大阪工業大学図書館報
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単純に考えるなら、未来の図書館は、情報の電子化に

小学生の頃、友人が学校に一冊のファイルを持ってき

ました。それは友人が漫画雑誌の中で気に入っている漫

伴ってデータを蓄積してどこからでも閲覧できるシステム

ものでした。読んでみると、普通に製本されて販売されて

なるかもしれません。実は、今年度の城北祭に、空間デザ

を持つものとなるでしょう。空間的なことは重要ではなく

画のページを切り取って、それをホッチキスと糊で綴じた

イン研究部は図書館とコラボして、未来の図書館を提案

いる漫画本とは面白さや印象の強さが全く違っていまし

させていただきました。参加した学生は、極端な情報化に

た。内容的には同じなのに何故こうも違うのか。当時、そ

進む危険性を回避する空間を計画しました。提案は、二

れを見た私は驚きましたが、謎について理解したのは少

つの特徴を持っています。まず、構成として、中央に通常

し後のことでした。

の書籍を収納する大図書室、その周辺に耐水性のある素

漫画原稿は発表される雑誌の大きさを意図して描かれ

材でつくられた書籍を収納する小図書室を配しています。

ています。何回かの連載を経て、漫画本として製版・出版

そして、これらの図書室の間に水路を巡らせました。次

されて読者の手に渡るのですが、その大きさは元の雑誌

に、小図書室の形態は、収納している書籍の内容とその

から、かなり小さくなっています。連続して読めるし、持ち

イメージにあわせてデザインしています。通常の書籍は大

運びも容易になるなど良い点もあるでしょう。しかし、こ

図書室で大切に保管し、扱いの容易な書籍は小図書室に

れでは漫画家の伝えようとしていることが100%伝わら

保管して、屋外に持ち出すなど気持ちの良い水辺で読め

ず、いくらかは抜け落ちてしまうのではないでしょうか。

ます。電子化によって情報をタブレット等で得られるよう

大量に印刷して低価で販売するため、表面がザラザラで

になった現在でも、読書体験は内容だけでつくられるも

経年劣化しやすい安い紙…こういった漫画雑誌の紙も漫

のではないと考えます。装丁を楽しみ、捲る紙の素材感

画の大事な印象の一つではないかとも思うのです。

を楽しむ時間は、未来へ伝えてゆくべき文化なのではな

内容はもちろんのことですが、文字のフォント、行間、

いでしょうか。

文章の組み方、挿絵、紙質、装丁など、書籍は皆、著者の

そういった意味で、この未来の図書館は、書籍を本棚

意図することをその存在全体であらわしたものです。そこ

に込められた情報量は多く、大変豊かです。紙でつくられ

から取り出して明るい場所で読むといった、これまでの図

書籍は、素材で表現や伝達する力を高めることのできる

験の自由を拡張する提案なのです。

書館の良さを継承しながらも、書籍との出会い、読書体

ていて、重く、場所をとると敬遠される部分もありますが、
可能性を持ったメディアだとも言えるのではないでしょう
か。
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未 来 の 図 書 館 展

特 集！

大宮本館では10月21日〜23日の城北祭期間中に2016年度図書館企画展「未来の図書館展」を開催しました。

特集！

今年度は空間デザイン研究部の学生と共同開催で行いました。空間デザイン学科で専門的に学ぶ、建築・インテリア・

ビジュアルの3つのグループに分かれて制作し、未来の図書館をイメージした作品を展示しました。
しおりづくり体験やスタ

ンプラリーなど参加型のイベントも実施し、小さなお子様や卒業生など、多くの方にご来場いただきました。

図書館企画展﹁未来の図書館展﹂

▲「未来の図書館展」ポスター
【ビジュアル班作成】

▲空間デザイン研究部顧問の西應先生と記念撮影 写真前列左から五十嵐さん、河西さん、
喜多さん、山本さん、加藤さん、谷さん、西應先生 後列左から柴田さん、大谷さん、
大角さん、下迫さん、嶋岡さん、杉本さん、松本さん、下良さん

▲「未来の図書館」の建築模型【建築班作成】
100年後の未来を想定し、電子書籍だけではなく、100年後でも
紙の本が読める空間や現代では考えられないプールや温泉と
いった水辺での読書が楽しめる図書館を提案している。

