
ロワー数を現在
の2倍にする

Twitterのフォロワー数
を現在の2.5倍にする

※２ メディアサポーターズ出版部とは
学内広報誌を扱う愛媛大学内の団体の
一つ

オビ ワン



3
年
後

未来へ…！

LSの知名度を
上げる

Twitterのフォロワー数
を現在の3倍にする

〈常時実施していきたい事柄〉
・人目に付くポスターを
人目に付く場所にはる

・定期的なSNSの更新を心がけ、
軌道に乗せる

・授業でLSの取り組みを
紹介してもらう



No.1

愛媛大学

振り返ろう，シンポジウム。「楽しかった！」のその先へ

テーマ3



振り返ろう、シンポジウム ー「楽しかった！」のその先へー

今回は、現2、3回生が参加したこと
がある、第5回と第6回のシンポジウ

ムについて振り返るピヨ!

【第5回シンポジウム in 山口（梅光学院大学）】

・ワールドカフェで様々な人と話す機会があり、図書館でリラックスをして本を読

める環境があれば、来館者数自体は増やせるのではないかと考えた。

・少人数制だと、話が進むことを実感した。LSは少人数の団体なので、それを強み

として行けたらいいと思った。

・下関市立中央図書館で、読書通帳を見て驚いた。取り入れられるなら、各図書館

でも取り入れられたら、貸出数は増えるのではないかと思った。

・図書館の裏側まで見学できたのは良かった。図書館がとても明るかった。



【第6回シンポジウム in 香川】

・“図書館の”サークルだが、色々な活動をしている人がいた。

・ワークショップで、図書館主催の企画で、地元の人も参加OKというところが、

LSにとっては意外だった。

（LSにはミッション・バリューという、活動指標があるため、様々な制約がある）

・ビブリオバトルを開催する団体は多いが、参加者数が足りなかった。

⇒ビブリオバトルは、ハードルが高いことを考慮し、昨年度の学生祭では

「図書館クイズラリー」を実施。

・香川大学図書館では、図書に仕切りがあり、見やすいことを実感した。

⇒昨年度の企画で、日本文学図書のところに仕切りを作成した。



No.2

鹿児島大学

教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

テーマ1



鹿児島大学
図書館サポーター

本の福袋

選書ツアー ビブリオバトル

POP作成

ぼくはBOOK＋クマで
ブックマ！

ぼくはまなぶた！
二人で鹿大図書館
を応援しているよ！



オープンキャ
ンパス案内

館長懇談会

・大学図書館に学生の目線

より利用しやすくなるのでは？

図書館の環境・図書の充実
図書館の利用を活性化！

クリスマス展示



連携・交流・協働

今後の方針

　特徴

改善点

・三年目の活動に入り、活動を継続するために他組織との情報交換が活発に！

・サポーターと職員との距離が近く、サポーターの提案した企画を職員と
協力して実行できる環境が整っている！

前年まではサポーター発展のため活動

今年度は活動継続のために情報の発信・交換を積極的に！

例：他大学との交流、一般学生への情報検索面での援助など



No.3

熊本学園大学

教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

テーマ1



私たちは

クマガク図書館の魅力

学生コンシェルジュの力！

KLIBRARY 
UMAGAKU

資料数は西日本最大級。充実した設備の中で、快適に調べ
ものや学習ができます。おすすめは、会話をしながらグ
ループ学習ができるラーニング・コモンズ。館内はアク
ティブ、サイレント、スーパーサイレントとゾーンが分か
れており、自分に合った環境で利用できます。

学生目線のアイデアで、図書館をより良く変えていくこ
とができるのが学生コンシェルジュの強みです。図書館
の魅力を発信することで学生コンシェルジュ自身も図書
館について理解が深まり、新しいアイデアが生まれます。

学生コンシェルジュは、図書館の専門知識を身につけた

学生スタッフです。図書館アルバイトを通じて培った実

務経験や自分自身の大学での学びと経験を生かしなが

ら、図書館の利用を促すための企画や学生支援に取り組

んでいます。

学生コンシェルジュ
です！

学生としての目線を活かし、新しい
サービスの提案や改善を行っていま
す。Facebookでは週に１度コンシェ
ルジュリポートを更新し、学生から見
た図書館の魅力について発信してい
ます。

キャンパスの中央に位置しています。 一階にあるラーニング・コモンズ。

！

Kumamoto Gakuen Univers i ty  L ibrary  Presents

週
に
１
度

図
書
館
の
様
子
や

情
報
を
発
信

こ
ま
め
な
共
有

チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を

大
切
に
し
て
ま
す

熊本学園大学付属図書館　公式Twitter・Facebook



学生コンシェルジュの

３つの学生サポート

K

学生への情報発信

質問・相談の受付

学生コンシェルジュが目指すもの
Q.学生コンシェルジュをしていて良かったことは？

活用方法の提案

私たちの目標は、学生の意見を積極的に取り入れ、学生が快適に利用できる図書
館を作り上げていくことです。そのためにも、利用する学生が気軽に声をかけや
すい雰囲気、環境づくりをすること、今以上にたくさんの学生に私たちの活動を
知ってもらうことが大切だと考えています。歴代の学生コンシェルジュの伝統を
受け継ぎながらも、常に新しい事に挑戦して図書館を進化させることができれば
いいなと思います。

