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第19回図書館総合展　アンケート集計結果報告 #01：フォーラム編

※各表における割合については、全て小数点以下第2位を四捨五入し整理しており、各表における割合の和と合計欄の数値が異なる場合あり。

■参加者の内訳

A.職業

40 59.7%

2 3.0%

6 9.0%

15 22.4%

4 6.0%

67 100.0%

（注１）大学職員、行政

Ｂ.館種（図書館職員の場合のみ）

38 56.7%

3 4.5%

1 1.5%

1 1.5%

1 1.5%

23 34.3%

67 100.0%

（注２）大学・短大図書館+公共図書館

■アンケート集計結果

参加者数 112 名

アンケート入力数 67 枚

回収率 59.8%

［１］ このフォーラムをどこで知りましたか？

帝京大学ホームページ 1 1.5%

メディアライブラリーセンターホームページ 1 1.5%

図書館総合展ホームページ 25 37.3%

図書館総合展招待券 33 49.3%

知人・友人からの誘い 4 6.0%

その他（注３） 1 1.5%

無回答 2 3.0%

　 計 67 100.0%

（注３）チラシ

イベント名

主催 帝京大学メディアライブラリーセンター、図書館総合展運営委員会

日時 2017年11月7日(火)　13:00 ～ 14:30

形だけの学生協働を超えるポイントはこれだ！　仲良しクラブで終わらせない！
共読アスリート育成術
～学生サポーターズと創る＜共読ライブラリー＞２ndステージ～

図書館職員

教員

学生

会社員

会場 パシフィコ横浜　第4会場（アネックスホール204）

登壇者
帝京大学メディアライブラリーセンター職員
共読サポーターズ（帝京大学　学生）

参加者数 112名

計
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[２]　今回のフォーラムに参加して良かったですか？

大変良い 36 53.7%

良い 24 35.8%

普通 4 6.0%

良くない 2 3.0%

大変良くない 0 0.0%

無回答 1 1.5%

計 67 100.0%

[３] 「共読ライブラリー」の学生協働の取り組みは参考になりましたか？

 大変良い 36 53.7%

良い 24 35.8%

普通 4 6.0%

良くない 2 3.0%

大変良くない 0 0.0%

無回答 1 1.5%

計 67 100.0%

[４]　「共読ライブラリー」全体の取り組みについて、興味をもたれましたか？

大変良い 39 58.2%

良い 22 32.8%

普通 2 3.0%

良くない 2 3.0%

大変良くない 0 0.0%

無回答 2 3.0%

計 67 100.0%

36 24 4 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大変良い 良い 普通 良くない 無回答

36 24 4 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大変良い 良い 普通 良くない 無回答

39 22 2 2 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大変良い 良い 普通 良くない 無回答
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■フォーラムについてのご意見（自由記述欄）

1）今回のフォーラムに参加して良かったですか？

●参加してよかった。

・毎年フォーラムが楽しみです。

・これまで数回参加させていただいたMELICさんのフォーラムで最も良かったです。

・今回3回目になります。このフォーラム一択だったのですよ。

・自分の子どもに帝京に行ってもらいたいと思う程良かったです。

●参考になった

・最新の情報が聞ける。

・とても参考になりました。

・タイトルに引かれて参加した。参考になる話がたくさん聞けた。

・昨年ブースを拝見して、とても面白いと思ったので、今回詳しいお話が聞けて良かったです。

・学生協働サミットの前に、とても注目している団体のお話が聞けたので、とても参考になりました。

・図書館の学生ボランティアについて本学でも取り組んでいるが、まだ組織化されておらず、非常に参考になった。

・自館に持ち帰りやすい、持ち帰りたくなる内容でした。

●「共読ライブラリー」プロジェクトが分かった

・組織・体系化の基盤づくりがしっかりされているからこそ、6年も続いているのだと思いました。良い流れが作られてい
ると思います。

・共読プロジェクトが、どのようにしてここまで盛り上がることが出来たのか良く分かりました。

・実際どのような事をされているのか画像や生の声で伺えて良かったです。

・3年前(2014年)の同フォーラムを参加させていただきましたが、その頃から現在までどうなったのか活動等気になって
いたので、知ることができて良かったです。

・規模はずっと小さいですが、大学図書館で学生とともに読書推進活動をしております。9月にMELICさんにも見学させ
ていただきました。その際より詳しく研修制度について伺えたのでよかったです。

