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　私たちライブラリー・サポーター（LS）は大学図書館員さんとは別に、学生

の視点から図書館の活性化に様々な活動をしているグループです。学部生から院

生まで所属しており、皆で仲良く活動しています。

　図書館内の展示企画、イベント立案など図書館員さんと一緒に無理なく色んな

ことに取り組め、本の知識だけでなく様々なことに興味を持てる！そんな LSの

活動を少しご紹介させて頂きます♪

❶�高校時代から小説が大好きでよく読んでいたことと、本の POP

作成に興味を持っていたことです。

❷�好きな本の種類は小説です。ちょっとの間だけ現実から離れて、

ワクワク感を味わえるので、退屈なときにおすすめです。笑

❸�地下２階の AVゾーンです。授業の空きコマによく活用してい

ます。文芸学部 1年

下平�真理子

❶�インターンシップで大学図書館に行った時に、他のライブラリー

サポーターの人とお話をして興味を持ちました♪

❷�『塩の街』（有川浩）　ラブコメが大好きです。

❸�雑誌室のパソコンの前！

文芸学部 3年

永田�まりあ

❶�本が好きで、選書ツアーに参加した際 LSの活動を知ったから！

❷�最近は『荒木飛呂彦の漫画術』漫画家のキャラやストーリーの

作り方やこだわりがとても細かく書いてありとても面白かった！

❸�図書館だと 3階の個別席と 1階のソファー。3階では集中して

本を読んだり勉強したり。1階では雑誌を読んだりのんびりし

たり。勉強も休息も図書館でできます！社会イノベーション学部3年

平川�雄基

❶�所属メンバーから是非一緒にやらないかと熱烈なオファーを頂

いたので入りました（笑）実際に活動内容も魅力的で、図書館

の活性化に少しでも貢献出来たら嬉しいです！

❷�伊坂幸太郎の『オーデュボンの祈り』。ミステリー要素と同時に、

ファンタジー要素も強く含まれている作品です。伊坂ワールド

にはまること間違いなし！！

❸�新聞コーナーにある日本経済新聞の席です。家で読む時間がな

い場合は図書館で読むということを続けていくうちに、ここが

私のお気に入りの場所となりました。

文芸学部 4年

斎藤�勇作

聞いてみました !❶ LSに入ったきっかけは？❷好きな本は？
❸図書館のどこが好き？

ビブリオバトルの
様子

↑
ライブラリー・サポーター（LS）
メンバー
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　ここでは、ライブラリー・サポーターがおすすめする図書館の使い方を紹介します。

