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追 体 験 の 空 間
工学部環境工学科

教授

大 澤

利 幸

このところ、異常気象や地震などによる「想定外」、「予

して学生に共通していることは、環境ボランティア活動・

測不可能」な自然災害が続いています。ここ大阪も少し前

学内環境プロジェクトなどの活動を通して様々な体験をし

の超大型台風により大変な被害を受けました。地震はさて

ていることです。参加学生による議論は、さながらPBLの

おき異常気象の原因は地球環境の変化が少なからず影響し

教育現場を彷彿とさせます。PBL教育への期待は多種多様

ていると考えられています。このような地球環境問題の解

ですが、PBLを代表する実践体験型授業・チュートリアル

決には、「科学」分野の果たす役割が大きいことは勿論です

型授業において「体験」・「追体験」の場を提供することは、

が、最近は古文書など過去の災害を解き明かした書籍もベ

現代における実体験の場の不足を補う極めて魅力的な教育

ストセラーとなるなど、「追体験」の役割も改めて認識さ

手法です。

れるようになりました。「追体験」は、英語で「Vicarious

本学環境工学科では、2015年から駒井幸雄教授、高山成

experience」と表現され、「想像して感じる」・「他人の身

准教授、河村耕史准教授を指導教官としてインドネシア共

になって経験する」などの意味があります。この「追体験」

和国中央カリマンタン州のパランカラヤ大学と「環境・生

の獲得は、環境問題を議論する上で必要不可欠です。

物資源調査」について体験型国際PBL授業を展開してきま

環境問題は私たちの生活に大きな影響を及ぼすことから

した。2017年夏の国際PBLはさくらサイエンスプランの

教育現場でも重要なテーマとして取り上げられるようにな

助成を受けパランカラヤ大学の学生・教員を招聘し、７日

りました。私立大学139校、賛助会員企業58社が参加す

間に渡り「大都市大阪の水環境についてのフィールド科学

る「私立大学環境保全協議会」の活動もその一つです。「教

調査」をテーマに大宮図書館ラーニングコモンズをお借り

育と連携」、「化学物質」、「施設・設備」について、毎年春

して国際PBLを開催させて頂きました。学生にとって国際

と夏に各地の私立大学がホスト校となり研修会が開催され

PBLで他国の学生と交流し異なる文化に触れる事は、貴重

ます。私はここ数年、学生とのディスカッションを中心と

な実体験の場、追体験の場になったことでしょう。

する「教育と連携」のグループ討議に参加してきました。

図書館の書籍や電子メディアなどの情報を時系列の縦糸

こ こ で は エ コ 活 動・ ボ ラ ン テ ィ ア 活 動・PBL（Project

に擬えるとすれば、図書館の空間は人との交流という横糸

Based Learning）・産学連携などの話題提供・問題提起に

を紡ぐ場です。学生・教職員が集う場、様々な「追体験」

ついて、議論を深めます。毎回感心させられるのは、参加

空間としての役割に、また体験の糸が絡み合う図書館の新

する学生の自主性・積極性に加え問題意識の高さです。そ

たな役割に私は大いに期待しています。
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城北祭レポート
大宮キャンパスでは2018年10月26日（金）～10月28日（日）
に第70回城北祭が開催されました。開催期間中、図書館大宮本館
（８号館２階玄関ホール）でも様々な企画・展示を行いました。
（左）図書館出入り口の風景

①図書館企画展「百人一首大会」
（大会エリア）
３階で開催中のサポーター企画の展示「again! 百人一首」と、企画展関連展示「百人一首大会～気軽にカルタを
楽しもう～」にちなんで、実際に百人一首を楽しんでいただこうという企画です。
初心者、熟練者、大人、子どもが合い混じって、皆さん楽しまれていました。

大会の様子

②図書館企画展「百人一首大会」
（展示エリア）
情報科学部の須永宏先生と横山恵理先生にご協力いただき、百人一首に関するアプリケーションを展示するととも
に、タブレットで実際に体験してもらいました。坊主めくりや上の句を聞いて下の句を当てるゲーム、百人一首を題
材にした迷路等、種類は様々！「スマートフォンにダウンロードしたい」、「何回も遊んだ」という声が寄せられ、と
ても好評でした。
展示の様子