・学生協働をしている他大学の現状と展望を知ることができた。

・共読のとっかかりが分かって良かった。

・共読の名前だけはお見かけしたことはあるものの、実際の活動内容については存じ上げておりませんでした。他大学
と比べ、とびぬけた活動であると感じます。

・サポーターズの研修内容を知れて良かった。

・共読サポーターについてはじめて聞いた。

・大学・学生が一体となった先進的な取り組みを知ることができました。

・黒板の選書。

●学生、職員の声が聞けてよかった

・昨年も参加しましたが、今年も学生目線での意見を聞けて良かったです。

・学生達がいきいきしていてびっくりしました。本学のサポーターはとてもおとなしいので・・・。

・学生サポーターズさんと職員さん、両方の意見が聞けて良かったです。

・学生、職員、プレゼンが立派！

・運営や組織づくりについて、サポーターズ担当の職員様、サポーターズの学生の生の声を聞く事ができ、良かったで
す。

・実際の活動内容を知るだけでなく、学生や職員の方々の声が聞けてよかったです。

・本音が見えるところがあってよかった。

・現場のリアルな話が聞けて、とても良く分かった。

・学生の思いと現状、それに向かう職員の現状、課題がわかったから。

・青舎祭のウラ話が分かって良かった。
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●ここが残念

・欲を言うと、パワーポイントの画面印刷があるととてもありがたいです。

2）「共読ライブラリー」の学生協働の取り組みは参考になりましたか？

●アイデア・考え方が参考になった

・自分の大学ではやったことのない面白い取り組みがたくさんあった。

・設備などは予算の都合もあり、そのまま適応できないが、アイデアなどは参考になる。

・当館でも早速実践したいことがたくさんありました。

・本学では取り組みを開始したところなので非常に参考になりました。

・図書館単独ではなく学内社会連携を視野に入れた計画は、ぜひ真似したいです。

・今、学生バイトさんに来てもらっているが、やってもらうことが少なく、何かやりがいあることを捜し中なので。

・とても参考になりました。是非やってみたいです。ブースにもお邪魔します。

・多岐にわたり、真剣に取り組まれていて驚きました。

●共読サポーターズの組織づくり、活動内容が参考になった

・本学にも昨年からボランティアサークルが出来ましたので、どういった活動をしているのか参考になりました。

・本学では今年度より学生サポーター活動を開始したので、参考にしたいと思います。

・これからの同好会活動の参考として、環境の違いをどう適応させ、独自の色をつけていくか考えたい。

・学生アルバイトが発足したばかりですが、色々と参考になりました。

・大学祭の古本市、ビブリオバトルなど、本学でやっていない活動があり、参考になりました。

・文化祭でのイベントなど。

・研修について裏側が知れて良かった。

・黒板リコメンドの取り組みに興味を持ちました。

・石山さんの棚づくりに感動しました。

・目次読書法等、サポーター活動外でも活動できると考えました。

・目次読書法研修や棚づくり研修など、人に伝えるトレーニングからアウトプットする能力が向上し、学生の成長につな
がるという点が勉強になりました。

・学年ごとに学生を育てる計画や学ぶ型があるという点では、有志のサークルなどと一線を画している印象でした。

・学生さんが成長できるようなプログラムが、しっかり作られているところがとても参考になりました。

・組織化のトレーニングとマネジメントに対する努力と工夫はすばらしい。

・マンパワーとチームワークが活動に表れていると思いました。学生同士の学びが社会へ出るための素地となっている
と思っています。

・学生主体というのが作用して、良い意味でとても自由で素敵な企画があるのを感じました。

・学生が自主的に行うようにする、もっていき方が素晴らしいと思いました。

●共読サポーターズ、職員の話がよかった

・サポーターズﾞがとても積極的だと感じました。

・学生と職員による生の声を聴けたのは良かった。発表に自信が感じられ、業務遂行に対し現場でまじめに取り組んで
いる姿が想像できた。

・職員の方と学生さん、両方の視点からお話が聞けたので、参考になりました。

・3名のサポーターの発表が具体的で大変助かります。明日から実施!!

