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ヒューマンライブラリーの可能性
「読者」（来場者）と「司書」（学生）の学びを中心に
横田

雅弘

（明治大学国際日本学部）

概要
2000 年にデンマークで始まり，あっという間に世界 90 か国以上で実施されるまでに
広がったヒューマンライブラリー（「人を貸し出す図書館」）の実際を，筆者がおよそ
10 年にわたって実施してきた明治大学の事例を基に考察した。特に，文部科学省科学
研究費を得て行った「読者」の偏見低減効果に関するアンケート調査の結果と「司書」
となったゼミ学生にどのような教育効果があったかを中心に分析した。また，ヒュー
マンライブラリーの多様な効果と豊富な応用可能性については，このイベントが質の
良いナラティブを生み出す構造をもっているためではないかと考え，これまでの筆者
の経験から，その応用可能な領域をまとめた。
Copyright © 2018 by Association for Language and Cultural Education
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1．ヒューマンライブラリーとは何か

リーとみなすかについては様々な見解がある。従っ
て，本部と言っても，世界の全ての開催を把握して

1．1．ヒューマンライブラリーの概要

いるわけではなく，報告がなされた実践について把
握されているにすぎない。しかし，それでも少なく

友人が襲われた暴力事件をきっかけに，2000 年

とも世界 90 か国を超えて活発に開催されており，今

にデンマークのロスキルド野外ロックフェスティバ

や全世界注目のイベントであることは間違いない。

ルの片隅で若者たちが始めた「ヒューマンライブラ

その展開や意義，可能性については後に述べるが，

リー」は，暴力の背後にある偏見や差別は，実際に

ここでは簡単に開催に関する概要を説明する。まず，

話してみれば少なくなるはずだと考えたことから生

このイベントを企画する「司書」とよばれる主催者が

まれた。ライブラリーと言う名がついているのは，

いる。「司書」は，どのようなイベントにするかを検

「人」を「本」に見立てて貸し出す仮想の図書館とい

討し，その趣旨にあった「本」を探す。「本」とは，

うイベントの内容から来ている。このイベントの本

ここではすなわち「人」である。一般的には社会的

部はデンマークのコペンハーゲンにあるが，開催に

にマイノリティとみなされやすく，日頃偏見の目で

申告や許可がいるわけではなく，また開催方法も多

見られがちな人が「本」になることが多い。このよ

様化しているので，どこまでをヒューマンライブラ

うに言うと，ヒューマンライブラリーは見世物小屋
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ではないかという訝しさを感じる方もおられるが，