注
目
度
の
高
い

全
身
パ
ネ
ル
は

効
果
絶
大
で
す

大
喜
利
並
の

絶
妙
な
回
答
に

固
定
フ
ァ
ン
も

友
達
に
相
談

す
る
気
軽
さ
で

何
で
も
聞
け
る

就
活
や
旅
行
関
連

サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー

な
ど
な
ど

知
れ
ば
必
ず

役
立
つ
情
報
が

た
く
さ
ん

学生生活に役立つ話題や情報を
図書館の資料を使って発信しています。

図書館利用についてわからないことや
学習相談などに幅広く答えています。

学生目線での図書館の魅力や
活用方法を学生に伝えています。

図書館の詳しい使い方を知り
たいという学生にはライブラ
リーツアーを実施。

新入生ガイダンスでは動画を
活用して図書館の機能を説
明。

学生の関心が高いテーマで企
画し資料活用を促します。

利用者が自由に質問できる
「ひとことカード」は気軽なコ
ミュニケーションツールで
す。

ラーニング・コモンズに常駐
し、学生の学習サポートを
行っています。

コンシェルジュボードを入館
ゲート付近に設置してPR！

１

2

3

A.自分が展示してい
た本が貸出されると
嬉しいし展示して良
かったと思う

A.デスクに座ってい
るとき声をかけられ
たり対応した学生か
ら感謝されたとき

A.図書館を利用する
友達が多いので頼り
にされることが多く
嬉しかった

遊
び
心
も

プ
ラ
ス
し
つ
つ

活
動
を
紹
介



No.4

島根大学

教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

テーマ1



島根大学図書館コンシェルジュの活動は、(1)利用サポートと(2)自主企画
活動との二つに大別される。(1)利用サポートは、主にカウンター業務として、
返却図書の管理及び利用者に対するレファレンスサービスを行う。(2)自主企
画活動は、学生目線で「よりよい大学図書館へ」を合い言葉に、各人の自主
的な活動を展開する。このシンポジウムでは、図書館コンシェルジュの特色と、
前期の活動で改善した点を紹介する。

発表者
島根大学図書館コンシェルジュ
◎【福島】◎【林】
◎【横山】◎【藤山】
◎【鳥山】◎【立石】◎【長廻】

テーマ１： 教えて！みんなの図書館と団体

第7回 大学図書館学生協働交流シンポジウム （2017.9.5 〜 9.6）

今年度外部方針

企画や広報の幅を広げ、知名度を高めよう

今年度内部方針

報・連・相を意識し、コンシェルジュの仲を深めよう
ほうこく・れんらく・そうだん

イベントチーム

展示・グッズ 広報チーム

• ラーコモカフェ
• 科学道100冊
• ライブレター
• ただ日本語で話すだけ

• 季刊誌LiMe
• ライムボード

• ブックコンパス
• 館内装飾
• ひとたなブックス
• ブックカバー作り

ミーティング：週一回
メンバー：29名

図書館職員コアチーム

月末の定例ミーティングで情報共有

図書館コンシェルジュ体制

展示・グッズ
チーム



図書館コンシェルジュの特色

雰囲気よく活動、メリハリをつけて行動、自身の成長

 ミーティングの雰囲気向上
• アイスブレイクを行う

 1年間の方針を明確に設定
• 利用者に向けた外部方針
• コンシェルジュに向けた内部方針

情報共有の充実化
• ミーティング資料の見直し（項目の充実化、議事録作成）
• Moodleの活用

 ミーティングに参加出来ない人も活動できるように
• コンシェルジュ同士の交流の時間を設定
• 参加できない人でチームを作り企画活動

昨年の全体反省を踏まえて今年度からの変更した点の紹介

活性化！

メリハリに繋がる！

メリハリに繋がる！

団結力の強化！

脳内メーカー作り&紹介
共通点探し
共感図法 Empathy Map
強制類推 Forced Analogy など

アイスブレイクは、
ミーティング前の
10分間を使用

一押しポイント ： アイスブレイク
毎回のミーティング前の10分間にアイスブレイクを行った。
盛り上げるだけのアイスブレイクではなく、メンバー自身の成長を促せるようなアイスブレイクを実行した。
議論へ向けた心の準備にもなり、意見を出してくれるメンバーが増えた。

コンシェルジュの成長に繋がる
全ての活動が



チームの活動紹介

館内装飾
ブック★コンパス

季刊誌 LiMe LiMeボード

twitter

ひとたなブックス

市立図書館団体貸出

科学道100冊

ラーコモカフェ

オープンキャンパス

他にも様々な活動を
楽しみながら行っています！



No.5
島根県立大学短期大学部

松江キャンパス

テーマ3
振り返ろう，シンポジウム。「楽しかった！」のその先へ



・らぶちゃん誕生 
 
 
 
・選書ツアー 
 

シンポジウム参加後の心情 
 
 

シンポジウム参加後の活動 

・帯 
 
 
 
・読書マラソン＆おはなしマラソン 
 
 

・活動について客観視できた。 
・情報共有をする大切さを学んだ。 
・広報の大切さを学んだ。 
・様々な人と交流する楽しさを実感した。 
・実践してみたかった企画を実現できた。 
・コミュニケーション、自己主張の大切さを学べた。 
・普段味わえない体験が自己成長につながった。 



No.6
島根県立大学
浜田キャンパス

教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

テーマ1



• 図書館機能のほかに語学学習支援機能・情報センター機能を備えた施設 

• LAN＆コンセント机 62席 

• グループ学習室 

• デジタルコンテンツ編集室 

• LLSR(語学学習支援室) 

メディアセンターとは 
島根県立大学 浜田キャンパス 



•月展示 
テーマに沿った図書委員の推薦本を展示 
デジタルサイネージに掲載し紹介する 

 

 

 

 

 

 

•ブックハンティング 
都市部の大型書店で 
本を選書し、購入する 

主な活動 



委員の人数と活動規模が小さい 

•メリット 

 情報伝達が迅速・集合しやすい 

•デメリット 

 活動の規模が小さいため 

 学内での知名度が低い 

今後やれること…… 

ブログや学内での露出を増やし 

まずは図書委員を知ってもらう 

今後の課題点 



No.7

就実大学

教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」

テーマ1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就 実 大 学 

図書館サポーターとは？ 
就実大学では学生の希望によりはじめての図書館サポーターが発足しました。
図書館行事に積極的に参加し、企画展示や書評、図書館グッズの作成をして
います。 

今年度は初の試みで、自分たちが行事を企画し、グループに分かれた活動を
しています。 

ブックハンティング 
年に夏と秋の２回行っています！ 

今年の夏は、去年の夏の６２冊を大きく上回る、２５６冊
を学生が選書しました。 

選書後はPOPを作成して館内で展示します。 

図書館スタッフ 
新入生ガイダンスやオープンキャンパスの
図書館スタッフとして、館内案内や新入生
のサポートをしています。 

図書館セミナー 
平成22年度から始めて今年度で8回目を迎えます！ 

今年度は10月28日(土)に、江戸中後期文壇についての講演会を、
本学教授の井上啓治先生をお招きして開催します。 

図書館サポーターの活動は、受付、館内案内、プレゼンなどが
あります。 

駅から徒歩
１分!! 

