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数決をとります。多数決のやり方は紙に書いて投票、
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これだけのルールです。こういうものをビブリオバト

手をあげるなど、その場に合わせていろいろでかまい

ルとして広めているところです。これは遊びです。あ
ご紹介ありがとうございます。本日はこのような機

まり遊びの気持ちを失って強制的にしてしまうとちょ

会を与えていただきまことにありがとうございます。

っと面白くなくなってしまうので注意が必要なのです

私、立命館大学情報理工学部准教授で、ビブリオバト

けれど・・。その注意点、なぜ注意が必要なのかは後

ル普及委員会の代表をさせていただいている谷口と申

ほどしゃべりたいと思います。

します。本日は『ビブリオバトル―書評を媒体とした

ビブリオバトルは読書をスポーツに変えます。本を

コミュニケーションの場づくりとその広がり』という

読むのが楽しくなるし、いろんなところで盛り上って

題でお話させていただきたいと思います。

世界が広がる、ということを謳っています。ビブリオ

私は、ビブリオバトルを提案して、ビブリオバトル

バトルを開催するときに何が大事か、どういうルール

自体は徐々に全国に普及してきているのですけれども、

がどう大事かを、われわれ普及委員会 ―有志でつく

このように中学高校の学校の図書館関係者のみなさん

っている任意団体なのですけども― で議論をしまし

の前でお話させていただくのは実は今囘がはじめてで

て、その中でこれを守りましょうというものを「ビブ

す。ビブリオバトルも中学高校の比較的低年齢の方向

リオバトルの公式ルール」としてホームページで出し

にも広げていきたいと非常に強く思っていますので、

ています。ご参考にということで本日配らせていただ

今回いいチャンスをいただいたと思っております。ぜ

きましたので目を通していただければと思います。公

ひ知っていただいて、新たにビブリオバトルを始めて

式ルールなので堅苦しく、でも、ちょっときっちり書

頂く機会にしていただけたらと期待しております。ま

いてあります。

ずは紹介動画をみてください。

ビブリオバトルの魅力ですが、我々はこういう言い
方をしています。
「人を通して本を知る、本を通して人

紹介動画『知的書評合戦ビブリオバトル』
―この紹介動画はビブリオバトル公式ページで見ることができます―

を知る」これが多分一番よく使われるチャッチフレー
ズです。人を通して本を知るというのは、本の紹介な
のだから当たり前ですけれども、本を紹介することに

ビブリオバトルというのはこういうゲームです。ル

よって、
その人の人柄がわかるということがあります。

ールは非常に簡単です。各メンバーが面白い本を読ん

本を紹介するというアクションは、本というものの共

できて集まる。順番に５分間でカウントダウンタイマ

有だけではなくて、その本にたいしてどういう表現、

ーを回しながら自分の言葉で紹介する。感想を言った

どういう視野を持つかということからその人柄わかる

り、内容を言ったりしてもかまわないです。ただ一方

というのがあります。

向的にしゃべりますから聞いている方もよくわからな

「読書をスポーツにする」というフレーズもよく用

い、もっと聞きたいなどいろいろあると思います。そ

います。私も中高時代は比較的図書館で本を借りてい

このところを周りにいるメンバーと２～３分でディス

たほうだと思うのですけれども、中学高校の図書館の

カッションします。ここでしゃべっている側も、伝え

場というのはアクティブな場にはなかなかなりにくい。

ていると思っていたのに伝え切れなかったことなど、

読書好きの生徒もそうです。ビブリオバトルというの

認識する機会があって大事です。全員が終わったら、

は、実はこうしたどちらかというと教室のはしっこで

「どの本が一番読みたくなったか？」という規準で多

本を読んでいるだろうなあというタイプの生徒が喜々

として、まるでスポーツクラブの選手のようにアクテ

テレビ、マスメディア、新聞が一方向的に教えてくれ

ィブな姿をみせる。今までなかった光景が広がる。こ

るものをただ受動的に待っていては、もはやダメなん

れが非常におもしろいです。

ですね。今の時代は能動的に情報をとりにいって知識

「書評のフットサル」ともいいます。何をもってフ

を身につけて、人生の航海にでていく。こういう時代

ットサルかというと、書評というのは非常に硬いイメ

の文脈があるんじゃないかと思います。これは１００

ージがあると思うんですね。
でも非常に手軽ですよと、

年前と全然違う、２０世紀前半と全然違う時代背景だ

みんなにとっての簡単なお遊びですよという意味で書

と思います。

評のフットサルと呼んでいます。
「リアルな世界でのソーシャルな読書」
というのも、

しかし情報とか知識を手に入れるっていうのだけれ
ども、知識って何だろう情報って何だろうという問い

少し難しい表現ですが、キーワードですね。ネット上

が、実は情報学自身にとっても非常に重要な問いで、

で書評を書きあったりするようなブログとかいろいろ

非常に見えづらい。まぁ、私は、もともと機械系出身

ありますが、そういうのに対して見ると書評みたいな

なんですが。この問題を言い換えると、
「私達が知って

ことをわざわざ集まってやるというのは、まったく古

いるっていうのはどういうことなんだろうとか？」
と、

いと思われるかもしれません。でも、それがビブリオ

そういう問題です。

バトルの特性であり、新しいところでもあるのです。

私が情報系の人間だからかもしれませんが、今の世

ざざっと、お話しましたが、なぜそういうことをや

の中は情報というのをモノとして捉えるということが

っているのか？ということを講演の中でお話できたら

よくあります。それは、誤りだと思いますけども、情

なと考えています。ビブリオバトルというのは私達が

報とか知識はある種モノみたいなものなんだと思われ

３年～４年前くらいに考えて、徐々に広まってきてい

がちなのは事実です。

るものです。今は読書推進に絡めて紹介されというこ

とにかく現在、情報や知識っていうのは世の中にあ

とが多いですが、私自身はこのビブリオバトルを、
『ヒ

ふれている。私達はそれにどうやって効率的に出会え

