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はじめに 

私たちは愛知県立大学学生出版会として“県大をつなげる”をコンセプトに

フリーペーパーを発行している。 

活動していく中で情報提供の媒体である自分たちの在り方に疑問を持った。 

情報の送り手としてメディアを考えたい。情報の受け手ではなく発信するこ

との可能性を見つめてみたい。と考え、本企画の始動に至った。 

 

１．概要 

 研究開始に当たり、活動内容の方向性を決めるために、学生出版会のメンバ

ーを対象にアンケートを行った。その中で明らかにされた問題点は、以下の通

りである。 

（実施期間：H24/5/24～H24/5/27） 

 

団体について 

 「aps!」を作っている団体とは認識されても、「学生出版会」とは認識され

ていない 

 団体間での情報伝達および意思の疎通の不足 

 会議が長い（無駄な時間が多い） 

 赤入れの工程がよくない 

 経済面で、収入と支出のバランスを安定させる。 

企画立案について 

 雑誌に一貫性やテーマを持たせる 

 知名度が低い 

 企画の閉塞性。自由に企画を出せるところは大変いいのだが、『読みたい記

事』が書けているのかと考えると疑問に思う。連載企画が形骸化しつつある 

ニーズについて 

 県大をつなげることが目的であるのに対し、需要を確かめる手段がない 

 読者層を広げたい 

 

 この結果により、自分たちの感じる「学生出版会」の問題点を明確にした。

そのうえで、他大学や出版企業が実際にどのような意識のもと活動しているの

かを調査した。 

 

２．実際の活動 

 実際に行った主な活動は、以下の 2つである。 

 全国学生出版団体へのアンケート調査 



 

 

 学生出版団体 2団体と、出版企業 2社への取材 

２－１．活動スケジュール 

 

 協力者募集（活動期間 H24/6/4～H24/6/15） 

 都道府県学生団体調査（活動期間 H24/6/1～H24/10/1） 

 全国学生出版団体へのアンケート調査のため、全国の学生出版団体について

調査した。 

※調査方法 

1. 全国 47都道府県に調査担当者を割り振る 

2. 担当者が都道府県に存在する大学、短期大学を調べ上げる 

3. 各大学の HPから学生出版団体を探し、リストアップ 

4. リストアップした中から 100団体選出 

 株式会社リバーシブル取材（H24/7/1） 

 学生団体「粋」取材（H24/7/4） 

 学生出版団体へアンケート送付（H24/10/24～H24/12/10） 

 図書出版風媒社取材（H24/11/28） 

 学生団体 PICASO取材（H24/12/15） 

 

２－２．学生出版団体アンケート 

 

活動の一環として、日本全国の学生出版団体へのアンケート調査を行った。

結果と考察をこの章で述べる。また、回答者の特定を防ぐため、団体情報とな

りうる質問項目は、回答省略とさせていただく。加えて、紙面の制限のため、

一部質問項目を省略した。 

 

アンケート概要 

名称：学生出版団体についてのアンケート 

実施期間：平成 24 年 10 月 24 日（水）～平成 24 年 12 月 10 日 

実施対象：全国学生出版団体から 100 団体を選抜 

実施方法：①当該団体の所属大学へアンケート郵送／返送 

②メールでのアンケート依頼／返信 

回収率：31／100（31％） 

質問数：全 27 問 

 

 

1. 貴団体の団体名を、正式名称で教えてください。 →回答省略 



 

 

2. 貴団体の設立年度を教えてください。 

年度 数 割合
1921～1930 2 6%
1931～1940 0 0%
1941～1950 0 0%
1951～1960 0 0%
1961～1970 3 10%
1971～1980 0 0%
1981～1990 4 13%
1991～2000 0 0%
2001～2010 16 52%
2011～ 2 6%
不明 4 13%
計 31 100%     

    表 1 

3. 貴団体の所属人数を教えてください。 

人数 団体数 割合
10以下 9 29%
11～20 9 29%
21～30 4 13%
31～40 3 10%
41～50 2 6%
51～60 1 3%
61～70 1 3%
71～80 0 0%
81～90 1 3%
91以上 1 3%
計 31 100%   

表 2  

4. 貴団体はいくつの大学の学生から構成されていますか？ 

数量 割合
①　同一大学のみ 26 84%
②　2大学 1 3%
③　3大学 0 0%
④　4大学 1 3%
⑤　5大学 0 0%
⑥　6大学以上 1 3%
⑦　その他 2 6%
計 31 100%     

        表 3                    図 1 

  

ほとんどの学生出版団体が、同一大学のみで構成されている。そのため、多

くの団体が、その大学独自の情報を公開する媒体として機能していると推測で

きる。 

 

 2001 年～2010 年に設立した団体が圧倒的

に多い。この時期から、印刷技術の浸透により

学生出版のハードルが下がったと推測できる。

また、古くから存続する団体の数がわずかであ

ることから、学生出版団体はまだ長期間の活動

を行っていないものが多いとも推測できる。 

 

 1～20 人で構成された学生団体が過半数を占め

る。活動量が多く人数が必要な団体である反面、情

報交換等の交流が不可欠のため、この程度の人数が

最も活動に適しているのだろうか。 

 