　みなさんはどれだけ図書館を使いこなせていますか？

　2013. 秋から新しく創設されたアクティ

ブラーニングエリア。きっと、使ったこと

がない人は少ないでしょう！（笑）予約を

しなくても、ちょっとした少人数のグルー

プでの討論から、65インチのディスプレイ、

ホワイトボードなどを利用して授業やセミ

ナー等で利用することができる、まさに新

しい自由な学びの場です☆開放的だし、出

入口横すぐにあるから利用しやすい、LS

でも人気の場所です！

　空き時間を楽しく、効率的に過ごすのに

オススメなのが図書館1階入り口すぐの新

聞・雑誌コーナー。雑誌はスポーツ、音楽、

ファッション、就活関連、なんと鉄道の時

刻表まで様々に及びその数は140種類以上。

　新聞コーナーでは、数社の読み比べをし、

ふかふかのソファーに座りながら英字新聞

を読んで語学の学習に役立てることができ

ます。皆さんも是非、この最高の空間で空

き時間を有効活用してください！

　1階メインカウンターにて、利用申し込み。

ホワイトボード、冷暖房完備。なんとプロ

ジェクターもあります。2階のプレゼンテー

ションルームは入口側だけ壁がガラス張り

になっていますが、使ってみると意外に視

線は気になりません。ガッツリお話が出来

る部屋なので、グループ研究、発表練習に

便利です。これが使いこなせれば図書館上

級者です。

　レファレンスカウンターの魅力を知らな

いって？それは今回これを読んで知るべ

き。レファレンスカウンター、別名「なん

でもカウンター」は魅力だらけ！レファレ

ンスというだけあって資料の探し方、調べ

方のサポートは無敵。この大学に探してい

る本が無かったら他大学や、公共図書館に

も貸借、複写依頼も可能。

　また１冊約５万円以内の本であれば、欲

しい本を買ってもらえるかもしれない！リ

クエストカードの受付や、図書館ガイダン

スの開催など、図書館や本のことで困った

らここに駆け込めば間違いなし！（笑）

　親切な図書館員さんが対応してく

れます。ぜひ利用する価値ありまく

り！！！！！

　某レンタル店に行かなくても、学校にい

ながら！しかも無料で！約６万点の DVD

や CDを楽しむことができます。50年以上

昔の白黒映画から月 9ドラマ・アニメなど

など豊富なラインナップで、必ずあなたの

見たい一本、聞きたい一枚に出会えるはず。

所蔵されていない場合には、リクエストも

できます。講義の教材、空き時間の暇つぶ

し、デート・・・使い方はあなた次第！

アクティブラーニングエリア

新聞・新刊雑誌コーナープレゼンテーションルーム（２階・３階）

レファレンスコーナー

AVコーナー
←

このマークが目印！

やさしく相談に乗って

くれます。
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図書館
インターンシップ体験記

　2015 年 9 月 14 日から 18 日の 5 日間、3名の学生が図書館で

インターンシップを体験しました。その模様を、体験した学生の

感想とともにご紹介します。

文芸学部�3年　永田�まりあ

文芸学部�3年　岡田�千代

経済学部�3年　青田�彩希

　今回、主に雑誌に関わる業務をさせて頂きました。普段図書館や雑誌室で私

達学生が手に取っている雑誌が、どのように学校まで来て、どのような過程を経て

本棚へと並ぶのかなどがわかり、非常に勉強になりました。

 雑誌は本と比べると薄くて、保存しにくいと思っていたため、すぐ捨ててしまうと思っていまし

たが、それは間違いでした。一定期間を過ぎると雑誌は 5 ～ 6 冊ほどまとめて、綺麗に製本され、

書庫へと移されます。あんなに雨風に弱く、くちゃくちゃになりやすい雑誌がハードカバーの立

派な本になっているのをみて、不思議な気持ちになりました。

　雑誌室で、受付係の業務担当をしているときに、沢山の教授が資料のコピーや雑誌を探しに来

られました。その際に色々なお話を聞くことができ、思わぬところでこの成城大学の温かさを感

じることができました。図書館の利用はほとんど学生だと思っていましたが、教授も多く利用し

ているということがわかりました。

　また最終日には「図書館グッズを考えよう！」という企画会議に参加させていただき、私は消

しゴムを図書館グッズとして発表しました。自分の考えたグッズがいつか公式の図書館グッズに

なってくれたらいいなと思います…！

　また、「インターン生 3 名による、オススメ本の紹介コーナー」を図書館 1 階に作らせていただ

きました。POP 広告を限られた時間内で作りあげること、また魅力を充分に伝えることの難しさ

を感じました。