ューマンインターフェース学会』という理系の学会誌

ばいいのだろう？どうやって自分に関係ある情報と出

に、コミュニケーションの場としての書評、人と人を

会えばいいのだろう？自分に関係ない情報もいっぱい

繋げるインターフェース、情報共有、情報検索の装置

ありますので、すべてを相手にしているときりがない

という視点から学術論文にもしています。本日は９０

時代なわけです。

分ほど学術的な話をコンテクトに交えつつ話させてい
ただこうと思っています。

情報共有というと、たとえば会社のなかで、
「社内情
報共有しましょう！」という話がでることがあるのか
もしれませんが、そういう時、何をするでしょうか？

はじめに

情報共有のメディアを作るということを、1980 年代く

私たちは知識社会ないし情報化社会、いかに情報を

らい以降に会社などでやる時、そこでよくやられた社

うまく自ら見つけて使いこなしていくかが非常に重要

内の情報共有、知識共有の方策は何かというと、社内

な時代、こういう時代に生きています。出版不況と言

ネットワーク上にサーバーを入れＰＤＦファイルとか

われていますが、出版件数は累積で考えると、それは

ドキュメントファイルとかをみんなで見られるように

それは大変な勢いで増えています。大きな本屋さんに

するということです。
これで情報共有ができたと言う。

行ったら、世の中にはこんなに本があるんだと驚きま

まぁ、
このようなことで日本の IT コンサルタントは儲

す。これら全てを私達の人生で読み切るのは明らかに

けたわけなのですが、こういうようなものは、大金を

不可能だと思います。そういう中で私達は知識や情報

はたいて入れたはいいけど、実際には効果をあげなか

を自分なりに探して身につけていかなくてはならない。

ったことが多いと聞きます。こういう情報共有のシス

テムを入れて、状況認識とか、今これが問題だとか、

に聞くと、ちゃんと勉強する学生は、
「情報伝達です。
」

そういうことをみんなでシェアできるかというと、ま

と答えます。まぁ、教科書的にはそうなんですけれど

た別の問題でしょう。いわゆる情報技術を用いて、情

も、私は、
「それは違う！」と言って、とりあえず学生

報共有のためのシステムをいれても情報共有ができて

を混乱させるというのが私の研究室でのディスカッシ

いないということがしばしば議論になってきています。

ョンの始まりになります。

字面だけみると、情報技術 イコール 情報なので、

コミュニケーションが情報伝達だというならば、こ

情報共有しましょうというと情報技術をいれることに

れはどうでしょう。我々が「現在、コミュニケーショ

なりがちになります。その罠から抜け出さないといけ

ンするロボットってあると思いますか？」という質問

ません。

をしますと、ほとんどの方がコミュニケーションする

私がなんでビブリオバトルを立ち上げたかというと、
先ほど私、出身が機械系ですと言いましたが、その中
ではヒューマンインターフェースという、比較的、人

ロボットなんかいないと言います。果たしてそうでし
ょうか？
情報伝達、コミュニケーションというのを、こう考

に近いものをやっていました。
もともとの私の興味は、

えましょうという図が昔からあります。シャノン・ウ

コミュニケーションとは何か、どうして人と人とはわ

ィーバーという学者が描いたものです。どういうもの

かりあえるのか、わかりあえないのか。コミュニケー

かというと、送信者側、しゃべる側に正しい情報、メ

ションはいかにして可能なのか。ちょっと哲学的なん

ッセージがある。
これを言葉とかシグナルに変換する。

ですけども、それが私の大きな問いでした。それがわ

それを相手に送る。
受け取った側がそれを逆変換する。

かれば、世の中のいろいろなコミュニケーションにま

そうすると相手の考えていることがわかると。正しい

つわる問題というのも、うまく解決できるんじゃない

情報が、
その通り伝わったらコミュニケーション成功。

かと考えてやっていました。その中のアプローチとし

相手の思っていることが伝わらなかったらコミュニケ

てロボットというのを対象にしてきました。

ーション失敗、情報伝達失敗と考える。これがコミュ

コミュニケーションというのは、人間は基本的には
「出来てしまう」んですね。それに対してロボットと

ニケーションですよ、これをコミュニケーションとい
いましょうというものです。

いうのはコミュニケーションできないんです。逆に、

確かに、一般常識から言うと、
「まあそうだよね」と

コミュニケーションできる人間はどうしたらコミュニ

いうことになる。コミュニケーションできる人ってい

ケーションができるのかわからない。なぜならば、人

うのは考えをちゃんと言葉にして相手に伝えられる人。

間はコミュニケーションできてしまうので、どうやっ

それがコミュニケーションできる人というイメージで、

たらコミュニケーションできない状態からできる状態

それで全部終わってしまうイメージを持っている。私

にできるのかわからないんです。コミュニケーション

は、このコミュニケーション理解は間違っていると思

ができる存在を作るためには、どういうことが必要な

うんです。

のかを考えることが、コミュニケーション理解として

この仕組みだけを見て、これでコミュニケーション

非常に大事という文脈で、ロボット、人工知能をやり

は完結していると考えると、実はコミュニケーション

始めました。
『コミュニケーションするロボットは創れ

できるロボットはいっぱいあるわけです。たとえば、

るか』
（ＮＴＴ出版）という本を出しています、是非機

「テレビつけて」と私が言います。
「テレビつけて」と

会があればご一読いただければ幸いです。もし図書館

いうイントネーションだとロボットは認識してくれな

に入れていただければ。なかなか初版を超えないで

いことが多いので、
「テレビ・つけて」と言う。すると

す・・。いや、それはどうでもいいですね。

音声認識装置が「テレビ」というワードを認識する。

コミュニケーションって何ですかということを学生

「つけて」というワードを認識する。技術的には可能

です。そうすると「テレビ」
「つけて」の２単語を認識

す。実はシャノン・ウィーバーの図は間違っていませ

した時点でロボットの中のスイッチがはいる。スイッ

ん。この図を人間のコミュニケーションと思わずに電