オープンキャンパス 
たなばた 

マスコットキャラクター 

「ライブ君」 

図書館 

図書館ガイダンス 学生が作ったポスター 

 

これからは 

県内外の図書館との交
流を増やしていきたい
です！ 

就実短期大学 
図書館サポーター 

・図書館ゲーム 

12月のクリスマス企画にあ
わせて準備中です。 

・読書会 

年に四回、テーマに沿った
本のプレゼンをして、本の
魅力を伝え合います。 

 

 

・リレー小説 

ミステリーと
ヒューマンドラマ
の2グループに分か

れて、執筆活動に
入ります。 

 

・読み聞かせ 

就実こども園へ読み
聞かせに行きます。 

新マスコットキャラクター 

「てうちゃん」 

・ビブリオバトル 
他大学とも交流しながら、 

年3回の開催を準備しています。 

＼ライブ君のお友だちマスコットキャラクター募集ポスター／ 

新マスコットキャラクター 

「ハーリー」 

挑む！―自分たちの可能性を信じて― 
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中部大学図書館とサポーターについて 
私たちは、今年の 5月に結成された中部大学図書館サポーターです！ 

さまざまな学部学年（人文学部、工学部など）が集まっているので、多様な意見や発想を

持っています。メンバーはみんなやる気満々です！！ 

 

近隣大学のサポーターとの交流会・見学の様子 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

中部大学図書館サポーターによる企画展示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

中部大学附属三浦記念図書館について 
 
（２０１７年５月現在） 
図書館所蔵数：約４９万冊 
大学全体：約６８万冊 
入館者数：学期中１日当たり約１５００人 

サポーターの

おすすめ！！ 



 
1階 

ブラウジングコーナー・学生選書・ラーニングスペースがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2階 
人文/社会科学系の本が配架されています。 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

3階 
自然科学/工学系の本が配架されています。また、メディアスペースは、個人で視聴できる

席や大人数で視聴できる席もあります。 

 

 

 



  

① 読書の促進 

図書館便りの作成 

  講演会の実施 

② 来館者の増加 

掲示板に広告を掲示または広告をオリエンテーション時に配布 

アンケートの実施 

③ 施設の改善 

より清潔感のあるトイレ 

わかりづらい案内図の改善 

 

理想の図書館像 

①読書の促進 

③施設の改善 ②来館者の増加 
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東京⼤学附属図書館ACS 
Academic Commons Supporter

発表者：野村明⽇⾹、鈴⽊⼤介 
作成者：野村明⽇⾹、鈴⽊⼤介、渡邉 春⾹
所属：東京⼤学附属図書館ACS
連絡先：newlib_kento_gakusei@lib.u-tokyo.ac.jp 

第7回⼤学図書館学⽣協働交流シンポジウム 
ポスターセッション
2017年9⽉6⽇ 愛媛⼤学

①東京⼤学について 
・東京⼤学は、10の学部、15の研究科、 25 の研 
 究所・センターから成る総合⼤学 
・  H29.5現在学部⽣14,002名、院⽣12,605名、教 
 職員7,832名 
・主に学部1、2年⽣は駒場、3、4年⽣は本郷、⼤ 
 学院⽣は本郷または柏キャンパスに通う

②東京⼤学附属図書館について 
・学内に35の図書館・室
 総合図書館、駒場図書館、柏図書館の3つの 
 キャンパス拠点図書館と、学部や研究所の専⾨  
 分野に対応した32の部局図書館・室。 
 
・蔵書数は約958万冊
 東京⼤学の歴史とともに蓄積されてきた蔵書の 
 数。国⽴国会図書館に次いで国内2位の規模を 
 誇る。 
 
・総合図書館は改修⼯事中 
 伝統ある外観は保存したまま、内部を全⾯改修。 
 今年7⽉には、ライブラリープラザと⾃動化書    
 庫から成る別館がオープン。

③新図書館計画について

新図書館が⽬指す5つのこと
 
⒈電⼦図書館と伝統的図書館の融合
⒉世界最⾼⽔準のアジア研究図書館
⒊教育との連携と国際化への対応
⒋⽇本の学術⽂化の世界への発信
⒌出版⽂化の公共的基盤

総合図書館の別館地下1階に完成したライブラリープラザ

１ 

東
京
⼤
学
と
附
属
図
書
館



活動④ アーカイブ 
・図書館関係イベントの告知／報告 
・図書館⻑／副館⻑へのインタビュー

活動③ ブクログ 
・ACSメンバーが書評執筆 
・OPAC上のキーワード検索

による書籍探索の困難 
・授業の本選びの⼿助け 
・OPACとの連携を検討中 

活動⑤ 表現活動 
・新たに設置されるライブラ

リープラザの活⽤法の模索 
・図書館における⾝体表現を

伴う活動の実施 
・安部公房『友達』を題材に

したみんなで戯曲を読む会 
・帝京⼤学MELICの⾒学

活動② ミニレクチャプログラム 
・アクティブラーニング空間を活⽤した⼤学院⽣によるアクティ

ブラーニングの実践 
・東京⼤学Future Faculty Programの修了者が担当 
・ACSとFFPが連携して企画運営、2014年以来9回実施 

活動① 附属図書館スタンプラリー 
・12の館・室を巡るスタンプラリー 
・本郷への移動を控えた学部2年⽣が主な対象 
・散在する各図書館室の存在や個性の認知、 

他分野への興味／関⼼の喚起が⽬的 
・集めたスタンプに応じて3段階の景品 

ACSとは？ 
・東京⼤学が進める「新図書館計画」

の⼀環として2013年に発⾜した、 
東⼤⽣によるボランティア組織 

・新しい図書館のあり⽅や、新たな利
⽤⽅法を考えるサポーター 

・ H29.8現在学部⽣8名、院⽣6名 
・活動期間：約1年（原則5⽉〜翌3⽉） 
・各期メンバーの発案を尊重して活動 

２ 

Ａ
Ｃ
Ｓ
と
そ
の
活
動



良い点 
・新図書館計画に関われるところ 

・図書館職員の⽅々と共に活動でき、企  
 画などもスムーズに進められるところ

・学⽣視点からアイディアを出し、実現 

 させているところ

・企画をじっくり進められるところ 

・様々な学部、研究科の学⽣と協働 

 
改善したいところ 

・気軽に集まれる機会の増加
・前任者との引継ぎ
・学⽣間での認知度 
・地域、学外との連携
 

now

今後 
 

 
 
 
 
 
 

