
館長 木曽 正之 

   2012年4月から始まった「図書館サ

ポーター」も今年度は６年目になります。 

今年からサポーターに仲間入りした８名

と昨年から継続の８名合わせて１６名が

交代で利用者の方を、お手伝いするた

めに待機しています。 

利用者アンケートでの「図書館サポー

ター」の認知度は一昨年までは毎年向

上していましたが、残念ながら昨年初め

て「知らない」と回答された方の比率

（38.1%）が前年（31.9%）を上回ってしまい

ました。 

一方で利用している人の割合は下の表

の通り毎年増加しています。 

 図書館サポーターは大学の2～４年

生、大学院生ですから、皆さんの先輩や

同級生です。探している図書・楽譜や

CDがどこにあるかわかない、楽譜の探し

方がよくわからない、パソコンの使い方を

知りたい、スマホでみている洗足メール

を複合機から印刷したいなど、どうぞお

気軽にご相談ください。平日13時以降、

皆さんからの、問い合わせをお待ちして

います。 
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（表） 利用者アンケートでの図書館サポーターの利用状況 



【DVD】 

タイトル： 『We Are The World  

      The Story Behind The Song』 

出 演:  U.S.A. For Africa  

      マイケル・ジャクソン,ライオネル・ 

      リッチー他    

出 版： Happinet   

  

  1985年1月28日夜９時過ぎ、ハリウッド

のA&Mスタジオにアメリカの有名アーティ

ストたちが続々と集まり始めた。ダイアナ・

ロス、ティナ・ターナー、シンディ・ロー

パー、ポール・サイモン、ホール＆オー

ツ、ブルース・スプリングスティーン、ビ

リー・ジョエル、レイ・チャールズ、スティー

ビー・ワンダー、ボブ・ディラン等々。 

 彼らをスタジオで出迎えたのはクイン

シー・ジョーンズとマイケル・ジャクソン。

総勢４５名のアーティストたちがこの夜、

団結して作り上げたのが「We Are The 

World」である。  

  

 きっかけは1984年、英国のアーティスト

たちが結集してエチオピアの飢饉を救う

ため、「Do they know it’s Christmas?」と

いうチャリティーレコードをリリースしたこと

に始まる。 

 元来アーティストはレコードメーカーと

専属契約を交わしており、メーカーの異

なるアーティストが同じレコードで共演す

るということは非常に珍しく、ハードルの

高いことであった。 

 だがしかしイギリスのアーティストたちは
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チャリティーとボランティアの名の下に

契約の枠を超えて集まり、音楽業界に

偉大なる足跡を残したのである。 

 

