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2022年5月2日から6月30日に1階ラーニングコモンズつみ木ば
こにおいて、館内展示「学芸大版「りんごの棚」～読書は誰で
も楽しめる！～」を開催しました。
りんごの棚とは、やさしく読める本（LLブック）や点字の本、

布絵本、手話の本など、特別なニーズのある子供達を対象とし
た資料を集めた本棚のことです。りんごの棚の取り組みは1993
年にスウェーデンで始まり、日本の公共図書館にも広がってい
ます。日本の大学図書館でこの「りんごの棚」設置するのは、
おそらく東京学芸大学附属図書館が初めてとなります。
本展示では、平田正吾先生（総合教育科学系発達障害学分

野）をはじめ、特別支援教育分野の先生方によるおすすめのLL
ブックや基本図書も展示しました。
詳しいレポートは、下記をご覧ください。

「学芸大版「りんごの棚」～読書は誰でも楽しめる！～」開催
報告
https://lib.u-gakugei.ac.jp/about/exhibitions/672

また、7月からは常設展示として、ラーニングコモンズ奥の壁
の棚に「学芸大版「りんごの棚」」を設置し、いつでもご覧い
ただけるようになりました。ご来館の際にはぜひお立ち寄りく
ださい。
大学図書館初⁉ 学芸大版「りんごの棚」を設置しました
（2022-07-04掲載のお知らせ）
https://lib.u-gakugei.ac.jp/news/20220704

図書館1階ラーニングコモンズのつみ木ばこにて、2022
年7月から2023年1月まで「サークル×本 展」を開催中で
す。
新しい趣味・仲間と出会える場の提供を目的に、学内の

サークルから参加団体を募集し、団体紹介と活動に関係し
たおすすめ本の展示を行っています。
中央のボード裏では、サークルや展示についてのコメン

トを付箋で貼る交流スペースを設けました。
この展示は学習サポータが企画しました。ぜひご覧くだ

さい！
学習サポータの活動に関する情報
→https://lib.u-gakugei.ac.jp/learning/supporter

2022年度春学期学習サポータ展示

「サークル×本 展」

学芸大版「りんごの棚」
を設置しました！

常設展示

期間展示
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2022年6月10日～10月4日の間、附属図書館2階展示棚にて、
附属国際中等教育学校における授業実践の紹介とその成果物
であるブックスタンドの展示を行いました。当展示で紹介し
た授業実践は、中学1年生の技術科の授業内で、情報メディ
アセンター（学校図書館）において使用するブックスタンド
を制作した授業実践の成果です。今回の展示ではブックスタ
ンドの実物のほか、参加した学生のコメントや授業風景など
も合わせて展示しました。
技術科教員（司書教諭）の渡津光司先生と学校司書の渡邊

有理子さんによる授業実践の発表は下記をご参照ください。
令和3年度文科省事業報告会
https://www2.u-
gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?key=jof94s5c3
-1238#_1238

図書館1階ラーニングコモンズ展示棚にて、2022年7月に小展示「メビウ
スの帯」を行いました。
大学院修士課程「教育支援協働学概論」の一環として、大学院生が
ExplaygroundのMOLラボと協力して実施した企画展示です。附属小金井中
学校の生徒が大学図書館の中から選んだ本をコメント付きの帯とともに展示
しました。

MOLの活動内容に関する情報 →https://note.com/mol_expg

図書館1階ラーニングコモンズグローバルエリアにて、学芸大Explayground
の展示を2022年7月から実施中です。

Explaygroundのラボ一覧とラボからのおすすめ本の展示を行っています。
展示本は貸出処理不要で持ち出すことができ、付属の感想ノートにコメント
も記入可能です。みなさま、ぜひ感想をお寄せください。
Explaygroundの活動に関する情報

→https://explayground.com/

学芸大Explayground展示
「Labosui」

2022年6月21日～2022年8月9日の間、電子ブックの利用促進のため、附
属図書館の新着図書コーナーにて、電子ブックで購入した2022年度春学
期・授業用図書の展示を行いました。
電子ブックへアクセスできるQRコード付きのポスターや、電子ブックの

アクセス方法のマニュアルを展示し、また、QRコード付きのチラシも配布
しました。
館内展示は終了しましたが、電子ブックで読める春学期授業用図書のリス
トは下記URLで引き続き公開しております。ぜひご活用ください。
https://lib.u-gakugei.ac.jp/search/journals/syllabus2022sp