 

 

5. 貴団体は学生主体の団体ですか？それとも、大学主体の団体ですか？ 

数量 割合
①　学生主体の団体 26 84%
②　大学主体の団体 1 3%
③　その他 3 10%
不明 1 3%
計 31 100%      

       表 4                     図 2 

 

学生主体で活動をしている団体がほとんどであったが、大学主体の団体、教

員や企業と強く連携を持つ団体も、中には見られた。 

 

6. 貴団体の発行する出版物の正式名称を教えてください。 →回答省略 

7. 貴団体の発行する出版物の略称・愛称などあれば教えてください。 →回答

省略 

 

8. 貴団体の発行する出版物の 1 年間の発行頻度を教えてください。 

回数 団体数 割合
1回 6 19%
2回 8 26%
3回 5 16%
4回 3 10%
5回 5 16%
10回 1 3%
11回 1 3%
12回 2 6%
不明 3 10%
計 31 100%      

        表 5                   図 3 

 

 

 発行頻度は年 2 回が最多であり、年 1 回から年 3 回という回答が過半数を超

えている。反面、月刊発行に近い発行頻度（年 10 回～年 12 回発行）を保つ団

体も 4 団体あり、①まとまった情報の提供を目的とする団体②定期的な情報発

信を目的とする団体の 2 種類に大きくわけることができる。 

 

 



 

 

9. 貴団体の発行する出版物の、主な読者層を教えてください。（複数回答可） 

数量
①貴団体の所属する大学の大学生 27
②貴団体の所属する大学の職員（教員含む） 17
③貴団体の所属する大学以外の大学生 6
④地域の住民 9
⑤協賛契約店舗 11
⑥その他 11
計 81    

表 6                      図 4 

 その他の詳細は、「高校生・受験生」「高校の職員」「カフェ・店舗」「保護者」

「新入生」「交通事業者、行政」「書籍により異なる」などが挙げられた。団体

の方針の違いが大きくあらわれている。 

 

10. 貴団体の発行する出版物の部数をお選びください。 →回答省略 

※部数にはバラつきがあり、大学の規模や、携わる大学の数によっても差

がある。なお、1001～2000 部が一番多く、4001～5000 部が次いで多かっ

た。 

11. 貴団体の発行する出版物のサイズを教えてください。 →回答省略 

12. 貴団体の発行する出版物のページ数を教えてください。 →回答省略 

※数十ページに及ぶ冊子状のものや、一枚にすべての内容がまとめられてい

るものなど、基本的にそれぞれの団体の活動や出版物の内容の傾向などに合

わせたものが使われていると考えられる。また、使用している団体が多い

A4 や B5 が手に取りやすいサイズであると考えられる。 

13. 貴団体の発行する出版物の配布方法と配布エリアについて、実施しているも

のをお選び下さい。（複数回答可） 

〈配布方法〉 数量
①手渡し配布 21
②設置配布 26
③企業や取材先への配布 15
④その他 7
計 69    

          表 7                   図 5 



 

 

〈配布エリア〉 数量
①貴団体の所属する大学 28
②貴団体の所属する大学以外の大学 6
③協賛契約店舗 9
④駅 2
⑤コンビニ 1
⑥ショッピングセンター 3
⑦公共施設 3
⑧その他 9
計 61  

       表 8                      図 6 

 

相手に直接届けることのできる手渡し配布や、所属大学内での設置配布が主

流だ。そのことから、学生の発行する出版物のターゲットは基本的に同じ学生

であり、どの団体も自分の所属する大学を中心に関わりの深い順に設置してい

ることが分かる。 

 

14. 貴団体の発行する出版物を作成する際に使うソフトを教えてください。 

15. 貴団体の発行する出版物の本文に使われているフォントを教えてください。

また、このフォントが使われている理由があれば、お聞かせください。 

16. 貴団体の発行する出版物は、フリーペーパー（無料配布物）ですか？ 販売

物ですか？ →14,15,16 回答省略 

※雑誌を販売している、書籍を作るなどの例外はあるものの、基本的には無

料である場合が多い。 

17. 貴団体の発行する出版物の印刷代の財源を教えてください。 

数量
①　学校からの補助 14
②　後援会・同窓会からの補助　 4
③　広告収入 21
④　広告収入以外の企業協賛 2
⑤　文化祭の模擬店などの収入 0
⑥　メンバーの自費 7
⑦　その他 8
計 56   

表 9                      図 7 



 

 

18. 貴団体の発行する出版物には、貴団体と協賛契約を行った企業の広告が掲載

されていますか？ 

数量 割合
①企業の広告を掲載している 19 61%
②企業の広告を掲載していない 7 23%
③その他 4 13%
④不明 1 3%
計 31 100%   

 

17.より、出版物の財源としては広告収入が最も多く、次いで学校からの補助

を得ている団体が多い。 

団体によって異なるが、基本的に広告収入がない場合は学校からの援助を受

けている。例外として、一部の発行部数が少ない団体は自費出版をしているよ

うだ。 

 