 
・ライブラリープラザを活⽤ 
 した活動 
・図書館を「学⽣の居場所」、 
 「にぎやかな場所」に 

３ 

Ａ
Ｃ
Ｓ
の
現
在
と
今
後
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テーマに沿い、本や作成したPOPの
展示を行う。
例・映像化された本
・食欲の秋に読んでほしい本

徳島大学

ライブラリー・ワークショップ

LWのメンバーで、選んだ作品の本を
あらかじめ読んでおき、一緒に映画を

鑑賞し、本と映像の違い等の
感想を言い合う。

映画会

POPとは、本屋等で見かけるこ
とのある本の紹介やキャッチコ
ピーが書かれたものである。
そのPOPを一般の学生から応募
し、優秀作品を展示・表彰する。
毎年恒例の図書館利用者

参加型イベント。

POPコンテスト

大学図書館で活動する
３つのサークルのひとつ･･････

月一で発行している
LWのオリジナル新聞。
おすすめの1冊、名言、MY
ランキングなどの項目がある。
デザインは年ごとに変化。
バックナンバーは徳島大学
図書館HPから閲覧可能。

現在は休刊中。

Love Library Letter

企画展示

Library Workshop (通称：LW)

部員数
(4年4人,1年2人)

イベントの参加者数
知名度
活動場所
活動中の写真

• LWの活動の効果を知るため、
フィードバックをとってみる

• 1年生に引き継ぐ

落ち着いたサークルの雰囲気
 メンバーの学生主体の活動
新しいことができる
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鳥取大学附属中央図書館

学生図書館ワーキンググループ

• キャラクターの制作

シンポジウムで他大学の図書館協働に
様々なキャラクターが存在することを
知り、学生図書館ワーキンググループ
公式キャラクターを制作しました！

トトリ アヤガクレ

• ｢本の福袋｣の企画・実行

クリスマス時期にツリーの下に、テーマごとで数冊
の本をまとめ、中身が見えないようにラッピングし
てミニトートバッグに入れた「本の福袋」を用意し、
貸し出しました。

• これからの活動について
昨年度から開催し始めたクイズラリーの継続、展示、選書、ビブリオバトル、今年度制作した
公式キャラクターの活用（ポスターなどの宣伝物、景品の小物など）。
クイズラリーやビブリオバトルの参加者の増加、図書館の利用者の増加を目指す。
また、新しい取り組みにも積極的に取り組む。
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私たちの理想の図書館！

企画案１:先生のおすすめ本棚を作成・紹介しよう！

記入シート（例）

１ 計画
どの棚を利用するか確認する

月ごとに先生を決めて、担当
や順番を考える

担当者が教職員にアポを取
り、インタビューする

本を探す・図書館に蔵書が無
ければリクエストする

２ 作成・宣伝３実行
飾りつけなど棚づくりをする

広告をする

概要

冊 数：３～２０冊程度

設置期間：１・２カ月
提出期限：１週間～２週間
記入事項：本のタイトル、著作者

出版者、請求記号、
テーマやコメント

図書館の利用が少ない きっかけを作って
図書館を利用してもらおう！

それなら…

各学部の
教員

職員も検討

先生リスト
作成

場所は分かり
やすい？

直接話を聞く

①アンケート
形式

②取材形式

￥

情報をもとに
本を探す

図書館に蔵書が
なければ

リクエスト購入 モニター・校内放送
ポスター・SNSなど

SNS

大きさは
大丈夫？

私は×先生
担当！

飾って意味のある棚にしよう！

本リスト コメント用紙



企画案２:宣伝をもっと積極的に！

イベントや展示をしても人が来ない…
→そもそも知らない人が多い

色々な方法で呼びかけて
興味を引こう！

宣伝したい内容

図書館利用案内、新着本、POP等展示情報、イベント情報 など

•各宣伝ごとに班分
けをする

※人は毎回変更する
こと

当番決め

•今何を発信したい
のかを部内や図書館
司書の人と話し合い、
まとめる

情報収集

•ポスターや原稿・
パワーポイント等を
作成する

作成

•実際に各自担当し
た方法で発信する

発信

•反響をアンケート
や結果で見て、改善
点を見つけたり反省
を行う

反省

活動の内容

学生支援セン
ターと協力し
て、期間中は
モニターに映
してもらう

イベント当日
や一週間前に
昼休みに学内
放送をかける

ポスターを
作成し、各
場所に貼る

SNSやブログ
を運営し、広
い範囲で様々
な情報を発信
する

？

はじめに
も ど る

それなら…
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メンバーは21名。 
「図書館を人と人の架け橋に」を
モットーに活動中！ 

★小展示 

★図書館広報誌 
「みんと」記事作成 ★ビブリオバトル 

★ミーティング 

人と人 
人と本が 

出会える図書館へ 

広報誌 
「みんと」16号 

★オープンキャンパス 

 書庫ツアー 



ミーティング 
月に１度のペースで、イベント実施について
話し合います。いろんな活動を通して、 
学年を越えたHULS同士の出会いを作ります。 小展示 

中央図書館で、テーマを選んで展示を行
います！ 
・テーマに合った本選び 
・ブッカーかけ、展示シール貼り 
・看板や本紹介POPの制作 
・展示・飾り付け など。 
普段手にとらないような、 
図書との出会いの場をつくります！ 

展示ボード一例 

●第24回（2016.6-7） 
『あの人』の思考回 
路を巡る！～十人十 
色エッセイ特集～ 
 
◎誰もが知る名作から 
最近の作品まで個性 
あふれるエッセイ本 
30冊を展示。 
メンバーの個性も 
感じられる回。 
 

●第31回（2017.8-9） 
見上げるとソラ 
-空と宙の表情を想う- 
 
◎空から連想される本21冊 
 を選定。宇宙や、雲、青  
 の多い涼しい展示になり  
 ました。 

ビブリオバトル 
全国大会に繋がるビブリオバトル地区予選の 
運営お手伝いをします。参加者募集チラシの作成、
バトラーとしてイチオシ本をプレゼンで紹介など。 
読みたい本No1を選ぶイベントを通して、 
人と人、人と本を結びつけます。 
 

人と人、人と本が出会える図書館をめざして… 

「みんと」記事作成 
広島大学図書館が年に3回発行している広報誌「みん
と」。職員さんと記事を分担して書きます。 
図書館と学生の「今」をつなぎます。 

●広報誌「みんと」16号（2017.4） 
「中央図書館を巡ってみよう！」 
新入生向けの図書館案内。 
先輩の体験談やアドバイスも 
記事にしました。 

NEW！オープンキャンパス 書庫ツアー 
この夏、初の試み。 
高校生たちを特別に、普段公開していない書庫に案
内します。 
未来の広大生と、現役広大生HULSを結びつけます。 

