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　唐突ですが、この半年ほどの間に私が読んだ本を順不同で

列記します：①塩野七生「ギリシア人の物語Ⅰ 民主政のは

じまり」新潮社　～高校時代に「チェーザレ・ボルジアある

いは優雅なる冷酷」を読んで熱烈な愛読者に。大宮本館にも

配架されている「ローマ人の物語」は15年間毎年刊行を楽

しみにしていました。「ギリシア人の物語Ⅱ」は既に私の本

棚でスタンバイしています；②アポロドーロス、高津春繁

訳「ギリシア神話」岩波文庫　～ギリシアつながり。応用化

学科１年次生「化学概論ａ」でお話しする「核化学」の授業

準備をしていたら、「プロメーテウスの火」という言葉を思

い出し、もう一度ギリシア神話に触れたくなりました。この

本は中々手強かったので（寝転がって読めない…）、少し軽

い ③阿刀田 高「私のギリシャ神話」集英社文庫　でオリュ

ンポス十二神をはじめとする神々の「人間くささ」を堪能し

ました；④門馬忠雄「新日本プロレス12人の怪人」文春新

書　～ナンバーワンよりオンリーワン。80年代の金曜夜８

時６チャンネルが懐かしい…；⑤リ スンイル「ラグビーを

ひもとく 反則でも笛を吹かない理由」集英社新書　～工大

ラグビー部顧問として、改めてルールに精通しておこうと手

にした一冊。そこにラグビーの崇高な精神をみました！；⑥

中川右介「阪神タイガース1965－1978」角川新書　～

私が阪神ファンとして元服した1968年９月18日夜に聖地

甲子園球場で起った出来事もちゃんと書いてありました。村

山、江夏、田淵、そして、仏のゴローさん…；⑦柴田東吾「車

両基地　知られざる鉄道バックヤード」交通新聞社新書　～

そうです、私は血中「鉄」分濃度も高いのです。東京出張の

折、丸の内oazoの丸善２Ｆで鉄道関係の本を買い求め、４

Ｆ M&C Caféで窓の外を行き交う電車を眺めながら早矢仕

ランチをいただきます。ひそかな至福のひととき；⑧桐竹勘

十郎「一日に一字学べば…」コミニケ出版　～個人的に存知

上げている文楽人形遣いの三世勘十郎さん。伝統芸能で受け

継がれる日本人の仕事の流儀に改めて感服しました；⑨石橋

健一郎「昭和の歌舞伎 名優列伝」淡交新書　～この10年ほ

ど歌舞伎に惹かれています。熱烈な鉄道ファンでもあった人

間国宝 十三代目仁左衛門丈、生の舞台を観たかった；⑩大

山勝男「『大大阪』時代を築いた男 評伝・関　一（せき は

じめ）」公人の友社　～常翔学園のルーツ「関西工学専修学校」

設立の背景には、当時の大阪人が誇りとした民衆の都「大大

阪」があります。その都市整備と近代化に心血を注いだ「大

阪の父」第七代大阪市長 關一の足跡を追っています；⑪文

學回廊、第２号（2017.３）大阪文学振興会・織田作之助

賞実行委員会発行　～知り合いの作家・堂垣園江さんに誘わ

れて「織田作之助賞」の贈呈式とパーティに参加するように

なり、異文化コミュニケーションを楽しんでいます。堂垣さ

んご自身も昨年の受賞者です（受賞作：⑫「浪華古本屋騒動

記」講談社）。ところで、「オダサク」ってご存知ですか？

　このあたりで字数が尽きました。最後にご挨拶を。私は本

年4月に図書館長に就任しました。⑬山本順一編「新しい時代

の図書館情報学（補訂版）」有斐閣 を読み、図書館の目指すべ

き方向に思いを馳せています。よろしくお願いいたします。
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警官へ通報し、
謎解き成功！

謎を解いて浮かび上がる言葉は？

を開催しました！

リアル謎解きゲーム
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答え
問8：シラバス　問12：ぐみ

　大宮本館では2017年4月26日にリアル謎解きゲーム「バブルへの挑戦」を開催しました。
今回のテーマはなんと「バブル時代」！！派手なスーツや羽根つき扇子等当時を彷彿とさせる姿の司会者が 
ルールを説明し、ゲームスタート！
参加者は図書館内（８号館１階～４階）に散りばめられた謎を解き、現代へ戻るためのキーワードをあぶり出
します。