19. 出版物ひとつ当たりの広告数はおおよそいくつですか？  

数量 割合
①　1～10 14 45%
②　11～20 6 19%
③　21～30 0 0%
④　31～40 0 0%
⑤　41～50 1 3%
⑥　51～60 0 0%
⑦　61以上 0 0%
⑧　その他 0 0%
⑨　広告なし 7 23%
⑩　不明 3 10%
計 31 100%    

       表 11                   図 9 

 

半数近くが 1から 10という回答だった。企業の作るクーポン誌などとは違い、

広告を載せることを目的とした冊子はほとんどないと言える。 

 

20. 貴団体の発行する出版物の製本方法に当てはまるものをお選び下さい。（複

数回答可） 

数量
①　印刷会社に依頼 27
②　貴団体の所属する大学に依頼　 2
③　貴団体の所属する大学以外の大学に依頼 0
④　手作り製本 4
⑤　その他 1
計 34  

表 10 図 8 

表 12 



 

 

大部分が印刷会社へ依頼している。ある程度のページ数がある場合は印刷会社

に依頼している場合が多く、手作り製本と回答されたものは発行部数が少ない

ことが多かった。 

 

21. 貴団体の発行する出版物は、読者へのニーズ調査（第三者による雑誌の評価

付け、感想集め）を行っていますか？ また、その調査方法は具体的に何を

行っていますか？（複数回答可） 

数量
①アンケート（紙） 9
②アンケート（web） 8
③メールでの意見募集 6
④twitter,FacebookなどのSNSを利用したニーズ調査 6
⑤直接、知人などに感想を聞く 15
⑥その他　 2
⑦全くニーズ調査を行っていない（メンバー間での反省会のみもこれに含む） 7
計 53  

表 13 

 

直接知人などに聞くという回答が最も多かった。アンケートに加えて知人な

どに聞くと回答した団体と、直接知人などに聞くということのみを行っている

団体とがあったため、このような結果になったと考えられる。 

 

22. 読者へのニーズ調査をどのように捉えていますか？（複数回答可） 

数量
①次号以降の出版物の企画内容の参考 21
②次号以降の冊子のレイアウト内容の参考 13
③評価・感想を聞く事でのモチベーション上げ 13
④評価・感想を聞く事での反省の機会 16
⑤その他 1
計 172  

表 14 

 

企画内容の参考にしている所が最も多く、企画立案に問題意識を抱えている

団体が多いことがここからも伺える。 

 

23. 貴団体がおこなっている、出版以外の活動（学生主催のイベントなど）があ

れば、教えてください。 →回答省略 

※生協や生徒会などの機関として出版物を作っている団体が多くあったた

め、それらの活動を上げているところが多かった。 

 

 



 

 

24. 貴団体の活動の中で、やりがいがあると感じているものについて教えてくだ

さい。（複数回答可） 

数量
①企画立案 21
②取材 23
③営業（協賛契約関連） 8
④広報 12
⑤配布 12
⑥ニーズ調査 5
⑦編集作業 23
⑧その他 4
⑨特になし 0
計 108   

表 15                    図 10 

 

 

 

当然であるが、誰もが何かしらのやりがいを感じて活動をしている。強制さ

れてやっているわけではないため、やりがいを見出していないならば続かない

だろう。 

 

25. 貴団体の活動の中で、問題を感じ、改善に向けて取り組んでいるあるいは取

り組もうとしていることがあれば、お教えください。（複数回答可） 

数量
①企画立案 13
②取材 6
③営業（協賛契約関連） 8
④広報 7
⑤配布 10
⑥ニーズ調査 11
⑦編集作業 7
⑧その他 5
⑨特になし 4
計 71   

表 16                    図 11 

 

多くの団体が企画立案やニーズ調査に問題点を感じており、我々と同じよう

な問題意識を抱えている団体が多いように思われた。 



 

 

26. 貴団体の活動理念・活動方針・特色などを教えてください。（一部抜粋） 

 大学の輝きをそのまま届けられるよう全力で取材に取り組んでいます。 

 楽しみながら良いフリーペーパーを作っていこう！ 

 大学、学年の垣根を越え互いに人格を磨き、精神を高め、夢の実現を目指す。 

 大学生の生活にプラスαの楽しみを与えられるようなフリーマガジンを作

るのをモットーにしています。 

 学生に伝えるべき情報、学生が必要としている情報の共有。 

 自分たちの活動を通して「新しい出来事（ハプニング）」が発生することを

目指しています。 

 公正中立・不偏不党がモットー。 

 

27. 最後に、貴団体の目指しているもの、今後やっていきたい活動をお聞かせく

ださい。（一部抜粋） 

 自由に書くけど自己満ではなく“発信する”ことを念頭において作っていく。 

 学生と学生、学生と地域の橋渡しのなりたい（中略）学生の成長⇔地域の成

長だと考えています。 

 ニーズ調査・フィードバックを充実させたい！ 

 読者の方々全員に面白いと思ってもらえなくても、ある一定層にはすごく気

に入ってもらえるような記事が、いろいろな種類揃っている雑誌になれば、

と思っています。 

 