2

ぱぴろにくす No.108 2019.1

③古本市
ライブラリーサポーター主催の企画です。
図書館で利用されなくなった本や雑誌を来場者に無償でお譲りしました。
ジャンルは工学系の工大らしいものから、ファッション誌まで様々なものを用意しました。
開催中は手に取りながら選んでいただき、たくさんの本を持って帰っていただきました。
主催したライブラリーサポーターの活動ついてはP.6～7をご覧ください！

（左）サポーターがレイ
アウトした古本市
（右）本を選ぶ来場者

④工大ウォッチング大賞

展示

工大ウォッチング大賞の応募作品を期間限定で展示しました。来場者に自由に見ていただき、ブックカバー・しお
り・POP部門それぞれのお気に入りの作品へ投票していただきました。投票数が最多の作品にはLibrary賞が贈られ
ます。工大ウォッチング大賞の結果はP.4をご覧ください！

展示の様子

↑図書館
入口方面

出入口

←図書館

入口方面

մ

ճ
ղ

ձ

会場図
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工大ウォッチング大賞とは、
学生の皆さんが思い描く「工大」
のイメージを若い感性と自由な
発想で表現してもらい、多くの
人たちに工大の良さを
再発見してもらうことを
目的としたイベントです。

今年のテーマは
「平成を駆け抜ける」！！
※POP 部門はテーマ不問です。

今年度もブックカバー・しおり・POPの3部門の募集を行い、合わせて36点の作品
をご応募いただきました。大宮本館、梅田分館、枚方分館で展示し、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ました。11月29日には大宮本館で
「工大ウォッチング大賞授賞式」を行いました。
写真は授賞式に参加された皆さん

ブックカバー部門

『雨ニモマケズ

風ニモマケズ』

この作品を描いている時、外が丁度台風
で吹き荒れていました。平成の日々でよ
く印象に残っているのは数多くの災害で
す。台風、地震、津波、土砂崩れなど、
そんな日々を駆け抜けて、真っ白な未来
に手を伸ばしていきたい、というイメー
ジで描きました。
（武井 優子）

大賞

〇大賞 武井 優子
（機械工学科・４年）
〇優秀賞 吉武 洋輔
（建築学科・３年）
〇佳作 横田 風花
（環境工学科・１年）
〇Library賞 綿打 凜
（知的財産学科・４年）

受賞者一覧

しおり部門
『淀川読書』

大賞

受賞者一覧

淀川が好きだ。疲れたときは本を片手に
淀川に行く。これはそんな一日の写真。
本に淀川を挟んで出かけてみてはいかが
だろうか。
（吉武 洋輔）

〇大賞 吉武 洋輔
（建築学科・３年）
〇優秀賞 綿打 凜
（知的財産学科・４年）
〇佳作 埜田 太一
（建築・都市デザイン工学専攻博前・１年）
〇Library賞 渡来 和也
（機械工学科・２年）

受賞者一覧

POP部門

大賞

『陽気なギャングが地球を回す』
４人のくせものが生み出す、愉快でスマー
トな銀行強盗 ! ! 平成は終わるが強盗アル
バイトは終わらない！
（住寄 龍水）

〇大賞 住寄 龍水
（建築学科・３年）
〇優秀賞 藤田 和典
（情報科学専攻博前・１年）
〇佳作 埜田 太一
（建築・都市デザイン工学専攻博前・１年）
〇Library賞 石井 由香子
（電子情報通信工学科・１年）
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『明治・父・アメリカ』
著者名｜星