展示「授業用図書が電子ブックで読めます！」

附属国際中等教育学校における授業実践

https://www2.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?key=jof94s5c3-1238#_1238
https://note.com/mol_expg
https://explayground.com/
https://lib.u-gakugei.ac.jp/search/journals/syllabus2022sp


①利用案内＋図書館ツアー 13回
②利用案内＋図書館ツアー＋資料検索セミナー 25回
（③会場提供のみ 1回）
計38（39）回
※同一の授業でも40名以上の場合は2回に分けて実施
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電子ブックの利用促進を目的として、夏休み企画「学芸本ガチャ！～読書の世界を広げよう！～」
を開催しました。本企画では、オンラインとリアルの両方で楽しめるガチャガチャを作成しました。
2022年8月3日から図書館Webサイト上に特設サイトを開設し、3種類のテーマに分かれた電子ブッ

クが入った“オンラインガチャ“を設置しました。そして、9月20日からは、図書館1階ラーニングコモ
ンズ内に”リアルガチャ“を設置しました。”リアルガチャ“には「２F図書の棚番号●の…左から△冊目
の本！」という指示が書かれた紙が入っており、その指示を頼りに本を探す仕組みになっています。
また、当たりとして電子ブックの情報が書かれたカードも入っています。普段は読まない本との出会
いの場、そしてちょっとした息抜きとしてお楽しみいただけていたら幸いです。

「学芸本ガチャ！」

2022年4月～7月の期間に、学部1年生対象の授業「入
門セミナー」内にて図書館ガイダンスを実施しまし
た。
対面形式の図書館ガイダンスは新型コロナウイル

ス感染拡大のため2019年度から休止となっておりま
したが、今年度は全面的に対面での実施となりまし
た。
本年度の実施実績は下記の通りです。

開催報告

2022年度春学期

入門セミナー

（参考）
・2022夏休み企画「学芸本ガチャ！」を開催します！（2022-08-03掲載）
https://lib.u-gakugei.ac.jp/news/20220803

ガチャガチャのアイコンを
クリックしてみると…！？

図書館でガチャガチャを
回して、本探しに挑戦！

オンラインガチャ リアルガチャ

①利用案内＋図書館ツアー 13回
②利用案内＋図書館ツアー＋資料検索セミナー 25回
（③会場提供のみ 1回）

計38（39）回
※同一の授業でも、40名以上の場合は2回に分けて実施
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本学では、ICTセンターおよび附属図書館で大学教員と、大学教員の指導のもと学生が利用できる
デジタル教科書の整備を進めています。2022年4月からは図書館内で利用できるデジタル教科書が大
幅に増えました。そこで、今年度はデジタル教科書や電子黒板の使い方を学べるデジタル教科書セミ
ナーを実施しています。春学期には出版社主催のセミナー2回、附属図書館学習サポータ主催のセミ
ナーを4回開催しました。

開催日時 講師 セミナー名 開催報告
4月13日（水）14:30-16:00 東京書籍株式会社 デジタル教科書・電子黒板勉強会 https://lib.u-gakugei.ac.jp/news/20220414

6月1日（水）14:30-16:00 日本文教出版社 デジタル教科書の教育現場での活用 https://lib.u-gakugei.ac.jp/news/20220610

6月13日（月）13:10-14:10 学習サポータ 第1回デジタル教科書セミナー https://lib.u-gakugei.ac.jp/news/20220615

6月28日（火）13:10-14:10 学習サポータ 第2回デジタル教科書セミナー https://lib.u-gakugei.ac.jp/news/20220630

7月4日（月）13:10-14:10 学習サポータ 第3回デジタル教科書セミナー https://lib.u-gakugei.ac.jp/news/20220706

7月22日（金）13:10-14:10 学習サポータ 第4回デジタル教科書セミナー https://lib.u-gakugei.ac.jp/news/20220725

2022年7月26日に、各附属学校・教育実習担当の教
員から教育実習向けに推薦された図書のリストを公
開しました。推薦に基づき、今年度は新たに、55冊
の図書と3点の電子ブックを新規購入しています。
これらの図書は、附属図書館1階のラーニングコモ

ンズにある、「教育実習用図書コーナー」に配架さ
れ、借りることもできます。また電子ブックは、学
外（実習先など）からも閲覧できます。ぜひご活用
ください！

「教育実習に行く前に、必ず読んでおきたい本」リスト⇒
https://lib.u-gakugei.ac.jp/learning/teaching-practice