　初日こそ緊張していましたが、図書館の皆さまが笑顔で優しく接して下さったので、2 日目か

らは楽しくて楽しくてしょうがありませんでした。貴重な経験をありがとうございました。

　学校の図書館といえば、レポートを書くために資料を集めたり、試験勉強の

際に使える静かな空間というくらいの印象で、思い返してみれば今までは自分の

学科に関係する階しか使わないことがほとんどだったかもしれません。しかし、自分の専門分野

ではない本ほど私の知見を広げてくれる力を持っている、そのことに気がつけたのは、私が大学

図書館でのインターンシップを終えた後でした。もともと本を読むことが大好きだった私は、職

業体験の機会があるのなら絶対に本に触れられる仕事が良い！という思いで大学図書館でのイン

ターンシップを志望しました。しかし、メインカウンターにいる方はよく見かけますが、この広

い図書館の中にはどんな仕事があるのか何も知らない私は、当初不安でいっぱいでした。

　新たな雑誌や書籍を受け入れる作業、そして実際学生が目にする雑誌室などへの配架作業を体

験させていただきました。学生の学びを支える多くの施設で、たくさんの人が笑顔で働いている

のを間近で拝見し、学生の手元まであらゆる人の手を経て本がリレーされてゆく流れを知りまし

た。また、図書館グッズの企画では、「学生が今より図書館を利用したくなるグッズ」というテー

マのプレゼンを聞いていただきました。

　実をいうと私はこの時まで自分は図書館を利用しているほうだ！と思っていたのですが、こん

なにも多くの本がある大学図書館という恵まれた施設を、学生の内にフル活用しないなんて勿体

ない！というお話を聞くうちに、確かに私が利用していたレポート用の論文や作家の全集などは、

図書館のごく一部だけだったのでは、と思うようになりました。楽しい読書の機会は本の数だけ

あるのです。まずは LS の皆さんのおすすめから、手に取ってみるのも良いかもしれません。

　私は主に整理業務と閲覧業務を体験させていただきました。このインターン

シップで１番驚いたのは、図書館の仕事は力仕事が多いということです。閲覧業務

は主にカウンター業務が中心なのだろうと思っていたのですが、それだけではなく他にもさまざ

まな業務を体験させていただきました。中でも旧館での本の整理は、分厚い本を何百冊と移動さ

せるなかなかの重労働で、デスクワーク中心の仕事を想像していた私のイメージは大分変りまし

た。

　カウンターでの貸出業務は実際に利用者の方と接するため、緊張もしましたが、とても楽しかっ

たです。また、整理業務での請求記号の置換えでは本の内容によって番号が変わるため、判断を

下すのが難しかったですが、悩みながら作業することはやりがいがあり、楽しくもありました。

　今回のインターンシップでのさまざまな体験を通して、今まで知らなかった図書館の新たな一

面を垣間見ることができ、より一層図書館を身近に感じられるようになりました。また、今回の

ように社会人の方々と接する機会はなかなかないので、たくさんのお話を聞かせていただき、良

い刺激を与えていただきました。

　このインターンシップで、自分の長所や伸ばしていくべき力、それとは逆に短所やこれから改

善していかなければならない点に気付くことが出来たので、この先の就活に活かしていきたいと

思います。振り返ってみれば至らなかった点や、もう少し頑張れたのではないかと思うこともた

くさんありますが、本当に充実した 5 日間でした。ご指導いただいた図書館職員の皆様、ありが

とうございました。

○図書整理業務���������������������○雑誌受入業務

○雑誌室業務�����������������������○配架業務

○カウンター業務�������������������○展示準備

◎企画広報委員会に参加！図書館オリジナルグッズの企画・プレゼン発表

みなさんが考案した図書館オリジナルグッズの中から、第1号が誕生の予定です！�お楽しみに♪

（図書館企画広報委員会より）

体験したお仕事 おつかれさまでした
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旅への誘
い ざ な

い
経済学部　三枝 大修先生

先生からの「旅のススメ」をご紹介します♪
図書館３階ガイドブックコーナーの“旅行ガイド”を一新しました！
海外だけではなく、国内のガイドブックも購入し、充実しています♪

道標としての本 －訪れるべき場所を探す－

文芸学部　小島 孝夫先生

旅 に出たいって？　それならヨーロッパの片田舎なんかどうだろう。パリやロンドンなんて直
行便ですぐだから、社会人になっても行けるよ。それよりは、いましか行けないところに行