〈理念について〉 

26.27.より、学生団体の理念、目指す方向としては、 

 大学の魅力を伝える 

 書きたい記事を書く（自由に楽しく） 

 学生としての自身の可能性を広げる 

 身近な情報媒体でありたい 

 有益な情報を届けたい 

 影響を与えたい 

 第三者の公正なメディア 

 自己満足ではない発信 

 学生の成長は地域の成長 

 ニーズ調査、フィードバックの充実 

 一定層の読者に気に入ってもらえる記事がいろいろそろった雑誌 

 つながりたい 

といった傾向がつかめた。 



 

 

 

２－３．インタビュー 

 

 学生出版についてより考察を深めるため、4つの団体を取材させていただいた。

取材した順は以下のようになっている。 

1. 株式会社 リバーシブル （出版企業） 

2. 学生団体 粋 （学生出版） 

3. 図書出版 風媒社 （出版企業） 

4. 東大・早慶ベストセラー出版会 PICASO （学生出版） 

これにそって各団体を取り上げていく。 

 以下、各団体への主な質問および回答を載せた。主な質問は、 

○企画立案の方法は、どのようなものか 

○ニーズの把握を行っているか、それはどのような方法か 

○学生のフリーペーパー作り・出版活動をどう思うか 

以上の 3点である。 

 

株式会社 リバーシブル ―一番ディープな岡崎本 リバ！― 

〒444-0044 愛知県岡崎市康生通南 3-20 ステージビルⅡ 3F 

http://www.reversible.co.jp/ 

取材日：平成 24年 7月 1日 

作業人数（編集者数）：3人 

 

 愛知県の中核都市、岡崎市のタウン誌「リバ！」は A4サイズフルカラー、本

文 48 ページの月刊フリーペーパー。これを作るのは、3 人の編集者である。取

材、執筆、編集、営業のすべてを、3人で行う。 

取材は、株式会社リバーシブルの事務所隣の会議室で行われた。インタビュ

ーをさせていただくのは、「リバ！」編集長の浅井寮子さん。とても気さくで、

明朗快活な女性である。1冊の雑誌としての方向性にズレが生じないのだろうか。

そう伺うと、このような返答が得られた。 

「私たちが作るものは、いわば“ざっくり岡崎専門誌”なので、かっちりした

方向性はありません。なので、少しくらいそれぞれが好き勝手やってしまって

も、お互い注意を掛けあう程度で、大丈夫です」 

 個人の担う責任が大きい分、互いの信頼も厚いようだ。 

 



 

 

○企画立案の方法 

月に一度の編集会議を行うそうで、 

「たぶん、ちゃんとしたところは、年間でどんな記

事を載せるか決まっているの。いわゆる季節もの。2

月はバレンタイン、夏はビールとか。だけどうちは、

町に旬は無いし、それ（季節もの）はうちがやるこ

とではないので、企画は、その月に決めます」 

企画の元ネタは、前回取材先や会員企業、飲み会

での盛り上がった話などから拾うそうだ。 

○ニーズの把握方法 

「ニーズの把握はしていますが、参考程度です。この企画が人気あったから、

もう一回やろう！ などはしません。“こういう企画をやって！”という意見も

いただきますが、対応していると、だいたいがランチ特集になってしまうので、

それはほかのフリーペーパーがもうやっているから、そっちを読んでください

な、で終わらせます」 

 読者の期待にただ答えるだけではなく、自分たちが紹介したいものを紹介す

るというスタンスがあるようだ。 

○学生のフリーペーパー作り 

「非常にいいと思います。大学生活って社会に本格的に飛び込む準備を、もっ

とした方がいいのに、って思っているので。大学時代って、社会から一番隔離

されている気がするの。社会に出る前なのに、突然社会に出ていかなければな

らない感じがする。こういう活動をしていれば、働いてる人たちと話ができる。

人と話せば話すほど、社会の雰囲気はつかめるから、いいんじゃないですか。

それにしても、こういったちゃんとし

た体が作れるってことは、印刷技術が

浸透しているんだなーって思います

ね。」 

大学生が社会から隔離されていると

いうのはあまり意識したことがなか

ったが、取材という名目でどんな人に

も会って話ができるというのは楽し

い経験である。 

 

株式会社リバーシブルの特徴として、「会員制度」があげられる。 

「会員の皆さんに、1 号につき 5000 円広告料をいただくことで、岡崎の面白い

と思われる記事、あるいはこれは残してくといいなって思われる記事を、「リ

図 12 岡崎市のタウン誌『リバ！』 

図 13 『リバ！｝編集長 浅井寮子さん 



 

 

バ！」に載せています。私は“おこづかい制度”と呼んでいます。費用対効果

で考えれば、5000 円ぶんの客がこの広告で来るかって言ったら、来ません。普

通に考えたら、これは経営者としてはあかんことです。 

なぜこの経営者たちが、うちに 5000円も落としてくれるのかというと、彼らに

はまちのことを載せて下さいね、っていう期待があるからなんです。というこ

とは、このシステムが成立しなくなったときは、みんなが町に期待がなくなっ

たときだ、ということになります。なので、私たちは期待されていると思い込

んで、頑張っています」 

人と人のつながりの大切さを感じさせる、あたたかい会社である。 

 

 