チがはいって赤外線信号かなんかで、テレビの電源が

話だと思いましょう。メッセージは私たちの発話した

つけられる。

音声です。それが信号に置き変わります。電線を伝わ

私がテレビをつけてほしいと考えたら、情報というの

っていきます。電線を伝わってきた電気信号が音声に

はちゃんと伝わって、ロボットがつけてくれる。これ

変わります。そうすると相手に伝わる。これを電話の

でコミュニケーションができているわけです。ゆえに

話だと思ったらちゃんとあっているんですね。

コミュニケーションできるロボットは存在するという

実はコミュニケーションって日本語に訳すと通信と

話になるでしょう。これに対して多くの人が、
「そんな

いう言葉に置き換わるわけです。シャノン・ウィーバ

屁理屈！！」とか思われるに違いありません。という

ーの言っていたコミュニケーションはそうした話なん

ことは、私達がコミュニケーションとか情報共有とか

ですね。シャノンは論文の中で、この図は意味とかそ

に感じているものは、ここで言った情報伝達以上の何

ういうものは扱いませんとはっきり言っているんです。

かを期待しているということです。それが何かという

信号を伝えるということだけに限ったらこの図で表せ

のが問題です。

ますよという話をしている。ただ後日、シャノンのこ

「テレビ・つけて」と認識できるけど、そのロボッ

の図が便利なので、この図を使って人間同士のコミュ

トが認識できるのは、誰かが一生懸命そう作ったから

ニケーションを議論しようとし始めます。しかし、人

で、このロボットは何もわかってないと言いだすわけ

間同士のコミュニケーションはこれでは表しきれませ

なんです。そうなってくるとコミュニケーションとい

ん。大事なのは、どういうふうなどういう考え、メッ

うのは伝わるというだけじゃなくて、それを誰が作っ

セージを出すか、それに対してどういう信号が割り当

たのかが大事で、コミュニケーションというのは情報

てられるか、その関係がわからないと受け取る側もそ

伝達であるということの枠の外の話ということになる。

の言葉がどういう意味を持っているかわからない。つ

先ほどのシャノン・ウィーバーの図では、コミュニケ

まり相手の頭の中でどういう思いがあればどういう言

ーションに関しては、少なくとも完結はしていないと

葉を発するのかそれが事前に分かってないとこの図は

いうことです。

使えないということです。

そうなると、情報とかコミュニケーションとは何か

実は人間っていうのは、基本的に相手がどういう考

というのを、見つめ直すことをしなければいけない。

えてを持っているのかわからない。でもコミュニケー

正しい情報があって、それがラッピングされて、シグ

ションができているということは、常に自分の中で、

ナルになって、届いて再現されるっていうのは、情報

こういう言葉はこういう状況ではこういうことを意味

は「モノ」だというイメージなんですね。情報をモノ

しているに違いないというような解釈系をつくってい

としてシェアするイメージです。モノとしての情報と

けるのではということです。ある言葉の意味というの

いうのは小包です。言葉を小包と考えて、その中に自

は、当たり前のことですけど、場所とか時間とか人に

分の考えを入れて、情報共有して、相手に渡す。そう

よって違う。われわれは相手の言葉はどういうことを

いう考え方では絶対うまくいかない。現実問題それで

意味しているのかを常に考えるわけですね。そういう

はかたづかないということが議論されている。人間に

ことを類推しないとコミュニケーションというのは成

とって有用性のある情報共有をどう構築するかいうこ

り立たない。正しい情報をちゃんと正しい言葉で表現

とになります。

するということにあまり縛られてすぎると上の罠には

ちょっと戻りますけれども、ちなみに先ほどのシャ
ノンもウィーバーも天才です。すばらしい偉人なんで

まっていくとよく言われます。
ビブリオバトルというのはこういうコンセプトをベ

ースにしているわけなんです。
「本の読みっていうのは、

だ単に、今あるデータとしての情報を相手に伝えると

正しい読みが絶対あるでしょうか？（いやない）
」とい

いうだけではなくて、たとえば相手がどういうものの

うことなんです。やはり本の読みというのは複数、そ

考え方をしているのか、私がこういうことを言うと相

れぞれの人によって異なる。それはなぜかというと言

手がどういう解釈の仕方をするのか。そういう相互信

葉自体というのは、その言葉からどういう意味を解釈

念、相互理解というものを共有することが大切です。

してどういう意味を考えるかは人それぞれだからです。

またその場において、
誰かが語りださないといけない。

それがものすごく大事。言葉の持っている意味という

語りださないで、シーンとしている中では情報共有は

のは人によるんですよね。人というのはそれぞれ、個

進まない。それを成立させる場を、機会をつくるとい

性とか得意分野とか解釈の仕方とか、みんなそれぞれ

うことです。さらに知的な創造性のあるコミュニティ

のものを持っている。

は、我々はある程度は知的創造性の中にいますけれど

逆に言うと、その本の読み方というものがその人を

も、常に外部とつながっています。そこに外部からい

表すんですね。つまり同じ本を読んでも、どういう知

かに新しい情報をうまく持ってくるか。誰かが持って

識を得るか、というのはその人に依存するし、その知

きてくれたものをうまくシェアできたら、共有できた

識の解釈の仕方、本の解釈の仕方というのがその人を

ら、すばらしいことです。そういうことをどうやって

表すということになります。つまり記号とか言語とか

やるか。それからそういう場を通じて日常会話みたい

解釈の多様性というのがかなり本質的であるというこ

なものもちゃんと活性化していかないとなかなか組織

とです。

の中の情報というのは上手く流れない。そういうもの

そこに対して、正しい読みを強引に共有させるので
はなくて、それぞれに生まれた違いをしっかりシェア
していくというのが、コミュニケーションにとって重
要であるというコンセプトが生まれます。

を、まるっと丸めて、仕組みとしての場の設計という
ものを行う必要があるじゃないかと考えました。
説明として、かなり回り道をしてきましたが、こう
いうようなものを何かひとつつくってみようと、書評