くといい。アクセスは悪いけど、田舎の街や村にはサプライズがいっぱいだ。自然も街並も超絶美
しい。地酒や郷土料理は「飼いならされてない」味がする。どんなハプニングがあるだろう？　英語だっ
て通じないかもしれない。でも、いいじゃないか。カフェのメニューや駅の案内板に踊る文字が意味
不明な記号の羅列にしか見えなくても、アウェイの緊張感と非日常の解放感とで胸が高鳴るはずだ。

　2000 年 4 月。フランスに留学していたぼくは、ドイツの小説家ヘルマン・ヘッセの故郷を訪ねて
みたくなって、電車で国境を越えた。カルフの街は最高だった。森も広場も噴水も、高校の頃に憧
れたヘッセの小説世界そのままだったから。
　少し窮地に陥ったのは、夕食のときだ。ホテル併設のレストランは貴族の館の書斎みたいにシッ
クだった。客は誰もいない。それでもウェイターのお爺さんは、蝶ネクタイにタキシード、ずいぶ
ん気合いの入った格好をしてたっけ。黙って手渡されたメニューブックは 15 ページもあった。中
身は全部ドイツ語だ。料理の名前と値段だけがずらずら並んでる。ちなみにぼくはドイツ語ができ
ない。辞書も単語帳も持ってない。お爺さんもドイツ語しかできないことは、入店時の会話（の不
成立）で確認済みだ。さて、何をどんなふうに注文したものか。

　ぼくはメニューブックのページを繰りながらこう考えた。だめだ。ド
イツ語はどうあがいても分からない。英語と似た単語も見つからない。
とすれば、手がかりになるのは値段だけだ。やけに安いのはスープや前
菜やデザートだろうから、やめておく（それだけじゃ食事にならないし）。
高すぎるのも論外だ。メニューブックの真ん中から、何でもいい、そこ
そこの値段のものを一つ頼んでみよう。そうすれば、メインディッシュ
的な何かが一品運ばれてくるんじゃないか。幸い、ぼくの苦手な食べ物
は納豆だけだ。ドイツの田舎街で出てくるとは思えない。

　そこでぼくはお爺さんを手招きし、メニューブックの中ほどのページをひらいて意味不明な文字
列を一つ指さした。お爺さんはうなずいて去っていった。
　それから何分待ったのか記憶にないが、出てきた料理を見てぼくは唖然とした。巨大なホワイトアスパラ
ガスが3本、付け合わせの野菜と一緒に大皿にのっていたんだ。それまでぼくは、アスパラガスがこんなに立
派に成長するものだとは知らなかった。まるでリコーダーじゃないか。肉や魚を押しのけて、こいつがメイン
ディッシュになるなんて……。後で知ったことだが、ドイツやフランスではこれが本格的な春を告げる食
材として珍重されてるんだとか。

　いや、絶品だったよ。味は抜群だ。バターソースも素晴らしかった。
　でも、こんなことを書いたからって、別にわが身の幸運を自慢したいわけじゃない。
　ガツンと不意打ちをくらうような愉快な目に遭いたかったら、英語の通じ
ないド田舎に行くのもいいんじゃないかって思ったんだ。
　楽しめるよ、きっと。
　ガイドに載らないような、無名の街や村でもね。

私 の旅は、高校で山岳部に在籍したことが基点となっている。新歓・夏山・冬山・春山の年４
回の縦走合宿に加えて、その前後に行っていたトレーニング山行を加えると、年間 40 日ほど

山歩きをしていたことになる。山行には、必ず何冊かの本をビニル袋に入れてザックに詰めて出か
けた。鈍行電車での移動時間と山中での停滞日に読むためである。私がよく持参したのは、今西錦
司『生物の世界』、宮本常一『忘れられた日本人』、川喜田二郎『パーティー学』・『鳥葬の国』など
であった。