　図書館内の謎をすべて
解いて浮かび上がった言
葉は「エーブイシツノバ
ブルヲミロ」
図書館2階AV室へ急ぐ挑
戦者。新着作品の棚を見
ると人気映画に混ざって

「バブル」と書かれた作品
を発見！
映像にはニセ絵画を今に
も買ってしまいそうな女
性の姿。そして次へ進む
ための重要なキーワード
が最後に浮かび上がる。

　AV室で受け取った紙の指示通りOPACで「海の日」を検索すると所蔵館が「枚方分館」だった！
「相互貸借依頼書」をカウンターへ提出し、「海の日」を入手すると本の中には詐欺会社の怪しい紙が。これ
は、警察へ通報しなければ！！

▲出題した謎の１つ。
　答えはどこかに隠れています。

▲相互貸借依頼書を提出。

◀参加者へ配布された
　オリジナルストーリーと
　ルールシート

◀自館に所蔵が無い場合は「相互貸
借依頼書」に記入して取り寄せよ
う！

　取り寄せた「海の日」には怪しい
紙が挟まっていた…。

▲謎をすべて解いて浮かび上がる
　キーワードは…？

▲AV室でオリジナルの映像を視聴。カウンタースタッフから 
　 の紙を受け取る。

　警官へ詐欺師会社の紙を渡すと見事謎解き成功！
謎解き成功チームへは素敵な景品が贈られました。「図書館のことをいろいろ知れて良かった」「まさか映像があ
るなんて」「楽しかった。また参加したい」等の感想を頂き大好評のイベントとなりました。次回はどんなテー
マになるのか！？お楽しみに！！

▲警官へ詐欺会社の紙を渡すと
　「謎解き成功！」 ▲謎解きに成功したチームへ渡された「謎解き成功の証」とエピローグストーリー。



 

知って得する！知ると差がつく！
便 利 な 相 互 利 用 サ ー ビ ス

有効に活用してレポートや論文の質を上げよう！
　　　  「図書館クイックガイド～相互利用編～」もぜひご覧ください

ちなみに・・・学園内図書館とは、大工大図書館（大宮・梅田・枚方）、摂南大学図書館 ( 寝屋川・枚方 )、広島国際大学図書館（東広島・呉・広島）、常翔学園中学校・高校図書館、常翔啓光学園中学校・高校図書館のことをさします学校 高校図書館のことをさします

GET!!!文献文献GET!!!
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相互利用サービスって・・・？
　大工大図書館に必要な資料がない場合は、他大学図書館等が所蔵している資料を利用することができます。他大
学図書館等の所蔵資料を利用する方法には、①図書そのものを取り寄せる（＝現物貸借）、②論文等のコピーを取り
寄せる（＝文献複写）、③資料を所蔵している図書館に直接行って閲覧するという３つの方法があります。読みたい
資料が大工大図書館にない場合でも、あきらめず図書館カウンターでご相談ください！
　前回のぱぴろにくすでは、①図書の取り寄せ方法についてご案内しました。今回は②文献複写の取り寄せ方法に
ついて詳しくやり方をみていきましょう！

データベースには、有名なものでCiNii Articles、JDreamⅢ、Scopusなどがあります
研究テーマに関する図書に載っている「参考文献」や「引用文献」などもCHECK

　「参考文献」とは・・・著者が参考にした図書・論文・新聞記事などの文献
　「引用文献」とは・・・著述の中で他社の考えや研究結果を間接的あるいは原文のまま引用した文献
　ここでヒットした文献に本文のリンクがあり、PDFが閲覧できれば文献GET!

　　　　　　　　　　　　　　　　　本文のリンクもなくPDFも閲覧不可の場合・・・STEP２へ進む

調べたいテーマに関連するキーワードなどを、文献データベースで検索

依頼できるのは著作権法で認められた範囲です
学術雑誌自体の取り寄せは基本的にはできません
３～４日程度で届きます（広島国際大学は１週間程度）
費用は１枚10円の複写料金（白黒コピー限定）のみ、送料は不要です

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込方法＆学園内図書館にもない場合・・・STEP４へ進む

学園内図書館に資料がある場合は学園内図書館から文献複写を取り寄せ
学内ポータルのメールアドレスに連絡がくるので、申し込みをしたらメールチェックを欠かさずに！
所属館のカウンターで連絡がきた件を伝え、文献複写物を受け取ってください
「私費」で申し込んだ場合は、文献複写物を受け取る際に料金を支払います