kilde Festival のディレクター Leif Skov と出会った

「本」はもちろん自分自身の主体的な意思で「本」に

ことに端を発する。音楽と文化のフェスティバルと

なるかどうかを決める。無理やり「本」にさせると

いう環境の中で，若い人たちに多様性への寛容な心

いうようなことは決してない。それどころか，普段

を育み，偏見を低減して暴力なき世界に近づく実践

は自分の境遇や生きづらさを語る機会の少ない人々

的な方法，それがヒューマンライブラリーの試みで

の中には，この機会にぜひ語りたいと感じて，自ら

あった。

「本」になりたいと申し出られる方も少なくない。

2000 年 に 開 催 さ れ た 初 の ヒ ュ ー マ ン ラ イ ブ ラ

「司書」と「本」の打ち合わせと共通理解のもと

リーの成功は，すぐに欧州協議会（Council of Eu-

で，
「本」は当日借りに来た「読者」に，1 対 1 ない

rope）の欧州青少年センターブダペスト支部（ハン

し 1 対数人というプライベートな形で，
約 30 分間人

ガリー）のディレクターの耳に留まり，翌年はハン

生の物語を語る。この場のルールはたいへんシンプ

ガリーの Sziget Festival で 7 日間という長期の日程

ルで，
「本を傷つけてはいけません」ということだ

で開催された。これ以降 2006 年まで，デンマーク，

けである。
「読者」から質問もできるし，
「読者」が

ハンガリー，ノルウェーを中心に北欧で展開された

「本」の語りを受けて自分の物語を語り始める場合

が，2006 年にはヨーロッパ以外でもオーストラリア

もあるが，基本的には「本」が主役であり，
「読者」

のリスモアで最初の開催が実現し，2007 年には米国

はその語りに耳を傾けるという構図になる。まさに

でも開催されて，一挙に前年比 4 倍の年間 49 件と

図書館で本を借りるのと同じである。

なった。2011 年 9 月のデンマーク本部のホームペー

「人を貸し出す図書館」と聞くと，
何か奇抜なもの

ジでは世界 45 カ国で開催となっているが，今やアジ

を思い浮かべるのも無理はないが，図書館にも自伝

アでもオーストラリアや日本の他，シンガポール，

があるように，本人の口から語られる自伝や想いを

フィリピン，中国，マレーシア，韓国等で開催され

「読む」かわりに「聴く」
（そして対話ができる）の

ており，2018 年現在，世界 90 か国を越えたとの報

だと考えると，なるほどと思われるのではないだろ

告がある。

うか。

日本では，2008 年 6 月 28 日に朝日新聞の記事（土
佐，大野，2008）でこのイベントが初めて紹介される

1．2．ヒューマンライブラリーの歴史的展開 1

と，同年すぐに東京大学先端科学技術研究センター
の中邨賢龍研究室にヒューマンライブラリー日本事

1993 年にデンマークのコペンハーゲンで友人が

務局が設置され，同年 12 月，アジアで初のヒュー

暴漢に襲われたことに触発されて 5 人の若者が NPO

マンライブラリーが京都で開催された 2。それから約

Stop The Violence を結成した。この組織は，デン

10 年。2017 年 10 月には，日本ヒューマンライブラ

マークの若者に暴力についての意識を高め，暴力防

リー学会が発足し，開催も全国に広がって，すでに

止の教育的活動を行う団体であるが，数年のうちに

100 回を越えている。日本では，大学の主催による

デンマーク全土で 3 万人のメンバーを集める巨大な

ものが多いが，市立図書館や社会福祉協議会，ある

組織に発展した。

いは民間の団体が主催するものもあり，開催手法も

ヒューマンライブラリーは，この組織のリーダー

多様化している。これまでの実践と研究は『ヒュー

である Ronni Abergel らが，10 万人の参加者を集め
2

るデンマーク最大の夏の音楽フェスティバル Ros-

当時の名称は「リビングライブラリー」である。事務

局長であった玉利麻紀による「日本でのヒューマンライ
ブラリーのはじまり」
（玉利，2018）が坪井，横田，工

1

藤（2018）に収められている。

本項は，横田（2012）を加筆修正したものである。
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マンライブラリー ― 多様性を育む
「人を貸し出す