学生団体 粋 ―枠から一歩飛び出そう― 

名古屋大学・南山大学合同サークル 

http://freepaper-iki.sakura.ne.jp/ 

取材日：平成 24年 7月 4日 

所属人数：23人（取材時） 

 

学生団体 粋は、企画部・DTP部・営業部の三部構成となっている。各々の部

局が連携し合い、季刊誌「粋」を作り上げている。今回は、編集長の武重さん

と、企画部部長の原田さんに名古屋大学文学部本館一階にてインタビューさせ

ていただいた。 

 

○企画立案の方法 

「季刊誌のため、3 か月周期の活動です。

毎週月曜日にミーティングをしています。

活動開始の月の第一週、第二週の月曜日は、

企画部が発表する企画プレゼンの週です。

ここでプレゼン合戦があります。企画合戦

を勝ち抜き、通った企画の発表者が企画責

任者になり、企画がスタートします」 

「企画には枠があって、特集が 6 ページ、

中企画が 4ページ、小企画が 2ページ、プ

チ企画が 1ページ、の 4つしかありません。

それぞれの企画が一つずつしか通らないので、プレゼンや質疑応答で戦わせて、

多数決で決定します。なかなかに辛辣です」 

「自分たちの強みとして、粋としてできることは何かというのはすごく考えて

図 14 名古屋大学のフリーペーパー『粋』 



 

 

います。アンケートをとると、“旅行企画をしてほしい”という声もよくあるん

です。でも、旅行企画なら、旅行会社の方が優れた情報を発信できるに決まっ

ているじゃないですか。うちらはうちらの得意なことを、例えば大学生の目線

とか、名大と南山の密着性とか地域ネタという強みを生かしていきたいと思い

ます」 

「いかに独りよがりにならずに、多くの学生の共感を得るか。でもありきたり

になっちゃダメで、粋の独自性みたいなことも考えなくてはいけない。共感は

得たいけど独自性もほしくて、でもそんな発信できるだけの何かを自分が持っ

ているかというと自信がなくて。難しいところです」 

自分たちにできること、強みを的確に把握し、その中で発信について深く考え

ているからこそ出る言葉である。 

○ニーズの把握方法 

「ネット上にアンケートフォームを設け、毎号実施しています。スタッフ一人

につき 15人分というノルマ制で、ある程度の数は毎回集めるようにしています。

あとはメールや、講義前に時間をもらい、ニーズ調査をしています。それでも

まだまだ身内が多いです。みんながみんな“面白い！”って思うわけがないの

に、そういう意見が多いです。もっと厳しい意見がほしい。ニーズが把握しき

れているのかどうかはわからないです」 

「アンケートの内容は、よかった企画とその理由、よくなかった企画とその理

由、あとやってほしい企画、あと粋に一言とかそういう感じです。アンケート

に応募するとプレゼントが当たる、というのもやっています。プレゼントは経

費で購入します」 

○学生のフリーペーパー作り 

「やりたい放題できることと、作業工程が全部見られるという利点が大きいと

思います。企業だと自分の部署しか知らず、自分のプロジェクトにしか携わら

ないかもしれない。でも学生団体だからこそのつながりがあるので、営業も企

画も、DTPも全部見られるというのは

面白いです」 

「フリーペーパー作りはなかなか学

生時代にしかできない気がします。学

生出版は、読者もまた学生なので、読

者層がはっきりと想定出来て、恵まれ

ています。また、“名大生のための”

と言ったら振り向いてくれる人たち

がある程度いるのはローカルな強み

だと思います」 図 15『粋』編集長 武重さん、企画部部長 原田さん 



 

 

大学が学生としての自由な発信の場であることを改めて認識させられた。 

 

理念について伺うと、 

「コンセプトの“枠から一歩飛び出そう”というのが、枠にチョンチョンとつ

けると粋になるんですよ。粋を読んだ後に、今まで考えたことの無かったこと

を考えるというか、ちょっと昨日とは違う行動をとるとか、そういうことにつ

ながっていけばと思っています」という答えが返ってきた。何かを変えたい、

動かしたい、という活動原理が伝わってきた。 

 

 

図書出版 風媒社 ―今、発信すべきことがある― 

〒460-0013 名古屋市中区上前津 2－9－14（久野ビル ２F） 

http://www.fubaisha.com/ 

取材日：平成 24年 11月 28日 

作業人数：編集 2人 

     営業 2人 

 

風媒社は総勢 8名の名古屋を拠点とする出版社で、年間約 40～50冊の新刊を

出版している。ジャンルは学術書からガイドブック、小説、地元に根差した分

野や、実用書まで様々だ。今回は、代表の山口さんと編集長の劉さんに、事務

所にてインタビューさせていただいた。 

 

○企画立案の方法 

「会長から営業まで全員で一度は吟味し、「風媒社」の言論的役割と今までにな

いような革新的なテーマを考えて企画し、「風媒社」としてどう書くのか、「風

媒社」の読者だったらどういった形がいいのかということを考える。そういっ

たことを編集会議で話し合って、営業

の面からだとかみんなの意見を集めて

その企画でどれくらい売れるのか、ど

ういう意味をもつのか考えて実際やる

のか決める。」 

「風媒社はその書籍が存在するところ

に意味を持たせており、そうでないも

のを出しても意味がなく、しかし、役

割があるはずで、その役割の中で果た

していくべきものがある。そういうス図 16『風媒社』代表の山口さん、編集長の劉さん 



 