かなり長くなりましたが、先ほど社内で情報共有を

とゲームによる対話の空間としてのビブリオバトルを

促進したいという話がありました。みんなの考え、み

考えました。まさに先ほどの情報共有がビブリオバト

んなの勉強してきたものを共有したい。じゃあ、たと

ルの場だと考えたのです。

えばみんなが読んできた本をデータベースで登録して

場を作るということにもいろいろ議論があります。

いけば情報共有できるのか。それは完全に情報をデー

たとえば、ワークショップとかで、すごく場づくりの

タ、モノとして考えている。そういうものを作っても

うまい人がいて、その人がいればみんな楽しくなるし

しょうがない。そうじゃなくて、上手く人間にとって

情報共有ができるということがあるんですけれども、

の知識というか解釈というのを共有できる場を作らな

それは結局、その人次第になってしまう。そうでなく

いといけないということに、情報系の人間としても、

て、こういうルールに従えば、きっとよくなるという

考え方を変えるべき時代に来ていると思うわけです。

ようなことを考え出すのが設計者じゃないかと私は考

つまり今までは、パソコンの中のプログラムを一生

えます。コミュ二ケーションの場にゲーム性を持たせ

懸命作ったわけです。これを作ったら、きっと情報共

ることで、ある種の形、コミュニケーションの場の形

有がうまくいくにちがいないと。
でもそうじゃなくて、

というものを与える。その設計解として本という媒体

それをどう使うかだ。それにどういうインタラクショ

を通したビブリオバトルがあります。

ン（相互作用）を生ませるかが大事なんだということ
です。
その中ではどういうものが重要になってくるか。た

実は必ずしもこれを全部考えてビブリオバトルを設
計したわけではなくて、ビブリオバトルを丁寧に意味
づけていった過程でこういうことを考えていったわけ

です。

を食いながらビブリオバトルだ！！」って言ってるん
ですけれども、家の中でひっそりと家族でビブリオバ

ビブリオバトル
ここからは比較的わかりやすい話に近づいていきま

トルをやっても、どこも取材に来てくれないですね。
まあ取材にこられても困りますけども（笑）
。

す。ビブリオバトルのルールを、もう一回復習しまし

ビブリオバトルは、もともとは６人とか５人とかで

ょう。簡単です。面白い本を持ってきて集まる。ちな

やる遊びなんです。だから、なにも観客をそんなに集

みにどんな本でもいい。でも自分で見つけてください

める必要はどこにもないわけです。特に目立つとか、

ねっていう条件はあります。順番に一人５分で紹介。

経営戦略的なことを考えたりしなければ。

この時にパワーポイントとかは使いません。紹介の後

参加者は発表者と聞く人。聞く側は聞くだけでもい

に出てきたものについて２～３分のディスカッション。

いです。ただ私は、ビブリオバトルっていうのは話す

最後にどの本が一番読みたいかという基準で投票を行

側にまわるのが面白くて、基本的にはそれが参加者と

ってチャンプ本を決めるという簡単なルールです。逆

考えます。
どんな人でも発表側にまわれるというのが、

にあまり難しく言うと誰もやってくれないので、最小

ビブリオバトルの魅力でもあります。

限にしてあります。

その時にプレゼンターは、
本を一冊以上読んでくる。

ビブリオバトルというのは、参加者がひとところに

その人が好きな、また紹介したいと思う本を読んでく

集まって書評しあうというゲームによって情報共有を

る。
これ結構大事でして。
学校でやる場合を考えると、

行い、場合によってはそれを WEB から動画配信すると

教員がこういう本を選んでほしいというのがどうして

いうもの。そこでいう情報というのは、必ずしも書籍

もある。だから、ついつい読む本を指定する先生がい

の中の情報、
「書籍にこういうことが書いてあるよ」と

るんですね。実際にそういうことがされたこともあり

いう情報だけでなく、参加者の興味や知識、人間性と

ます。サンプル数は多くないんですが、実はこれは良

いうメタな情報が、かなり重要です。書籍の内容につ

くない。

いては、はじめに申し上げた「人を通して本を知る」

ビブリオバトルには、いろいろなルールが密接に絡

こと。参加者の興味や知識、バックにある解釈という

み合っているのですが、好きな本を持ってきてそれを

のが「本を通して人を知る」こと。これが切り離され

しゃべることによって、他の人が、
「この人はこんな本

ないのが、ビブリオバトルです。

が好きな人なんだ」
、
「この人はこういう人なんだ」と

人数的には、活動する場によって変わりますが、オ

いうことを、その本を通して知ることができる。外部

ーソドックスには１０人とか６人とか、そのくらいと

から強制的に与えられたものだったら、そこまでのモ

考えて大丈夫です。ビブリオバトルもいろいろ、需要

チベーションもしゃべる側にも生まれないし、いやい

があって、最近ではイベント形式のビブリオバトルと

やしゃべって語りのレベルも下がる。なんでその本を

いうのがよく行われます。たとえば図書館の一角を使

読んだのって質問しても「先生に言われたから･･･」で

って椅子を３０とか４０とか並べて、聞く人がいっぱ

終わるわけです。そこで広がりが無くなります。先生

いみたいな場合もあります。１０月末に東京でやった

としては、もちろんある程度は推薦があったり、相談

首都決戦というイベントでは４００席くらいありまし

にのってあげるのもいいけど、自分で選ぶっていうの

た。これが最大規模です。最近、ビブリオバトルとは

が大事です。紹介者以外、だれもどんな本が紹介され

「イベントなんだ」と思われていることが増えてきて

るのかわからない場合は、その場にどういう本が現れ

います。なんでかというと、結局、新聞とかテレビと

るかドキドキ感もあります。

かはそういうのしかナカナカ取材してくれないんです

プレゼンターは４名から６名程度で順番に発表しま

よね。
「今年はこたつで、ビブリオバトルだ！!みかん

す。４名から６名っていうのは、これしかないという

のではないが大事です。一人５分持ち時間があって、

一番改善すべきところがよくわかる。撮って本人に見

質疑が３分あって、交代時間があってというと、一人

せてあげるだけでも結構面白いと思います。

あたり１０分程度かかります。最大で１バトルで、１

このあと２～３分間程度でオブザーバー（聞くだけ

３名ぐらいやると１３０分。ぶっとおしで２時間ちょ

の人）を含めて全員でざっくばらんに議論。発表が全

っとかかるんですね。それはどっと疲れます。結局、

部終わった後に、どの本が一番読みたいかという投票

５人くらいが適当な数ですかね。

を行い、チャンプ本を決定します。

あとその他に重要なのは、レジュメを配ったり、ス

ここで２つくらいポイントを言いますと、投票は重

ライドを準備して発表するのはやめましょうというこ

要です。投票基準は「どの本が一番読んでみたくなっ

と。プレゼンテーション練習というと最近パワーポイ