　自宅にあった『忘れられた日本人』以外は、何気なく購入した本であったが、その後、武蔵野美
術大学に入学して宮本常一先生に民俗学を学び、大学院で川喜田二郎先生に文化生態学を学ぶこと
になった。さらに、今西錦司門下の先生方からもご指導をいただくことにもなった。
　宮本先生との出会いは全くの偶然で、もし東京芸術大学に合格していたら、現在とは全く異なる
人生になっていただろうと思う。一方で、大学院への進学に際しては、川喜田先生の下で学びたい
と考えるようになっていた。大学 4 年間の経験をとおして、自分なりに地域社会の成り立ちや移り
変わりに関する興味を深めていったことで、川喜田先生の研究手法や地域社会での実践手法を学び
たいと考えるようになっていったのである。今になってみると、たまたま出会った本が、その後の
自分の進路や生き方の道標になっていたように思える。

　さらに、現在の自分の生きかたに大きな影響を与えてくれた本がある。小川国夫『アポロンの島』
である。大学に入ってすぐに読んだ本の一冊である。多分、彫刻家ブールデルの「アポロンの首」
という作品に魅かれていたために、手に取ったのだろうと思う。本書の内容は、大学を休学して単
身ヨーロッパに渡り、バイク旅行を続けた小川自身の体験をもとにした短編集という趣であったが、
簡潔で精緻な文体と、物語が伝えてくれる映像的な空間表現が彫刻を学ぶ自分にとっても、とても
示唆的に感じられた。この作品との出会いが文筆家としての小川国夫の生き方に興味をもつ起因と
なり、その後、ほぼ全作品を読むことになった。小沢書店が刊行した『小川国夫全集』は、活字印
刷で刊行された最後の個人文学全集だったはずで、紙面への活字の圧痕を愛おしむように読んだ記
憶がある。

　興味を持った本の著者を訪ねたり、題材や対象となった地域には
必ず行ってみるという流儀は、『アポロンの島』との出会いが契機
となっている。大学 2 年次にザックを背負ってヨーロッパを 40 日間
まわった旅も、この本との出会いが無ければ成し得なかったと思う。
　本を読んで感じた興味や疑問を自分自身で確かめるという行為
は、調査や研究の基礎的作業であるとともに、生き方としても、と
ても贅沢な経験である。
　小川国夫御本人に会えたのは一度だけであるが、先生方との出会
いをはじめ、本を介した出会いは、人であれ地域や事物であれ、そ
れらの多くが、今なお、通い続ける対象となっている。本という存
在が導いてくれたのだと思う。
　旅は本を手に取るところから始まる。本は訪れるべき場所を示
す道標になってくれるのである。

「Calow」　2004 年　S.Reinhard

カルフ（ドイツ）の町並み

先生から“旅のススメ”

ホワイトアスパラガス

「材料・料理・技術事典Ⅰ」
2001 年 12 月　ニチブン
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遠くへ行きたい
社会イノベーション学部　都築 幸恵先生

わ が国には伝統的に米国を軽く見る風潮があるように思うが、米国にも見習うべきものはある。
Smithsonian Institution はまさにそうしたものの代表格ではないか。Disneyland を知ってい

ても、Smithsonian Institution を知らないとしたら、それは残念なことである（そのうえ、ここは
無料である！）。
　Smithsonian Institution なる名称は、英国人 James Smithson（c.1765–1829）に由来する。米国に
一度も行ったことがなかったにもかかわらず、Smithson は、遺言で米国に多額の寄付をした（もっ
とも、その当時は、帆船しかなかったはずで、大西洋横断は命懸けだったのではないか）。これを
どうするかについて米国議会は 8 年もの歳月を費やして議論し、1846 年 8 月 10 日の法律でようや
く Smithsonian Institution ができた。

　インターネットで調べてみると、Smithsonian Institution には 19 もの博物館があると書いてある
（http://www.si.edu/Visit）。National Museum of Natural History［＝国立自然史博物館］、National 
Air and Space Museum［＝国立航空宇宙博物館］が代表的なものだろうか。前者・自然史博物館
には信じられないくらいの大きさの宝石がたくさんあって、これには心奪われる。女性はそこから
一歩も動こうとしないのではないか。そんなふうに、どれだけ見ていても飽きることのない博物館
が幾つもあって、一日二日ですべてを見ることなど不可能である。これなら十分に胸を張って「大
学生の修学旅行」と言えるだろう。