 

タンスで行けばおのずと方向性が決まってくる」 

風媒社が役割の中での在り方を見据えていることがよくわかる。 

○ニーズの把握方法 

「ものすごく難しいんですが、風媒社がずっとこれまでやってきたことで、風

媒社としての役割という面で考えると、ニーズは無いかもしれないけど、こん

なもの売れないかもしれないけれど、これは出版しておかないと、っていう本

はあります。いま発信すべきだから、書籍にしているというだけですね。ニー

ズが「ある」と思って出すものじゃなくて、できた後にニーズが「あった」の

がわかることが多いです。」 

取材全体の印象として、一貫した信念のようなものを感じた。それは事務所全

体に流れる空気感とそこで働いているみなさんの醸す言わずもがなことである

ようだ。 

○学生のフリーペーパー作り 

「表現物であるとともに、やっぱり、コミュニケーションツールなので、「なに

かを伝える」というのがメディアです。そこをわきまえないと、ろくでもない

ものができていく。何を訴えたくて、学生であるという立場を、どこにどう盛

り込んで自発的なメディアになっていくのか、ということが大事なわけです。

これを読むことで表象しているあなたたちの考えを、逆に読者が知ることがで

きる。そうなって初めて、メディアになるわけですから。そこが希薄なものが

非常に多いですね。だから、もっと入れ込んで、「小さいメディア」という可能

性を生かし、そんなに公平でも公正でなくてもいい。間違いがあったとしても、

謝れば済むかもしれない、っていうくらい、自由なものになるでしょうね。も

っと本当に君たちが、書きたいこととか調べたいこと、調べることで伝えたい

ことっていうのを載っけたときに、面白いものになる。それは、商業メディア

ではできないことで、個人的なものとか、その年代でしか感じられないものを

出す、っていうのはなかなかできないことなので、そういうものを乗っける小

さいメディアって言うのは、どんどん出来ていってほしいなと思います。そこ

が可能性でしょう。だったら、もともとの目的に従って、そこを広げていった

り、深めていく、っていうメディアにしてほしいですね。その方が、やってい

ても面白いと思う。」 

発信していく側としてとても勇気が出ると同時に身の引き締まる思いがした。

聞いているうちに自分たちがメディアの裾野としてもっと責任と自信を持って

発信するべきなのだと強く思うようになった。 

 

 

 



 

 

 

PICASO ～東大･早慶ベストセラー出版会～ ―日本唯一の商業出版サークル― 

http://picaso.jp/ 

取材日：平成 24年 12月 15日 

所属人数：35人 

 

 土曜だというのに私たちが取材をした早稲田大学学生会館はものすごい活気

に満ちていた。部屋もベンチも廊下も何やら生き生きと話す人、発声練習をす

る人でごった返していた。私たちは PICASOの前代表澤田さん、現代表の櫻井さ

ん、出版甲子園代表の信太さんの三方に取材させていただいたが、なかなか場

所が確保できず、立話のような形での取材となった。こんな激動の渦のような

場所に来るのは初めてで圧倒されながら、なんとなく、ここでだから生まれる

ことができるものがきっとたくさんあるのだなと合点がいく気がした。社会に

影響を与えるためにはベストセラーになるような売れる本を作らないといけな

い。そして実際に書店に並ぶ本を作ることを目標としているため、「どのような

本であれば、読者がお金を払う価値があると思ってくれるのか」ということを

常に考えながら活動している。 それが皆さんのおっしゃることだった。 

 

○企画立案の方法 

「毎週の企画会議で出版社に売り込む

ための企画書を作成していきます。最初

は雑談だったりするものをどんどん充

実させ、発展させ、クオリティーをあげ

ていくんです。ただ、出版社からの反応

がなければ企画は全くの水の泡に帰し

ます。」 

商業出版は出版社というハードルが

あるのを意識させられる。 

○ニーズの把握方法 

「企画によって様々ですね。読者が面白いと思うかどうかというのも大事なん

ですが、商業出版として、書店に並ぶとか、編集者に納得していただくという

ところも考えていかなければならないので難しいです。類書があるなしも問題

で、肯定的に新ジャンルの開拓ととらえたり、実績がないので売れないと踏ん

だりと編集社によって様々です。出版社は編集者視点の、ニーズの捉え方しか

できないので私たち学生の視点が欲しいという面もあると思います。」 

また、姉妹団体である出版甲子園では、 

図 17 『PICASO』前代表 澤田さん 



 

 