▲「未来の図書館」の館内模型【インテリア班作成】
建築班がイメージした「未来の図書館」の1階中央
に配置された、紙の本が並ぶ図書館内を模型で表
現した。

▲2016年度工大ウォッチング大賞応募作品の
展示
◀「未来の図書館員になってみよう！」
【ビジュアル班作成】
（写真左）
▶しおりづくり体験の様子。オリジナルしおり
に大満足（写真右）
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空間デザイン研究部が2016年度城北祭 学術研究部門 工学部長賞を受賞！

2016年度図書館企画展「未来の図書館展」のスタッフとして参加した空間デザイン研究部部長の山本さん、副部長の

山根さん、建築班リーダーの加藤さんに「工学部長賞」を受賞した喜びや作品へのこだわりなど話を聞きました！

Q.「未来の図書館」を表現するうえで工夫した点は？
加藤：僕は建築模型を担当したのですが、テーマの「未来の

図書館」が漠然としていたので、
まず紙の本が主流であ

る現代の図書館を説明しました。そして、未来の図書館

では電子書籍が主流になり、プールや温泉という
「水」
のある環境で読書することができるという、現代では考

えられない建築を表現していることが伝わるよう工夫し
ました。

山本：私はビジュアル班の部員と広報ポスターなどを作りまし

た。建築模型がまだ完成していない状態だったので、

「未来の図書館」を具体的に表現するのを避け、透明感
のある抽象的なデザインにしました。透明にすることで

▲インタビューに答えてくれた3人
写真左から山根さん、山本さん、加藤さん

いろんな可能性を秘めているというメッセージが伝わ
ればいいなと思います。

山根：僕はインテリア班で内装模型などを担当したのです

が、建築班が作ってくれた案から、お客さんに伝わるよ

Q.「未来の図書館展」を終えての感想をお願いします。

うに模型で表現することを頑張りました。1階中央は

加藤：無事に終えることができてほっとしています。
また、
「未来の

入ってすぐに本棚があり、本だけが並んでいる透明な

図書館」について考えたりする中で、電子書籍の普及によ

空間をつくり、未来感を表現しました。

り無くなってしまうかもしれない紙の本の大切さや図書館
という場所の素晴らしさを改めて感じました。

山本：私もほっとしています。小さな子と一緒にしおりを作ったり

Q.工学部長賞を受賞した感想を聞かせてください。

研究部の部長として、上の立場の難しさも学ぶことができ

に携わり、いろんな苦労もあったのですが、多くの方に

して、楽しい思い出になりました。
また、今回、空間デザイン

加藤：本当に嬉しかったです。初めてこういったプロジェクト

ました。
これから就職して、上司と仕事をするようになると

観てもらえて、気に入ってもらえたことが、本当にやって

思うのですが、上に立つ人の気持ちも理解できるように

よかったなと思いました。

なったのではないかと思います。

山本：受賞できるとは思っていなかったので驚きました。たく

山根：忙しかったのですが、今までは6号館16階の「淀ビスタ」で

さんの団体の中で選ばれたのは部員の頑張りと、一生

開催する展示しかやっていなかったので、
このような活動

懸命案内や説明をして下さった図書館の方のおかげだ

ができてよかったです。
また、図書館は「淀ビスタ」
よりも足

と感謝しています。

を運びやすい場所にあるので、多くの方に空間デザイン研

山根：皆で頑張ってやってきたことが報われました。本当に良

究部の作品を観てもらえるいい機会になったと思います。

かったなと思いました。

「未来の図書館展」に参加した空間デザイン研究部の学生
■３年生

■２年生

■１年生

・佐野 瑞基

・大角 清華

・喜多 広実

・加藤 拓生
・下良 薫平
・杉本 達哉
・谷 祐輔

・松尾 将吾
・松本 創

・山根 大克
・山本 彩世

・五十嵐 実穂
・大谷 拓輝

・河西 遥香

・坂田 史帆
・柴田 暁史

▲空間デザイン研究部が受賞した賞状
「未来の図書館展」は2016年度城北祭 学術研究部門
工学部長賞を受賞しました！

・嶋岡 颯人
・下迫 舞香
・仲谷 友里
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工 大 ウ ォッ チ ン グ 大 賞

