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「あなたの勉強法はどこがいけないのか？」 

（西林克彦著）がおもしろいよ 

 

                   子ども科学部学部長  木村進 

 
大学の図書館というと、専門書や論文を探し出して学習を

深める場というイメ－ジが、私の学生時代にはあった。現在

の図書館は「情報センタ－」といわれるように、機能が多様

化して、複合的な役割を果たすようになってきているが、「勉

強の場」であるという役割が中心にあることは変わらないだ

ろう。 

最近著者からいただいたのが標記の本である。これは「ち

くまプリマ－新書」の中の１冊で、この新書は、そもそもは

高校生向けのものらしいのだが、その分他人事みたいに気楽

に読めて、かつ、自分の勉強法を考える材料を提供してくれ

るという点で、学生諸君にぜひ読んでほしいと思うのである。 

著者本人の弁によれば、認知心理学をベースに教育心理学

を教えているとのことだが、この本のキャッチ・コピ－は「勉

強ができない理由を、『能力』のせいにしていませんか？  『で

きる人』の『知識のしくみ』が自分のものになる方法を、認

知心理学から、やさしくアドバイスします。」である。このよ

うなスタンスのもとで、１．「苦手」ということ、２．「得意」 

と「素質」、３．勉強のコツ①②と展開していき、最後にまとめと

して「教わるということ」という構成になっている。 

著者は、「わからない」には２種類あるとしている。一つは「知

らないから分からない」「知識がないから分からない」というよう

な一般的な状態で、もう一つは、知識があって、それを使うから起

きる「わからない」であると説明している。そして、この第２の「わ

からない」の重要性を説くのである。さらに「もっとわからなくな

るために」という一節も設けている。 

 この本のしめくくりに「勉強の主体性を放り出してはいけませ

ん。（中略）  これからを生きていく自分が、生きていくための道

具を手に入れているのが教育の場なのです。（中略）自分の人生で

す。教師の手を存分に借りながら、よい道具を集めながら、きちん

と役立つ学力を育てていってほしいと願っています。」と著者は述

べている。 

特に自分に合った勉強法を模索中の学生にお薦めであるが、同時

に、将来教師を目指している学生にもぜひ読んでほしい１冊であ

る。 

西林克彦著 
『あなたの勉強法は 

どこがいけないのか？』 
（ちくまプリマー新書 ; 105） 

筑摩書房， 2009.3 

 所在：371.4 || ニシ 
学生閲覧図書 

他にもあります！ 

 

西林克彦著 

『わかったつもり 

  : 読解力がつかない本当の原因」 
（光文社新書 ; 222） 

光文社，2005.9  

 

 

 所在：371.41 || ニシ 
学生閲覧図書 

 

ブラウジングルームは、図書館の建物を入ってすぐ左側にありま

す。ここには、情報誌やファッション誌などの一般雑誌の最新号が

約５０タイトルあり、自由に見ることができます。また、バックナ

ンバーは約１年保存していますので、２Ｆカウンターで出庫の手続

きを行えば図書館内で利用することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般雑誌以外にも、全国新聞や地方新聞、スポーツ新聞、英字新

聞などの各種新聞の当日分、その他出版に関する最新の新聞なども

あります。新聞のバックナーバーは図書館１Ｆに約１年間保存して

ありますので、自由に閲覧してください。 

ルーム内には各種案内やチラシも 

置いてあり、イベントや催し物の案 

内情報を得ることができます。これ 

らのチラシは自由に持ち帰ることが 

できますが、奥の棚にある１冊のみ 

のパンフレットやリーフレット類は 

ルーム内での閲覧になります。 

ブラウジングルームは、休憩場所や待ち合わせ場所にも利用され

ているようです。思わぬ情報を得ることもありますので、一息つき

たいときや図書館に寄った際、是非ブラウジングルームにも足を運

んでください。 

 
 

   
加古里子絵と文 

『からすのパンやさん』 

（かこさとしおはなしのほん；7） 

    偕成社, 1973 

所在：726.6 |｜カコ 
     絵本コーナー 

最近、子どものころに読んだ・読んでもらったことがある絵本を

見つけたことはありませんか？私が見つけたのは『からすのパンや

さん』です。 

 からすの夫婦でひらいているパンやさんに 4 匹の赤ちゃんが生

まれます。お父さんとお母さんのからすは、うまれた赤ちゃんの世

話をしながらパンを焼いたり店を掃除したりしていましたが、赤ち

ゃんが泣き出すとお店をやっている場合ではありません。子どもの

面倒を見ているうちに、どんどん貧しくなってしまいました。そん

なある日、子どもたちからお父さんとお母さんからすにお願いをし

ました。ここから、からすのまちを巻き込んでの大騒動になってい

く…というお話です。 
この物語にはいろいろなパンが出てきます。野菜の形そのままの

野菜パンや、ものの形をしたパン、動物の形をしたパンなどいろい

ろなものが描かれていて、読みながらよくどのパンが食べたいかを

考えていたことを思い出しました。お気に入りのパンには、おおき

くマルで印を書いていたように思います。 

今あらためて、子どものころに読んでいた絵本を読み返してみる

のもおもしろいと思います。皆さんも思い出に残っている絵本を探

してみてはいかがでしょうか？ 

（受入担当 : 千葉 早織） 

  図書館利用シリーズ 9 

ブブララウウジジンンググルルーームム  



 

