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私が大学院時代の図書館との関わりについて少し述べ
たいと思います。
修士論文の研究テーマを決める時、指導教授より、いく
つかの研究テーマを提示され、この中から選択するよう
に言われました。自分自身、こんな研究をしてみたいと
漠然と思うことはありましたが、具体的にこれをと言える
研究テーマはありませんでした。ましてや、実験的研究に
は膨大な研究費を要します。趣味で実験をさせて貰える
はずもありません。
こうして、研究テーマが決まると、その研究テーマに
関する代表的な論文を渡されました。その論文を読んで
理解するだけでなく、その研究の背景を把握して、その
研究の目的をしっかり理解することが必要であると気づ
きました。それが明確でなければ、その研究の意義を
他の研究者に説明することもできません。それを行うため
に、まず、渡された論文に示されている参考文献を収集
しました。次いで、その収集した文献に示されている参考
文献を収集しました。そのようにして、どんどん探っていく
と、参照する文献がなくなります。そうして求められた
それらの膨大な知見をまとめれば、その研究の状況をほ
ぼ把握することができます。それが研究の出発点であり、
かつ、図書館との関わりでした。
是非、文献研究をしっかりやって下さい。必ず新しい
光がさすと思います。
本学の図書館には、比較的古い論文集等が揃っていま
す。卒研あるいは大学院生の皆さんは、このような文献

調査を徹底的にされたら如何でしょう。文献調査の過程
で気づいたことは、文献収集の作業で論文集をめくっ
ている時、今実施しようとしている研究以外の興味を
惹かれる研究テーマを見つけることがあります。こんなこ
とも研究されていたのかと驚かされますし、知的好奇心
が沸いてきます。その経験によって、随分研究の幅が
広がるのです。最近、各機関がインターネットで繋がり、
本学の図書館にない文献等も他機関に依頼して容易に
手に入れることが可能になりました。しかしながら、便利
である反面、前述のように、文献を調べている時ふと目に
つく他の研究の情報を取り入れることができなくなって
います。特に、若い研究者にとって、研究の幅を広げるた
めには必ずしも良いこととは思われません。
学生のみなさんが、自分自身で研究テーマが見つけら
れなくとも心配はいりません。指導教授から提示された
自分の興味を惹く研究テーマを選択し、それについて一
生懸命取り組んでいけば良いのです。その過程で文献を
読んだり、実験をしたり、理論を考えているうちに興味が
沸いてきます。その研究を行っている内に、それに関連し
た別の研究テーマあるいは全く新しい研究テーマを見つ
けることができるかもしれません。

最後になりましたが、「ぱぴろにくす」創刊100号おめで
とうございます。「継続は力なり」と言います。今後も、
いろいろな企画で、興味のある内容を届けて頂くことを
期待します。
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図書館からのお知らせ

ライブラリーサポーターを募集しています！

▲大宮本館の
　ライブラリーサポーター

▲ルール説明の様子

▲AV室にて謎を発見 ▲すべての謎解きを成功させた2組

◀解けない謎は学ランを
　着た学生からヒントを
　もらいます

　大工大図書館では今年度もライブラリー
サポーターを募集しています。
　学生の目線で図書館をサポートし、図書館を
より魅力的にすることを目的としたボランティア
活動です。
　活動内容はビブリオバトルの開催や選書など
様々です。興味のある活動に自由に参加できま
す。活動状況によって「業績証明書（アチーブメ
ントシート）」が交付されることがありますので
就職活動の自己アピールとして活用できます。
　詳しくは図書館カウンターへお問い合わせ
ください。

謎解き脱出ゲームを開催しました
大宮本館では2015年12月14日に図書館留学

プロジェクト主催による謎解き脱出ゲーム
「名前探しの放課後」を開催しました。
建築学専攻2年の西村さん作成によるオリジ

ナルストーリーで図書館（8号館2階～4階）に
ちりばめられた謎を解き、ある「図書」を探し
出すというイベントです。
参加者は図書館中を周り、夢中で謎を解く中

で蔵書検索システム（OPAC）の使い方や保存書
庫資料の取出し方を身に着けていました。
見事、すべての謎を解いた2組には素敵な

プレゼントが渡されました。参加者からは「楽し
かった」、「また参加したい」などの感想をいた
だき、大好評のイベントとなりました。

　大宮本館では2015年
11月9日～14日、枚方分
館では11月24日～28日
にアインシュタイン☆
プロジェクトによる企画
展「一般相対性理論誕生
100年記念展-光と宇宙と
相対性理論-」が開催され
ました。
　展示は「アインシュタイ
ン」、「光」、「相対性理
論」、「宇宙」の4種類の
テーマがあり、来場者は
じっくりと展示に見入って
いました。