2016年度

工大ウォッチング大賞

授賞式

学生の視点で大阪工業大学を表現した作品を募集、展示する「工大
ウォッチング大賞」が今年も開催されました。
今年のテーマは「私の工大〜OITスタイルで本棚をPOPに彩ろう！〜」
です。今年度もPOP・ブックカバー・しおりの3部門の募集を行い、数多く
の作品をご応募いただきました。
大宮本館では10月17日〜27日に図書館内や図書館企画展会場内に
て、枚方分館では11月4日〜10日に図書館内に展示しました。図書館運
営委員会による厳正な審査を経て受賞作品が決定し、12月2日に「工大
ウォッチング大賞授賞式」が行われました。
（写真左）
▲大須賀館長（前列左から3人目）
と学生の皆さん

▼工大ウォッチング大賞受賞者一覧
POP部門

〔POP部門〕

大賞
■大

タイトル

『世界で一番美しい天井装飾』

本書にも載っているモン・サン・ミ

シェルのイラストをつけてみました。
ど

のページを開いても感動します（岡田）

賞
岡田

みさお

（建築学科1年生）

■優秀賞
綿打

凜

（知的財産学科2年生）

■佳

作
磯崎

真帆

上田

麻由

夏見

佳奈

（建築学科1年生）

ブックカバー部門

（知的財産学科1年生）

大賞

（ロボット工学科2年生）

受 賞 者 決 定！

タイトル

『工大プロジェクト』

私にとっての工大は何といってもプ

ロジェクト！男女関係なく日々チーム一

■Library賞
杉浦 光希

（知的財産学科1年生）

丸となって良いものづくりを目指して
います。モノラボに行けばいろんな色

のつなぎを着て作業する風景も見られ

ます。今回はそんなプロジェクトの仲間

たちと機体やマシンなどをつめこんで
みました！
（武井）

〔ブックカバー部門〕
■大

賞
武井

優子

■優秀賞
田中

賢治

（機械工学科2年生）

（空間デザイン学科4年生）

しおり部門

■佳

大賞（表面と裏面）

作
森田

貫太

妹尾

直樹

（知的財産学科1年生）

タイトル

『やりたいことができる学校』

様々な学科、様々な選択肢があるの

がこの大学の一番の魅力だと思いま

す。今回はそれをイメージして作りまし
た。
（田中）

（情報メディア学科4年生）

■Library賞
野田 明日香

（空間デザイン学科2年生）

〔しおり部門〕
しおり部門

■大

大賞

賞
田中

賢治

扇谷

勇登

（空間デザイン学科4年生）

タイトル

『ココロノキバン』

人の心とは複雑なものです。その心

（ハート）を基板の複雑な回路の中に
盛り込むことで表現しました。私はE科

の学生で回路図を見る機会が多いた

め、
このアイディアを思いつきました。

（扇谷）

（電気電子システム工学科1年生）

■佳

作
西浦

綾乃

（電子情報通信工学科3年生）

■Library賞
小野 正生

（ロボット工学科4年生）

※しおり部門の優秀賞はなし
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ライブラリーサポーター News!

ライブラリーサポーターという制度をご存知ですか？大宮本館、枚方分館、両館にて随時募集しています。
さまざまな活動をして
いるライブラリーサポーターの様子を写真とともにご紹介します！
【ライブラリーサポーターってなに？】
ライブラリーサポーターとは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。詳しくは大宮本館、枚方分館の図書館カウンターへお気軽にお尋ねください！

ビブリオバトル予選会レポート！
大宮本館、枚方分館にて「全国大学ビブリオバトル2016予
選会」が開催されました。
「ビブリオバトル」
とは「知的書評合戦」
とも呼ばれ、発表者が
オススメ本を5分間でPRし、最後に観戦者が一番読みたくなっ
た本に投票して
「チャンプ本」を決めるイベントです。
今年は大宮本館、枚方分館あわせて合計7回の予選会が開
催され、地区決戦目指して熱い戦いが繰り広げられました。
【大宮本館予選会開催日程】
第1回：10月12日
場 所：ラーニング・コモンズ プレゼンテーションブース
第2回：11月2日 第4回：11月10日※第3回は中止
第5回：11月17日 第6、7回：11月24日
場 所：ラーニング・コモンズ グループ学習エリア
▲第1回予選会で優勝した綿打さん(知的
財産学科2年生)と発表者 写真左から 【枚方分館予選会開催日程】
綿打さん、安藤さん、大野さん、朝田さん
第1回：11月30日
★カーボン・アスリート
（山中俊治著）
場 所：ラーニング・コモンズ