それから今年で 10 年 10 回目を迎える。現在は明

図書館」の実践と研究』
（坪井，横田，工藤，2018）

治大学の学部 3 年ゼミが「司書」
（スタッフ）となっ

にまとめられているのでご参照頂きたい。

て，企画，資金集め，広報，運営の全てを担い，毎
年 11 月最終の日曜日に中野キャンパスの全教室を

1．3．明治大学の学部 3 年ゼミによる実践

使い，同時開催の義足体験，暗闇カフェ（図 1：写
真 1），盲導犬コーナー，手話体験，幻聴妄想カルタ，

3

筆者は，前任校 で留学生アドバイジング・カウン

連続ミニ講演会なども併せて実施している。「本」を

セリングを専門としており，その後大学の立地する

借りていないときにもいろいろな経験を楽しんで頂

国立の街を「多様性の交錯する生活の場 = 異文化間

くためであるが，義足の「本」や全盲の「本」を借

教育の現場」と捉えるまちづくり活動に主軸を移し

りるのにも，実際に体験したことがあるかどうかは

た。異文化間教育は「国際」の前に「文化際」であ

大きな違いであると考えるからでもある。9 回目の

ると強く感じさせられる経験を経てのことである。

昨年は，32 冊の本と 300 人を超える「読者」を迎え

ヒューマンライブラリーに出会ったのは現在の明治

た。

大学に移った直後であったが，一橋大学で「この授

次に，借りるまでの手続きを簡単に説明しよう。

業で出会わなければ，たぶん一生出会うことのない

この手続きは日本での開催ではほぼ共通している。

人とのコミュニケーションを経験して，その経験を

読者は最初に注意事項を読んで図書カードを作成し

出会ったことのない人とシェアするワークショップ

た後（図 1：写真 2），「本のあらすじ」を読んで借

を構築する」という授業「比較文化経験論」を開講

りる本を決める（図 1：写真 3）。1 度に予約は 1 冊

していたので，ヒューマンライブラリーとの出会い

で，読み終わったら次の予約ができるシステムであ

は筆者にとっては運命の出会いであり，記事を読ん

る。たとえば，障害者プロレス団体ドッグレッグス

ですぐに学生に開催を提案した。

の選手である鶴園誠さんの「本のあらすじ」は次の

明治大学国際日本学部発足 2 年目の 2 年ゼミで初

ようなものである。

めて取り組んだが，
東大の「リビングライブラリー」

生まれつき障害があり，胸から下が麻痺して

に参加することができただけで，あとは手探りで

いる。物心ついた時には，障害がある児童の

やってみるしかなかった。
「本」
を探すのもたいへん

施設で生活していた。17 歳の時に親の暴力か

で，そもそもこのイベントを説明する力も弱かった

ら逃れるために家出した。3 ヶ月，車椅子に

のだと思うが，ただ驚かれて退かれてしまうことが

座りっぱなしで栄養失調も重なり，左足を切

多かった。そんな中での第 1 回の学生たちの努力は

断しなければいけなくなる。障害者プロレス

今も脳裏に焼き付いている。一方，学生からの「突

『ドッグレッグス』と出会ったのは…何を思

飛」な依頼に応えてくれた「本」の方のエネルギー

い，何の為にリングに上がり続けるのかを話

も凄いものであった。新聞で開催が大きく取り上げ

したい。

られたこともあり，
当日は予想を超える数の「読者」

明治大学のヒューマンライブラリーの特色の一つ

（来場者）が集まったが，
それに応えたいと「本」の

は，原則 1 対 1 で，個室でプライバシーを最大限守っ

方からもう休憩時間はいらないから，もっと自分を

て実施していることである（図 1：写真 4）。「本」を

貸し出して欲しいと言われたのである。急きょ，休

たくさん用意しないと貸し出すことのできる「本」

憩なしの連続貸出になってしまった。

がなくなってしまうという弱点があるが，プライバ
シーを確保して「本」と「読者」の二人だけの空間

3

を作れば，たとえば「読者」もカミングアウトして

1987 年 4 月〜 2008 年 3 月まで，一橋大学に所属。
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写真 1．
「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」の許可を
得て実施した暗闇カフェ

写真 2．「読者」は，注意事項を読んで図書カードを
作成

写真 3．
「本のあらすじ」を読んで借りる「本」を決
写真 4．個室（ゼミ室）での 1 対 1 の読書の様子
める「読者」
図 1．明治大学におけるヒューマンライブラリーの模様

いない当事者である場合などにも自由に話ができる

というと真っ先に語られるのが「読者」の偏見低減

という大きな利点がある。

効果であるが，実際には「本」の方にも，あるいは
「司書」の方にも，得られるものがたくさんある。誰

2．ヒューマンライブラリーの効果

もが参加して得られるものがあるという構造こそ，
互いに敬意を抱くある種のコミュニティを形成する

2．1．効果を生み出す構造

条件であろう。拙稿では，この中から「読者」効果
と「司書」効果について紹介したい 4。

ヒューマンライブラリーには，それに関わる全て
の人に良い効果があると考えられるが，特に読者効
果，本効果，司書効果が取り上げられてきた。それ
らを簡単にまとめると，図 2 のようになる。
ヒューマンライブラリーは人と人との出会いと対

4 「読者効果」は JSPS 科研費（15K13212，研究代表者：

話であるから，
そこに参加してどのような学び
（イン

坪井健）による。
「司書効果」は筆者のゼミ生の終了後

パクト）を得るかはさまざまである。典型的な効果

レポート約 100 本の分析による。
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ヒューマンライブラリーの効果