新一

出版社｜新潮社
出版年｜1978年
【大宮本館】
配置場所｜工大君に薦める
請求記号｜914.6IIH
資 料 I D｜91181165

工学部
教授

機械工学科

牛田

俊

（学生の皆さんという意味ではなく私も含めた）日本人に欠

「なぜ大学に入ったの？」と25年前に大学入学したての
自分が尋ねられたら、
明確には答えられなかった気がします。

けているものは何かを理解する助けになるかもしれません。

学生の皆さんのお答えはいかがでしょう？この本の主人公が

特に、現役の大学生の皆さんには「なぜ（何のために）大学

「なぜ大学で学びたい」と考えたのか、大阪工業大学でいま

で学ぶのか？」という冒頭の問いを考えるときに、本書の内
容を参考にしていただければと思います。

正に学んでいる皆さんにお薦めしたい一冊です（私も25年

星一さんは帰国後、製薬会社の事業を興し現在の星薬科大

前に読みたかった！）
。

学を創設しました。製薬という“ものづくり”に携わる一方

この本の著者は、短編小説の神様と呼ばれている星新一さ
んです。学校の図書室などで彼のショートショートを楽しん

で、経営者や政治家としても活躍されました。この本の中で、

だことがある人も多いでしょう。でも、この本はSF小説で

福島の同郷者で親友でもある野口英世（千円札の人）との交

ほし はじめ

はなく、彼の父親である「星 一」さんの青年期を描いたノ

友や、新渡戸稲造（前の五千円札の人、日本を外国に紹介し

ンフィクションの伝記です。今からちょうど150年前の明治

た著書「武士道」（原題はBushido（1900年））もお薦め）

維新の直後に生まれた星一さん。23歳のときアメリカのコ

との出会い、後藤新平（政治家，拓殖大学創始者）、伊藤博文

ロンビア大学の新入生となるのですが、高校に行き大学受験

（昔の千円札の人）、エジソン（は偉い人）といった誰もが知っ

をしたり日本の大学から留学したりしたのではありません。

ている著名人との深い関わりが登場します。その様子は「明

平成の現代に生きる我々には想像も付かない道のりを歩んで

治の人物誌（1978年）」に詳しく記されています。さらに、

おられます。10代の頃の星一さんの考え方に影響を与えた

本書の続編とも言える「人民は弱し 官吏は強し（1967年）
」

さい ごく りっ し へん

のも、
「西 国 立 志 編 」
（1871年， 原題はSelf-Help（1859

や、母方の祖父（解剖学の教授）に関する「祖父・小金井良

年）
「自助論」
）という一冊の本でした。私も読んでみました

精の記（1974年）
」を読めば、SF作家・星新一さんのノン

が、明治維新以降の日本の発展を支えた人材がこぞって読ん

フィクション作家としての一面を堪能しつつ、明治時代へタ

だベストセラーで、一読の価値ありです。

イムスリップすることが出来るはずです。

さて、大学入学後の星一さんの学びの過程、暮らしぶり、

学生の皆さんが卒業してバリバリと働いている頃には、平

考え方、異国の地での生き抜き方、どれをとってもこれまた

成の時代には幕が降ろされ、新しい時代が到来しています。

我々の大学生活とは大きく異なっています。もちろん当時と

大阪工業大学で学び、新しい時代を生き抜くためにも、明治

今とでは時代背景も国際情勢も違いますし、利用可能な科学

時代の「日本人」に会いに行ってみませんか？

技術・情報の量も質も比べ物にはならないのですが、現代の

明治天皇の誕生日、自宅にて執筆、牛田 俊

5

ライブラリーサポーター

ＮＥＷＳ

ライブラリーサポーターとは、学生によるボランティア活動です。スタッフではなく、学生の目線で図書館の活動をサポートし、図書館をより魅力的に
することを目的としています。大宮本館、梅田分館、枚方分館それぞれ活動中です！このページではサポーターの活動内容の一部をご紹介します。

サポーター選書
図書館の本の一部はサポーターが選んだものです。学生目線で選ばれていますので、授業で役立つ専門分野の
本から、一人暮らし向け、珍しい動物の本など種類は様々です。選書された本はサポーターの工夫が凝らされた
POPと共にサポーター専用のコーナーに置かれます。
皆さんの仲間が選んだ本ばかりですので、とても人気のあるコーナーです。
館内の展示コーナーで特集展示をしていることもあります。興味深い本が揃っていますので是非足を運んでくだ
さい。
（右）展示コーナー一例