●もっと聞きたかった

・学生主導になっていった過程をもっと詳しく知りたいと思いました。

・メンバーの継続人数などのデータや、現在のメンバーによる組織の雰囲気に関するトークも聞いてみたいと思いまし
た。
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・ガイダンスの風景の動画においては、参加している方が少ないかなと感じました。共読ライブラリーに参加する学生さ
んの人数の変化についてもお聞きしたかったと感じます。（資料のみなので）

●その他

・ボランティア活動ならではであり、それに留めておくにはもったいない活動だと感じました。

・学生側からこういう事をやりたいとかの提案が出る事があるのか、先輩たちがやってきた事だけを引き継いでいくだけ
ではつまらないのでは。

・当館では難しいかも・・・。

3）「共読ライブラリー」全体の取り組みについて、興味をもたれましたか？

●コンセプト、取り組みに興味をもった

・非常に良い取り組みだと思います。

・とても興味があります。やってみたいです。

・マネしたい事がたくさんありました。

・活動を分割してみると、小・中学校でも出来る取り組みがあると感じています。（側板や棚づくりなど）

・「読書がかっこよく見える演出」という発想は今までなかったので、興味深いと思いました。

・学生→図書館→大学→地域の広がりについて、とても興味を持ちました。

・社会との協働の場へと発展させていくビジョンに関心を持ちました。

・教室や地域など図書館外に活動を広げていることが面白いと思いました。

・他者からの評価、地域との連携などの展望がこれからどうなっていくか楽しみです。

・非常にこれからの読者数を増やす取り組みだと感じます。自分の大学で、このような取り組みがなかったので残念でし
た。

・制度、取り組み、共に発想とそれを実行するバイタリティがあってこそと実感しました。

・4年前に参加した時も、ヒントや大きな発見を得ることができましたが、今回も素晴らしい活動を紹介していただき、あり
がとうございます。

・黒板コメント。

・MITOプロジェクトは面白いと思いました。

●共読サポーターズ組織のここに興味をもった

・学生が主体的に動ける点。

・組織づくり。

・研修体制がきちんとしていて感激しました。

・「型」を習得し、アウトプットする事を重視している点が興味深かったです。

・研修を通じて「型」を身につけるという目的や趣旨は大変賛同できる。自分のスタイルを出すのにはある程度の型を身
につけることは必要であるので、本学の取り組みにも参考にしたい。

・サポーターズの働き、月ごとに定期的に行われる取り組みがとても自立活動で、ダサくない活動、取り組みだと思う。
本を紹介する機会が多いがとても参考になると感じました。

・共読サポーターズの皆さんはもちろん、若手の現場の職員さんたちの活躍は大きいものだと感じました。

・職員様、学生様の連携・仕組み作りが興味を持ちました。

・年々の体制作りは参考になった。（職員との距離感など）

・学生と職員の一体感が素晴らしい。「本をツールとしたコミュニケーション」という言葉はいいですね。

・本学でも学生ボランティアと共に活動していくため、取り組みを一つ参考にして、本学でも取り組めることを実施できれ
ばと思います。

・学生は3年で入れ替わり、スキルの継承が職員の力に頼っているという現状を知れて、組織全体を回していく課題はど
こも同じなのだと思いました。職員の負担だけでなく、学生の力も活用していこうとしているとのことでしたので、継承に
対する取り組みは今後も注目したいです。

・インターネットが普及して20年。アナログの世界をデジタルが席巻しているが、本を自ら手にして探す・読むといった行
為は、目標に向かって動く、突き進む事はとても大事。（現場で感じることが・・・）
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●もっと知りたい

・研修内容について、残り3つについても伺いたいです。

●その他

・次のステージも、ぜひご発表をお願いいたします。

・私もまだ学生だったら良かったと素直に思いました。

・もし自分が、帝京大学の学生であれば、おそらく加入を希望するだろう。

・メンバーの人数が多くうらやましいです。

・目次読書だけで読書した事にせず、きちんと読んだ上で本を紹介してもらいたいと思いました。又紹介するための本で
はなく、読んだ中で紹介したい本に出会えるといいなと思いました。