　枚方分館にて中学生の職場体
験学習を実施しました。
　2016年1月19日～1月20日に枚
方市立長尾中学校の2年生4名
が来館し、図書の貸出、返却、配架
や書架整理、図書の装備など様々
な図書館の仕事を体験しました。
　カウンターの貸出、返却では、
始めは慣れない様子で声も小さ
かったのですが、次第に慣れて
来館者へ元気な声で挨拶もできる
ようになりました。
　生徒からは「思ったよりも大変
だったけど、本を並べるのが楽し
かった」などの感想がありました。

一般相対性理論誕生100年記念展
‒光と宇宙と相対性理論‒が開催されました 職場体験学習を実施しました！

▲枚方分館の
　ライブラリーサポーター■大宮本館（8号館3階）　TEL：06-6954-4108

■枚方分館（1号館3階）　TEL：072-866-5312

▲図書配架の様子

▲展示会場は多くの来場者で
　賑わいました
 （大宮本館2階玄関ホール）
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「ぱぴろにくす」は大阪工業大学図書館報として1982年に創刊し、2016年4月発刊の今号
で記念すべき第100号となりました。「ぱぴろにくす」創刊時の館長であった杉浦先生や近年
の図書館を支えてくださった元館長の先生方、図書館や「ぱぴろにくす」に関わりの深い
先生方より創刊第100号記念のメッセージをいただきました。

　「ぱぴろにくす」の100号を迎えて大変喜ばしく存じます。
　大阪工業大学並びに図書館の益々のご発展をお祈りい
たします。

　「ぱぴろにくす」100号記念おめでとうございます。この
「ぱぴろにくす」は、1980年に独立した新図書館が建設さ
れたのを機会に、当時の館長で私の恩師でもある杉浦寅
彦先生が将来の電子図書館時代の到来を予見して命名し
発刊されたものです。「ぱぴろにくす」は、紙（パピルス）と
電子工学（エレクトロニクス）とを融合した造語との事で、
30数年も前にこのような先見性に満ちた発想をされた
ことに深く敬服しています。

薬の効能書きを読むだけでは病気は
治りません。服用して初めて効果がでます。
同じく図書館の利用案内を読むだけでは
好ましい効果は出てきません。実際に図書
館に出向き、関係する資料を活用すること
で課題解決に資するよい効果が得られ
ます。図書館で多くの知識を服用しま
しょう！

◀現在の大宮本館が開館した1980年の図書館利用案内

◀杉浦元館長が表紙の創刊号

▼杉浦元館長が表紙の第12号

◀左から、久津輪元館長が表紙の第59号、64号、67号

▲左から、里村元館長が表紙の第66号、71号、82号 ▲左から、深山前館長が表紙の第30号、85号、89号

ぱぴろにくす100号

1977.4～1987.3　館長
杉浦 寅彦先生

◀久津輪元館長が表紙の第64号

ぱぴろにくすの思い出

2002.4～2006.3　館長
久津輪 敏郎先生

　図書館の利用形態は昔と比べ想像もつかないほど変化
しました。ネットワークを通して学校間だけでなく、世界の
国々とも簡単に迅速に繋がり、検索機能も大きく前進しま
した。便利な反面、安易にネットに頼ることの弊害も大きく
なってきています。「考える・思い出すことより、まずはネット
検索」の風潮は創造力を培うはずの理系分野の人にも
蔓延してきています。書棚の本を実際に手にとって読む、
たとえ的が外れても周辺の知識も獲得するぞといった姿勢
は脳の活性化と創造力育成に繋がります。図書館が「知識・
情報の宝庫」の役目と共に、「人間形成の安らぎの場」と
なって益々発展されることをお祈りいたします。

　近年、図書館の活動エリアが知識教養の基地のみなら
ず、多岐に広がっています。大学図書館における広がりの
筆頭は、新しい学習空間「ラーニング・コモンズ（LC）」の
提供です。利用者の自律学習を支援して、知の生産へと
導くスペース。LCの登場は、大学図書館の利用者へのスタ
ンスを「情報提供」だけでなく、「情報発信の手助け」に
向けさせています。それは、同時に、LCの主役は図書館で
はなく利用者であるということ。皆さんも、この良き広がり
に目を向け、大いに図書館を利用し、世界に向けて発信
してください。　

図書館によせて

2006.4～2011.3　  館長
前 常翔啓光学園中学校

高等学校　校長
里村 裕先生

変わりゆく図書館

2011.4～2016.3　館長
総合人間学系教室
深山 晶子先生

薬の効能書き

八幡工学実験場
栗田 章光先生

Use it or lose it! 実際水の中で泳いでみ
ないと泳げるようにならないように、英語
は使わなければできるようになりませ
ん。英語を「勉強する」のではなく、英語で
何かをやっている時にこそ、無意識のうちに
習得が起こります。図書館の「多読コー
ナー」にあるやさしい洋書を、辞書を使わ
ずにどんどん読んでみましょう。