  この成功に触発されたアメリカのベ

テラン歌手ハリー・ベラフォンテが発起

人となり、アメリカ版のチャリティー企画

が発案された。このDVDはそのメイキン

グを記録した貴重なドキュメンタリーで

ある。 

 プロデューサーはクインシー・ジョーン

ズ、作詞作曲はマイケル・ジャクソンとラ

イオネル・リッチーの共作。当時のトップ

スターであった彼らの呼びかけに応じた

アーティストたちは全員ノーギャラ。レ

コーディングやビデオスタッフも当然の

ようにボランティアで、記録用のテープ

まで寄付されたという徹底ぶり。 

 全世界で発売されたレコードは総計

で1000万枚近くに登り、すべての印税

が寄付された。「We Are The World」は

音楽に世界を変える力があることを示し

た歴史的な楽曲であり、その後のチャリ

ティームーブメントに多大な影響を与え

たのである。 

＜私の推薦DVD＞ 

【前野 知常  先生（大学音楽学部、 ロック＆ポップス）】 



Page 3 第八巻 第一号 

＜私の推薦図書＞ 

【坪井 葉子 先生（短期大学）】 

書 名：『本当は怖い小学一年生 』 

著 者：汐見 稔幸  

出版社：ポプラ社   

定 価：780円（税別） 

ISBN：978-4591136355 

  春は新入生・新人が初々しく微笑ま

しい季節です。しかし小学一年生につ

いては「小１プロブレム」が話題になっ

て久しく、学校で「座っていられない」

「話を聞けない」等が問題と言われてい

ます。遊び中心の幼稚園・保育園の生

活と授業中心の学校生活とのギャップ

が問題行動の一因と言われ、その違い

に慣れるための様々な工夫が試みられ

ています。特に家庭や幼稚園・保育園

等で学校生活に必要な着席行動や話

を聞く姿勢、身支度等の自立について

熱心に準備を促す傾向があるようす。  

 しかし本書『本当は怖い小学一年生』

において、教育学や育児学を専門とす

る著者は「小１プロブレムは学校の学

習スタイルの問題ではないか」と指摘

し、学ぶ楽しさを知る子どもを育て、学

ぶ楽しさを実感できる環境・方法を用

意することこそが重要と主張していま

す。そのためには子どもの自己決定の

経験が大切で、大人の指示を控えめ

にし、実体験や興味に添った主体的な

学習のための環境を重視したいと述べ

ています。自己決定の力を育てる観点

から、赤ちゃんのハイハイを大きな声と

ジェスチャーで鼓舞するような大人の

行動に異議を唱えるフランスの保育者

のエピソードは興味深く思いました。学

ぶことに興味を感じ、自分に役立つと

認識すればやる気が起こる、情報化等

の社会変化に合わせ教科書を一斉に

教える学校のスタイルを見直す必要が

あると述べられています。2018年度以

降順次改訂・実施される幼稚園教育要

領や学習指導要領のキーワードともな

る「協同性」「思考力」「主体的で対話

的な学び」を理解する上でも役に立つ

一冊だと思います。ぜひ「怖い」というタ

イトルの一語の意味を考えながら読ん

でみてください。  
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＜マイライブラリー利用方法＞ 
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＜アンケートへの回答＞ 

【大学】 

 

・実習期間なら図書、資料を3週間強借りれるようにしてほしいです。 

【教育実習のため返却日が遅れる場合はカンターで申し出てください。】 

 

・学部生もCD5枚借りたいです。 

【2016年度よりCD５枚借りることができます。】 

 

・DVDをみていると後ろの人のリモコン操作が前にも反応してしまう 

【利用者が多い場合は、リモコン操作はDVDプレイヤー本体に近づけて操作をお願いします。】 

  

・色々な分野のCD、DVD、楽譜、本を増やして欲しいです。 

【学生リクエスト制度がありますので、リクエストをお願いします。予算の範囲内で対応します。】 

 

・月を前半、後半で分けてリクエストしたものが早く届くことが望ましい。 

【2016年度より月を前半、後半で分けて対応中です。】 

 

・自分が借りた本やCDなど現在何を、いつまで借りられるのかネットで確認したいです。 

【マイライブラリ機能を2016年秋から開始していますのでご利用ください。本号4ページからの 

  使用方法もご参照ください。】 

 

・楽譜の探し方がよくわからないです 

【図書館サポーターが平日の午後待機していますので、ご相談ください。】 

 

・楽譜作成ソフトのフィナーレの使い方がわかるようにしてほしいです。 

【１Fに Finaleの利用ガイドもあります。Finaleの使い方を授業で学びたい場合は 

 全コース共通科目のコンピュータ楽譜浄書演習基礎演習の履修をご検討ください。】 

 

・長期休暇の時もフィナーレが入っているパソコンを使いたい。 

【C201教室のパソコンで、長期休暇で図書館閉館時でもFinaleが利用できます。】 

＜アンケートへの回答＞ 

【短期大学】 

・DVDの貸し出しを行ってほしいです。 

【申し訳ございませんが、著作権法のため館外貸出はできませんので館内でご利用ください。】 

 

・CDは貸し出し期間が短いため、うっかりしていると、すぐに延滞してしまいます。 

 期限を過ぎてからではなく、前日にメールを送っていただくとありがたいです。 

【貸出期限の確認ができるマイライブラリ機能を2016年秋から開始していますのでご利用ください。】 

 