  HULS座談会 
 いろんなジャンルをテーマに皆で本を紹介し合い 
 ます。プレゼンという形ではなく、参加者同士が 
 気軽に話できるよう、ゆったりした空間をつくり 
 ます。人と人、人と本を結びつけます。 

NEW！ 学生選書 
学生目線で図書館に置く本を選定します！後輩の学修環境作り。
図書の充実したラインナップを目指します。 
人と、新しい本を結びつけます。 
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Hiroshima Institute of Technology Library 

教えて!みんなの図書館と団体 
～広島工業大学附属図書館～ 

図書館学生アドバイザー（通称：学アド）です!!」 
「私たちは 



↑レファレンスを行う学アド。相談
者は課題で分からない部分を質問す
るために来ました。 今年度の取り組み 

 ↓

毎
年
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
、

配
布
し
て
い
ま
す
。 

↑相談しやすい雰囲気づくりのために自己紹介
カードを作成しました。 

↑学アド一人ひとりが考案
したしおりをオープンキャ
ンパスで配布しました。 

↑エプロンができるまで名札のみだったので、図書
館の職員の一員になれた感じが嬉しかったです。 

↓学アドの週シフトを公開
し、学部ごとに異なるレ
ファレンスに対応してます。 

他にも色々！ 
・CAD講習の実施 
・チラシの作成 
…etc. 

課題、就職、生活面の相談、図書
または論文の複写、機材トラブル
対応、本探し等 何でもサポート
します！ 

「涙」や「奇」等のテーマから 
  選書・POP作成を行っています。 

全ての学部卒業生が揃っています。
また、様々な経験を積んだ大学院生
なのでどんな質問も対応できます！ 

大学院生で構成 
幅広い知識と経験でサポート 

選書「俺達の本棚」 
おすすめ本 等 

レファレンス 
学生の悩み相談 

←学アドごとに様々な色の 
エプロンを着用しています！ 

←オープンキャンパスでは活動内
容の紹介をしました。中にはじっ
くり聞いてくださった方もいて、
話がはずみました。 
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年度 

工学部 情報学部 環境学部 生命学部 その他 大学院 

4～6月時点 

の相談件数 

8 

39 

108 
88 

98 

55 

今後の活動は・・・ 
昨年よりレファレンスの満足度を向上 
機械設計・製図講習の実施 
パワーポイント、エクセルの使い方講習 
認知度向上のため、広報活動に注力 
大学院入試の相談(対策、情報など) 
オープンキャンパスの来場者への紹介                

今後の課題 

・利用率向上のため、学アドの認知度向上 
・CAD以外にも講義では足りない教科をサポート 
・レファレンスでの他学科の学生への対応 
 
                                 

レファレンス件数の推移 

CAD講習の反省点 参加学生の感想 

建デ相談割合(2016) 

↑

昨
年
度
の
建
築
デ
ザ
イ
ン
学
科
の 

全
36
件
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
う
ち
、

22
件
が
Ｃ
Ａ
Ｄ
関
連
で
し
た
。 

建築デザイン学科の学生の
ためのＣＡＤ講習を実施! ! 

み
て
く
れ
て 

あ
り
が
と
う 

・説明の順序をまとめきれて 
 おらず、進行が遅れる部分が  
 あった。 
・パワーポイントの内容をさら 
 に充実させる必要があった。 
・学アドや個別レファレンスの 
 紹介・ＰＲが不十分であった。                      

・Jw-cadはのちのち使うことが 
 あると思うので為になって良 
 かったです。 
・説明を細かくしていただいて、 
 わかりやすかったです。これ  
 からもっと学んでいきたいと 
 思います。                   

ＣＡＤ 
６１％ 

その他 
３９％ 
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広島修道大学 図書館ピア・サポーター

G

研修
新人ピア研修

ピア担当職員によるガイダンス、
館内ツアーを通じてピア・サポートの
理念や図書館の機能・サービスを
学びます。

研修

はじめに
活動理念 活動目的 活動のプロセス

活動理念・目的の実現と
各自の成長を目指して
います。

①より良い図書館作りをすること。
②自分を磨くこと。
③仲間（ピア）を大切にすること。

アイから広がる図書館づくり

「アイ」は、I（わたし）、愛、
eye(目線)を意味しています。

柱となる４つの活動

G

研修
ピア・ミーティング
毎月2回の昼休みに全員で集まり、
活動の振り返りや今後の計画に
ついて話し合います。

ミーティング

G

研修

平日の11時から17時まで、図書館の各フロアで
図書館利用者のサポートを行っています。

主な活動内容
・資料検索、PC操作のサポート
・消しカス、返却本の回収
・困っている利用者への声掛け
・マナー違反者への注意喚起
・書庫案内
・プリンタ、コピー機の用紙補充