多読のすすめ

知的財産学部
井村 誠先生

人間でいえば百壽という節目に一言寄稿
できるチャンスをいただき有難うござい
ます。小生はこれまでに1982年、1998年、
2009年の3回寄稿したようです。 40年余の
学生・教員期間を振り返った当初は研究の
道具だった武骨な図書館を「ぱぴろにく
す」が随分楽しい場にしてくれたと思って
います。

祝 100号

大阪工業大学
名誉教授

能勢 豊一先生

栗田先生は過去の「ぱぴろにくす」
第4号、76号にご寄稿いただきまし
た。

図書館はもっと利用すべきと、私の弁明。でも読書は好きで
ある。どこで本を読むかというと通勤時の電車、車窓を眺めなが
らである。経緯は「ぱぴろにくす53号」に譲りたい。既に幾多の
歳月が流れているが、未だその習慣は続いている。皆さんも読書
をしながらも時に眼前に広がる四季折々の風景と触れ合って
みてはいかがでしょうか。

車窓を眺めながら Part 2

電気電子システム工学科
長田 昭義先生

長田先生は過去の「ぱぴろにくす」
第53号、94号にご寄稿いただき
ました。

人と人とのめぐり逢い（出会い）には限界があります。言葉を
直接交わすことのできる人は一握りであり、まして、一流の人と
会うことは 難しいものです。
でも、直接出会わなくても自分を磨いてくれるものがあります。
それが、良書です。
私は、今日も図書館で出会ってます。

「ぱぴろにくす」のバックナンバーは
図書館ホームページからご覧になれ
ます。　　

読書は 人とのめぐり合い

元工学部　教授
長谷川 昌弘先生

井村先生は過去の「ぱぴろにくす」
第77号、79号にご寄稿いただきま
した。

能勢先生は過去の「ぱぴろにくす」
創刊号、第47号、80号にご寄稿い
ただきました。

http://www.oit.ac.jp/japanese/
toshokan/tosho/papiro/index.html
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図書館はもっと利用すべきと、私の弁明。でも読書は好きで
ある。どこで本を読むかというと通勤時の電車、車窓を眺めなが
らである。経緯は「ぱぴろにくす53号」に譲りたい。既に幾多の
歳月が流れているが、未だその習慣は続いている。皆さんも読書
をしながらも時に眼前に広がる四季折々の風景と触れ合って
みてはいかがでしょうか。

車窓を眺めながら Part 2

電気電子システム工学科
長田 昭義先生

長田先生は過去の「ぱぴろにくす」
第53号、94号にご寄稿いただき
ました。

人と人とのめぐり逢い（出会い）には限界があります。言葉を
直接交わすことのできる人は一握りであり、まして、一流の人と
会うことは 難しいものです。
でも、直接出会わなくても自分を磨いてくれるものがあります。
それが、良書です。
私は、今日も図書館で出会ってます。

「ぱぴろにくす」のバックナンバーは
図書館ホームページからご覧になれ
ます。　　

読書は 人とのめぐり合い

元工学部　教授
長谷川 昌弘先生

井村先生は過去の「ぱぴろにくす」
第77号、79号にご寄稿いただきま
した。

能勢先生は過去の「ぱぴろにくす」
創刊号、第47号、80号にご寄稿い
ただきました。

http://www.oit.ac.jp/japanese/
toshokan/tosho/papiro/index.html
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　「ぱぴろにくす」第100号を記念して大阪工業大学在学中に「ぱぴろにくす」第37号にご寄稿くださった前元先生
に学部生、院生時代の図書館について語っていただきました。

　大宮本館、枚方分館では、毎年4月～7月に在学生を対象としたライブラリーツアーを実施しています。図書館の基本的な利用方法
や図書館の各エリアをスタッフが解説しながら案内します。また、卒業研究を始める4年生や院生向けにデータベースの検索演習も
実施しています。詳しくは図書館カウンタースタッフへお尋ねください。

1986年4月に工大の学生として入学し、大学院までお世話
になりました。大学院修了後の1995年から教員として本学園
に勤めております。「光陰矢の如し」と申しますが、今思うと
疾風のごとく時が流れたような気がします。
学部生のとき、実験レポートを指名されたら、考察を検討
するために図書館に行き、週末にはお借りした本とずっとに
らめっこして徹夜でレポートを書き上げた思い出がありま
す。また、大学院生の頃は、昼間に実験して夜の閉館時間前
に図書館に駆け込み、所望する文献を探し出し、急いで
コピーして週末に一生懸命読んでいた思い出が懐かしく

▲写真左から、西村さん、吉田さん、吉村さん、夏見さん

100
N o . 1 0 0  M em o r i a l ライブラリーツアーにようこそ！ぱぴろにくす創刊 第100号記念特集

ライブラリーサポーター活動について聞く！

蘇ってきます。近年はインターネットの普及により、英文雑誌
の論文なども何時でも容易に入手できるようになっており、
今の学生たちは恵まれた環境にあると言えます。
一方、インターネット上の情報とは異なり、文芸作品、小説