(坪井2016をもとに筆者修正)

学生は、「司書」「読者」「本」の全ての経験をして、全体から学ぶ

偏見の低減効果

読者効果

「本」効果

肯定的自己概念

異質な他者の受容
多様性への寛容さ
関係性の再構築

ナラティブ効果

自信の回復
司書効果
(学生の学び)

関係性の再構築
コミュニケーション能力の拡大

人生のアクティブラー
ニング/課題解決学習

多様な関係性の構築力の育成

社会人基礎力の育成

個人化理解の機会 → 異質な他者の受容 → 多様な異文化間能力の育成
29

図 2．ヒューマンライブラリーの効果． 坪井（2016）の発表資料をもとに筆者修正．坪井健（2016 年 6 月）．

（特定課題研究『異文
「ヒューマンライブラリーから見た異文化間能力 ― コンピテンシーを育てる実践の立場から」
化間能力を考える ― 多様な視点から』発題）異文化間教育学会第 37 回大会．

2．2．「読者」効果

見つかっていない。ヒューマンライブラリーはたい
へんミクロな試みではあるが，この接触仮説を検証

2．2．1．偏見の理論とヒューマンライブラリーの

し，偏見の低減を実現する試みではないかと期待さ

効果

れることで，ここまで大きな関心を呼んでいると言

異文化間教育において，偏見はまさにその根底に

えよう。図 3 は，坪井（2016）がこの関係を図示し

ある課題である。ある未知の集団に対して，とりあ

たものである。①から④までの条件が，ヒューマン

えず十羽一絡げに見なしておこうとするステレオタ

ライブラリーの中で満たされている（あるいは満た

イプの形成は，知らない集団に対する防衛反応の一

されるように意図されている）ことが理解できる。

つであり，一定の合理性を持つ。そこにはしばしば

ただし，②の条件は，現状ほとんどのヒューマンラ

価値判断が伴ってしまうが，その中でも多くの場

イブラリーが，公開とは言えそこに参加しようとし

合，それを自分の集団とは異なる集団とみなすため

て来場した，いわばヒューマンライブラリーに関心

に，否定的なもの，すなわち偏見の色を帯びる。偏

を持つ人が「読者」になっているということには注

見研究にも大きな足跡を残したゴードン・オルポー

意しなければならない。もちろん，そもそもの発祥

ト（1954/1961）は，既に 1950 年代に，これからの

では，野外ロックフェスティバルでの開催なので，

心理学が解決すべき最大の課題は，異なる民族同士

ヒューマンライブラリーを知らない人も「読者」に

が互いに争わずに共存できる条件を探すことだと喝

なっており，どう設定するかは主催者に任されてい

破し，有名な接触仮説を提起している。しかし，世

る。

界中で民族紛争が絶えない現代，この仮説はいまだ
に仮説のままであり，この課題を解決する処方箋は
37
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図 3．ヒューマンライブラリーの偏見低減効果．坪井（2016）の発表資料をもとに筆者修正．坪井健（2016 年 6

月）．
「ヒューマンライブラリーから見た異文化間能力 ― コンピテンシーを育てる実践の立場から」
（特定課題研究
『異文化間能力を考える ― 多様な視点から』発題）異文化間教育学会第 37 回大会．

明治大学での2回の「読者」アンケートの分析
回答者の属性 (n=325)
大学主催のために20代 (学生) が多いが、
全体に幅広い年代の方々が参加されている。
性別 (性自任) では女性約60%、男性約40%。
学生(33%)と勤め人(42%)が多い。
今回初めて参加する人は73%。

22

図 4．回答者の年齢構成等

2．2．2．明治大学での「読者」アンケート調査か

報告する。図 4 は回答者の年齢等を示す。次項で学

ら

生「司書」の学びを扱う関係から，ここでの調査結
明治大学の 2 回の開催で実施したアンケート調査

果は，学生と学生以外を対比する形で示している。

（N=325）から，偏見の低減に関する結果の一部を

図 5 に示すのは，ヒューマンライブラリーという
38
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「読者」アンケートの分析 (「身近な―別世界の」スケール)

