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　2008年に発足したLet’s Read Project（LRP）も、

今年で活動開始三年目となった。一年目、二年目と比

べて参加メンバーがぐっと増え、ずいぶん賑やかな集

団になった。LRP 活動の軸のひとつ、館内三階での

本棚公開企画は、メンバーが増えて館内の様々なジャ

ンルの本が集まりやすくなったことにより、公開回数

も増え、選ぶ本の方向性もバリエーションに富み、ご

覧になった方々にも LRPという集団の変化を感じて

いただけたかと思う。

　昨年度から案の出ていた企画のいくつかは、今年度

に入り形になった。フリーペーパー『Counter』の創

刊（2010 年 7月）もその一つだ。原稿書きから編集

まで、すべて自分たちで仕上げ、「季刊」発行を目標

にスタートして、順調に 3号まで出すことができた。

その中味はといえば、もちろん LRP活動の報告も記

事になっているが、メンバーによるコラムや「オス

スメの本」（Pick Up Book）、好きな音楽（Favorite 

Song）や映画の紹介（CINEMANIAC）、料理レシピ「本

を食べる」なども紙面を飾る。ふだんは企画本棚に添

えられるポップでしか発言しないメンバーたちが、一

言二言では終わらない「熱い言葉」を発信しているの

で、こちらもぜひご覧いただきたい。

　ひとつの企画に LRPメンバー全員が参加していた

昨年とは異なり、今年はそれぞれに担当のメンバーを

配置しながら、多数の企画が同時進行していた。学外

に飛び出して本好きの人々と交流する経験もした。こ

の『レポート』には、そのひとりひとりの才能が発揮

された成果がぎっしり詰まっているので、じっくりと

ご堪能いただきたい。

　昨年度から参加している自分としては、ほんとうに

この集団の変化を感じずにはいられない一年だった

が、発足当初からの「本を読もう!」という読書推進

運動の軸がぶれることはない。

　私たちLRPは、学生と本との幸せな出会いの「きっ

かけ」を、これから先も提供していきたい。LRP の

活動の目的は、学生のみなさんにその「きっかけ」を

拾ってもらうことにあるのだから。　　　　　　　　

総合文化学科2年／御膳

は じ め に
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新聞『Counter』に好評連載中　マンガ『ピエールくん』

作:芸術学科 1年／夕陽
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 5/7（金） 「新入生歓迎本棚」2010 年度版公開 

 5/19（水） フリーペーパー『Book Holic』編集の学生さんと交流 !

 6/4（金） 「新入生によるオススメの本棚」公開 !

 7/2（金）  「TRAVEL WITH BOOK 2010」本棚公開 ! 

 　 　 8/9（月）・9/13（月）米沢嘉博記念図書館 &明治大学博物館見学ツアー 

 10/1（金） 「アートな大型本」本棚公開 !

 10/8（金） 「読書日和　私の本棚」公開 !

 10/27（水） コミック・アゴラ2010 開催 ! 

 11/25（木） 図書館総合展で LRP の活動を発表

 12/3（金） 「クリスマスに贈る一冊」本棚公開 !

 1/17（月） 「これが、私の歩む道」本棚公開 !

 2/10（木） 第 4回選書ツアー開催 !

活動報告
年度

LRP
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今年 初の企画本棚です。

春休み中に「選書ツアー」を

実施し、先輩メンバーが厳選

した本に楽しい POP をつけ

て、ディスプレイしています。

古典あり、写真集あり、ミス

テリあり、ラノベあり…。週

替わりで入れかえていきます

ので、どうぞお楽しみに !

恒例「新入生歓迎本棚」2010年度版 公開

ちなみに、宣伝ポスター（3 種）

は新入生メンバーの力作です。

たったひとりで『Book Holic』という本を紹介するフリー

ペーパーを編集・発行している成城大学 3年の石井杏奈さ

んがその第 2 号を届けがてら、LRP のメンバーと交流する

ために訪問してくださいました。初対面とは思えないほど、

打ち解けて楽しい時間を過ごすことができました。今後も引

き続き、お互いの企画で交流していきましょう !