イベントの企画
本紙にも掲載している古本市やビブリオバトルなど、イベントの企画・運営をしています。イベント当日は会場
の設営など運営作業をこなしたり、参加者の一員になったりしてイベントを盛り上げています。
今年のビブリオバトルの結果については隣のページをご覧ください！
（右）ミーティング風景

２００字書評

図書館で日々活躍中のライブラリーサ

ポーターが原稿用紙半分で皆さんにおす

誰 に で も あ る 日 常 の さ さ や か な 一 幕 に︑

すめしたい本を紹介します！図書館で所

妖怪や幽霊ってあなたは信じていますか︒

ほっと心を癒す物語︒八人の観光客が反政府

蔵していますので︑興味を持ったら手に

いないと思っていませんか︒そのことが普通

ゲリラに人質にされるという衝撃のプロロー

取ってください︒

と考えている人もいるかもしれません︒この

グと打って変わって︑拘束生活中の八人の穏

﹁人質の朗読会﹂

本は︑そんな﹃普通﹄について考えさせられ

やかな朗読会が淡々と綴られる︒一つ一つの

﹁妖怪アパートの幽雅な日常﹂

る本です︒主人公がひょんなことから妖怪と

物語の終わりに彼らの年齢︑職業が記載され︑

洋子著︵中央公論新社︶２０１１年

幽霊︑いろいろな人々と関わり︑その人達の

彼らが語る口調から様々な過去の積み重ねを

小川

深い言葉を聞き︑少しずつ成長していく物語

想像させるのと同時に︑僅かに感じさせる死

日輪著︵講談社︶２００３年

です︒将来のことに悩んでいる人や︑人間関

の予感に心が痛くなる︒非常に読みやすく普
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香月

係に息詰まっている人はぜひ読んでみてくだ

さん

情報科学部 コンピュータ科学科 １年

繁戸 芙紀子

段読書をしない人にもおすすめできる一冊︒

さん

枚方分館
配置場所｜工枚普通図書
請求記号｜913.6II O
資 料 I D｜98120005

さい︒
沖胡 智可子

大宮本館
配置場所｜工大一般図書
請求記号｜913.6II O
資 料 I D｜91113739

情報科学部 コンピュータ科学科 １年

大宮本館
配置場所｜工大一般図書
請求記号｜913.6II K
資 料 I D｜91110275

ライブラリーサポーター

メンバー募集中
ライブラリーサポーターのメンバーを随時
募集しています。
活動に興味のある方は各館の図書館スタッ
フへお気軽にお尋ねください！
大宮本館３階

メインカウンター

☎ 06－6954－4108
梅田分館６階

支援カウンター

☎ 06－6147－6295
枚方分館３階

カウンター

☎ 072－866－5312
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ビブリオバトル

レポート

「全国大学ビブリオバトル2018～大阪決戦～」の予選会が大宮本館・枚方分館で
行われました。また、大阪工業大学での開催は初となる、地区決戦が大宮本館で行わ

予選会

れました。

2018年11月６日
大宮本館 ４階ラーニング・コモンズ
プレゼンテーションブース

出場者たちは、その本を選んだエピソードやストーリーのおもしろさなどを、時折
笑いを誘う場面を織り交ぜながら熱く語っていました。

2018年11月16日
枚方分館 4階ラーニング・コモンズ

「ビブリオバトル」とは
観戦者が一番読みたいと思った本に投票してチャンプ本を決定する、書評合
戦です。発表者は自分が読んで面白かった本を5分で紹介します。

関西Ｃブロック地区決戦

本学が会場となったビブリオバトルの結果は図書館ホームページでもお知ら

2018年11月17日
大宮本館 ４階ラーニング・コモンズ

せしています。

予選会（大宮本館）

＜発表者一覧＞
田邉

豊さん（情報システム学科

３年）

発表図書：余命10年（小坂流加著、文芸社、2017年刊）
大西

雪乃さん（応用化学科

３年）