体験前にヒ ュ ーマン ラ イ ブラ リ ーが「 身近な」 と
感じ て いた 「 読者」 は少ないが、 体験後に大き く 変化し た

23

図 5．ヒューマンライブラリーのイメージの変化

「読者」アンケートの分析 (2016年11月の回答のみ)

「 本」 のカ テ ゴ リ ーのイ メ ージが変化し 、 カ テ ゴ リ ーでな く
一人の人間と し て理解する よ う になっ た
大学生の変化が大き い

24

図 6．
「カテゴリー」から「人」へ
イベント自体をどのように認識していたかについ

が，参加後には大きく「身近な」ものだとの認識に

て，経験前後の違いを問うたものである。これを見

変化しているのが分かる。

ると，ヒューマンライブラリーについてのイメージ

図 6 は，
「読者」が参加後に「本」をカテゴリーで

は，
全体に大きく肯定的に変化することが分かるが，

はなく，一人の人間として理解するようになった度

比較してみると，参加前は学生の方がそれ以外の方

合いを示し，さらにカテゴリーのイメージ自体の変

に比べてより「別世界の」ものであると感じていた

化も示している。ここでも大学生の変化が統計的に
39
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大学生「読者」の回答の分析 (2016年11月の回答のみ)

「 本」 のカ テ ゴ リ ーに関する 無知の認識
身近な 存在と し ての認識
大学生の変化が大き い

25

図 7．カテゴリーに関する無知及び自分との距離の認識

HL当日調査と10ヶ月後の再調査の比較

効果の持続性 : 関心の扉が開かれる
「本」に対する「関心の強さ」は2回目調査でさらに強くなっている

・「本」に関する情報に自然に興味を持つようになったし、その度毎に「本」の方の顔が浮か
ぶ。三〇分間でもこれほど強烈な出会いができるものなのですね。
・当事者たちのニュースや記事を見たり聞いたりすると、本の方々のことを思い出したり、調
べたりするようになった。
・「マイノリティ」と呼ばれる方に関する記事や情報に対して興味を持つようになった気がし
26

ます。

図 8．効果の持続性

も有意に大きい。

たと認識しており（大学生 91.3%，その他 79.2%），

図 7 は，
「本」のカテゴリーに関する無知の認識，

また参加したことで借りた「本」が自分に近い存在

そして自分との距離の認識が，
「本」との対話を体験

であることの認識が高まったとしている（大学生

してどう変化したかを問うている。ほとんどの「読

95.6%，その他 88.3%）。ここでも大学生の変化が統

者」が，自分がそのカテゴリーについて無知であっ

計的に有意に大きい。
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「司書」によるデザイン
学生「司書」の働きと学び
工藤(2018)を参考に筆者加筆修正

外部環境への働きかけ
(ファンドレイジング・広報)

司書によるデザイン
企業文化

公開性

最良の
出会いの空間構築

省察の仕掛け
共感
リスクの軽減
地域性

社会・文化

独立性

「本」 「司書」 対話
時代
「読者」 の自己
「本」の選択・交渉
マイノリティ
性の表象

大学キャンパス

イデオロギー
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図 9．
「司書」によるデザイン．工藤（2018，p. 279，図表 2．「読者」にとっての「読者」環境のアフォーダンス）