『Book Holic』編集の学生さんと交流しました!

5/7

5/19
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部室の手作りの笹の葉にメンバーの

願いごとが並びました。

2010 年度新たに加わった新入生メンバー 11 名

が館内のたくさんの本の中から、各自 5冊〜 10

冊程度を選りすぐり、POP も手作りして、棚を

つくりました。2010 年 6 月 4日から公開してい

ます !ぜひ手にとってみてください !

「新入生によるオススメの本棚」公開 !

七夕のひとコマ…

6/4

7/7
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「TRAVEL WITH BOOK 2010」本棚公開 !7/2

FIFA ワールドカップで盛り上がり、夏休みも目前の

この時期に、世界の国々をメンバーがご紹介します。

今 回 の 企 画 は、 そ の 名 も 「TRAVEL WITH BOOK 

2010」。LRP メンバーがお気に入りの国を担当し、各

国に関連した本を集めました。大きく「アジア」「ヨー

ロッパ」「アフリカ」「アメリカ」に分けて、毎週金曜

に入れ替え制で公開していきます。夏休みを目前にし

て、世界の国々に思いをはせるもよし、本を読んで実

際にその国に行ってみるもよし。ぜひご覧ください !

ポスターに誘われて…
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おすすめの国に詳しくなれる!情報コーナーを設けました。