「ニーズと、著者が書くことのできること、著者意義っていうものが合ってい

ないと、商業出版は難しい」ということを留意しつつ審査を行っていくそうだ。 

○学生のフリーペーパー作り 

「同じ出版サークルというカテゴリに属していても、無料で読めるフリーペー

パー作りと私たちの活動はまったく別のものだと思うんです。 ただ、私たちは

いつも「商業出版であること」に縛られて思考が停滞しがちなので、フリーペ

ーパーのように様々な企画を実現することができる場を、羨ましくも思ってい

ます。 フリーペーパーなら、一度行った企画の反響を伺い、その企画について

改善したものを次の刊で行って再び反響を伺ってみるという試行錯誤をするこ

とができ、いろいろ勉強になるのではないかと思います。」 

「時々、慣習的に出さなきゃいけなくて追われているだとか、なんというかい

わゆる内輪ネタとか、読んでいておいてけぼりのような感覚のある特集とかを

見ると、うーんという感じですね。」 

フリーペーパーの自由さゆえの可能性と弊害の二面性が端的にわかる発言で

あった。 

 

取材をしていく中で、「著者性」という単語をよく聞いた。その人にしか書け

ないもので、私たちが書くからこそお金を出しても読みたい、というものでな

くてはいけないという意識を持っているそうだ。大学生というフットワークの

軽さ、視点、学びたいという気持ちを活かしながらプロに近づいていきたい。

そんな熱意を感じた。  

PICASO と出版甲子園は学生出版の

可能性の一つの終着点のように思える。

その環境、人々、と限定的ではあるに

せよ同じ学生でこんなことをしている

人たちがいると知るだけでも私たちに

とって衝撃であり、刺激的な取材であ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 『PICASO』現代表 櫻井さん 



 

 

 

 

 以下は、取材先を基本情報および質問項目別に、表にまとめたものである。 

※FP＝フリーペーパー 

 リバーシブル 粋 風媒社 PICASO 

分類 企業 学生 企業 学生 

出版物 FP FP 書籍 書籍 

作業形態 一括型 分業型 分業型 橋渡し型 

企画立案 自由 プレゼン合戦 編集会議 立案は自由 

企画が通るかど

うかは出版社次

第 

ニーズ 参考程度 アンケート結果

重視 

出版した後にわ

かるもの 

・読者第一に、

自分たちの視点

も重視 

学生の FP ・取材を通し、社

会人と会える 

・印刷技術の浸透 

・やりたいことが

できる 

・すべての作業工

程が見られる 

・コミュニケーシ

ョンツール 

・小さいメディア 

・様々な企画を

実現できる場 

・内輪ネタに走

りがち 

表 17 

３．学生出版の在り方と可能性 

 ２で挙げた活動内容をもとに、現時点で私たちが発見し、感じた、「学生出版

の在り方と可能性」を今項でまとめさせていただく。 

 

学生出版の在り方 

研究を通し見えてきた在り方の方向性として、2つに焦点を当てて、述べてい

きたいと思う。 

 作業形態の違い 

 有料出版か、無料配布か 

 順にこれらを述べていく。 

 

 作業形態の違い 

取材より、出版団体の作業形態は、一括型と分業型と橋渡し型の 3 つがある

ことが分かった。 

株式会社リバーシブルのような一括型は、一人で一つの企画に取り組んでい

くので、一貫性がある。そのためまとまった特集記事を書くことができ、協賛

取材内容まとめ 



 

 

契約まで同じ人が行うことで、学生としては様々な経験ができる反面、共同作

業が減り、企画を深める段階が無くなる。 

学生団体粋、図書出版風媒社のような分業型は、それぞれの業務に一定の期

間があり、個人の負担が少ない反面、全体的な視野を得ることはできない。 

学生団体 PICASO のような橋渡し型は新しい出版の形である。橋渡し型とは、

執筆意欲のある学生に発信の機会を提供するために、出版社との橋渡しをする

形態のことである。今回取材した団体の中で、出版甲子園がこれにあたる。 

 ちなみに、私たち愛知県立大学学生出版会は、この中で言うと「一括型」で

ある。取材、編集、営業のすべての工程を、ひとりひとりが行っている。 

 

 有料出版か、無料出版か 

私たち「愛知県立大学学生出版会」がなぜ商業出版ではないのか、というこ

とを突き詰めて考えてみよう。なぜ商業出版ではないかと言うと、知らなくて

もいいけれど知ってほしい情報を発信することの余剰の価値や意義を意識して

いるからだ。「知っている」ことがそのままつながりをつくる訳ではない。しか

し、全く興味がなく、何の情報もないところにはそもそもつながること自体が

不可能である。 

今回私たちは、学生自主企画研究という活動の中で、様々な学生出版団体の

存在を知った。その在り方の多様性を知った。大学の広報室と連携を持つもの、

生協と連携を持つもの、地域と連携を持つもの、そして、私たちのようにサー

クルとして学生団体単独の活動をしているもの。メディアの形式にも、新聞、

フリーペーパー、販売書籍、販売雑誌、パンフレット、リーフレット。広告の

有無。さまざまな形式がある。 

そして、それぞれの団体に共通していること活動意欲が 2つある。1つ目は「自

分たちが発信したい情報を発信する」という意欲、2つ目は「これをいま読者に

伝えなければならない。これをいま記事として残さなければならない」という

意欲だ。 

さて、最初の疑問に戻ろう。“私たち「愛知県立大学学生出版会」がなぜ商業

出版ではないのか” 