や人の想いを書いた作品、新聞や雑誌など、冊子体の活字に
は強いメッセージ性があると感じています。さらに、その言葉
や文章の背景には心の奥を揺さぶるような「筆者の想い」が
必ずあるはずです。インターネットを上手く活用することは、
今を生きる学生の皆さんにとって必須だと思います。しかし、
その中の情報や文章を書く際に、多岐にわたる分野の活字
や言葉に触れないと人の気持ちを動かす文章を書けないと
いうことも良く認識して、多感な時代を有意義に過ごしてもら
いたいと思っています。表裏一体とも表現されるように物事
には二面性（表裏）があり、インターネットと紙の情報を正し
くかつバランスよく利用できる能力が極めて重要かと考えて
います。
文字と言葉は一生使っていくものですし、私自身もより

研鑽を積まないといけないと考えております。様々な立場の
人同士が互いにその個性を高め合うために、私達はメディア
を通して今後もより多くの活字や言葉に触れるべきでしょう。

　大宮本館でライブラリーサポーターとして活動している学生にサポーター活動の魅力などについて聞きました！

Q. ライブラリーサポーターになりたいと思ったきっかけは？
西村：きっかけは広告です。図書館の掲示板にサポーター

募集の広告があるのを見て。本が好きだったので何
をやっているのか興味がありました。

吉田：僕は高校生の頃から図書部と図書委員会の両方に
入っていて、図書館の活動が元々好きなので大学に
入ったときから図書館の活動をしようって決めてい
ました。

夏見：入学後のガイダンスでライブラリーサポーターとい
う活動を知って興味を持ちました。将来は理系の道
に進むと思うのですが、図書館員のような職業に憧
れていたこともあり、やってみたいと思ったので友
達を誘って入りました。

Q. ライブラリーサポーター活動の気に入っているところは？
西村：自分でやることを決められるところです。あとは図書

館に学生をサポートしようという体制があること。
そういう土壌があるところが気に入っています。

吉村：学年間の壁がないところです。気負うことなく意見が
出せます。また、書類を作るのが結構好きなので図書
館のスタッフの方に企画書について相談するとアド
バイスをもらえるのが面白くて気に入っています。

夏見：書架整理など、市立や区立の図書館員さんがされて
いるような作業ができることが気に入っています。

Q. 100号を迎えた「ぱぴろにくす」に一言ください。
吉田：ライブラリーサポーターの活動をよく掲載していただき

ました。自分が載っている「ぱぴろにくす」はずっと、
とってあります。それに自分が生まれる前から発行され
ていることに歴史を感じますし、その1ページに自分が
載ったことも光栄です。

吉村：100号おめでとうございます。ホームページでバックナン
バーが読めるので、創刊号から読んでみたいです。何か
ライブラリーサポーターの活動に関するヒントが得ら
れるかもしれません。

Q. 新入生へメッセージをお願いします！
西村：やりたいと思ったことはしっかりアピールしていけ

ば実現する可能性が高いです。ボランティア活動だ
から何をするかは自由です。自発的なモチベーショ
ンをもとに動いてくれたらいいなと思います。

吉田：自分にとっていいものを吸収できると思います。
ぜひ一緒にサポーター活動をしてください！

吉村：学生として成長できる場があるので、興味があるな
ら軽い気持ちで入ってほしいと思います。

夏見：女の子も男の子も気軽に入れます。大人数で活動で
きたらいいなって思います。

電気電子システム工学科
教授　前元　利彦

活字・言葉から
伝わる筆者の想い

西村　知浩　（建築学専攻2年）
吉田　龍太郎（応用化学科3年）
吉村　科学　（　　　〃　　　）
夏見　佳奈　（ロボット工学科1年）
※インタビュー時（2015年12月）の学年