に
出
か
け
よ
う
！

旅
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米沢嘉博記念図書館

http://www.meiji.ac.jp/manga/yonezawa_lib/

マンガ図書館 &明治大学博物館見学ツアー

米沢嘉博記念図書館は、まんが評論家であり、同時にま

んが界の大イベント「コミックマーケット」準備会前代

表として知られる米沢嘉博氏が収集したまんが雑誌・単

行本・同人誌・風俗雑誌などが収められています。1F

展示室や閲覧室のほか、普段は一般公開されていない閉

架書庫も特別に見学させていただきました。「同じまん

が雑誌でも年代によって表紙に変化がある」といったト

リビアや、発売された当時の状態を保つための収蔵の裏

話なども伺い、大変濃密な時間となりました。

2010 年の夏の見学ツアーは 8 月 9 日、

9 月 13 日の 2 回に分かれ、明治大学の

米沢嘉博記念図書館（まんがとサブカル

チャー）と明治大学博物館の 2 ヶ所に

行ってきました。「大学が運営している

博物館」というテーマと、メンバーも興

味関心の高い「まんが」に関連するとい

うことで、見学先を決定。2回のツアー

で学生メンバー 17 名とスタッフ 4名が

参加しました。

8/9
9/13
&
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明治大学博物館

http://www.meiji.ac.jp/museum/

明治大学博物館では、主に「商品」「刑事」

「考古」といった 3つの部門に分かれた

展示を、学芸員の説明のもと、見学しま

した。それぞれ、日本の誇る伝統工芸品

や現代までの考古学調査の歴史、日本・

西洋における刑罰とその歴史など、特徴

ある展示品があり、その迫力に圧倒され

る一場面もありました。

毎週購入している雑誌の創刊号や、過去に連載されていた作品を本

誌で見られるということに凄く感動しました。（はーちゃん）

参加した事で、もっともっと本や昔に使われていた

道具について触れてみたくなりました。（キセキ）

ギロチンと鉄の処女は、言葉はあまり良

くないが、「負の世界遺産」ならぬ“負

の明大遺産”である。（美堕落先生）

染め物や焼き物などの工芸品、御成敗式目や武家

諸法度など条例の複写など、日本の歴史を感じる

貴重な品々を見ることが出来ました。（はなか）

展示品がどれも見やすく置かれていて、館内の

通路にゆとりがあり、見学しやすかった。（NI）

アイアンメイデンやギロチンが実物でないのはともかくとし

て、実物サイズでないのが残念だった。博物館にあるもので

は、せいぜい子供くらいにしか使えやしない。鋸引きの説明

も、もうちょっとはっきり生々しくやってもらえないかなぁ

と、若干猟奇思考を持つ私である。（九代目）

江戸期の刑罰に使われた石抱かせ、海老責め等々、

じわじわ痛め付ける刑が多いなと思いました。アイ

アンメイデンという処刑台の名前を取ったバンドは

ここからきているのだなと分かった。（ドラ息子）

あの建物に泊まり込んで、懐かしの作品を鑑賞しながら当時

の雰囲気を噛み締めたい。収集者の熱意が伝わってきてとて

も充実していた。同時に、日本のマンガカルチャーがいかに

奥深く歴史があるものかということも。（319）

保管されている大量の雑誌に圧倒された。米沢氏は、普通なら捨て

られてしまうものを取っておくというスタンスだったと聞き、この

世に無駄な雑誌など存在しないのではないかと感じた。（猫子）

手にとって雑誌の中を読めるなんて本当に貴重な場

所です。『ガラスの仮面』第九話の巻頭カラーの号

があって、母に見せてあげたくなりました。（夕陽）

コミックマーケットの見取り図や写真、歴代のコミケカタロ

グが興味深かった。第三者視点でみるとこんな風に見えるの

かと感心した。また、展示されていた同人誌やマンガに自分

の所持品と同じものが数多くあり、興奮した。米沢さんは本

当に偏見をなく収集していたのだろう。（無記名希望）

ボクの小学校時代を共にしたコロコロコミック

が無かったのはなぜだろうか…。（ぴぐめん）

米沢嘉博記念図書館

明治大学博物館

参加したメンバーの感想
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「アートな大型本」本棚公開 !

「読書日和　私の本棚」公開 !

10/1

10/8

読書の秋、芸術の秋ということで、2010 年

度後期初の LRP 本棚企画は、「アートな大型

本」。画集、写真集、デザイン、ロボット…。

見た目のインパクト重視です !　本棚を眺め

ているだけでも楽しいかも。

LRP 新聞『Counter』より持ち出し企画 !　

連載企画「読書日和」をもとに、LRP 部員

の部屋の本棚を再現しました。展示スペース

いっぱいに、部員の趣味の世界が広がります。

（他人の本棚って、気になりますよね…）
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図書館総合展でLRPの活動を発表しました