なぜかというと、私たちの活動理念が「県大をつなげる」だからだ。ひとり

でも多くの人に、県大について知ってもらい、より県大を身近なものにしてほ

しい。具体的な内容として、他学部の授業や教授など、自分たちの大学なのに

知らないこと、あえて自分から取得する必要のない情報を伝えることだ。自分

から取得しなければならない情報・興味のある情報であれば、読者は、有料の

書籍や雑誌でも手に取ってくれるであろう。（PICASOさんの取材で得た情報によ

ると、興味を持つ読者層の 100 分の 1 が実際にその書籍を購入すると予測がで



 

 

きるようだ。）しかし私たちの伝えたい情報は、自分から取得する必要のない、

言うなれば「知らなくても良い」情報である。しかし、「知らなくても良い」は

「知らない方が良い」情報ではない。知る事には必ず価値がある。なぜなら、

繰り返しになってしまい恐縮だが、“全く興味がなく、何の情報もないところに

はそもそもつながること自体が不可能である”からだ。 

つながりを作るためには、知る必要がある。知ってもらうためには、気軽に

情報を得られる必要がある。だから私たちは、無料配布、「フリーペーパー」と

いう形態を選んでいるのだ。 

ひとりでも多くのひとに、県大について知ってもらい、知ってもらうことで、

県大生をつなげる。大学という組織と教員、学生の間の溝を埋めるためには知

ることで視野を広げることが必要である。そのためには私たちがまず視野を広

くしなければ始まらない。取材その他を通じて色々な人と関わり、感じたこと

をフィードバックする。そのことは最終的に、県大の学生に、県大を好きにな

ってほしいという願いも込められている。 

 だから私たちは、「無料配布」の在り方を保つのだ。 

 

 学生出版の在り方は、それぞれの団体が自分たちの活動目的・理念に即した

形態を取っている。時代によっても変わっていくのだろう。 

 

【学生出版の可能性】 

つぎに、学生出版の可能性として浮かんできたことを述べる。 

学生のフリーペーパー作りは、作り手側の利点として、大学時代という社会

から隔離されている状況で、社会の雰囲気をつかむための機会である大きな強

みがある。 

また、読者層がはっきり想定できる恵まれた環境の中で自由なメディアとし

て「何を訴えたいか」を考えるべきである。「小さいメディア」という可能性の

なかで多少公平さや公正さを欠いたとしても、本当に書きたいことや調べたい

こと、調べることで伝えたいことを書くということは、商業出版にはできない

ことである。大学生というフットワークの軽さ、視点、学びたいという気持ち

を活かして意欲的に活動できる場は、様々な可能性を秘めている。 

「小さいメディア」としての可能性は、 

・ 公平さや公正さを気にする必要はない 

・ 売れるかどうかを気にする必要がない 

・ 自分たちのやりたいことをやることができる 

・ 学生出版であるため、常に一定量の読者がいる。 

などが挙げられる。 



 

 

これらのことから、学生出版は商業出版に比べて、はるかに自由に自分たち

のやりたいことを納得がいくまで追求することができる。 

社会学者グラノヴェターは「弱い紐帯の強さ」を説いている。ネットワーク

の広がりや、グループ間の連携、関係性の薄い者どうしの情報収集が実質的機

能をもつというものだ。知らなくてもいいけれど、知ってほしい情報を発信す

ることので、はじまりは浅いつながりかもしれないが、つながりのあるコミュ

ニティを生み出すことが可能なのではないだろうか。 

 

おわりに 

学生出版について半年間の研究を続け、感じたことを述べて、論を締めさせ

ていただく。 

学生出版では、その人にしか書けないものを自由に書く事が大切である。公

平さや公正さを気にする必用はなく、売れるかどうかを気にする必要もない。

とにかく、自分たちが本当にやりたいことを納得がいくまで追求することが最

も大切なことである。 

同時に、「出版すること」が義務になってしまってはいけない。慣習的に出さ

ないといけない、と追い詰められてしまうと、折角の自由度がなんのためなの

か、わからない。 

読者層の拡大に躍起になるあまり、企画の内容と読者層がずれてはいけない。

また、学生出版は読者層がはっきりしていることが強みでもある。そのため、

その枠組みを出て、所謂「内輪ネタ」の通じない範囲の人々を対象とするなら

ば、企画をよく見直す必要がある。 

 

また、問題の大きさから、「電子書籍」関連の問題を、この論に盛り込むこと

はできなかった。これも出版業界のみでなく、学生出版においても大きな可能

性である。今後の「愛知県立大学学生出版会」の活動の指針として、aps!の電子

書籍化の検討や、1 冊の本ができるまでに環境資源がどれだけ破壊されているか

の調査をしていきたいと思う。 

 

 最後に、お忙しい時間を縫い取材に協力していただいた 4 つの団体の代表者

様、およびアンケートへの回答・フリーペーパーの送付をしていただいた 31 の

団体の代表者様、および研究を採択していただいた学生自主企画研究の関係者

の皆様、研究活動に協力していただいた皆様に、深く御礼申し上げます。 

 ありがとうございました。 

愛知県立大学学生出版会 

学生自主企画研究グループ 