START！

GOAL！

大宮本館
1.入退館ゲート

➡
3階

➡ ➡
➡

➡
4階

➡ ➡
2階

入館ゲートを通るには学生
証を忘れないでね。◎部分に
タッチするとゲートが開きま
す！

2.メインカウンター

貸出、返却、各種申込やレ
ファレンス（参考調査）の受付
をします。お気軽にご相談く
ださい。

3.図書室

授業や研究はもちろん資格
取得や就職活動に役立つ本、
一般雑誌や新聞、検索用PC
もあります！

5.AV室

リスニングコーナーとAVコー
ナーがあります。話題の映画
の視聴や語学リスニング教
材が利用できます。

6.PC自習室

PCは予約無しで使えます。
情報センターから付与されて
いるID、PWでログインしてお
使いください！

7.ラーニング・コモンズ

プロジェクターやホワイト
ボードなどが使えます。
グループワークや、プレゼン
の練習に活用してください！

4.学術雑誌室

学術雑誌が置かれています
（1996年以後の発行分。1995
年以前発行分は保存書庫内
に保管しています）。

START！

GOAL！

枚方分館
1.入退館ゲート

➡

➡ ➡
➡

➡

➡ ➡
学生証をゲートの◎印の場
所にタッチしてください。
ゲートが自動に開いて入館す
ることができます。

2.カウンター

資料の貸出、返却の申込み
や、DVDなどのAV資料の
館内視聴の手続きもできま
す。本の相談もできます。

3.検索コーナー

OPAC（蔵書検索システム）
専用機のほか、各種データ
ベースを利用するためのPC
が並んでいます。

5.ブラウジングパーク

学術雑誌、一般雑誌、新聞を
閲覧するスペースです。
くつろいだ雰囲気の中で閲覧
することができますよ！

6.ブックシェルフコーナー

図書が請求記号順という
ルールに基づいて並んでい
ます。IT資格試験関連本など
のコーナーもあります。

7.ラーニング・コモンズ

グループ学習やディスカッ
ションが可能な場所です。
プロジェクターを使ってプレ
ゼンの練習もできます。

4.AVパーク

DVDなど視聴覚資料が館内
で視聴できます。手続きは
カウンターにお申し出くだ
さい。
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実施しています。詳しくは図書館カウンタースタッフへお尋ねください。

1986年4月に工大の学生として入学し、大学院までお世話
になりました。大学院修了後の1995年から教員として本学園
に勤めております。「光陰矢の如し」と申しますが、今思うと
疾風のごとく時が流れたような気がします。
学部生のとき、実験レポートを指名されたら、考察を検討

するために図書館に行き、週末にはお借りした本とずっとに
らめっこして徹夜でレポートを書き上げた思い出がありま
す。また、大学院生の頃は、昼間に実験して夜の閉館時間前
に図書館に駆け込み、所望する文献を探し出し、急いで
コピーして週末に一生懸命読んでいた思い出が懐かしく

▲写真左から、西村さん、吉田さん、吉村さん、夏見さん
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蘇ってきます。近年はインターネットの普及により、英文雑誌
の論文なども何時でも容易に入手できるようになっており、
今の学生たちは恵まれた環境にあると言えます。
一方、インターネット上の情報とは異なり、文芸作品、小説

や人の想いを書いた作品、新聞や雑誌など、冊子体の活字に
は強いメッセージ性があると感じています。さらに、その言葉
や文章の背景には心の奥を揺さぶるような「筆者の想い」が
必ずあるはずです。インターネットを上手く活用することは、
今を生きる学生の皆さんにとって必須だと思います。しかし、
その中の情報や文章を書く際に、多岐にわたる分野の活字
や言葉に触れないと人の気持ちを動かす文章を書けないと
いうことも良く認識して、多感な時代を有意義に過ごしてもら
いたいと思っています。表裏一体とも表現されるように物事
には二面性（表裏）があり、インターネットと紙の情報を正し
くかつバランスよく利用できる能力が極めて重要かと考えて
います。
文字と言葉は一生使っていくものですし、私自身もより

研鑽を積まないといけないと考えております。様々な立場の
人同士が互いにその個性を高め合うために、私達はメディア
を通して今後もより多くの活字や言葉に触れるべきでしょう。

　大宮本館でライブラリーサポーターとして活動している学生にサポーター活動の魅力などについて聞きました！

Q. ライブラリーサポーターになりたいと思ったきっかけは？
西村：きっかけは広告です。図書館の掲示板にサポーター

募集の広告があるのを見て。本が好きだったので何
をやっているのか興味がありました。

吉田：僕は高校生の頃から図書部と図書委員会の両方に
入っていて、図書館の活動が元々好きなので大学に
入ったときから図書館の活動をしようって決めてい
ました。

夏見：入学後のガイダンスでライブラリーサポーターとい
う活動を知って興味を持ちました。将来は理系の道
に進むと思うのですが、図書館員のような職業に憧
れていたこともあり、やってみたいと思ったので友
達を誘って入りました。

Q. ライブラリーサポーター活動の気に入っているところは？
西村：自分でやることを決められるところです。あとは図書

館に学生をサポートしようという体制があること。
そういう土壌があるところが気に入っています。

吉村：学年間の壁がないところです。気負うことなく意見が
出せます。また、書類を作るのが結構好きなので図書
館のスタッフの方に企画書について相談するとアド
バイスをもらえるのが面白くて気に入っています。

夏見：書架整理など、市立や区立の図書館員さんがされて
いるような作業ができることが気に入っています。

Q. 100号を迎えた「ぱぴろにくす」に一言ください。
吉田：ライブラリーサポーターの活動をよく掲載していただき

ました。自分が載っている「ぱぴろにくす」はずっと、
とってあります。それに自分が生まれる前から発行され
ていることに歴史を感じますし、その1ページに自分が
載ったことも光栄です。

吉村：100号おめでとうございます。ホームページでバックナン
バーが読めるので、創刊号から読んでみたいです。何か
ライブラリーサポーターの活動に関するヒントが得ら
れるかもしれません。