たのか」というあいまいな形容にしています。このビ

ントの使い方の練習みたいに思われがちですけれども、

ブリオバトルのルールに対して、これは本の評価をす

パワーポイントのスキルと対面的に話すスキルとはま

るんですか、どの本がいいかを審査するんですか、そ

た違います。逆にパワーポイントを使わせることによ

れともプレゼンテーションを審査するんですか、そう

って学生のスピーチのスキルが下がってくるみたいな

いう質問を良くされますし、それが決まらないと評価

ことが言われています。コミュニケーションでまず大

の仕方がむずかしいとよく言われるんですけれども、

事なのは相手に伝えること、相手の目を見て話すこと

ぼやかしてあります。理由は「両方だから」なんです

です。発表資料をみているとどうしても、うつむきが

ね。

ちでしゃべってしまいます。そうすると、聞いている

結局、本がいいかどうかというのはその人の発話を

側としては、話し手に置いていかれているみたいに感

通じてしか分かりません。タイトルをぱっと見て、そ

じてしまうことがある。そうではなくて、ちゃんとそ

れ読みたいって思ってしまうのもありますけど、普通

の場で、アドリブで、何も持たずにしゃべる。武者修

はどういう本なのかというのは説明してもらわないと

行みたいな感じかもしれないですけども、そういう形

わからないし、それはその人がどう判断したか、どう

でやろうということです。脱線気味ですが、ひとつネ

いうふうに読んだかを含めてなんですね。なので、や

タばらしをすると、なぜレジュメとかを用意させない

はりそこはつながっているわけです。

かというと、つくるのに手間がかかるというのがあり

じゃ、プレゼンの能力で評価するんだったら、本の

ます。事前にパワーポイントの準備とかレジュメの準

内容は審査しない、そこは割り引かなきゃいけないよ

備とかが必要となると、参加しにくくなる。できるだ

ねって言われるんですけども、ビブリオバトルという

け気楽に参加してもらうために、
ここで敷居を下げて、

場自体が、いい本、面白い本が、その場に集まってく

本一冊持ってくればすぐできるよっていう形にしてい

るというのが大事なんです。自分のプレゼンテーショ

るという面もあります。

ンをみせつけようと思ったら、面白くない本なんだけ

各プレゼンテーションはビデオカメラで録画して配

ど、僕はこれをこんなに面白くプレゼンできるよって

信する。これはオプションだと思ってください。しな

見せたほうが得なんですけども、面白くない本ばっか

くてもいいです。ただ今は、デジタルカメラで簡単に

り集まってきたら、誰もそんな場所に参加したくない

動画がとれて、パソコンで見られます。自分のしゃべ

ですよね。面白い本を持ってきて、それをちゃんとプ

っている所ってなかなか見ることないですよね。学生

レゼンして、スピーチできるっていう人が、一番その

とか生徒が自分でそれを見ると、ものすごく恥ずかし

場に貢献しているわけです。だからその辺をわざと、

いんですけども、他の人にはこう聞こえているんだ、

わからないようにしている。この本読みたいな、興味

こう見えているんだ、ということがわかります。そう

持つわというものにいい評価を与えましょうというこ

すると、こうしなさいとか何も言わなくても、自分で

とです。

もうひとつ、
チャンプ本を決定するということです。

いい本なんです。僕の下手な説明でも、この本の良さ

チャンプではなく、チャンプ本。表彰されるのは基本

が伝わって…」みたいに、レクチャーしなくても、み

的には本の側で、発表者はチャンプ本を紹介した人。

ごとに嫌味じゃない謙遜ができる。逆に負けた人は、

その人が偉いのではなくて著者とその本が偉いという

「はあ、今日の本はイマイチだったかな･･･」みたいな

形にしている。これは非常にセンシティブな話なんで

ことを言って、
直撃を免れられるということがあって、

すけども、日本人ってすごくシャイなところがあると

心理的なフォローも非常によくできている面がある

いいますか、本が勝ったときに、自分が偉いとなると

（笑）
。

ちょっとコミュニティに亀裂が生じるというか。逆に
難しい立場に立たされることもあります。

ビブリオバトルは、みんなでいい本を探しましょう
ということもあるので、冠がつくのはチャンプ本、本

脱線かもしれないですけれども、プレゼンテーショ

ということになっている。そのチャンプ本を、できた

ンスキル向上みたいなのでビブリオバトルと比較され

らまたみんなで読もうよ、というような話に展開して

るのは、ディベートと自己アピール、スピーチコンテ

いくとなお良いということです。

ストなどがあります。よく比較されます。しかし、デ

あとビブリオバトルを単純に録画していくだけで、

ィベートもスピーチコンテストも日本の文化的にはあ

動画コンテンツになります。
高校などでやるばあいは、

まり根づいてないですね。なぜでしょうか。

これをインターネットで公開するのはあまりできない

ディベートの場合は相手を攻撃しないといけない。

ですけれども、学内の情報ウェブページにあげること

人の前で相手のことを攻撃するっていうのは日本では

は可能かもしれないですし、動画をとること自体が１

文化的によろしくないことだと考えられがちです。あ

０年前はなかなかできなかったのが、今は手軽に使え

と日本人って公私の分離が苦手なので、ディベートの

るようになっているので、そういうこともやってみる

席ですごく相手を攻撃するとあとあとまでその感情を

と面白いと思います。普通に書評を録画するのと比べ

引っ張るっていう傾向があり、なかなか難しいようで

て、ビブリオバトルという場での書評を録画するとい

す。

うのは、質的にはちょっと違うというのが知られてい

就職活動によくある自己アピールみたいなのも、基

ます。我々の活動とか紀伊国屋書店さんとかで検索し

本的に自分はこんなに優れている、御社に入った暁に

ていただくと、
動画が出てきます。
ピン切りというか、

はこんなことができるとか、自分を高めて話さないと

いろいろありますけども、見ていただいて、こんなに

いけない。それも謙遜の日本文化の中でなかなかやり

ぐだぐだでいいんだ、これでいいんだと思っていただ

にくい。

けたら逆に幸いかなと思います。

ビブリオバトルのいいところは、謙遜のシステムが
できあがっていることです。大学ですから、就職活動

ビブリオバトルの
ビブリオバトルの機能
ルの機能

をする学生が多いんですけれども、面接を落ちてきた

ところどころで申し上げているので、復習になって

学生はものすごくへこむんですよね。ほとんど自己否

しまうかもしれませんが、ビブリオバトルにはどうい

定、自分のパーソナリティーを否定されたように感じ

う機能があるのか、どういうものが売り物であるのか

るんですよね。なんせ自分の事を紹介して、否定され

いうことをご紹介したいと思います。

ているんですから。だからスピーチに失敗するとダー
ンと傷つくと。それに対しての鎧もビブリオバトルは

１.局所的および広域的に書籍情報を共有できる