・さまざまなの本、CD、DVDをもっと増やしてほしい 

【学生リクエスト制度がありますので、リクエストをお願いします。予算の範囲内で対応します。】 

 

・学生リクエスト制度がどこにあるのかわからない 

【検索用パソコンの後ろのパソコンですが、わからない場合はスタッフにお問い合わせください。】 
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＜図書館サポーターから＞ 

 

 図書館は大学の中で一番大好きな場所です。そんな場所でお手伝いをしながら、

図書館の発展の役に立てるということがとても嬉しく思います。研修で配架作業や

楽譜検索などを学び、少し難しいと思ったところも正直な感想ではありますが、少

しずつ慣れて行きながら、図書館を利用している方々のお役に立てればなと思って

います。 

 

 図書館サポーターの制度が始まって今年で六年目とお聞きして、ここまで続いた

のも、先代のサポーターの方々の様々な努力と働きによるものだと思います。この

事を頭におきながら、不慣れながら精一杯サポートしていきたいと思いますので、

どうぞ存分にサポーターを利用してください。 

 

音楽・音響デザインコース 4年 正田彩乃 

 大学内で大好きな場所である図書館にて、2017年度から図書館サポーターを務め

させていただくことになりました。2年生までは、サポーターさんに頼る側の人で

したが、今度は私が皆さんのサポーターになります。 

 

 とは言いつつも初めてのことが多く、一つ胸を張ることができるのは、高校生の

時に図書委員を務めていたぐらいで、うまくサポートできるかは正直不安です。 

ですが、図書館を利用する人をサポートする心は誰にも負けない気持ちでいこうと

思いますので、目当てのものが見つからないときなど、困ったときには是非、お声

かけください。一生懸命、サポートさせていただきます！ 

 

 また、何か気になったことなども、些細なことでもいいのでお声かけください。

利用者の皆さんにとって良い環境をつくれるように、多くの人に図書館を利用して

もらうため、日々頑張りたいと思います。 

 

 どうぞ、宜しくお願いいたします。 

 

 電子オルガンコース 3年 濱田 晃葵 



【図書館からのお知らせ 】 
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発行： 洗足学園音楽大学附属図書館 

    洗足こども短期大学附属図書館 

発行日：2017年4月5日 

（４） iMac の Adobe 製品が新バージョンになりました。 

 ○  iMac 27インチで利用できるAdobe製品は下記の通りです。 

   ・illustrator CC  

   ・Photoshop CC 

   ・Premiere Pro CC 

 

      2FのiMac は全て macOS Sierra、Microsoft Office 2016 for Macです。 

 ○  音楽学術誌約９０誌のアーカイブが利用可能です。 

   図書館のパソコンからは 学生イントラのメニューからご利用ください。 

   自分のパソコン等からは、SENZOKUポータルのお気に入りタイトル 

    【大学・院】JSTOR からも利用できます。 

（２） JSTOR Music Collection が利用可能になりました 

 ○  2016年12月以降ナクソス・ミュージック・ライブラリーでは 

   「320kbps」での音源配信が開始になりました。 

   ただし、現在専用アプリでは利用できません。 

   ブラウザー版でのみ利用可能です。 

  ※詳細はナクソス・ミュージック・ライブラリーのサイトでご確認ください。 

（５） ナクソスミュージックライブラリーについて 

 ○  32インチのモニターを50インチに変更しました。 

（３） AVルーム L206および L218のモニターは50インチになりました。 

○   平成２９年度も平日の午後は、図書館サポーターが 

   資料検索、パソコンや複合機の利用など 

   利用者のみなさまのお手伝いをいたします。 

   是非ご利用ください。 

（１） 図書館サポーターをご利用ください。 


	巻頭言
	＜私の推薦DVD＞前野 知常 先生
	＜私の推薦図書＞坪井 葉子 先生
	マイライブラリーの使用方法
	アンケート結果　大学
	アンケート結果　短期大学
	図書館サポーターから
	図書館からのお知らせ