▲第2回優勝者の
市 田さん( 知 的 財 産 学
科2年生)★キケン（有
川浩著）

▲第4回優勝者の
田 中さん( 知 的 財 産 学
科1年生)★本音で生き
る(堀江貴文著)

▲第5回優勝者の
橋本さん(帝塚山大学4
年 生 ) ★ あきんど姫 様
(若月ヒカル著)

▲枚方分館の予選会で優勝した
薦田さん（情報システム学科
1年生）★悪の教典（貴志祐介
著）

▲第6回優勝者の
武田さん（知的財産学
科1年生）★賢く人を操
れる「ブラック」会話術
(神岡真司著)

★＝チャンプ本

▲第7回優勝者の
奥さん（武庫川女子短
期大学1年生）★クライ
ンの壺(岡嶋二人著）

オープンキャンパスレポート！

▲「カミの舟」に図書を展示する様子
写真左から綿打さん、上山さん

大宮キャンパスにて8月7日(日)、27日(土)に
オープンキャンパスが開催されました。
ライブラリーサポーターは館長の大須賀先
生(ロボット工学科)と打ち合わせを重ね、各学
科に合った、おすすめの図書を図書館にて選
び、1冊1冊、POPを制作しました。
そして、オープンキャンパスに来てくれた高
校生に読んでほしい！と想いを込めて、2号館
1階の「カミの舟」内部に展示しました。段ボー
ルでできた巨大な「カミの舟」は図書やPOPな
ど様々な展示品によって彩られ、多くの方にご
覧いただきました。
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▲「カミの舟」に図書を展示する
下村さん

2017.1

就 活 生 応 援！ 図 書 館 で就 活 しよ う！

就活生応援！

図書館で就活しよう！

図書館には就職活動の情報収集に欠かせない様々な図書があります。大宮本館、枚方分館両館に就活関連図書を別置し

たコーナーがあり、エントリーシートや履歴書の書き方・自己分析・面接・就活マナー本など毎年多くの学生にご利用いただ
いております。

今回はライバルに差をつけるための便利な資料やツールをご紹介します。ぜひ図書館でチェックしてください！

技

報

「技報」を読んだことはありますか？あまりピンとこない方もいる

かもしれません。

「技報」
とは技術報告書のことで、論文をはじめ、技術動向や導入

事例などの分かりやすい記事を通して、企業の最新技術や製品を
紹介しています。

書店には流通していないため、
ライバルに差をつける情報を得

ることができます。
「技報」を読み、面接では他の学生よりも面接官
の印象に残る自己アピールができるよう役立ててください。

★ホームページから全文をPDFで閲覧することができる企業
もあります。

【技報の配置場所】大宮本館2階学術雑誌室

ＣＳＲ報告書
続いて、
「CSR報告書」をご紹介します。

「CSR」
とはCorporate Social Responsibilityの略で企業の社

会的責任のことです。
「CSR報告書」
とは、環境や社会問題に対
する企業の取り組みをまとめた報告書のことを指します。

利益の追求だけではない、企業の側面を知ることができるの

で「CSR報告書」を読むことは企業研究のひとつの方法として、
おすすめです。

★CSR図書館.net（http://csr-toshokan.net/）からも400社以
上のCSR報告書の閲覧や資料請求ができます。

【CSR報告書の配置場所】大宮本館2階学術雑誌室

データベースを就活に活用しよう！
就活ではデータベースを使って効率よく情

報を集めることが大切です。朝日新聞をWEB

で閲覧できる「聞蔵Ⅱビジュアル」はナビ検
索の「就活応援」から就活に役立つ記事を読
むことができます。

「日経テレコン」は日経各紙の記事だけで

はなく企業情報や人事情報などを調べること
ができます。

各データベースは図書館ホームページか

▲聞蔵Ⅱビジュアルの
ナビ検索画面

▲日経テレコンの企業検索
（国内一括）画面
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らアクセスすることができます！

