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城西大学水田記念図書館主催講演会

「出版社が語る、ここだけの話」

日時：2019年11月27日（水）13:30～15:00
会場：17号館202教室  現代政策学部「キャリアデザイン基礎Ⅱ」と連携
内容 ：出版社3社（筑摩書房、平凡社、柏書房）の社長によるパネルディスカッション
登壇者：パネラー

喜入　冬子氏（筑摩書房 代表取締役社長）
下中　美都氏（平凡社 代表取締役社長）
富澤　凡子氏（柏書房 代表取締役社長）

　　　　　総合司会
菊池  明郎氏（筑摩書房 顧問・柏書房 非常勤役員）

参加者数内訳
単位（人）

経済学部経済学科 1
現代政策学部社会経済システム学科 268
経営学部マネジメント総合学科 1
教員 4
職員・図書館員 7
その他 2
合計 283

回答者数内訳 単位（人）
1年 2年 3年 4年 未回答 合計

経済学部経済学科 1 1 2
現代政策学部社会経済システム学科 217 1 1 2 221
経営学部マネジメント総合学科 1 1
未回答 3 6 9
合計 221 2 1 1 8 233

参加者数：283名　アンケート回答者：233名（回収率 =82.3％）
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1) 今回の講演会を何で知りましたか？（複数回答可）
単位（人）

図書館内ポスター 7
図書館以外のポスター 1
チラシ・ポスター（場所未記入） 3
図書館ホームページ 4
図書館入口の電子掲示板 3
図書館Twitter 2
JUnavi（学内ポータルシステム） 6
図書館報BookMark 5
図書館員の紹介 4
学生アドバイザーの紹介 1
教員の紹介 15
清光会館マルチビジョン 1
授業として 204
その他 2

その他内訳 アドバイザーとして
学内の回覧で知って

‐

2）今回の講演会に参加した理由は何ですか？（複数回答可）
単位（人）

読書が好きだから 16
出版関係の仕事に興味がある 10
仕事・職業について知りたいから 6
授業として 220
その他 1

その他内訳 アドバイザーとして
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3) 今回の講演会は役に立ちましたか？ 
単位（人）

とても役に立った 92
まあまあ役に立った 120
あまり役に立たなかった 9
未回答 12
合計 233

理由
とても役に立った理由

いままでで知らなかった出版の仕事を知ることができたから。（13件）
出版社の社長の方に話を聞けるのは貴重な経験になった。（9件）
今まで本にあまり関心はなかったのですが、本に携わる人の話を聞いて本を読みたくなった。（3件）
自分の持っていたイメージを変えることができたから。（3件）
現代の出版業界の実情について詳しく知ることができました。（6件）
紙の本の良さを改めて知れたから。（3件）
興味のある業界で活躍している方の話だったから。（4件）
本を知るきっかけになった。（2件）
同じ女性として今後の参考になりました。（2件）

4名の講演者の方々から様々な視点での話が聞けたから。（3件）
すごいためになる話だった。
講演者の話し方が参考になった。
雑誌を読むので、作っている立場の方の話が面白かったです。
仕事の内容を知ることや情報収集が大切ということを知ることができた。
自分の好きなもので人間関係を深める事。
自分の知らなかったことを知ることができたし、これから役に立てて行こうと思った。

社会に対して多くは言わずとも自分の意見を発信すべきだと感じた。
社長の皆様の熱い思いが伝わってきた。本に対する愛情が芽生えた。
出版業界の変遷と時代の変化が特に役立ちました。
出版業界は堅いイメージがあったけど、すごく面白いところがあるなと思ったため。
出版社の大変さを乗り越えて出世したことについて。

図書館について知ることができたから。
知らないシステムが思っていたよりも多く、それを知ることができた。
丁寧な説明で非常にわかりやすく感じました。
本の特徴や図書館の本の仕入れ方などがわかった。
本を主体にした将来の話で役に立った。

「自分が社会でどう役に立ちたいか?」「自分がどう役立つべきか?」を常に意識するということを
学べたから。

女性の社会進出は労働力の確保とともに大切であるため、このような機会で最先端のビジネ
スを学べてうれしかった

社員から社長にまでなれた人の話が聞けて、企業はどのような人を採用するかなど聞けたか
ら。
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まあまあ役に立った理由
出版業界について知ることができたから。（16件）
出版社についていろいろ知ることができた。（7件）
知らなかったことを知ることができた。（6件）
自分の知らないことを知ることができた。（4件）
自分の今後に生かせるような話が多くあったため。（5件）
本を読んでみようと思えたから。（3件）
普段では聞けないお話が聞けた。（3件）
本から学ぶことは多いと感じたから。（3件）
将来の選択肢の一つになったから。（2件）
出版社の方々が本を私たちに売るために様々な努力をしていることを知れたから。（2件）
興味がわいたから。（2件）
社長になった人の話はとても自分のためになったから。（2件）
本についていろいろわかった。（2件）
3人の社長の方の話は力強くとても面白かった。
インターネットの普及率や経済状況を知れました。
おもしろそうな本が紹介されたり、面白い話が聞けて良かった。
どのような人材が欲しいかわかった。
各社社長の歩み方や経歴から自分を奮い立たせることができた。
奇抜な本の紹介などを聞き、興味を持てたから。
若い人は考え方が違うため活躍できるとわかった。
授業だからという理由で参加したけれど、こういう機会は大切だと思ったので。
就職意欲が刺激された。
出版に興味はないが本を読むことはあるから。
出版に興味はないけれど就活のヒントになったから。
出版業界の話、図書館の今後、今を知れたこと。
将来が漠然としていてこれといった印象が浮かばなかったが、ユニークで面白いと思った。
図書館に立ち寄る機会になったから。
図書館の良さがわかりました。
成長には社会の役に立つようなことをしなければということを知れたから。
全てではないが他の業界にも使えそうなこともあった。
本と向かい合ういい機会になった。
本に対する考え方が変われたから。
本の良さがわかった。
本を通していろいろな考え方ができるとわかったから。
本を読むのが好きだから。
話があまり頭に入ってこなかった。

あまり役に立たなかった理由
あまり興味がなかった。（2件）
本を作りたいと思ったことがないから。（2件）
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4）今後、図書館のどのような企画に参加してみたいですか。（複数回答可）
単位（人）

図書館で利用できるデータベースの講習会 76
就活DVD上映会 46
ビブリオバトル 24
学生選書 44
ライブラリー・ラウンジ 43
その他 2

その他内訳 参加しようと思わない
本の貸出

5）参加してみたい講演会のテーマを教えてください。（複数回答可）
単位（人）

本・読書 79
就活 94
スポーツ 75
留学 36
教職 13
コミュニケーション能力向上 64
その他 5

その他内訳 e-スポーツイベントを主催している人の話を聞ける講演会
参加しようと思わない
趣味について
政治
日本史関係
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