Q. 新入生へメッセージをお願いします！
西村：やりたいと思ったことはしっかりアピールしていけ

ば実現する可能性が高いです。ボランティア活動だ
から何をするかは自由です。自発的なモチベーショ
ンをもとに動いてくれたらいいなと思います。

吉田：自分にとっていいものを吸収できると思います。
ぜひ一緒にサポーター活動をしてください！

吉村：学生として成長できる場があるので、興味があるな
ら軽い気持ちで入ってほしいと思います。

夏見：女の子も男の子も気軽に入れます。大人数で活動で
きたらいいなって思います。
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貸出、返却、各種申込やレ
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ださい。

3.図書室

授業や研究はもちろん資格
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情報センターから付与されて
いるID、PWでログインしてお
使いください！
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OPAC（蔵書検索システム）
専用機のほか、各種データ
ベースを利用するためのPC
が並んでいます。
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学術雑誌、一般雑誌、新聞を
閲覧するスペースです。
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▲『淀川両岸一覧』上り船之部上より「赤川」絵図 ▲『淀川両岸一覧』上り船之部上より「楠葉渡口」絵図

▲6号館15階ルラーシュから見える淀川のワンド

大宮キャンパス6号館15階のルラーシュからは、淀川や山々を含む街の風景が一望できます。淀川の手前に本流と
離れた池のような水域があります。これがワンドです。工学部で開講されている淀川学（『淀川と人間』・『淀川と環境』）を
受講した皆さんは「ワンドとは何か？」との質問にきちんと答えられるはず・・・ですよね？
ワンドとは、『湾処』と漢字をあてることもある、文字どおり「湾のようになった場所」で、河川の本流に隣接する、流れの
ない水域です。淀川のワンドは1870年代（明治初期）に作られた水制工がもとになっています。一時は800近くのワンド
があったそうですが、その後も様々な河川改修が行われ、1970年代（昭和45年頃）以降の工事でそのほとんどが消えて、
2008年（平成20年）には51まで減ってしまいました。大宮キャンパスの北側に位置する20ほどのワンドは「城北ワンド
群」と呼ばれるとても貴重なものなのです。

城北ワンド群には様々な動植物が生息しています。その中でも有名なのは
日本の固有種であるイタセンパラというタナゴの一種です。イタセンパラをはじ
め、昔から生息していた動植物は環境の変化とともに稀少なものとなっていき
ました。1974年（昭和49年）にはイタセンパラは天然記念物に指定されました。
また、環境省によって絶滅危惧種IA類（ごく近い将来における野生での絶滅の
危険性が極めて高い）にも指定されています。減ってしまったイタセンパラや
フナなどの在来種の生息域を作るため、河川を管轄する国土交通省はワンドを
新たに作ったりもしているのです。そのような保全の努力にもかかわらず、淀川
では2006年以降のイタセンパラの稚魚個体数調査で、1個体も見つからなく
なってしまいました。他の在来の魚類も種数・個体数ともに減り、2006年頃には

全体の9割を外来種のブルーギルとオオクチバスが占める状態になりました。積極的な外来魚の駆除が行われ、肉食
性の外来魚が減り、生息環境が回復してきたと判断されて、2009年以降には、飼育下で繁殖させてきたイタセンパラの
個体を放流して野生復帰させることになりました。2011年には地域市民団体と研究機関、行政機関を構成員とするネッ
トワーク『淀川水系イタセンパラ保全市民ネットワーク』が設立され、現在も外来魚の駆除や生息環境の改善活動が続
けられています。これらの活動が功を奏し、現在は放流されたイタセンパラの子孫が城北ワンドで暮らしています。こ
の記事が載る4月から5月頃にかけて、今年もイタセンパラの稚魚が卵を産み付けられた二枚貝から元気に泳ぎ出してく
るでしょう。しかし、まだ油断はできません。今後も継続的に保全活動をする必要があります。
京都市南部に生息していたミナミトミヨは絶滅してしまいましたし、淀川水系で広く普通に見られたアユモドキ（1977

年天然記念物に指定）は淀川からはすでに姿を消し、桂川（亀岡市）にごくわずかに生息するだけです。このように今か
ら50年ほど前にはごく普通に見られた身近な生物が、絶滅したり、稀少になってしまった例が他にも沢山あります。これ
から数十年後の淀川はどのような環境になっているのでしょうか。もちろん、自然環境の影響を受けて変化していくはず
ですが、私達がどのように関わるかによってこれからの淀川の姿が決まっていくでしょう。
ルラーシュで一息ついた時に、窓から見える淀川が辿ってきた過去と現在、これからについて是非考えてみてください。

大工大図書館では『淀川両岸一覧』(全4巻)という江戸時代末の資料を所蔵しています。この資料は、暁 鐘成(文)と
松川半山(画)により文久元(1861)年に刊行された名所図会で、淀川両岸の風景を繊細に描いています。
大宮キャンパスの北側を流れる淀川は、現在では城北ワンドが形成され、特別天然記念物のイタセンパラなどが生息