．ヒューマンライブラリーの多様化とアフォーダンス ― 他者との対話の
を参考に筆者加筆修正．工藤和宏（2018）

効果はどこにあるのか．坪井健，横田雅弘，工藤和宏（編）
『ヒューマンライブラリー ― 人を貸し出す図書館の実
践と研究』（pp. 272-293）明石書店．

2．3．「司書」効果

最後に示すのは，その効果の持続性に関する結果
である。カテゴリーの当事者と実際に話してみると
いう経験は，
強いインパクトを与えることが多いが，

2．2．で見たように，ヒューマンライブラリーはま

それが持続してこそ意義のあるイベントとして認め

だ社会経験の浅い大学生にとって，社会の多様性に

られるだろう。図 8 に示すのは，これを確認する重

直面するインパクトの強い経験となる。筆者は，こ

要な結果である。

のイベントを大学のゼミナールで開催することが，

回答者が，アンケート調査時に継続的な調査に協

教育としてたいへん有効であると考えている。ここ

力を了解してくれた「読者」であるということは考

では，工藤（2018）のアフォーダンスの観点を援用

慮しなければならないが，10 か月後に同じアンケー

し，全体の環境をデザインする役割を果たす「司書」

トを郵送法で実施したところ，むしろ 10 か月後の

となった学生が，最終的には自己の拡張を成し遂げ

方が「本」への関心が高まっていた。その理由とし

ていくことに触れたい。

て，借りた後，そのカテゴリーへの関心が高まり，

ゼミの入室試験は 2 年生の 10 月であるが，希望す

ニュースなどで流れると「本」の方を思い出したり，

る学生のほとんどがヒューマンライブラリーという

調べたりする行動が始まったというのである。中に

言葉をゼミ入室ガイダンスで初めて聞いている。入

は，
「マイノリティと呼ばれる方に関する記事や情報

室決定後，何人かは 11 月に先輩である 3 年の「司

に対して興味を持つようになった」と，
特定の「本」

書」が開催するヒューマンライブラリーに補助的な

のカテゴリーを越えて関心を持つようになったと答

スタッフとして参加している。

えている人もいる。

「司書」となる学生は，「本」と「読者」が最良の
出会いの空間を構築できるように，ヒューマンライ
41
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ブラリーの一般的な様式とその意味・効果をテキス

