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【募集】Library Explore Mission のメンバーを募集します 

 

 (English below) 

 

図書館では、新たな試みとして、図書館を舞台に活動する ”Library Explore Mission” のメンバ

ー、EXPLORERS＜エクスプロアラーズ＞を募集します。 

今決まっていることは、書店に「ブックハンティング」に行き、図書館に置く本を選書することだ

け。その他の活動内容は自分たちで自由に企画できます。 

本を借りるだけの場所ではない図書館の可能性を探ってみませんか？ 

 

【申込】 

こちらのフォームから 7/31(土)までに申し込んでください。 

https://forms.gle/xXSno57YZyKRpfeF8 

定員：10 名（定員に達した時点で締め切り） 

 

【活動】 

活動期間：2021 年度秋学期 

活動時間：月２回 12:50～13:50 

*ブックハンティングに行く日は授業が休みの日に半日ほどかけて行きます 

 

【こんな人を募集します！】 

・図書館にもっと面白い本があればいいのに･･･と思っている人（じゃああなたが選んでみて！） 

・なにかわくわくすることがしたい人（どうせなら仲間と一緒に！） 

・イベントの企画が好きな人（今が図書館でその才能を活かすチャンス！） 

・アイデアバンク（シンプルに求めています） 

 

【企画例】 

・図書館で謎解きゲームを企画する 

・図書館「映え」写真コンテストを企画する 

・学生がどんな本を読みたいと思っているのかアンケートを実施し集計する 

・オリジナルしおりをデザインする 

・図書館が舞台のショートストーリーを作り動画を撮る 

・自分たちで何かテーマを決め勉強会を企画する 

・何か本が読みたいけど何を読んだらいいのかわからない人に本をおすすめしてあげるシステムを 

作る 

etc etc…可能性は無限大！ 

 

付属図書館 
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【Members Wanted】Library Explore Mission members wanted 

 

 

We are recruiting “EXPLORERS” who are the members of our newly forming group 

“Library Explore Mission”.  

The only mission which has been decided for the Explorers is to go to bookstore to select 

books for our library. (called “Book hunting”) Other activities are all yours to decide. 

Don’t you wanna explore the countless possibilities in the library (where isn’t only about 

borrowing books) with us?  

 

Application 

Fill in the form below by 31st July. 

https://forms.gle/xXSno57YZyKRpfeF8 

Number of members wanted: 10 (application closes when 10 people applied) 

 

Activities 

Period of activities: 2021 Fall semester 

Time of activities: Twice a month, 12:50～13:50. 

*when we go for Book hunting, we go on a holiday taking about a half day. 

 

We want somebody who… 

- is wishing there were more interesting books in the library. (then please choose 

 some!) 

- is looking for some fun. (let’s do something together!) 

- likes to plan things. (now is the time for your talent to blossom) 

- is an “Idea-bank” with creative mind. (We simply want you) 

 

You could do something like… 

- Plan a mystery solving game in the library. 

- Plan a photogenic photo contest in the library. 

- Investigate what type of books students are wanting to read. 

- Design an original bookmark. 

- Write a short story set in library and film them. 

- Start some studying groups. 

- Create a system to recommend books for people who wants to read but don’t  

know what to read. 

etc etc…the possibilities are limitless! 

 

The Library 
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