フロアサポート

G

研修
ピア・プロジェクト

マナー、書庫、イベント、広報の４つの係に
分かれて、より良い図書館作りをするための
取り組みを企画しています。

グループ活動

柱となる４つの活動

ピア・サポート研修

担当職員の指導のもと
対人関係能力、自己表現能力
などの習得を目標とした研修を
行っています。

前・後期開始前ミーティング

前・後期振返りミーティング

プロジェクトの活動方針を話し合
います。

振り返りシートをもとに気づきや
反省、達成度を発表します。

おすすめ本展示
年に４回テーマを決めて展示を行っています。
２０１６年度…旅の本、映像化された本 など
２０１７年度…スポーツの本、絵本 など

研修

計画

活動

評価

研修 計画 評価

活動 計画 活動

発表者｜門脇 川口 小坂 中平 西丸



マナー係 イベント係

書庫係 広報係

ピア・プロジェクト

その他の活動 おわりに

より多くの利用者が快適に図書館を
利用できるようにする

• 消しカス入れに“館内飲食禁止”の

ラベルの貼り付け

• SNSでのルール周知

活動内容

• 利用のルールと周知

• 快適な環境づくりの促進

今後の展望

消しカス入れ

書庫の利用促進活動を行う

活動内容

• 書庫の場所を示す看板・ポスター作成・設置

• 初めて書庫に入る方への案内

• 書庫にある本の紹介

今後の展望

• 書庫案内マニュアルの作成

• 書庫利用者増加の促進

利用者の方と交流を深め、図書館やピアに
親しみをもってもらう活動を企画する

・読書会の開催

・ゆるキャラグッズの作成・配布

活動内容

• 2017年度第２回読書会の実施

今後の展望

• 広報誌『LibraryPeerTimes』の発行

• SNSの運用

活動内容

• ホームページ更新への取り組み

今後の展望

• ブックハンティングの選書

• 自己紹介シートの作成

• 目標シートの作成、個人面談の実施

• 振り返りシートの作成

• 修大祭への出展

• (ピア同士の仲を深める)ランチ会の実施

図書館の利用方法やピアの活動などの
情報発信をする

これまでの活動

• 昨年から活動の場が学外にも広がり、新しい取り組み
（インスタグラム開設、ゆるキャラ制作）につなげる
ことができた。

• ピアの取り組み、グループ活動が計画的に運営され、
メンバーとの共通の目標をもって活動し、自分たちで
考えた企画が実現できた。

• 9年前はフロアサポートが主な活動だったが、現在では
研修やピア・プロジェクトなどにも力を入れている。

• 昨年度の反省を生かして早めに準備をしたり、範囲を広げ
てみたりと、新たな工夫を取りいれる。

• ゆるキャラの活用方法が確立されていないため、今後どの
ように活かしていくか話を進める。

• 持続的な活動ができるようにメンバーのモチベーションを
維持し、ピアの方針を頭に入れつつ新たなチャレンジを続
けていくことでピアの活動をさらに発展させる。

• 個々人が図書館に関する知識をさらに身につけ、利用者へ
の対応を強化する。

改善点、今後の展望

9年目を迎えたピア・サポーターの活動は、現在では図書館に欠かせない存在に
なっています。



基本情報

広島修道大学図書館

研修図書館のここが好き！

貸出冊数が無制限

パソコンがたくさんある

ラーニングコモンズが広い

グループ学習室・個人研究室がある

コーヒーラウンジがある

視聴覚コーナーがある

資料の数が多い

蔵書数 図書 87万冊

新聞 38紙

雑誌 5700誌

CD,DVD 21000点

面積 11700㎡（7065畳）

席数 約860席

第20回日本図書館協会建築賞受賞
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 1975年 附属図書館 運用開始 

 1982年 附属図書館分館 創設（2010年 34号館改組） 

 2013年 本館内にラーニングコモンズ開設 

 蔵書数  約34万冊（内分館 約4万冊） 

 開館時間 平日：8：30～19：30  

        土曜日：8：30～16：30/分館は15：00 

        （学生長期休暇中は17：00、土曜は昼まで） 

 

本や雑誌、新聞だけでなく、パソコンやAVブー

スなどの設備や、ノートPCやiPadの貸出サービ

ス、グループ学習室の利用申請受付も。 

閲覧室はアクティブスペースとサイレントスペース

に分けてあり、座席も個人席とグループ席で仕

切り、其々の用途に合った利用ができるよう配

慮してあります。 

新入生向けに、読書推進冊子の発行も。 

 

   図書館利用者の利用支援や、図書館の利用促進を目的とし、  

 ・図書館情報フリーペーパー「LibraryNews」の発行 

 ・ビブリオバトルなど各種イベントの開催や補助 

 ・書架の整理等館内美化  

 ・カウンター業務のボランティア 

  などなど、様々な活動に取り組んでいます！ 

   

←↓図書館倶楽部発行物 

図書館倶楽部の活動の目印となるように、メン

バーが作成した、倶楽部公認のゆるキャラです。 

倶楽部の発行物、広報物に隠れていたり・・・？ 

感情と体の色がリンクしており、胸には福山大学の

学章が描かれています！ 

↑新入生向け読書推進冊子 

 

 普段は週一回のミーティングで活動内容を決めており、 

 最新の活動だと、学内ブックハンティング企画の補助を行いました。 

 企画準備段階から、意見を出し合い、職員の皆さんと一緒にやり遂げ、 

 イベントも盛況のうちに終えることが出来ました！ 

喜 

哀 

怒 

しおっぺは本の栞がモデルの妖精

で、今年2歳になります！ 

こう見えて女の子です♡ 
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山口大学総合図書館
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カウンター業務 
図書館資料の貸出、返却をはじ

めとした、物品貸出、グループ

学習室の予約などの仕事を行

います。 

資料の場所の案内を含め、

様々な質問に対応することで、

コミュニケーション能力が身につ

きます。 

利用者のニーズや図書館の問

題を知り、WG 活動（ワーキング

グループ）を行うことでより良い

図書館づくりに繋げています。 

図書館内のコーナーや時期に合わ

せた本の紹介や、POP 作りをしてい

ます。利用者に図書館や本に興味を

もってもらうように見やすく目をひく展

示づくりを心がけています。 

企画展示WG

ページ外れや背表紙の破れなどを修理す

る活動です。利用者に気持ちよく本を使っ

てもらうことを目的としています。本をもと

の姿に近づけるために、上手に修理しよう

とする活動の中で、本の構造にも興味が

わいています。 

破損本WG

館内にはキャリア学習・就職活動支援

コーナー（就活コーナー）という、キャリ

ア学習や就職に関する本を集めたコー

ナーがあります。 

利用者の知識と意識をより高めるため

に、POP 作りや展示を行っています。 

就活WG

絵本コーナーをより多くの人に利用して

もらえるよう、主に絵本の展示や本棚

の整理をしています。今年はオープン

キャンパス用に、絵本についての知識

を紹介する壁新聞を作成しました。 

絵本WG

広報WG
学生協働の活動を広報し、図書館

の利用者を増やすことを目的とし

たＷＧです。昨年からは『ぴーすけ

通信。』という広報誌を作成してい

ます。 

私たちは です！ 

一生懸命修理していまーす
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振り返ろう，シンポジウム。「楽しかった！」のその先へ