 
スタッフ紹介part6（パート・アルバイト） 

４月から図書館に来

ました。まだ不慣れな

点があると思います

が、皆さんの図書館

利用が快適なものに

なるよう頑張りますの

で、よろしくお願い致

します。 

齋藤 智子 

 

本が大好きなので図書館で本に関わる仕事ができ、 

嬉しく思います。不慣れなことも多く、ご迷惑をかける

こともあると思いますが、よろしくお願します。 

          福祉心理学科３年  佐藤 亜珠紗 

 

ライブラリーサポーターを始めて約一ヶ月になります。

まだ、利用者の方のご要望に添う対応が出来ていな

いので、より良く利用してもらうためのサポートを頑張

っていきたいです。          

情報福祉学科３年  矢作 亮 

４月からライブラリーサポーターとして頑張っています。 

１年間、図書館の向上のため努力するのでよろしく 

お願いします。    

情報福祉学科４年  笹渕 泰代 

 

 

ライブラリーサポーターとして、これから図書館をより良く

していけるように、頑張りたいと思います。 

よろしくお願いします。    

情報福祉学科４年  沼澤 千晶 

 

宮城県の蔵王町出身です。まだまだ分からないことばか

りですが、楽しく仕事ができるように一生懸命頑張るので

これからよろしくお願いします。 

社会教育学科３年  平間 千晴 

 

 

今年からライブラリーサポーターになりました。学校でのア

ルバイトは初めてでとても緊張して働いています。 

どうぞよろしくお願いします。 

福祉心理学３年  鹿間 夏子 

これからライブラリーサポーターとして責任をもっ

て仕事に取り組んでいこうと思います。至らな

い点も多いかもしれませんが、精一杯頑張りま

すので、どうぞよろしくお願いします。 

福祉心理学科３年  竹田 尚子 

 

今年からライブラリーサポーターになりました。 

わからないことだらけで戸惑うこともありますが、

一つ一つ覚えていきたいと思っています。 

よろしくお願いします。 

情報福祉学科３年  山蔭 秀美 

 

 

 

☆リザーブブック 
リザーブブックは教員が講義において指定した必読書で、その講義の 
期間内、図書館３Ｆ多読コーナー付近に配架してあります。 
こちらの資料は館内での利用となります。 

 
☆図書館ツアー 
実際にＰＣを使った資料の検索方法説明と、図書館内を案内するツア

ーを水曜日に実施しています。普段入ることのできない書庫も案内し

ますので、ぜひ参加してください。 
尚、前期・後期の設定日は全て満席となりましたので、ご希望の方は

３Ｆカウンターでご相談ください。（ゼミ単位・個人） 
 

☆レポート・論文作成ガイダンス＜記述編＞ 
先生による学部生を対象とした卒論・ゼミ論作成の具体的な方法を学

べるガイダンスを行います。 
実施日 ： 平成２１年７月１５日（水） 
時 間 ： １７：４０～１９：００（６時限目） 

 
☆夏季休業中の長期貸出は下記の日程で開始します。 
期 間 ： 平成２１年７月２１日（火）～ 
返却日  ： 平成２１年９月３日（木） 
対象資料 ： 図書 ＊ベストセラーも含む 
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図書館日記♪ 

－－－   編編編集集集後後後記記記   －－－   

『東北福祉大学図書館所蔵和漢書目録』の完成まで 
 

思えば早いもので、和漢書の整理を始めて 8 年もの時が

流れていた。図書館には「貴重書庫」と呼ばれる一室があ

る。そこには、貴重と思われる古い本が保管されている。

まだその程度の認識しか持っていなっかった 8 年前「何事

も経験だから、漢籍ぐらい面白いものはないよ」という萱

場先生の言葉に、いずれやってくる目録作成という大きな

計画になろうとは夢にも思わず、「ただ何か面白そう～」と

いう好奇心で飛びつき、ナフタリンのニオイと古い本に囲

まれる日々となったのである。 

当初、勉強会が図書館員を対象に行われ、和漢書に興味

のある館員が参加し、萱場先生の指導により数回にわたり

古書の歴史、漢籍を使ってのデータシートをとる作業をし

た。これは、資料の持つ特性と情報を正確に読み取ること

を を知ってほしいという趣旨で

行われた。講習後、冊子体目録

作成が図書館事業として進め

られることになった。これは、

当時の館長の理解と恵まれた

環境にあったと言える。また、

萱場先生の協力がなければ完

成はなかった。振り返れば楽し

みながら完成にこぎつけた。こ

の経験と時間を下さった方々

に感謝したい。 

（閲覧担当：石川 聡子） 

今回は、木村進先生にご協力いただきました。とても興味深いタイトルですね。

是非みなさんも読んでみましょう。先生、お忙しい中ありがとうございました。 

次回は No.10 になります。記念号に向けて楽しいものを考えていますので、

期待してください。                 ≪石川・熊谷・稲妻≫ 