しっかり用意できています。ビブリオバトルは本の紹

書籍情報を共有するという基本的な機能です。広域

介なんです。どのビブリオバトルでも、チャンプにイ

的にはYou Tubeなどで取った動画を配信するというモ

ンタビューのコーナーがあるんですけれども、
「本当に

デルですね。私も大学でやる場合はコンプライアンス

上の問題があるのでやっていません。公式ルールでは

しゃる方がしばしばいらっしゃいます。しかし、実は

ないです。ビブリオバトルというのはローカルな場で

勝敗をつけることを抜いてしまうと、こういう機能が

情報共有、知識共有できると同時にその場で取ったも

抜けてしまう。ビブリオバトルのビブリオバトルらし

のを動画で配信することによって広域的な旧来的な意

さが失われてしまうのでご注意ください。

味での情報共有が可能になります。

もうひとつ、誰が評価するかというのも大事なんで
すね。もしたとえば教室の中でやった時に、先生がチ

２.コミュニケーション能力開発支援機能

ャンプ本を決める、先生が決定権を持っているとどう

ビブリオバトルにはコミュニケーション能力、プレ

なるか。その学生は先生に好かれるように、先生にわ

ゼンテーション能力、スピーチ力向上の機能がありま

かる言葉でしゃべります。先生の好きそうな本を持っ

す。ビブリオバトルのプレゼンテーションは総合評価

てきて、先生の目ばっかり見てしゃべる、そうすると

なんですよ。審査員によるものじゃなくて、みんなの

他の学生はシーンとした感じになって、置き去りにな

総合評価。後日一部の人によって評価されるのではな

るというようなことが生じます。ちゃんと、その人が

くて、その場でみんなに評価してもらえる。だから、

誰に伝えるべきかというところを配慮したインセンテ

私達は目の前にいる人に伝わるように、わかるように

ィブの設計というのが必ず大事です。

しゃべる。そこで大事なのが、チャンプ本を決めると
いうこと。ビブリオバトルの話をすると、ビブリオバ

３.良書探索機能（検索エンジン）

トルのどこが新しいんだと、読書会とどうちがうのか

ビブリオバトルにはいろんな面があります。いろん

と言われます。読書会ってけっこういろんな形がある

な呼び方をします。私はビブリオバトルは検索エンジ

んですけれども、順番に読んできた本を紹介しあって

ンであると、もしくは推薦エンジンであるという言い

いくものは昔からあるじゃないかと。でもビブリオバ

方をしたりします。
「なんのことやら？」と思われるか

トルはチャンプ本を決める、時間の制限を決めるとい

もしれませんけども・・。さきほども話しましたが、

うのが大きな意味を持っています。

本の出版点数は膨大ですね。その中から私達はどうや

自分の好きな本を紹介してくださいというと、多く

って本を探すのか。確かにグーグルとかアマゾンでキ

の人が、ひとりよがりになる傾向があるんです。
「俺は

ーワードを入れれば検索できます。自分の頭の中にあ

この本をこう読んだ。これはこうおもしろい」と。マ

るキーワードに合うものというのであれば、それで見

ニアックな方ならではの、
「ちょっと俺は違うぜ」みた

つけられる。アマゾンなどのシステムにいくと、
「それ

いなのがでてきやすい。私はマニアックな人は大好き

を読んだ人はこんな本も読んでいますよ」という紹介

なので、それはそれでおもしろいなあとは思うんです

すらもある。

けれども、ひとりよがりになりすぎると、ちょっと場

でもそれは命じられているキーワードベースで始まっ

が沈みます。やっぱり、ちゃんとみんなに伝わるよう

て、その近辺部分だけを紹介しています。思ってもみ

に語りましょうと。それを語れないとここではチャン

なかった本で、でもこれは私達のグループには面白い

プ本になれませんよということがある。チャンプ本が

本だよねというのに出会うのにはどうしたらいいか。

あるということで、みんなに対して真摯語るのは、公

そうすると実は、ビブリオバトルっていうのは、ひ

平にみんなが一票一票持っているからなんですね。だ

とつの検索エンジンとして使える。どういうことかと

からチャンプ本を決めることは大事なんです。学校な

いうとビブリオバトルは、
「チャンプ本になりたいね

どでやる場合、大学や公共図書館とかでも、あまり勝

ん」
「チャンプ本とりたいねん」っていう完全に小学生

敗をつけることを良しとしない。
「勝敗をつけるのはち

のようなモチベーションで、みんながいろいろ本を探

ょっときついから、やめとくわ」みたいなことをおっ

すわけですね。いろいろ本を読んでくる。その中で、

この本だったら勝てるかもと思って持ってくる。この

します。この言葉が相手に通じるかどうかの確証がな

時点で一回フィルタリングを通ってくるわけです。そ

ければ相手に話かけたりしないですね。リスクを背負

こに持ってきた本でみんなでビブリオバトルをする。

って人に話しかけることは少なくて、相手と自分がど

その中でみんなが一番読みたくなった本がチャンプ本

ういう話題を共有しているか事前にわかってないと、

としてでてくる。ビブリオバトルという場を通じて本

人間っていうのは話しかけという行動自体を行いにく

に出会える。それはある種チャンプ本っていうインセ

い。話すためには相手の解釈系っていうのを事前に知

ンティブ、報酬を設定することによって、それをとり

ってないといけない。そこのところの部分を先に耕し

たくてみんなが頑張る。頑張って本を読んでくること

てしまうという効果があります。

によって、いい本を探し出してくる。実は検索エンジ

ディベートや自己アピールとは違うという話をして

ンのような存在になっています。チャンプ本を決めな

いますけれども、ビブリオバトルというのは、本の紹

ければ、そんな戦略的なことを考えず、とりあえず読

介でありながら、実は自己アピールにもなっていると

んできた本をしゃべります。そうすると検索エンジン

いうことなんですね。本を紹介する中で、なんで自分

にはなりにくい。

がこの本読んだかという話になって、自分がどういう

その時に評価するのは、そのコミュニティのメンバ

ことを考えているか、どういう問題意識を持っている

ーなので、そのコミュニティにとっていい評価がもら

かということがあらわれる。まあ問題意識って言った

える本を持ってくる。だから出てくる本には、やんわ

ら高尚すぎますけども、自分の考えみたいなのが前に

りとそのメンバーの趣味とか傾向とかが現れるという

出てくる。聞いている側はその人のことがわかってき

のがポイントだと思います。

ます。だから結局は自分紹介になっている。改めて自
己紹介をさせるより、本一冊しゃべらせたほうがその

４.動画配信機能
これは動画を配信するというものですけれども、本
日のこの場ではあまりメインにしていません。

人がよくわかるというがあります。その時に重要なの
はやっぱりその人が好きな本、一家言持っているよう
な本を持ってきてもらうと、その効果がより大きい。
あまりこちらから指定すると、そうするとビブリオバ