テーマ3

山口大学総合図書館



シンポジウム回顧録 

影響を受けて取り入れてみたこと、行ったこと 

～そして未来日記～ 

山口大学 

総合図書館 

学生協働 

企画展示 WG 新入生応援企画 

新入生を本で応援しよう！ 

「新入生におすすめしたい本」というテーマで大学図書館内

の図書から選書をし、POP 制作を行いました。在学生に、一

人暮らしに向けて、人付き合いの心得、各学部生に読んで

ほしい学術書など、おすすめしたい本のタイトルと紹介文を

記入してもらいました。集まった紹介文はそのまま切りとって

POP として本と一緒に展示しました。この企画では新たな試

みとして山口大学の学生を対象に広く募集を行い、展示した

本は貸出が多く好評でした。 

2014 年に山口大学で開催されたシンポジウムの際に、

他大学の貸出袋の活動に影響を受け作成しました。私

たちは、山口大学独自の貸出袋を作ることを意識し、各

自が必要のない手提げ袋を持ち寄り、管理番号やパッ

チワークを施しました。そして世界に二つとないユニーク

な貸出袋となりました。当初は 10 個程度でしたが、現在

では 20 個まで増やしました。 

貸出袋WG 



「プレゼント展示」として WG メンバーがおすすめ本を選んでラッピ

ングをしました。そして本の大まかなジャンルなどを３つほど挙げて

クリスマスカードと題したカードに記入して、中身がわからない本と

一緒に展示しました。プレゼント展示として使った本は１０冊程度で

したが、貸出が多く好評でした。WG に参加していない学生協働メ

ンバーにも、カウンターに入ったときなどに協力してもらい、企画内

容と貸出の際などの注意点など情報共有を行いました。 

企画展示 WG クリスマス展示  

なんの本があたるかはおたのしみ！ 

2014年のシンポジウムに参加した先輩が他大学の学生と

交流した際に、学生同士が本を紹介しあう読書会 WG を

行っていると知って山口大学でもできないかと考えまし

た。そして 2015 年に読書会 WG が誕生しました。実際に

読書会を開催した結果、読書会を通して学生協働を知っ

たという方が多く、学生協働という団体の宣伝にもつなが

りました。また、人を集める会を 1 から企画する楽しさと厳

しさを知ることができてよかったと思います。 

読書会WG 



体
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例１：選書した本のポスター製作・広報 
各班で本を一冊選び、本の広報・紹介を目的としたポス

ターを製作します。様々な大学がシンポジウムに参加し

ている為、それぞれの大学の特色を活かしたポスターが

完成するとともに、他大学の広報の仕方についてお互い

に学ぶことが出来ます。 

例２：和本製作 
班に分かれ、各自で和本を製作します。製作する過程で

ポスターセッションなどでは話せなかったことについて話

すなど、他大学との交流に繋がります。また、本の構造

を知ることで、図書に対する理解を深めることが出来ま

す。これにより、破損本修理における個々の技術を高め

ることに繋がります。 

各学部の教員に各々の研究分野にとらわれず

おすすめの本を選んでもらい、コメントをいただ

きます。そして、その本・コメント・教員の自己紹

介・教員著作を同時に展示したいです。また５月

頭などの新入生が入学して少し過ぎた時期に展

示を行い、新入生に教員のことを知ってもらい、

授業にも興味をもってもらう目的があります。 

教員のおすすめの本紹介 

これからしてみたいこと 

協働のメンバーが持ち回りで自分のおすすめの本

を自由に紹介します。通常行っている展示の合間

に行い、そのスペース内で学生協働の活動の紹介

も同時にします。これにより、協働の存在・カウンタ

ー以外の活動について図書館を利用する人により

知ってもらいたいです。 

学生協働メンバーのおすすめの本展示 

こんなシンポジウムがあったら 
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私たちは、
山口大学工学部図書館
学生協働(LA)です
展示コーナーWG
私たちは展示コーナーWGを５月から行っています。

この活動はテーマを決め、関連するお勧めの本を選
定するというものです。７月の展示テーマは、映画化
された本でした。ふと目にとまるようにキャッチフレー
ズを考えたり魅力をうまく伝えることが難しいです
が、私たちの活動でより多くの人に読書をする機会
を増やしていきたいと思います。

0

1

2

3

4

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

５月展示コーナーの成果

A本 B本

展示する本のPOP作りの様子 ７月の展示コーナー 縦軸:貸出冊数 横軸:月



オープンキャンパスWG

8月4日(金)に山口大学工学部でオープンキャンパスが
ありました。そこで、私たちLAもオープンキャンパスに
参加しようということで、WG活動を行いました。図書館

では、クイズラリーや館内案内を行いました。クイズラ
リーでは、全問正解者に山口大学のマスコットキャラク
ターであるヤマミィのしおりを景品として配布しました。
当日行った広報活動の甲斐もあり、昨年度より来館者
数が増加しました。

館内案内を行っている様子 広報活動のビラ配りの様子 実際のクイズラリーの様子

～２０１７ 学生協働(LA)の活動～
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以下のような仕事をしています。

排架・・・利用のあった資料を正しい場所に戻す

書架整理・・・本が正しい場所にあるか確認し、整頓

利用者支援・・・図書館利用案内、情報検索サポート

研修・見極めプロジェクト・・・先輩スタッフによる新人の育成・指導

図書紹介プロジェクト・・・テーマを決め、おすすめ本を紹介

広報プロジェクト・・・館内告知・募集・案内等の作成・掲示、

ブックカバー作成

ホームページプロジェクト・・・学外へFacebookで情報発信

とは

立命館大学の学生によって構成された
図書館内で働くアルバイトスタッフです。

利用者の目線で、図書館サービスを向上させることを
目的としています。

立命館大学図書館
イメージキャラクター

よむりす

ライブラリー
スタッフは
図書館を利用する
学生の
味方です。

テーマ1：教えて！みんなの図書館と団体「わたしたちは○○です！」 立命館大学図書館 学生ライブラリースタッフ
図書館利用支援課
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■Ｃ３って？ 

 「C3」のネーミングは、「Chance」「Challenge」「Change」の頭文字からとったものです。「与え

られた Chance(機会)を活かし、積極的に Challenge(挑戦)していくことで、大好きな図書館をより多くの

人に好きになってもらえるように Change(変化)させていこう！」というコンセプトで名づけられました。 

 学生の図書館利用促進のため、図書館をもっとより良くしたいと思っているメンバーによって、各種イ

ベントを企画・立案・実行している学生サークルです。 

■活動紹介 

●Ｃ3 選書コーナー 

●Ｃ3 掲示板 

ビブリオバトルとは…みんなで集まって 5 分 

で本を紹介。みんなでディスカッションし、 

そして、読みたくなった本に投票して 

「チャンプ本」を決めるイベントです。 

 