　2010 年 11 月 24 日〜 26 日、パシフィコ横

浜にて行われた「第 12回図書館総合展」にて、

LRP の活動を発表しました。

　図書館総合展は、同運営委員会の主催、文部

科学省、国立国会図書館、日本図書館協会等の

後援により 1999 年から毎年開催されているも

ので、図書館にかかわる企業・関係者が一同に

集い、 新情報の提供と情報交換を行う日本の

図書館界の一大イベントです。

　今回、当館が参加したのは、図書館その他の

活動や研究成果を掲示物で自由に展示・発表す

る形の「ポスターセッション」でした。（当館

は昨年に続いて二度目の参加です。）

　発表内容は、2008 年より発足した LRP の

活動です。選書ツアーや、恒例の本棚企画、そ

してメンバーお手製の作品も展示しました。

　当日は、ポスター展示のみならず、昨年度

LRP メンバーによって作成・発行された小冊

子「150（ワコオ）文庫」や、機関誌『Counter』

（1,2 号）も配布しました。また、LRP メンバー

の希望者も来場し、図書館スタッフとともに来

場者への案内にもチャレンジしました。

　参加した LRP メンバーからは、「普段なかな

か見られない総合展の会場に来られて興奮しま

した」「（来場者への案内は） 初はちょっと気後

れしましたが、やっていくうちにだんだん慣れ

て、できるようになりました」など、普段とは

違う経験に、充実した感想をいだいたようです。

11/24～26

自分は 1日目に参加しました。料理と本とをコラボさせた企

画や、傷が付き痛んでしまった本を修理してくれるところもあ

るなど、本に関する色々なことを知れて、自分ももっといろい

ろなアイデアを出していこうと思いました。本を愛する人達が

集まる図書館展に一日でも参加できたことは、とても良い思い

出になりました。見に行く価値は十分にあります !（キセキ）

私は 2日目にあたる 24日に参加した。何度か会場を回り他の出

展を見学し、出展している企業の数の多さに驚く。和光大学の図

書館の出入り口にも設置されているゲート、図書館の検索システ

ム、電動書架など、見慣れたものも目に入る。普段何気なく利用

している図書館には、本と利用者と職員以外にたくさんの人々や

商品、サービスが係わっていたことを実感できた。（御膳）

終日にお手伝いしました。メンバーの作った展示をひと目見てもら

おうと、人見知りで自己主張をするのが苦手な私も一生懸命アピール

しようと声をかけました。見知らぬ人を前にし、緊張し、たどたどし

いこともありましたが、興味を持ってくれた方もたくさんいました。

声をかけそびれても、多くの方が『Counter』を持っていってくれま

した。私が入学する以前の LRP メンバーの先輩方や活動を写真で見

たり、色々な方とお話しでき、とても貴重な体験になりました。（夕陽）

参加したメンバーの感想
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コミック・アゴラ2010　開催 !

「クリスマスに贈る一冊」本棚公開 !

10/27
去年に引き続き、コミック・アゴラ、今年も開催しまし

た !　LRP 学生メンバー有志の持ち寄りコミックを 3F

フリー閲覧スペースにて公開。初めて開催した昨年は、

割合親しまれているタイトルを中心に集めたのに対し、

今年は比較的マニアックな、メンバーの個性あふれるタ

イトルが中心でした。午後 1時から 6時まで、コミッ

クにどっぷり漬かったひとときでした。

「アゴラ」とは、古代ギリシア

語で「広場」=人々が集い、自

由に対話する場所のこと。

クリスマスにプレゼントを贈り合う機会も多いことでしょ

う。そんなあなたに、LRP メンバーからとっておきの一

冊をプレゼント !「クリスマスに贈りたい一冊」と題して、

今年 後の本棚を作りました。特に今回は、LRP メンバー

からのメッセージカードがもれなく付いてきます。どんな

ことが書いているかは、本を手に取ってのお楽しみです !

12/3
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「これが、わたしの歩む道」本棚公開 !

みなさんは、自分の専攻は決まっていますか ?

これから決める人も、ただいま探求真っ只中の人

も、ぜひ見ていただきたい本棚企画 !その名も、

「これが、わたしの歩む道」!専攻テーマとして

決めた分野、「これが好きだ !」と決めて取って

いる講義の分野、所属の学科とは関係ないけれど

興味のある分野など、LRP メンバー各人が選ん

だ本棚です。今年度 後の本棚企画で、いちばん

アカデミックな企画かもしれません !

1/17
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第 4回　選書ツアー開催 !2/10
今年度 後の活動、来年度入学する新入生のための選

書ツアーを、紀伊国屋書店新宿本店にて実施しました。

学生メンバー 14名、スタッフ 4名の参加です。書店

内での選書後、紀伊国屋さんの会議室をお借りして、

恒例の「プレゼン」（他のメンバーに自分の選んだ本

のセールスポイント等をアピール）も行いました。他

のメンバーのプレゼンはわくわく、自分のプレゼンは

ドキドキ、これぞ LRP 選書ツアーの醍醐味 !

忘年会でのひとコマ

落書きにも、メンバーの個性が溢れています。
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総合文化学科 2年／二都

特 集

新
聞
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「本を食べる」コーナー

は、小説等に登場する

食べ物を実際に作って

みよう ! という企画。

料理好きなメンバーの

力作が並びます。
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「読書日和　私の本棚」コーナーは、学生メンバー

自宅の本棚の写真と共に、内容を紹介する企画。メ

ンバーの趣味の世界を垣間見ることができます。
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メンバーおすすめ本紹介コーナー

「Pick Up Book」。短い文章で本を

紹介するのって意外と難しいんです !
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そのほかにも…

毎回内容盛りだくさんです。

図書・情報館にて絶賛配布中 ‼

・連載コラム

・おすすめの映画

・おすすめの音楽

・マンガ「ピエールくん」（3p掲載）など、
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今年を振り返って…