　Smithsonian Institution は米国の首都・ワシントンにある。せっかくワシントンまで出かけて行
くのだから、ホワイトハウス、国会議事堂、連邦最高裁判所、そして、議会図書館へも足を伸ばし  
てみればいい。これらは相互に近い場所にあって、移動するのにさして時間はかからない。それに、
ワシントンには地下鉄が走っていて、これを使えば主要なところへは行けるはずである（この地下
鉄はかなり深いところを走っていて、一番深い駅は地下 155 メートルのところにあるらしい。核シェ
ルターとしての意味もあるという話が出てくるのも頷ける）。ポトマック川を渡ればアーリントン
墓地があって、J. F. Kennedy をはじめとする多くの著名人が眠っている。

　最後は旅の注意だろうか。インターネットは便利だが、スマートフォンなどの地図には余り頼ら  
ないことである。知らないマチで道に迷うのは楽しいことではないか。それに、誰かに道を尋ね  
れば実地で英会話の勉強ができる。ただし、そうはいっても、外国へ行くからには安全にかかわる
情報は入念に調査しておくべきである。どこに行くにせよ、「無事に帰って来ること」こそが、実
は旅行の最終目標なのである。

知 らない町を歩いてみたい
どこか遠くへ行きたい

　――こんな歌がある。ずっと同じ場所にいて似たような日常を
過ごしていると、私の頭の中に突然このフレーズがこだまする。

　これまでいろいろな場所に行ったけれど、心に深く刻まれた
旅先の風景といえば、20 代初めに訪れた留学先のシアトルの
街のたたずまいだ。当時は全米で一、二を競う美しさといわれ
ていたワシントン大学のキャンパスから見下ろす湖と常緑樹、
そして遠くの青い山並みに見とれ、「死ぬときはここにこよう、
こんなにきれいな自然のなかに還っていくのだと思えるから」
と、こころに決めた。
　しかし、そこに今も住むアメリカ人の友人は、「シアトル
は人が多くなって、車の渋滞がひどくて出かけるのが億劫だ」

「すべてが都会化してしまい、チェーン店ばかりで味気ない」
「お金持ちの大企業に勤める人ばかりが住人となって家賃が
高すぎる」「もう昔のシアトルじゃない」なんて言っている。人と自然がうつくしく共生していた
街のイメージは、友人の話を聞いていると打ち砕かれる。あの風景はもう私の頭の中にしかないも
のなのだろうか、死ぬときはあそこへ、なんて思っていたのに…と時々、ふと思う。

　若い頃は国外での旅行が多かった私も、最近は、家族と一緒の国内旅行が専門だ。数年前には、
レンタカーを借りて、四国を一周した。私と長女と次女、私の義妹とその長女、女ばかりの旅行だ。
私たち一行にとって四国は初めてだったが、大阪のレンタカーだけ予約の手続きをしておいて、そ
の日その日で、ガイドブックを片手に現地の観光地や面白そうな遊び場所を学びながら行った。
　淡路島のとんびに見送られて四国に入り、香川で讃岐うどんの行列に並び、お遍路さんを横目に
見つつ、徳島の「あすたむらんど」という広大な公園で遊んだ。翌日は、高知を目指して南下し、
和紙を漉いてうちわを作り、機織りを体験してランチョンマットを織り、かつおのたたきを堪能し
た。三日目は、高知を西に移動し、清流四万十川で川漁師体験。川漁師さんにしば漬け漁を見せて
もらって木の舟を漕いでみた。四国の西側の海岸沿いは、細くてカーブしたがけっぷちの道を北上
したが、一台分しか通れない道なので、姿の見えない、いるかいないかわからない対向車に、自分
の存在を知らせるために、一生分のクラクションを鳴らした。愛媛に入り、路面電車に乗り、道後
温泉本館の前で坊ちゃん団子を頬張り、『千と千尋の神隠し』のモデルとなった建物を眺め、商店
街散策を楽しんだ。四日目は、別子銅山で鉱山鉄道に乗り、江戸時代の人々の採掘の苦労と工夫が
よくわかる展示に目を凝らした。
　…四国をぐるりと一周して、「４県走破した」という達成感に浸りつつ、「伯方の塩」の伯方って
ここなんだね、なんて発見しながら瀬戸内海を渡り、ぎりぎり間に合った飛行機で広島から東京へ
戻った。正味四日の短い旅は過密スケジュールだったが、｢知らない町を歩いてみたい｣「どこか遠
くへ行きたい」という頭の中のリフレインはしばらく鳴り止むこととなり、わたしは新鮮な心持ち
で懐かしい日常へと戻ってきたのである。