５.コミュニティ生成機能
コミュニティの生成機能というのがあります。相互

トルの持っている魅力が一つ減ってしまうので注意が
必要です。

信念、相互理解を育むというようなことです。相手が

もうひとつ運用上のことで、テーマを決めるかとい

どういうこと考えているか、相手がどういう話題を持

う話に触れておきましょう。できればこの場におられ

っているか。３年とか４年とか付き合ってきた友人で

る方が持って帰って近日中に学校とかで「ビブリオバ

あっても、いざ本を紹介すると、
「えっ、おまえそんな

トルやってみましょうか！？」みたいな話になれば、

ことに興味あったの？」みたいなことが結構出てきま

私は幸いの極みなのですけれども。
たとえば、
研究室、

す。こういうことを通じて、この人はこういう興味を

会社の部署、職員室とかでやる場合、誰が聞くかとい

持っている人なんだとわかる。これがどうつながって

うのは事前にわかっていますよね。
なのでテーマなど、

いるかというと、その人のキャラづけというのが広が

特に設定しなくてもいいと考えています。なぜかとい

るわけです。この本を紹介したってことは、その人は

うと、ほぼあらゆるコミュニティが隠れたテーマを持

こういうことに興味を持っているはずだとなる。そう

っています。私がもともとビブリオバトルをはじめた

なると日常会話なんかでコミュニケーションのきっか

研究室、共生システム論研究室というところですけれ

けを作れる。我々コミュニケーションといいますけれ

ども、そこのメンバーだったらこういう本いいよねと

ども、発話をするためには常に相手の解釈系を前提に

か、こういうことしゃべったら、こういう反応がくる

なあとか、読めるわけですよね。だからこれに対して

2009 年の夏くらいに阪大のサイエンスコミュニケ

こうしゃべろうというのがイメージしやすい。その場

ーションを行う Scienthrough というサークルが、
その

合はそれでいいのですけども、オープンスペースでや

活動の中でビブリオバトルを始められました。彼らは

る場合、イベントでやる場合についてはそれがない。

ここから月一回のペースで、
連続開催し続けています。

どんな人が来るかわからない。どういう人が来るかに

そのビブリオバトル界への貢献は現在の普及の上で、

よって何を話すか決まってきます。
そういう可能性が、

非常に大きいです。

狭まっていれば狭まっているほど簡単なんです。だか

そのサイエンスコミュニケーションサークル、まわ

らオープンでやる場合はテーマくらい決まっていたほ

りの企業家系の人たち、私にとっては身内じゃなかっ

うがやりやすいです。たとえば「本の未来」とか「冬

た人たちが、これは面白い、新しいよと言ってくれて、

休み」とか、何でもいいのですけど、ちょっと絞って

「じゃあ、ちょっと広めていきますか」ということに

あげると本も選びやすくなる。この場というのがどう

なりました。ホームページを作ってルールを配信した

いう前提の上に成り立っているか、何をしゃべったら

り、情報交換したりしましょうということで、ビブリ

わかってもらえるかというのがわからない場合はテー

オバトル普及委員会というのを発足させました。これ

マをしぼったほうが効果的じゃないかと思います。

が 2010 年、去年の３月です。
いろんなことがあったわけなんですが、去年の夏ご

ビブリオバトルの歴史
ビブリオバトルの歴史

ろだと、研究室とか大学の一部ではない、オープンな

注意事項をふくめてビブリオバトルについて話して

ところでやってみよう、広めていくためにはみんなで

きましたが、次にビブリオバトルがどんな歴史を辿っ

開催できる場所でないといけないということで、近所

てきたかをお話したいと思います。

のカフェで開催したり、イベント的にやってみたり、

2007 年から 2008 年、私が京都大学の情報研究科片

そんなことをやっていきます。名古屋大学の学生さん

井研究室（共生システム論研究室）にいた時にビブリ

がビブリオバトル専門のサークルをつくって、それが

オバトルを始めました。ここの研究室には１年しかい

中日新聞に取り上げられたり、徐々にいろいろなとこ

なかったんですけれども、かなり自由にやらせてくれ

ろで取り上げてもらい、ビブリオバトルという仕組み

る研究室だったので、自分なりの勉強会を立ち上げさ

に可能性があるというのを感じていきました。

せてもらい、その時にビブリオバトルの仕組みを考え

はじめて書店、大阪の紀伊国屋さんでイベントを開

ました。ちょうどその時 YouTube がでてきて、それを

催します。これは阪大のサイエンスコミュニケーショ

どう使うかというのが、ちょっとトレンドになってい

ンのイベントを、大阪に来ていた紀伊国屋の営業の方

ました。YouTube にアップロードしながら、新しい感

が偶然見て、面白いと思っていただいたことから実現

じを持ちながらやっていました。

しました。そのイベントは読売新聞の記事に取り上げ

一年くらいやる中で、この仕掛けは面白いなあと感

られました。これはビブリオバトルだけじゃなくて、

じていました。私は名前を付けるのが好きなので勝手

書店が出版不況の中でいろんなことをやっているとい

にビブリオバトルという名前を付けていたのですけど

う話の中でとりあげられたものですけれども。紀伊国

も、これはシンプルな仕組みだからきっと他にやって

屋書店では新宿店舗でほぼ毎月くらいの割で開催され

いる人がいるんじゃないだろうかと思っていて、普及

ています。年末も年末スペシャルみたいなのをやられ

とかはあまり考えず、誰か同じ仕組みでやってくれた

るらしいです。

ら面白いなと思っていました。次の年くらいに研究室

それからホップステップとありまして、東京都につ

の中にいた学生の友だちが、別の研究会でこの方式を

ながります。石原知事、猪瀬直樹副知事が文筆系の方

やり始めてくれ、身内に閉じた形でやり始めました。

だということもあって、言語力向上のイベント「すて

きな言葉に出会う祭典」をされまして。その中のメイ

もあるし、高校生の部もほしいです。まだやってくれ

ンステージイベントのひとつとして、ビブリオバトル

るところがないんですけど、ぜひ作っていけたらなあ

を取り上げていただき、それが関東初上陸となりまし

と思っています。

た。その時、ビブリオバトル普及委員会はアドバイザ
ーのような存在として関わっています。

今後の
今後の展開

学術的活動の中での展開もありました。たとえば大

これからの展開なんですけれども、こうやって全国

学の研究室でもビブリオバトルをどう使うか、いろん

に広まってきていまして、地域的な広がりはあるんで

な可能性があります。研究室は独立していて、普段全

すが、低年齢的層へ、小学生や中高にはあまり機会が

然交流がないんですけども、
研究は専門的過ぎるけど、

ない。あと上ですね。たとえば介護施設とか余暇的な

好きな本を紹介するくらいなら、ということで交流が

ところでのコミュニケーションの場。たとえば若者と

はじまりました。
「インタラクション 2011」という学

のジェネレーションギャップを解消するような語りの

会のなかでもビブリオバトルが開催され、面白い本を

場ですね。

紹介しあうことで研究者間に新しいコミュニケーショ
ンを生む交流が行われています。
京大の中央図書館は去年ですけれども、今年になっ
てかなり図書館での開催が増えてきました。
産経新聞に取り上げていただいた中では、いわゆる

あと私は以前、ビブリオバトルイン・イン・イング
リッシュをやりましたが、留学生と日本人が英語でビ
ブリオバトルをやったら、また違う文化交流の形があ
ったのでこういう可能性もあるかもしれないと感じて
います。