・興味はありますが、できるか（マネできるか）は別かと。

・全てにおいて、規模が大きいと思った。

4）共読サポーターズの学生たちにメッセージをお願いします！

●素晴らしかった、熱意が伝わった

・日々進化し続ける「共読ライブラリー」を支えるみなさん、素晴らしいです。

・これからも頑張ってください！

・すばらしい発表でした。

・すばらしいですね！これからもぜひ頑張ってください。

・とても有意義な活動をされていて、とても素晴らしいと思います。これからも頑張って続けて欲しいと思います。素晴ら
しい発表をありがとうございました。

・良い活動であると思います。

・熱意がとても伝わってきました。ありがとうございます。

・学生の皆さんの熱意に感動しました。

●伝わった、分かりやすい発表だった

・自分の意見を堂々と述べていて、かっこいいと思いました。これからも頑張ってください。

・人に伝えることを常日頃実践されているので、大変人に伝えることに長けていると感心しました。

・各学生での役割がはっきりしていて活動しやすそうだと思いました。発表者の方々は本当に話すことに抵抗がないと
感じました。

・お話がまとまっていて、とても聞きやすかったです。普段の活動の成果なのかなと思いました。語り切れない課題も
内々ではあると思いますが、それらも含めて今後のご活躍を楽しみにしています。

・サポーターの学生の皆さんの伝える力の高さに驚きました。分かりやすく伝わってきました。

・発表楽しく聞かせていただきました。読書が好き、図書館が好き！が伝わってきました。

・他の図書館を見学、視察する研修よりも、明日から実施できる棚づくり、紹介を勉強させて頂きました。皆さんのアウト
プット、3年の実績からなる正確さ、面白く聞かせるための伝え方が身についた、素晴らしいものでした。

・司書課程では学べない司書の実務に必要なスキルを学べていると思います。即戦力なので、是非私の勤務先に来て
欲しい!!今度は学園祭に伺いたいと思います。

・共読ライブラリーの取り組みの中で、学外の方とのコミュニケーション、人に伝える、評価される喜びの中から成長して
いくという事がすばらしい活動だと感じました。

・棚づくりのストーリー、とても面白かったです。他の方のお話も聞いてみたいと思いました。

●これからの活動に期待

・今後も期待しています。

・これからも続けてがんばってください。

・これからも頑張って頂きたい。

・好きなことに精一杯取り組んでください。

・今後の活動を楽しみにしています。活動内容を今後も積極的に話して頂けると幸いです。

・皆さんが行っている活動はクリエイティブな‟なにか”をするのに‟もと”となる活動であると感じました。ノウハウをもと
に、自由な発想を更に飛躍させてください。
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・様々な取り組みをしていて参考になりました。学生目線での気づきなど、今後も発信してみてください。

・皆さん、やる気がいっぱいで素晴らしいです。先輩が後輩を指導する仕組みがしっかりとできていて、良いと思いまし
た。これからも頑張ってください。

・いろいろな活動していてすごいなと感じました。これからもいろいろな活動をしてください。

・読書＝カッコ良い、これからもぜひ広めてください。うちの学生にもぜひ体験させたいので、これからも注目しています。

・大切な青春時代の時間を注ぐ訳ですので、ぜひ何かを得られるまで、がんばってみてください。

●この経験を活かしてほしい

・質疑応答でもありましたが、とても良い経験になっていると思います。就活は大変なものですが、是非アピールしてみ
てください。

・社会人となる最後の学生生活で、本を通して自己啓発を将来に繋がる活動をしていることに感動しています。今後も、
新しいことへチャレンジしつつ、良い活動が続けられるよう頑張ってください。

・今取り組んでいる事は、社会人になった時、必ず役に立つと思います。カッコイイ読書人として、これからも頑張ってく
ださい。

・若者の可能性、行動力、成長、さまざまなものを感じさせて頂きました。世界にはばたいてください！！

・図書館で学んだこと、スタッフや仲間の方々と協働したことは一生役に立つので、自信をもってこれからも頑張ってくだ
さい。

・フォーラムへの参加もとても貴重な経験だと思うので、ぜひ今後に活かしてください。

・大変面白い活動をしていらっしゃると思いますが、同時に大変な活動であると感じました。学業との両立をしつつ、頑
張ってください。

・学生時代、様々なジャンルの本を乱読してください！

●参考になった

・これからも面白い企画や棚づくりを続けていってください。とても参考になりました。

・色々と参考になりました。ありがとうございました。

・本日の発表も全員堂々としていて素晴らしかったです。本学も図書館の学生サポーターを運営していますが、みなさん
の取り組みを参考に活動行事を作ってみたいと思いました。大変刺激を受けました。

●ここが気になった

・後輩などにリクルートされますか？

以上
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