文献複写物到着の連絡が届く

「所蔵館」で「全て」（＝学園内の図書館全て）を選択
論文が掲載されている学術雑誌を検索します

検索結果の「所蔵館」「巻号」「通し年月次」欄を確認します
自身の所属図書館に見たい巻号年があれば図書館内で直接閲覧・複写ができます

　図書館へ向かい、該当論文をコピーして文献GET!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見たい巻号年が所属図書館にはない場合・・・STEP３へ進む

図書館蔵書検索WebOPACで資料があるかを検索

依頼できるのは著作権法で認められた範囲です
学術雑誌自体の取り寄せはできません
約１週間程度かかります
白黒１枚35円～70円、カラー１枚50円～200円程度の複写料金と送料がかかります（国内大学図書館の目安）

　※速達を希望した場合は送料に速達料金が加算されます

WEBで申込む方法
WebOPAC画面の下方にある「ILL複写依頼」ボタンから取
り寄せの手続きをします
Webからは24時間申込むことができます

①図書館ポータルにログイン
②画面に従って進み、文献の情報など依頼情報を入力する

※校費(研究室予算)利用をご希望の方、
カラー複写をご希望の方など、他の連絡事項がある場合は、
画面最下の「通信欄」にその旨をお書きください
（記入例）「〇科●●●●先生の校費利用希望」
　　　　「カラー頁はカラー複写希望」

③内容を確認し「申し込み」ボタンをクリックして依頼完了

申込用紙を利用する方法
申込用紙「文献複写依頼書（対外用）」に必要
事項を記入し提出してください
申込用紙及び記入例はカウンターにあります
図書館HP上からダウンロードもできます

学外の図書館（国内の大学図書館や国立国会図書館等）から文献複写を取り寄せ

文献GET!

※校費(研究室予算)利用をご希望の方、

費用の「校費」と「私費」の違いって？
「私費」申込者が費用を負担する
「校費」指導教員の許可を得た場合に限り利用できる
申込む前に必ず指導教員の許可をもらい、
申込み時には教員名を明記する必要がある
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３階　第二図書室
ブロック展示コーナー

３階　第一図書室
特集展示コーナー

　↑「学部・学科紹介in大宮キャンパス」
　新入生に向けて、大宮キャンパス内の学部・学科に関連する参考書や
資料集の展示を行いました。図書館は、学部・学科ごとにたくさんの本
を所蔵しています。日々の勉強やレポート課題にぜひ図書館の本を利用
してください。

↑「スキマ読書」
　皆さんは、通学時などのスキマ時間に何をしていますか？スマホを持
つ手を本に替えてみませんか。スキマ時間にぜひ読んでほしい、一度に
読み切れる短編集を集めました。家⇔工大のスキマ時間に、短歌やエッ
セイ、小説などステキな本の旅を自由に楽しんでください。

←「大学新生活応援」
　充実したキャンパスライフを送ってほしいという思いをこめて、

「大学生活のおくり方」「大学での勉強法・読書法」「一人暮らし」 
「大学の在る大阪について」など勉強だけでなく、日常生活におけ
る環境づくりにもプラスになるような幅広いジャンルの本を集め
ました。
　図書館には生活を充実させるヒントや答えがたくさんあります。
困ったときは、いつでも図書館に足を運んでみてください。皆さん
の生活をいつも応援しています。

３階　第二図書室　
ガラス展示コーナー ３階　第二図書室

ミニコーナー

「工大図書館コレクション展示」→
　大宮本館では、工大記念図書・玉置文庫の図書を
定期的に展示、公開しています。
　今回は、クロード＝ペローによる翻訳書である 
２点、現存する最古の建築書・技術書『ヴィトル 
ヴィウスの建築書』と、古代から近世までの建造物を
実測し、柱礎、円柱、長押の調和と特性を研究記述
している『建築における円柱の五つの様式』を展示
しました。

工大記念図書…1980年９月工大独立図書館の竣工を記念して、東洋・西洋の建築学関係の図書、特に建築史を中心に収集した図書
玉置文庫…建築学科　玉置豊次郎先生（1899－1984）のご遺志により寄贈いただいた図書

２階　学術雑誌室

　梅田キャンパス、枚方キャンパスでも 
さまざまな展示を行っています。
　今後も、一年を通してたくさんの展示を
企画中です。また、特集展示について、HP
やTwitterでもお知らせしています。