企業でも、図書館とか書店とか本の関係のところだけ
じゃなく、沖縄の医療関係の会社が、社員研修の一環

終わりに

として、社員同士のコミュニケーション、スピーチの

本日のこの場に絡めてなんですが、ぜひ皆さんの学

練習にビブリオバトルを定期的に行っているというの

校などでもビブリオバトルを開催していただけたらと

があります。

思っています。メディアに取り上げられているのはイ

ニュースにも取り上げられたりして、現役のアナウ
ンサーが、
「しゃべりのプロが来なくてどうする！」と
奈良の図書情報館のイベントに参戦しています。

ベント的なものが多いので、そっちを考えてしまいが
ちですけれども、もっと気楽に考えてください。
「ビブリオバトルに何が必要ですか」と聞かれます

これは直近ですけれども、
「ビブリオバトル首都決戦

が、本当に何もいりません。カウントダウンタイマー

2011」
。
去年の首都決戦は大きいイベントの中のひとつ

と本さえあればできます。とりあえず図書委員会だっ

だったんですけれども、今年はこれだけに絞って、東

たり、文芸部だったり、クラスだったりで、一回やっ

京都とビブリオバトル普及委員会の主催で開催しまし

ていただければありがたいなと思っています。そのた

た。去年は関東だけの開催でしたが、今年は、北は北

めに必要な情報は、公式ホームページで公開していま

海道から南は鹿児島まで、３２会場で予選をやって、

すので、
「ビブリオバトル」で検索していただければ間

そのチャンプ本を紹介した人が、東京に集まって―東

違いなく出てきます。

京都がちゃんと交通費出してくれて―決戦を行うと。

使っているタイマーの情報を載せたり、学生に興味

これがかなり盛況で、猪瀬直樹さんが来年もやるぞと

を持ってもらうために漫画みたいなものを載せたりし

明言されたので、ビブリオバトルの甲子園的な存在に

ています。
最初に流した紹介動画も上がっていますし、

していけたらいいねという話を今しているところでご

ダウンロードできるようにしてあるので、パソコンに

ざいます。これは東京都、主催団体の意向で大学生大

落としていただいて、自由に流していただいたらいい

学院生限定なのですが、社会人の部がほしいという話

です。
公式ルールの情報もありますので見てください。

学校での開催の注意事項ですが、学生のプレッシャ

来賓に迎えてしまうと、教授の先生が総括してしまっ

ーに配慮するということが大事かなと思います。特に

て、その場がしらけてしまうということが良く聞かれ

教室という空間は独特の空間でして、前に立って発表

ます。

するというのはすごくプレッシャーになります。そこ

司会。実は司会にはビブリオバトルはほとんど依存

でしゃべるというのはクラス内の人間関係にも影響を

しません。私の研究室でやるときには、司会は学生さ

与えます。無理やり前に出して「発表しなさい」と言

んにやってもらって私は聞くだけです。逆に司会がが

うより、もうちょっと遊び的な所からはいっていける

んばってしまい、やたらしゃべってしまうとあまり良

ように、ドッジボールをみんなでやるようなノリに近

くない。気楽にやればいいです。先生と学生はなかな

い雰囲気で運営できるようにするといいと思います。

か水平な関係になりにくいんですけども、むしろ先生

そういう意味では、少人数での開催。４０人の前では

が、私とかが参戦して学生に負けるくらいのほうが面

しゃべれなくても５人の前ではしゃべれるというのが

白いかなと思います。

あります。

どんな利用方法があるか。たとえば冬休み前にみな

原稿は読ませない。どうしても学校っていう場はき

さん一冊読んできましょうといって、冬休み明けにビ

ちっとさせたい。ちゃんと原稿を用意してちゃんと練

ブリオバトル。ひとクラス６０人だとすると６人ずつ

習してちゃんと発表しなさいということになりがちな

の班に分かれてやってもらって、チャンプ本を決め、

んですけども、それをやると目の前にいる人たちが置

その後チャンプ本の中で決勝をして、クラスのチャン

いてきぼりで、頭の中で覚えたことを一生懸命暗誦す

プ本を決める。
そのプロセスの中でみんな本を読むし、

るということに終始します。せっかくの場が上手くい

こんな本あるんだ、読んでみようかなというようにな

かないし、スピーチスキルというものも棄損しかねま

っていけばいいなと思います。

せん。
チャンプ本はきちんと決定する。これは何度も講演

本日は、書評を媒体として、インフォーマルな知識

の中で申し上げましたので、ポイントとして分かって

共有だったりコミュニケーションが楽しめるビブリオ

いただいていると思います。勝敗がついたらかわいそ

バトルをご紹介しました。ぜひ何かの機会に遊んでも

うと思うかもしれないんですけれど、勝敗がついても

らえればいいかと思います。以上で話を終わらせてい

賞品も何もないんですね。ドッジボールで勝敗がつか

ただきます。どうもありがとうございました。

なかったら面白くない、フットサルでゴールがなかっ
たら面白くないですよね。あくまでもお遊びとしての
チャンプ本なんだということを認識してください。

質疑応答

発表は５分をきちっと守る。５分に合わせるという

Ｑ. 図書館を使って、
情報表現の授業でビブリオバト

のが結構面白いゲームなので、カウントダウンタイマ

ルをやりました。生徒１０人、５０分間で本を選ぶと

ーを使ってきっちりとやる。しゃべりすぎる人を抑え

ころから内容の検討、発表まで。はじめてのことでも

るうえでも、しゃべれない人を伸ばすうえでも５分を

あるし、生徒が本に慣れていないので、５分が長い。

きっちり守るのがいいと思います。

先生が高校の情報を持っていれば聞かせてください。

先生側の心構えとして。正しい発表っていうのはあ

Ｑ. ビブリオバトルとは違うが、
夏休みに読んだ本を

まりない、誰かの発表が良かったと先生が言ってしま

紹介する授業を５～６年やっています。クラス代表を

うと、個人に強い影響を与えます。みんないろんな受

決めて、次は学年の前で。発表をみていると、やはり

け取り方をしているのが、それで統制されてしまうこ

5 分は持たないと思いました。

とがあるので注意が必要です。よく教授の先生とかを

Ａ. 高校の情報は、
普及委員会にはなかなか直接には

持つ性格、たとえば理系の研究室、文化人類学の研究

入ってきていません。もし何かあれば普及委員会に問

室、文芸サークルなどによります。イベントでは、小

い合わせ、もしくはお教えいただければ幸いです。そ

説しばり、漫画しばりなどをやることはあります。個

れが事例にもなると思います。５分は大学生でも最初

人的な感覚では勝ちやすい本、勝ちにくい本がありま

は長いと感じます。でも、３回くらいやると徐々にな

す。小説はオチを言えず、絵本は短いために読み終わ

れてきて、５回やると「短い」といいだします。やは

ってしまい、勝ちにくいと個人的には思っています。

り、連続開催が大事だとおもいます。

また、イベントに趣旨がない限りこちらで本を峻別す
る必要はないです。

Ｑ. ビブリオバトルには、
コミュニケーションとか仲
間という意味合いを強く感じています。聴衆というか

Ｑ. コミュニティにとって有用なものが集まるとい

オブザーバーは必要でしょうか。

う話ですが、学校でやる場合そこの部分を考えさせる
のが難しいです。みんなが場に対して貢献しようとす

Ａ. 私自身は少人数でやるのがいいと思います。
ただ、

る雰囲気に持っていくのはどうしたらよいでしょうか。

新しく入ってくる人は必要。次にしゃべる人という意
味で少数の聴衆はいいです。学校でやる場合は、でき

Ａ. 初回から充実した場を作るのは難しいが、
先生の

るだけみんながしゃべる側にまわれると良いですね。

指導を入れていけば抑圧されていき良くないです。ル
ールの中で自由にやらせて、本気でゲームに参加する

Ｑ. なぜ本、書評なのでしょうか。自己紹介アイテム

雰囲気を作っていけば大丈夫と思います。
「勝ちたいね

として、たとえば、ロックアルバムなどでやったこと

ん」と思ってもらえればよいです。

があります。
またなぜ普及したいのか、お聞かせください。

Ｑ. イベントでやる場合、
いろいろな世代がいると思
いますが、特に小説などは世代間の相違が非常に大き

Ａ. もともと研究室でやっていた輪読会がきっかけ

いと思います。世代をシャッフルする、わけるなどを

です。いい本を探してくるプロセス自体を研究室に投

やることはありますか。

げてしまおうと考えました。またやってみて本は相性

同じ本が被ることがあるでしょうか。またそれを避け

がいいというのもある。逆に音楽は、言葉で表現する

る工夫は。

のがとても難しい。いろんなものをビブリオバトル風
にやってみるのは面白いと思います。しかし、それが

Ａ. 実例を言えば札幌でガチンコビブリオバトルと

上手く回るかはよくわかりません。

いうのをやられたことがあります。サラリーマン枠、

ビブリオバトルは面白くてみんながハッピーになるよ

学生枠、ギャル枠など設定されていました。その効果

うないい仕組みなので、ぜひ普及させたいと思ってい

がどのようであったかはわかりませんが、いろんな試

ます。

みはあっていいとおもいます。
同じ本がかぶる可能性はあります。その場合は仕方が

Ｑ. 小説と小説ではないもの、
どちらがやりやすいな

ないと思います。どちらの紹介した本というように決

どの違いはありますか。小説に絞る、あえて一緒にし

めます。ただ、私の観測史上は一回もないです。

ないなど、やることはありますか。
Ａ. 小説とそうでないものの割合は、
コミュニティの