発表図書：妖怪アパートの幽雅な日常（香月日輪著、講談社、2003年刊行）
下村

直音さん（機械工学科

４年）

発表図書：WHAT IF?野球のボールを光速で投げたらどうなるか（ランドール・マンロー著、早川書房、2015年刊）

▲右から２人目が優勝した下村さん

予選会（枚方分館）

薦田

涼矢さん（情報システム学科

３年）

発表図書：エンゼルバンク －ドラゴン桜外伝－（三田紀房著、講談社、2007年刊行）

＜発表者一覧＞
楠

浩暢さん（情報システム学科

３年）

発表図書：ボクらは魔法少年（福島鉄平著、集英社、2018年刊行）
柴田

規廸さん（大阪電気通信大学）

発表図書：死刑執行人サンソン
河野

国王ルイ16世の首を刎ねた男（安達正勝著、集英社新書、2003年刊行）

長智さん（コンピュータ科学科

１年）

発表図書：安達としまむら（入間人間著、アスキー・メディアワークス、2013年刊行）

▲後列左端が優勝した薦田さん

村越

翔太さん（大阪電気通信大学）

発表図書：論理ガール 人生がときめく数学的思考のモノガタリ（深沢真太郎著、実務教育出版、2018年刊行）
谷口

民恵さん（情報システム学科

２年）

発表図書：ポジティブ・チェンジ（メンタリスト DaiGo著、日本文芸社、2015年刊行）
薦田

涼矢さん（情報システム学科

３年）

発表図書：エンゼルバンク －ドラゴン桜外伝－（三田紀房著、講談社、2007年刊行）
薦田さんは関西ブロックＦ地区決戦への出場が決定しました！

地区決戦
地区決戦 準決勝に挑んだのは15名。その中から６名が地区決
戦 決勝に進みました。大宮予選会優勝者の下村さんは準決勝、
決勝を見事勝ち抜き、
「全国大学ビブリオバトル2018～大阪決
戦～」の本戦出場が決定しました！
下村

直音さん（機械工学科

４年）

発表図書：WHAT IF?野球のボールを光速で投げたらどうなるか
（ランドール・マンロー著、早川書房、2015年刊）

▲左から３人目が優勝した下村さん
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図書館からのお知らせ
職場体験を開催しました！
大宮本館では2018年７月５日（木）に職場体験学習を実
施しました。大阪府立思斉支援学校（中学部）３年生２名が
参加し、書架整理やカウンターでの利用者対応等を体験しま
した。特に館内設備や図書の並び方に興味を持って、熱心に
取り組みました。
作業の様子

OITサマーキッズカレッジ
【POP教室】を開催しました
梅田キャンパスで2018年８月25日（土）
、次世代のもの
づくり体験イベントOITサマーキッズカレッジが初めて開催
されました。科学・情報技術系のプログラムが多いなか、梅
田分館では図書のPOP教室を開きました。
小学生を中心に中学生までの様々な学年の子どもたちが
参加し、自分たちのおすすめの本についてカラーペンや色
紙、カラフルなシールなどを使って、自由な発想で紹介カー
ドを作成しました。なかには親子で仲良くチャレンジする姿
も見られました。POP完成後はできあがった作品と一緒に
記念撮影をしてもらう等、子どもたちの笑顔あふれる一日と
なりました。
（上段）作品の一部
（下段）実施風景

枚方春の英語まつり、ビブリオバトル
in 枚方を開催しました！
枚方分館では2018年４月23日（月）～６月９日（土）に
枚方春の英語まつりを開催しました。60名以上が参加くだ
さり、６月26日（火）には上位者の表彰式を行いました。
７月４日（水）にはビブリオバトル in 枚方を開催し、４
名が発表しました。観戦者の投票の結果、情報システム学科
３年の薦田涼矢さんが発表した『ドリルを売るには穴を売
れ』
（佐藤義典著 青春出版社刊）がチャンプ本に選ばれまし
た。
（上段）枚方春の英語まつりポスターと表彰式の様子
（下段）チャンプ本発表者 薦田涼矢さん
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