しています。この城北ワンドと、
枚方の楠葉ワンド近くの「赤川」
と「楠葉渡口」が『淀川両岸一覧』
に繊細な絵図で描かれており、
ワンド形成前の江戸時代の淀川
の風景を、今に伝えています。
■ワンドとは？
明治初期に始まった淀川修築
工事で行われた水制工に土砂が
たまり形成されたものです。

工学部　一般教育科
准教授　鳥居　隆

　工学部　一般教育科　講師　三橋　雅子
『宇宙からの帰還』

著者名：立花 隆 
出版社：中央公論社
出版年：1985

【大宮本館】
配置場所：工大君に薦める
請求記号：538.9/T
資料　ID：91151417　

【枚方分館】
配置場所：工枚君に薦める
請求記号：080/C
資料　ID：98151431

まずは、ぱぴろにくす第100号発刊、おめでとうござい

ます。関係者みなさまの努力の賜物だと思います。「桁」

がひとつ上がるのは大変なこと。ヒトは指が10（=5×2）本

あるので2乗の100号ですが、4本指の宇宙人では64号が

記念号。次は6本指宇宙人の記念号に向けてエールを送ら

せていただきます。

さて、本題の「一冊の本」に話を移そう。宇宙人も（強

引に）出てきたこともあり、今回は立花隆氏による「宇宙

からの帰還」を紹介したい。1983年（文庫版は1985年）

に出版され、30年以上も書店に並んでいる本だが、自分

自身はこれまで宇宙物理学を研究してきたにもかかわら

ず、天文少年でもなく、宇宙飛行士への野望があったわけ

でもなかったので、つい最近まで手にしてこなかった。

ところが、昨年度から工学部２年次のPBL科目「『宇宙・

地球・生命』探求演習」で火星移住計画をテーマにして

授業を始めたので、これくらいは読んでおかないといけな

い、と考えを改め読み始めてみた。そのときはこのような

書評を書いてみなさんにお薦めするとは夢にも思っていな

かった。

内容はNASAのアポロ計画やスペースシャトルなどで

宇宙飛行士として宇宙へ出かけ、そして帰還した人たち

（アメリカ人）へのインタビューだ（巻末には日本人宇宙

飛行士の野口聡一さんとの対談がある）。通常、こういう

テーマだと理系的な内容が多くなるが、そこは立花隆氏だ

けのことはあって思想、芸術、心理学やビジネス、女性関

係にいたるまでその質問内容は多岐にわたり、その語り

口も読者を飽きさせない。実際、私自身もロケットよろし

く一気に読んでしまった。宇宙飛行士というと日本では人

間的に魅力があり立派な人というイメージ（実際にそうで

ある）が強いが、昔のアメリカ人飛行士たちはそんな感じ

ではなく、「欲望のままに」といっては言い過ぎかもしれ

ないが、その人間性についても興味深く描かれている。

「神との邂逅」や「宇宙空間では頭が良くなる」など、

具体的なことはお楽しみにしておくけれども、ひとつだけ

書かせていただくと、宇宙から青い地球を見たときに彼ら

のほぼすべてが同じく思うことがあるそうだ。それは

「宇宙から見た地球には国境などなかった」ということ

だ。対立、紛争、殺し合い…、すべてがバカげていると。

地上では国々や国内での問題が絶えない。以前より増して

いるかもしれない。しかし、そこには地図に描いてあるよ

うな線はないのだ。これは真実だ。究極のグローバルな

視点だと思う。神様がいるとすれば、わたしたち地球人を

このように見ているのかもしれない。

最近の技術進歩を考えると、あと2、30年もすれば（少

しお金を出せば）普通に宇宙旅行や火星に行けるのだろ

う。宇宙から国境のない地球を眺めることができるはずで

ある。そのときのためにみなさんもこの本でちょっと

予習しておいてはいかがだろうか。

淀川の過去、現在そして未来

『淀川両岸一覧』からみる淀川の今昔―ワンド形成前の淀川の姿―
あかつきかねなり
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私が大学院時代の図書館との関わりについて少し述べ
たいと思います。
修士論文の研究テーマを決める時、指導教授より、いく

つかの研究テーマを提示され、この中から選択するよう
に言われました。自分自身、こんな研究をしてみたいと
漠然と思うことはありましたが、具体的にこれをと言える
研究テーマはありませんでした。ましてや、実験的研究に
は膨大な研究費を要します。趣味で実験をさせて貰える
はずもありません。
こうして、研究テーマが決まると、その研究テーマに