※学内のパソコンからアクセスしてください。
（同時アクセス数の制限があります）

ぱぴろにくす No.102

『ながい坂』

山本周五郎著 改版2004年出版 新潮社文庫刊
【大宮本館】
配置場所：工大君に薦める
請求記号：913.6/Y
資料ID（上巻）
：91161323
資料ID（下巻）
：91161324
【枚方分館】
配置場所：工枚君に薦める
請求記号：080/S
資料ID（上巻）
：98161161
資料ID（下巻）
：98161156

工学部
教授

環境工学科
石川

宗孝

先日、インターンシッププログラム総括報告会に出席した
が、来年度に就職を控えた学生諸君が期間中、有意義な時
間を過ごしたと報告があった。続いて、受け入れ機関の企業
の皆様の報告は、社内が活性化された、人材教育のよい機
会であった。と、嬉しい意見もある反面、大学への注文もあ
り、“できるだけ現場体験をさせるような授業を早くから取り
入れてほしい” “コミュニケーション能力の強化” “人間力を高
める教育の要請” など要望もあった。
ここで、私の学生時代の体験として、また、就活に関わ
る一冊の本として、山本周五郎の代表作『ながい坂』を推
薦する。大学生時代に何度も読み返した記憶があるこの本
は、その後、映画やテレビドラマで何度も上映されているよ
うで、決して難しい本ではない。人生を長い坂と考え、紆
余曲折を経て自分自身を模索する物語である。
【あらすじ】
平侍の息子で主人公の小三郎は八歳のとき胸を刺される
ような出来事を経験した。父に連れられて魚釣りに行く時、
堀にかかった小橋を渡っていたが、ある日突然その橋が壊さ
れ、藩重役の小者に、
「邸内にある学問所の邪魔になるから、
ここを通行するな」と追い返されたのである。道や橋などの
山や川と同様に不動であると信じて疑わなかったものがなく
なるという衝撃を受けた。また、父親が卑屈な態度を取っ
たのも、屈辱感を増す出来事となった。
この屈辱を味わった小三郎は、人が変わったように文武両
道を求めて努力を重ね、名門師弟だけが通える「尚功 館」
に入学を許可される。ここでも、小三郎が優秀なだけに「徒
士組平侍の子」とののしられる。しかし、文武とも優秀な
成績を収めて尚功館を卒業すると、全教官の推薦の元に殿
様付きの小姓に抜擢された。小三郎は若い殿様と藩内をく
まなく視察しながら、過去に河川に堤防を作るなどの土地
開墾計画があったことを具申したりした。殿様は小三郎の実
力を認め、軍奉行の与力、町奉行与力など異例の昇進を重

ねることとなる。これに対して彼が徒士組出の平侍である
ことは陰で嫉妬と反発を呼び、軋轢を増幅させる。それで
も彼は少年時の屈辱をばねに突き進もうとしたが、夜一人
になると「重いな、重すぎる」と弱音を吐くこともあった。
やがて、若き藩主によって、大堰堤工事を推進する計画
が持ち上がった。堤防を作り、川の水を引いて新田を作る
という大工事計画である。そのころ小三郎は藩の名門三浦
家を継ぎ、三浦主水正と名乗っており、この計画の責任者
となった。新田を作ることは、もちろん米を増産すること
が目的だったが、それだけではなく、「農、産、商業の根
もとを握っている大地主、五人衆といわれる大商人、そして、
これらに支えられている藩の重臣たち」を大きく揺さぶる
ことも狙いだった。当然、反発は大きく、工事は何度も妨
害され、主水正は命を狙われた。身を隠して生活すること
を余儀なくされ、人々に混じってうどん屋をやったりもする。
そうしてやり遂げた後に、主水正は殿様に次ぐ城代家老に
まで登り詰める。彼は自分の半生を省みて次のように言う。
「おれは少年のころから、脇見をする暇さえなく、けん
めいにながい坂を登ってきた」（中略）「多くの困難や、
ねら
むずかしい仕事や、いのちを覘れたことさえある」
（中略）
しかし、今日までは自分の坂を登ってきたのだ、と
彼は思った。
けわ
「そして、登りつめたいま、おれの前にはもっと嶮し
く、さらにながい坂がのしかかっている」（中略）「―
そしておれは死ぬまで、その坂を登り続けなければな
らないだろう」
（引用元：下巻 543-544 頁）