る（横田，2018）。

続いて先輩（4 年生）から渡される前
ト 5 から学び，

ヒューマンライブラリーは社会問題として

回の報告書や 3・4 年合同ゼミなどの機会を通した個

しばしば取り上げられる「差別」や「偏見」

別コミュニケーションを通して，これまでの明治大

をなくすためだけの活動ではなく，その企画

学のやり方や制約条件など，
「司書」が置かれた環境

に携わった全ての人が自分自身を見つめ直す

を理解していく。

機会を得られるものだ。自分の生き方や考え

工藤（2018）は，ヒューマンライブラリーが多様

方を見直すことに加え，「本」の方の自分と

化している現在，たとえば「読者」効果として捉え

は異なる特殊な人生を学ぶことで，人間には

られる「偏見の低減」なども，その分析を個人の視

様々な生き方があることを身近に感じ，自ら

点に限定するのでは十分でないという。つまり，そ

の視野を広げることができる。また，
「本」の

の置かれた環境と個人の関係性の中で捉える視点が

方自身も自らの生き方をもう一度振り返るこ

6

「司書」
の学びに援用
重要であると説く 。この見方を

とで，自分を見つめ直したり，大切なことに

してみると，図 9 のように描くことができる。工藤

気付くきっかけにできる。感じ方はそれぞれ

（2018）の図では，中心に個人（
「読者」
）を置いて，

だとは思うが，私自身もヒューマンライブラ

直近の直接空間（ミクロ環境）から，間接空間（メ

リーに関わる中で，自分のこれまでの生き方

ゾ環境）
，
さらにマクロ環境を示す円で「読者」効果

をもう一度見つめ直し，自分のことをより深

が立ち現れるアフォーダンスを示している。ここで

く理解できた。また，
「本」の方々の強くたく

は，
「司書」の学びのアフォーダンスを示すために，

ましい生き方に身近に触れ，人間の持つ「生

「司書」がデザインする環境全体を，
場や時代の特性

きる力」の偉大さを感じた。（2011 の学生レ

（外枠）
，ヒューマンライブラリーを組み立てる観点

ポートから）

とその作業（中枠）
，そして共感が生まれる最良の出

・・・・・

会いの空間（内枠）として構成した。中心に「本」
・

中国からの交換留学生として（開催前の夏

「読者」だけでなく，
「司書の自己」を置いたのは，

まで）参加していた○○さんの言葉を思い浮

「司書」
が外の組織や社会に意識と行動を振り向ける

かべました。彼は「私たちはなぜ生きている

だけでなく，
「本」（あるいは「読者」
）との個人的な

のか ?」を考える機会こそ，ヒューマンライ

交流を通して，自分自身（自己）と出会い，
「司書」

ブラリーではないかと語っていました。私は

としての役割を果たすことと自己の拡張が同時並行

「偏見」ばかり意識し，これから本になってく
れる方たち・・・をすでに差別していたので

して進むことを示している。
ヒューマンライブラリー終了後の学生のレポート

はないかと思いました。人間はそれぞれ違う

を見ると，そのほとんどが最終的にはイベントのこ

姿になるまで時間がかかります。しかし，言

とと言うよりも，自己と向き合ったことを述べてい

葉の通りそれは違いであるだけで，それ以上
でも以下でもないことに気づかされました。

5

現在は坪井，横田，工藤（2018）を用いている。

6

工藤はこれを「アフォーダンス」という言葉を用い

（2011 の学生レポートから）
・・・・・

て説明している。すなわち，
「人は所与の環境での行動

私は，「普通」という言葉が大嫌いだ。人

の可能性や制約を「認知」
（意味付け）し，それに応じ

とは違った行動をすることが多いため，「普

て行動している…その認知を成立させる環境と人の関

通」であることが良いとされていた学校や地

係性を表す…アフォーダンス」が重要であると述べてい

域社会，家の風潮も大嫌いであった。だが，

る。
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学校が大嫌いだった私が初めて心から楽しい

のような形であったとしても，実に多様な可能性を

と言える生活を送れるようになったのは，定

持つと言える。最後に，筆者がこれまでの経験から

時制高校に入学してからであった。定時制の

考える可能性をメモして拙稿を終わりたい。読者が

友達は年齢も様々で，同じ障害を持っている

さらにこれを広げて下さることを願って。

子にも出会ったし，色んな病気を抱えている

A〈教育の方法〉

人もいた。…それゆえ，私はヒューマンライ
ブラリー開催において，自分はマイノリティ

① 偏見を低減する教育・社会変革の方法である

の人々の気持ちが理解できる，と自信を持っ

② 社会人基礎力をつけるアクティブラーニング
の方法である

ていた。自分の中に偏見というものはないだ

B〈総合的な情報提供の方法〉

ろう，と考えていた。…（中略）…

③ 知識（テキスト）だけでなく情動的な面も含め

だが，最初に訪問した時は，ショックを受

た総合的な情報提供の方法（「図書館」）である

けた。自分が思っていたよりも脳性麻痺の症

C〈自己分析・自己表現の場〉

状が重いように感じられ，言葉を理解しよう
としてもできず，何回も聞き返し，意思疎通

④ 1 対 1 で他者に自己を表現する場である

ができているのかいないのか，全くわからな

⑤ 自分の偏見や物の見方に気づく方法である

D〈つながりの形成〉

かったのだ。
一生懸命お話してくださるのに，

⑥ 初対面でも「対話」への参加を可能にする仕組

全く理解ができない自分も情けないと思っ

みである

た。お話したいと思っていたことを一つも伝

⑦ 同じ問題を共有する当事者同士がつながる場

えることができず，その日の帰りに私はふと
と思っ
「普通にお話できたらいいのになあ…」

である
⑧ 多様なマイノリティ同士をつなぐカテゴリー

ていた。そしてその時，あれほど嫌いだった

を超えた連帯の手法である

「普通」という言葉を自分が用いていたこと，

⑨ マイノリティへの理解を促し，支援する方法で

自分の中に偏見・差別意識があったことに気

ある

づいたのである。それは，私にとって衝撃的

⑩ 大学・図書館・地域の連携を作り出すきっかけ

な出来事であった。
（2010 年の学生レポート

である

から）

⑪ コミュニティ形成（まちづくり）の手法である

3．おわりに ― ヒューマンライブラ

⑫「国際」の枠を超えてつながりあえる「文化際」

リーのポテンシャル

交流の手法である
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