関する代表的な論文を渡されました。その論文を読んで
理解するだけでなく、その研究の背景を把握して、その
研究の目的をしっかり理解することが必要であると気づ
きました。それが明確でなければ、その研究の意義を
他の研究者に説明することもできません。それを行うため
に、まず、渡された論文に示されている参考文献を収集
しました。次いで、その収集した文献に示されている参考
文献を収集しました。そのようにして、どんどん探っていく
と、参照する文献がなくなります。そうして求められた
それらの膨大な知見をまとめれば、その研究の状況をほ
ぼ把握することができます。それが研究の出発点であり、
かつ、図書館との関わりでした。
是非、文献研究をしっかりやって下さい。必ず新しい

光がさすと思います。
本学の図書館には、比較的古い論文集等が揃っていま

す。卒研あるいは大学院生の皆さんは、このような文献

調査を徹底的にされたら如何でしょう。文献調査の過程
で気づいたことは、文献収集の作業で論文集をめくっ
ている時、今実施しようとしている研究以外の興味を
惹かれる研究テーマを見つけることがあります。こんなこ
とも研究されていたのかと驚かされますし、知的好奇心
が沸いてきます。その経験によって、随分研究の幅が
広がるのです。最近、各機関がインターネットで繋がり、
本学の図書館にない文献等も他機関に依頼して容易に
手に入れることが可能になりました。しかしながら、便利
である反面、前述のように、文献を調べている時ふと目に
つく他の研究の情報を取り入れることができなくなって
います。特に、若い研究者にとって、研究の幅を広げるた
めには必ずしも良いこととは思われません。
学生のみなさんが、自分自身で研究テーマが見つけら

れなくとも心配はいりません。指導教授から提示された
自分の興味を惹く研究テーマを選択し、それについて一
生懸命取り組んでいけば良いのです。その過程で文献を
読んだり、実験をしたり、理論を考えているうちに興味が
沸いてきます。その研究を行っている内に、それに関連し
た別の研究テーマあるいは全く新しい研究テーマを見つ
けることができるかもしれません。

最後になりましたが、「ぱぴろにくす」創刊100号おめで
とうございます。「継続は力なり」と言います。今後も、
いろいろな企画で、興味のある内容を届けて頂くことを
期待します。
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図書館からのお知らせ

ライブラリーサポーターを募集しています！

▲大宮本館の
　ライブラリーサポーター

▲ルール説明の様子

▲AV室にて謎を発見 ▲すべての謎解きを成功させた2組

◀解けない謎は学ランを
　着た学生からヒントを
　もらいます

　大工大図書館では今年度もライブラリー
サポーターを募集しています。
　学生の目線で図書館をサポートし、図書館を
より魅力的にすることを目的としたボランティア
活動です。
　活動内容はビブリオバトルの開催や選書など
様々です。興味のある活動に自由に参加できま
す。活動状況によって「業績証明書（アチーブメ
ントシート）」が交付されることがありますので
就職活動の自己アピールとして活用できます。
　詳しくは図書館カウンターへお問い合わせ
ください。

謎解き脱出ゲームを開催しました
大宮本館では2015年12月14日に図書館留学

プロジェクト主催による謎解き脱出ゲーム
「名前探しの放課後」を開催しました。
建築学専攻2年の西村さん作成によるオリジ

ナルストーリーで図書館（8号館2階～4階）に
ちりばめられた謎を解き、ある「図書」を探し
出すというイベントです。
参加者は図書館中を周り、夢中で謎を解く中

で蔵書検索システム（OPAC）の使い方や保存書
庫資料の取出し方を身に着けていました。
見事、すべての謎を解いた2組には素敵な

プレゼントが渡されました。参加者からは「楽し
かった」、「また参加したい」などの感想をいた
だき、大好評のイベントとなりました。

　大宮本館では2015年
11月9日～14日、枚方分
館では11月24日～28日
にアインシュタイン☆
プロジェクトによる企画
展「一般相対性理論誕生
100年記念展-光と宇宙と
相対性理論-」が開催され
ました。
　展示は「アインシュタイ
ン」、「光」、「相対性理
論」、「宇宙」の4種類の
テーマがあり、来場者は
じっくりと展示に見入って
いました。

　枚方分館にて中学生の職場体
験学習を実施しました。
　2016年1月19日～1月20日に枚
方市立長尾中学校の2年生4名
が来館し、図書の貸出、返却、配架
や書架整理、図書の装備など様々
な図書館の仕事を体験しました。
　カウンターの貸出、返却では、
始めは慣れない様子で声も小さ
かったのですが、次第に慣れて
来館者へ元気な声で挨拶もできる
ようになりました。
　生徒からは「思ったよりも大変
だったけど、本を並べるのが楽し
かった」などの感想がありました。

一般相対性理論誕生100年記念展
‒光と宇宙と相対性理論‒が開催されました 職場体験学習を実施しました！

▲枚方分館の
　ライブラリーサポーター■大宮本館（8号館3階）　TEL：06-6954-4108

■枚方分館（1号館3階）　TEL：072-866-5312

▲図書配架の様子

▲展示会場は多くの来場者で
　賑わいました
 （大宮本館2階玄関ホール）
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