おこがましくも、私は身近な人に自分自身の山（大きな
山か小さい山か知らないけど）を作っては、と話すことが
多い。これは、私が過去に読んだ『ながい坂』が原点だ
と改めて思った。皆さんもぜひ読んで、自分自身の人生あ
るいは自分の山を見つけて探ってみてほしい。
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図書館からのお知らせ
職場体験学習を実施しました！
大宮・枚方両館で、中学生の職場体験学習を実施しました。大宮本館では特集展示やカウンター対応などのほか、ラーニング・コモンズ
で開催された全国大学ビブリオバトル2016予選会の会場設営や受付を行いました。ディスカッションタイムでは質問者へマイクを渡す係
を担当し、緊張感のある会場の中で、大切な役割を果たしました。
枚方分館では図書の装備や配架、新聞整理などの仕事を体験しました。初めは緊張した表情でしたが、慣れてくると徐々に笑顔にな
り、楽しみながら仕事をしている様子が見られました。
■大宮本館
11月10日
（木）〜11月11日
（金）
守口市立庭窪中学校2年生3名
11月17日
（木）〜11月18日
（金）
大阪市立今市中学校2年生3名
■枚方分館
11月10日
（木）〜11月11日
（金）
枚方市立長尾西中学校2年生3名

▲イベント受付の様子
（守口市立庭窪中学校）

▲会場設営の様子
（大阪市立今市中学校）

▲新聞整理の様子
（枚方市立長尾西中学校）

リアル謎解きゲーム「大學図書館からの脱出」を開催しました！

▲告知ポスター

大宮本館では2016年9月27日にリアル謎解きゲーム「大學図書館からの
脱出」を開催しました。
タイムスリップしてしまった過去から現代へ脱出するという図書館オリジナ
ルストーリー。参加者は図書館内（8号館2階〜4階）に隠された謎を見つけ
出し、現代へ戻るために答えを導き出します。
ゲームを進める中で、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たり、普段はあまり入ることのない雑誌書庫などにも
冒険を広げていました。
▲問題を発見したようです
今回は、見事すべてのチームが謎解きをクリア！それぞれのチームには素敵
なプレゼントが渡されました。
参加者からは「楽しかった」「またやってほしい」「図書館の設備をフル
活用できた」といった感想から、静かな図書館内において「運動になった」と
いう感想までいただき大好評のイベントとなりました。中には、
「チームワーク
に気付けた」という参加者も・・・友達との絆も深まったようです。
それではここで、実際に
出題された問題を一問。
▲解答に悩んでいます

選書フェアを開催しました！

大宮本館では10月3日〜6日、枚方分館では10月11日〜14日に選書
フェアを開催しました。
選書フェアとは、図書館に置いてほしい！
！と思う本を、実際に手に
取って選ぶことができるイベントです。例年人気のイベントですが、今
回も多くの方にご来場いた
だきました。
選書された本は大宮、枚
方 両 館 の 図 書 室 内「 選 書
フェアコーナー」にて紹介さ
れています。
あなたが選んだ本も並
んでいるかもしれません。
ぜひ図書館でチェックして
ください！ご来館お待ちして
おります。
▲選書フェアの様子(大宮本館)
大阪工業大学図書館報「ぱぴろにくす」No.102（2017.1）
編集発行 大阪工業大学図書館
〒535-8585 大阪市旭区大宮5丁目16-1
TEL 06-6954-4108
http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/index.html

・・・分かりましたか？答
えはこのページの左下に記 ▲すべての謎が導くものは
載しています。
図書館では今後もより一
層磨きをかけ、知的好奇心
をそそるイベントを開催予
定 です。今 回 参 加してくだ
さった方も、初めての方も、
みなさんが楽しめるイベント
を企画していきますので、ぜ
▲脱出後の参加者たち
ひご参加ください！

FAX 06-6953-9499
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図書館公式Twitter
＠OIT̲Lib

答え：西郷隆盛