　図書館スタッフ一同、あなたのご来館を
お待ちしております。

↑「謎解き・脱出ゲームを攻略せよ」
　今話題の謎解き・脱出ゲームに関連する本を
集めました。ゲームの主役はあなたです！ひらめ
き力、分析力、推理力を鍛えてあなたも謎解き名
人を目指してください。

←「PBL 成果物展示」
　機械工学科３年生の PBL授業（課題解決型学習）「エンジ
ニアリング・プラクティス」の成果物を展示しました。
　チームごとに、一年間で設計から制作を行い、試行錯誤を
重ねて機械工学科ならではのマシンが完成しました。

２階　玄関ホール



2017年度　図書館企画展

 ―木と寄り添う建築展―
2017年度
工大ウォッチング大賞
　　　　　　　　　　　作品募集！　　　 

図書館公式 Twitter
@OIT_Lib
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2016 年度　図書館利用状況

2017 年度　図書館活動予定
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　大宮本館・枚方分館の入館者数・貸出者数・貸出冊数は表１のとお
りです。2016年度の開館日数は、大宮本館で1日増加、枚方分館で
の増減はありませんでした。
　2017年度梅田分館新設による関連図書の抜き取りに伴い、大宮本
館の入館者数・貸出者数・貸出冊数は減少傾向となったものの、「謎
解き脱出ゲーム」「工大ウォッチング大賞」などの企画イベント開催
時には、多くの利用者の方にご参加いただきました。
　また、2014年度に新設された「ラーニング・コモンズ」の利用に
関して、前年度までに多かったPCや電子的ツールの個人利用に加え、
ホワイトボードや組み換え可能な稼動式の机を利用したグループワー
クやミーティングの他、論文発表のプレゼン練習、50名単位でのプ
ロジェクト活動など共同学習空間としての施設利用が増加しました。 

区分 大宮本館 枚方分館 合計

開館日数
2016年度 290日 288日 ―
2015年度 289日 288日 ―
2014年度 289日 287日 ―

入館者数
2016年度 89,852人 30,376人 120,228人
2015年度 97,876人 33,381人 131,257人
2014年度 107,182人 39,915人 147,097人

1日あたりの
平均入館者数

2016年度 310人 105人 415人
2015年度 339人 116人 455人
2014年度 371人 139人 510人

貸出者数
2016年度 15,494人 4,751人 20,245人
2015年度 17,086人 4,401人 21,487人
2014年度 18,597人 4,822人 23,419人

貸出冊数
2016年度 29,989冊 8,330冊 38,319冊
2015年度 33,487冊 7,758冊 41,245冊
2014年度 55,641冊 8,690冊 64,331冊

表1　入館者数等（学外利用者含む）

　2016年度は、空間デザイン研究部と共同で開催した図書館企

画展「未来の図書館展」において、2016年度城北祭 学術研究

部門 工学部長賞を受賞するなど、「発信型図書館」としての役割

の充実を図ってきました。

　現在、ラーニング・コモンズでは授業で利用経験のある学生

がリピーター傾向にあり、就職活動や論文作成といった個人利

用に限らず、論文発表のプレゼン練習やプロジェクト活動の報

告会など、グループでの自主利用の場として一日を通して利用

されています。今後も、「長期滞在型図書館」となり得る快適な

空間づくりと併せて「発信型図書館」として、図書館企画展、

工大ウォッチング大賞、各種講座、ライブラリーサポーターに

よる各種企画イベントなどを展開して参ります。
▲昨年開催した「未来の図書館展」スタッフの

空間デザイン研究部の皆さん

　図書館大宮本館では、
城北祭期間中に2017年
度図書館企画展「木と寄
り添う建築展」を２階玄
関ホールにて開催しま
す。今年度は建築文化研
究部の学生と図書館との
共同開催です。
　居住地を区分された現在の日本において、『木』と寄り
添う建築とは？ 子どもからお年寄りまで楽しめる展示に
なるよう、日々打ち合わせ中です！

▲展示予定作品の一部

　「2017年度工大ウォッチング大賞」開催します。
皆さんが思い描く工大の魅力を自由な発想で表現してみま
せんか？
　2017年度図書館企画展と同時開催です！

◆作品テーマ　「nature＆technology
～自然と技術の共存～」

◆募 集 部 門　「ブックカバー」「しおり」「POP」
◆作 品 締 切　 2017年10月６日（金）

※入賞者には賞状と副賞が授与されます。
詳細は図書館メインカウンターまでお問い合わせくだ
さい。
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