●ビブリオバトル司会進行 

●図書館見学ツアー 

 主に、オープンキャンパスや新入生を対象に、

地下２階から地上４階を回る図書館見学ツアー

を実施しています。図書館をもっと詳しく知っ

てもらえるよう、クイズラリーも交えながら、 

 今年も多くの方に参加して頂きました。 

●ブックハンティング 

 年に２回程度、実際に書店に行き選書を 

行います。選書した本は１階「Ｃ３選書コー

ナー」に配架されます。学生目線で選ばれた

本なので、比較的読みやすい図書が多く、 

人気のコーナーとなってます。 



おまけ

アイデア生産工場



(アイデア生産工場 http://www.idea-plant.net/ から作成)

「図書館」のアイデア出し9つのポイント

下の表は「オズボーンのチェックリスト」という、9つの視点からアイデアを発想する手法です。
9つの視点から想像すると、面白いほどアイデアが出てきます。

「図書館」を9つの視点から発想してみると･･･

転用：他の使い道

図書館を他に使えないか
図書館に新しい用途はないか
図書館の未来はどうなっているか
図書館をアプリにしたら
図書館を別の目的で使ったら
図書館を物語にしたら
図書館の仮説を否定したら

応用：他からアイデアを借りる

図書館に似た商品の真似をしたら
図書館に似た人の真似をしたら
図書館に似たモノの真似をしたら
図書館は昔どう使われていたか
図書館を「尊敬するあの人」ならどうする
か
図書館をライバルならどうするか
図書館を同業者はどうしているか

変更：変える

図書館の色を変えたら
図書館の価値を変えたら
図書館の利用者を変えたら
図書館を優しくしたら
図書館の強みを変えたら
図書館のイメージを変えたら
図書館をカスタマイズしたら

拡大：大きく

図書館を大きくしたら
図書館を重くしたら
図書館の強度を上げたら
図書館の材料を増やしたら
図書館の意味合いを広げたら
図書館の目的を広げたら
図書館の機能を増やしたら

縮小：小さく

図書館を小さくしたら
図書館の材料を減らしたら
図書館の地域を狭めたら
図書館の価値を狭めたら
図書館の場所を狭めたら
図書館の機能を削ったら
図書館を細分化したら

代用：他のモノに代える

図書館を他の方法で代用したら
図書館を外で使えないか
図書館を会社で使えないか
図書館を仕事中に使えないか
図書館をプライベートで使えないか
図書館が移籍したら
図書館が注目されたら

置換：入れ替え

図書館の順番を入替えたら
図書館の配置を入替えたら
図書館のパターンを入替えたら
図書館のやり方を入替えたら
図書館の人を入替えたら
図書館のパーツを取替えたら
図書館を誰かと交換したら

逆転：逆にする

図書館の左右を逆にしたら
図書館の原因と結果を入替えたら
図書館を客観的に考えたら
図書館の立場を逆にしたら
図書館を複雑にしたら
図書館をシンプルにしたら
図書館を逆から見たら

結合：組み合わせる

図書館のライバルと手を組んだら
図書館をまとめたら
図書館の今と過去を組み合わせたら
図書館と利用シーンを組合せたら
図書館にギャップをつくったら
図書館と真逆のモノを組合せたら
図書館に体験を組合せたら

http://www.idea-plant.net/


1.認知：なぜ知らない

なぜ図書館を知らないのか
なぜ図書館を見ないのか
なぜ図書館に驚かないのか
なぜ図書館に気付かないのか
なぜ図書館は目に留まらないのか
図書館以外の何に目を奪われているのか
なぜ図書館に注目しないのか

2.興味：知っているのに、
なぜ興味を持たない

なぜ図書館に関心が無いのか
なぜ図書館はニーズが無いのか
なぜ図書館を無視するのか
なぜ図書館は自分に関係ないと思うのか
なぜ図書館を欲しいと思わないのか
なぜ図書館の名前を覚えないのか
なぜ図書館をイメージできないのか

3.検索：興味はあるのに、
なぜ見つからない

なぜ図書館を探さないのか
なぜ図書館は見つからないのか
どこで図書館を調べていたのか
なぜ図書館は検索にヒットしないのか
図書館の何を調べていたのか
なぜ図書館の名前を忘れるのか
何を探していたら、図書館を見つけたのか

4.比較：見つかったのに
なぜ比較されない

図書館の何を比較したいのか
なぜ図書館は比較できないのか
何と図書館を比較しているのか
なぜ店員に図書館のことを聞かないのか
なぜ図書館のことで電話をしてこないのか
なぜ図書館のサンプルを使わないのか
なぜ図書館のチラシを手に取らないのか

5.選択：比較されたのに
なぜ選ばれない

なぜ図書館は信用されないのか
どこに図書館のデメリットを感じたのか
なぜ図書館を不快に思ったのか
何に影響され図書館を選ぶのか
図書館以外の何を選んだのか
なぜ図書館に魅力を感じないのか
図書館のどこが想像と違ったのか

6.購入：選んだのに
なぜ買わない

なぜ図書館を買う理由が無くなったのか
なぜ図書館を買う気持ちが冷めたのか
なぜ図書館を買えなかったのか
なぜ図書館のお店に入れないのか
なぜ図書館を持ち帰れないのか
なぜ図書館を買わずに出ていくのか
なぜ図書館は気軽に買えないのか

7.共有：買ったのに
なぜ人に伝えない

なぜ図書館を広めたくないのか
なぜ図書館を拡散しないのか
なぜ図書館を共有しないのか
なぜ図書館は恥ずかしいのか
なぜ図書館に後ろめたさを感じるのか
なぜ図書館にマイナス評価を付けたのか
なぜ図書館は星１つなのか

8.ファン：なぜ使い続けない

図書館の何が不満だったのか
なぜ図書館に感動しないのか
なぜ図書館の使い方が分からないのか
なぜ図書館を使えなかったのか
なぜ図書館を最後まで使わないのか
なぜ図書館のクレームを言ったのか
図書館のどこに期待していたのか

下の表は「お客さんが商品を買い、リピーター(ファン)になるまでの心の流れ」です。
売れない商品は、どこかでお客さんが止まっています。
そこを発見して改善できれば、売れる商品に再生することができます。

(マーケティング生産工場 http://mkt.idea-plant.net/ から作成)

どうやったら図書館は“売れる”のか

「商品」に「図書館」を当てはめてみました

http://mkt.idea-plant.net/