春学期・開催済のセミナー

秋学期開催予定のセミナー
講師：学習サポータ

開催日時 セミナー名
11月16日（水）14:45-15:45 比べてみよう！紙の教科書とデジタル教科書の違い

11月30日（水）14:45-15:45 この単元ってデジタル教科書どう使うの？-生活科・図工から-

12月7日（水）14:45-15:45 様々な児童・生徒の学びを支援するデジタル教科書

12月21日（水）14:45-15:45 体験！学習者用デジタル教科書

1月11日（水）14:45-15:45 附属校！デジタル教科書のリアル-実習生と附属校教員の声から-

1月25日（水）14:45-15:45 教材研究にも使える！デジタル教科書の活用方法

秋学期も学習サポータによるセミナーを6回開催予定です。申込方法等詳しい内容は図書館HP・ポー
タルのお知らせに掲載予定です。春学期のセミナーに参加していなくても問題ない内容となっておりま
す。ぜひご参加ください！

春学期デジタル教科書セミナー開催報告

2022年度教育実習用図書のリストを公開＆提供しました
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東京学芸大学附属
図書館公式Twitter
では図書館に関わ
るお知らせについ
ていち早く発信し
ています。

東京学芸大学附属世田谷中学校 学校図書館紹介

本校の図書館の特徴を端的に言うなら、「狭いな

がらも、雑多な本がひしめく居心地のいい空間」で

す。中学生は思いのほか忙しく、読書からも足が遠

のきがち。そこで、敷居をできるだけ低くし、暇つ

ぶしならまずは図書館！と思ってもらえれば上々。

書籍の品揃えも幅をもたせ、漫画や雑誌はもちろん、

将棋、チェス、ルービックキューブなども世中図書

館では必須アイテムです。

一方で、できるだけ授業で図書館を使う機会を設

けています。図書館には「文学」に限らず、多様な

ジャンルの本があることを知ってもらう絶好のチャ

ンスだからです。中学2年生に学校図書館で授業をす

ることについてアンケートを取ったところ、ほぼ

100％に近い生徒が肯定的な回答を寄せていました。

特に嬉しかったのは、「授業内で調べ学習をすると

きに使った棚や本を、休み時間や放課後に自分の好

きな本に加え読むことが増えているのに気付いた。

普段手を出すことの少ない本を強制ではなく興味を

持って読む機会を増やしてくれる授業方法だと思

う。」という文章でした。

「読む力」を楽しみながら鍛え、できれば感受性

豊かなこの時期だからこそ、自分だけの１冊に出

会って欲しいと思っています。

（文責：東京学芸大学附属世田谷中学校
学校司書 村上恭子）

先生の一冊 留学生センター 小西円

『フリースタイル言語学』
川原繁人著（大和書房, 
2022）
ISBN :9784479393894
請求記号：804/KAW
資料ID：12022002441

「言語学」は文字通り「言語」を扱う学問分野であるが、その言語学に

おいて「ポケモンやプリキュアの名前」、「ドラクエの呪文」も研究対象

だと聞くと、みなさんは驚くだろうか。そんな人はぜひ本書を手に取って

みてほしい。また、「なんじゃそりゃ」と思った人でも、もし何か夢中に

なれることを探しているなら、だまされたと思ってぜひ本書を読んでみて

ほしい。

本書を読む際に言語学の小難しい知識は一切不要である。本書はよくあ

る概説書とは全く違って、「研究者が大好きな研究対象のことを四六時中

考えて、それをとことんやってみた」記録であり、「それをみんなにも伝

えたいんだー！」という愛の叫びの集合体である。本書の著者は言語学の

中でも特に、音について考える音声学が専門である。本書を読めば、「ド

ラクエの呪文が進化すると、長くなる？濁音が増える？」「プリキュアの

名前によく出てくる音がある？」のような観察を通して「音には喚起され

る特定のイメージ（音象徴）がある」ことがすんなり頭に入り、日本語の

ラップの韻の踏み方まで、理解できるようになる。そして、読後には「何

かに夢中になるって何て素晴らしいんだろう」「私も好きなこと見つけた

い…」という気持ちになるに違いない。本書に喚起された（？）みなさん

が、好きなことに没頭する幸せな日々を過ごせますように。

世中版りんごの棚

昼休み風景 翻訳者三辺律子さんをお迎えして

授業風景
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