多種多様な本棚企画や図書館総合展への出

展、『Counter』の刊行等々、昨年は LRP

の活動を学内外に向けて広く発信する事が出

来ました。今年もたくさんの方に僕たちの活

動をアピールしていきたいと思います。

（総合文化学科1年　にた）

本について話せる喜び。この喜びが LRP の

メンツだけというのは悲しいものです。

ぜひ、ビブリオバトルで外部への発信も‼

（心理教育学科1年　猫子）

今年は一年生が多数入り、それぞれが活気を

持って活動に励み、自分の出来ることに存分

に力を注いでくれ、非常にエネルギッシュな

一年を過ごせた。企画もテンポよく様々に出

せたし、『Counter』という新聞も作れて勢

いのよい日々を送れたことに、感謝の言葉ば

かりである。次はまたどんな一年か、新たな

企画も出るのか。春からがまた楽しみでウキ

ウキする。　　　　　（総合文化学科3年　九代目）

人が増えて、それにより選ばれる本も増えて、

いろいろ新鮮な一年でした。

（芸術学科4年　NI）  

新しい中心軸が登場し、今後に期待のできる

嬉しい一年でした。

（総合文化学科3年　■■■）

自分発案の企画が形になる喜び

（総合文化学科2年 御膳）

本にくくらず色々な体験（明大博物館見学な

ど）ができて、とてもいい経験になりました。

（芸術学科1年　319）

メンバーが増え、本棚企画などやることが倍

以上になったり、自分で企画をたてて実行す

るなど色々と大変でした。まあ、でも逆に人

数がいるからこそできることがあるというの

を学ばせてもらった一年でした。

（総合文化学科3年　無記名希望）

自分は 7月から LRP に参加しました。図書

館見学ツアーに行ったり、全国の本好きが集

まった図書館展に参加出来て良い思い出にな

り、楽しかったです。色々と戸惑う事もあり

ましたが、図書の事務の方や先輩たちが活動

内容を優しく教えてくれて心強く嬉しかった

です。今度は自分が新入生に優しく教えられ

るよう、頑張ります。

（芸術学科1年　キセキ）

声
LRP
メンバーの
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いつもは手に取らないような、違ったジャン

ルの本を今年はたくさん知ることができまし

た。楽しく、また、勉強にもなった一年でし

た。                  （総合文化学科1年　はーちゃん）

LRP に入って良かったです。マイペースで

人見知りな私ですが、わりとすぐに打ち解け

られ、今は「居場所」と呼べるくらいになり

ました!　　　　　　　　（芸術学科1年　夕陽）

本のサークルなのに、ボクはこの一年これと

いって本を読んでいない。自慢じゃない、い

や自慢だ。どや顔で言いふらしていた。まっ

たく困った部員である。しかし、一番部室に

長く居たのではないだろうか。大学の中でボ

クの居場所はここしかない。そして非常に居

心地が良い。感謝感謝でした。

（芸術学科1年　ぴぐめん）

部員が増えて、できること、やりたいこと、

オススメした本、オススメされた本、部室で

話す時間、遊びに行く機会など色んなことが

増えました。そして、素敵な本棚もたくさん!

本当に楽しい一年でした。

（総合文化学科4年　つむじ）

『Counter』を編集するのは大変だったけど

楽しかったです。              （芸術学科2年　彪）

LRP のメンバーは本当に本が大好きな人ば

かりで、正直自分はまだまだだな、と入った

当初はよく思いました。一年活動してきた今

もさほど変わってはいませんが、自分なりに

好きな本を紹介してきたつもりです。あまり

企画に参加できない時期もあったので、来年

度はもっといろんな本を紹介できるようにし

たいです。                  （芸術学科1年　みつこ）

今年は新入生がかなり増えて、イベント等の

交流も増え、「広」を感じさせる一年でした。

（総合文化学科3年　ドラ息子）

2010 年の LRP の活動を、一文字で表す

なら「熱」(あつい )だと思う。初の卒業生、

個性の強い新メンバーの加入、そして人を驚

かすような企画の数々。まるで AKB48 の

ようだ。2011 年は、2010 年以上に活動

を活発にしたいものだ。

（総合文化学科3年　美堕落先生）

大学図書館はすごーく居心地が良いです。

（総合文化学科1年　はなか）
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