米国ワシントン D.C. の
Smithsonian Institution

法学部　成田 博先生

ポトマック川 アーリントン墓地Smithsonian Institution

3 階ガイドブックコーナー是非ご利用ください♪

四万十川での川漁師体験
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大学生の登場する映画・本特集
♪こんな映画や本があります♪
成城大学図書館所蔵資料です！ 図書館でみてみよう！

「虹の女神
  Rainbow Song」

「ハチミツとクローバー」

「砂漠」

主演は、市原隼人さん・
上野樹里さん。
この映画は、成城大学のキャンパスが撮影の
舞台となっています。
これは、監督の熊澤尚人さんが成城大学経済
学部出身であることと、「この映画のロケは
成城大学しか考えられない」と思ったからだ
そう。2006 年 5 月のゴールデンウィーク
を利用して、母校での撮影が行われました。
キャンパスのどの場所が登場するのか、ぜひ
ご覧になって確かめてください！

美大生の青春のひとこま！
原作は、皆さんご存知の漫画『ハチミツとク
ローバー』（作：羽海野チカ）です。
蒼井優さん演じる主人公は、本当に少女漫画
から出てきたみたい！
原作を好きな方も、安心して観ることができ
ますよ。
セット、小物にもこだわ
りが感じられます。

← なんと！
台湾でもテ
レビドラマ
化されてい
ます。

大学で出会った５人の
男女が、さまざまな
体験をしていくストーリー。
タイトルの「砂漠」の意味とは？？
読み進めるうちに分かってきます。
爽快感溢れる長編小説。

熊澤 尚人・監督

高田 雅博・監督

伊坂 幸太郎・作

「風が強く吹いている」

「鴨川ホルモー」

主人公・亮太はいじ
められっ子。一念発

起して大学受験→合格！！
だけど、いじめの主犯も同じ大学に入
学！学内でバッタリ会ってしまった！

「正義の味方研究部」に入部する亮太
だが……？
読み進めるうちに、不器用な主人公を
ついつい応援したくなってしまうス
トーリーです。

直木賞受賞第一作！
構想・執筆に６年かけた、

超ストレートな大型青春小説 !
小説を読んだら、ＤＶＤも見てみよう！
出 演 は 小 出 恵 介 さ ん、
林遣都さんなど。
疾走感あふれる演技を
ぜひご覧下さい！

→ ＤＶＤは原作のファン
からも高評価！

　見る価値ありです！

京都を舞台に繰り広げ
られる青春活劇！
　怪しげなサークルに
勧誘された主人公。謎

の競技“ホルモー”とは一体何なのか！？
　京都の実在の大学や地名が出てくるので、
実際に学生生活を送っているような気分に浸
れるかも！？
山田孝之さん、栗山千明さんのコミカルな演
技も見どころです。特に栗山千明さん！なん
と！あの美人が、あやし～い謎の人物に！？
ぜひ、あなたの目で確かめて下さい！！

本多 孝好・作

三浦 しをん・作
石田 衣良・作

本木 克英・監督

原作は二ノ宮知子・作『のだめカンタービレ』
です。
音大生の主人公“のだめ”が、恋に音楽に奮
闘する姿が大好評でした。
今回ご紹介するのは、『のだめカンタービレ 
最終楽章 前編・後編』

“のだめ”シリーズの集大成とも言える作品
です！
上野樹里さんがコミカルに演じる“のだめ”
は漫画そのもの。玉木宏さんなど、キャスト
の魅力も光っています。

大学三年生が、“シュー

カ ツ プ ロ ジ ェ ク ト

チーム”結成！

目標は、「最難関マスコミ全員合格」！

クールなリーダー、美貌の準ミスキャン

パス、理論派メガネ男子、体育会柔道部、

テニスサークル副部長、ぽっちゃり型の

女性誌編集志望と個性豊かなメンバーの、

闘いと挫折と恋の行方が描かれた直球の

青春小説です！

「のだめカンタービレ」

武内 英樹・監督

「シューカツ！」

大森 寿美男・監督

箱根駅伝出場を目指す、
大学陸上部のお話！

「正義のミカタ」
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Library
INFORMATION

2016 年 1 月13 日に、311 教室にて、村岡恵理さん講演会を開催致します！

「赤毛のアン」翻訳者村岡花子さんの孫娘であり、成城大学の卒業
生である村岡恵理さんに、「赤毛のアン」の誕生秘話、花子さんの
激動の生涯、本が持つ力、本を読むことによって与えられた“翼”
について、ご講演いただきます！！
 是非参加して下さい♪

2015 年 7 月 2 日に、待望の !? 第 1 回 SEIJO 放課後シアター（上映会）を
開催しました！
第 1 回目の上映作品は、
　アカデミー作品賞受賞！最多 5 部門受賞作品！！

図書館 AV ホールにて上映致しました。

木村建哉先生・小河原あや先生の講演会付きで、大好評のうちに終了しました♪

2015 年 11 月 2 日～ 11 月 3 日の文化祭期間中、展示とワークショップを下記の
通り開催しました♪

①

『怪奇鳥獣図巻』とは、中国由来の想像上の鳥獣 76 体を並べ、その名前と簡単な解説
を付した図巻です。
普段は貴重書室に保管してある貴重な資料を、ゆっくりとご覧いただきました。

②

ブックカバー、メモ帳作り、可愛いお化けが飛び出す絵
本作りを皆様に体験していただきました♪
小さなお子さまでも簡単に作業ができ、大盛況でした♪

下記日程に、第 3、4 回 SEIJO 放課後シアター
（上映会）を開催予定！

◆第 3 回 SEIJO 放課後シアター
　2015 年 12 月 22 日
　アカデミー監督賞ほか７部門受賞！

　圧倒的映像の究極のスペース・サスペンス！！

◆第 4 回 SEIJO 放課後シアター
　2016 年 1 月 15 日

図書館 AV ホールの大画面で、迫力ある映像と音を楽しめます！
 お友達を誘って、是非参加して下さい♪

成城大学卒業
生

村岡恵理さん講演会開催します！

「アンがくれた贈り物」
～曲がり角の先にある想像の世界へ～

「ゼロ・グラビティ」

「桐島、部活やめるってよ」

上映会開催します！

第1回 SEIJO放課後シアター開催
しました！

「アーティスト」

文化祭特別展示『怪奇鳥獣図巻』

文化祭大盛況でした！

『手作り妖怪グッズワークショップ』
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お問い合わせ

成城大学図書館
〒157-8511　東京都世田谷区成城 6-1-20

代　　表  …………………………………Tel.03-3482-3555

メインカウンター  …………………Tel.03-3482-9148

レファレンスカウンター  ……Tel.03-3482-9152

AV カウンター  ………………………Tel.03-3482-9154

3 号館雑誌室  …………………………Tel.03-3482-5837




