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　皆さんは「０円タクシー」を知っていますか？ 言葉通り

「タクシーの乗車料金が無料になる」サービスが昨年末日本

で始まりました。

　どのような仕組みなのか説明したいと思います。契約スポ

ンサーである大手食品メーカーのカップ麺の広告を車体に

ラッピングしたタクシーが街中を走っています。利用者は、

スマホで専用の配車アプリを使い近くの０円タクシーを探す

ことができます。配車アプリから０円タクシーを指定して

配車を依頼し乗車します。車内ではタブレット端末で動画

広告が再生されるようになっており、降車時に運賃を支払う

必要はありません。

　つまり乗車料金は、契約スポンサーと配車アプリ会社が

乗客の料金を負担する仕組みとなっています。このサービ

スはかなりの人気で乗車体験をインスタグラムやTwitterな

どのSNSで共有する人も多いようです。それだけでも広告

宣伝効果としては成功かもしれません。今回は約１か月間

の期間限定で、サービス提供区域が東京23区内でしたが、

今後スポンサーを増やし継続してサービスが提供される予定

です。皆さんもこのようなサービスを使ってみたいと思い

ませんか。ぜひ大阪での提供を期待したいと思います。

　このように０円タクシーのような一見するととても不

可能に思えることをテクノロジーとアイデアは可能にす

ることができます。どこに０円タクシーがいるか、どの

場所にそのサービスを受けたいと思っているユーザがいるか

という位置情報をリアルタイムに把握しマッチングする技術
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がこのサービスを実現しました。

　この仕組みを考えたのは、タクシー会社ではなく、スマホ

ゲームやアプリなどを開発しているインターネット関連企業

です。スマホアプリというソフトウェアとタクシーという

ハードウェア、それからマーケティングを上手く組み合わせ

ることで、これまでにない全く新しい「社会システム」を

生み出しているところが非常に興味深いと私は考えてい

ます。

　これまではモノを作る人、モノを使ったサービスを考える

人、広告を考える人などそれぞれの役割や専門分野が決まっ

ていました。そのような世の中が大きく変わろうとしていま

す。人々に求められる専門性や仕事に境界線が無くなって

います。深い専門性を持つ技術者でありながら社会の動向や

人間の感情やニーズに敏感に反応し、新しい社会システムを

デザイン（創造する・設計する）する人材がこれから求めら

れています。

　テクノロジーとアイデアを組み合わせると、将来はタク

シーだけでなく、バスやレンタカーなどが無料に変わったり、

乗り物以外のサービスでも広がるかもしれませんね（入店時

に動画広告を見ると飲み物が無料になるお店が京都にあるよ

うです）。

　皆さんにもぜひテクノロジーとアイデアを使った新しい仕

組みを考えることができる人になってもらいたいと願ってい

ます。

ロボティクス＆デザイン工学部
システムデザイン工学科　学科長

教授　井上　明
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図書館へ行こう！～大宮本館～

図書館の使い方 mini

図書館はどこにありますか？

質問したいときはどうすればいいですか？

200字書評

大宮本館の使い方を簡単にご紹介します。図書館の使い方をもっと知りたい！という方は大宮本館で

開催しているライブラリーツアーに参加ください。貸出・返却など基本的な使い方と設備についてご

紹介します。卒業研究などで活用できるデータベース演習のあるコースもご用意しています。

大宮キャンパス８号館２～４階と１階の一部が大宮本館です。大宮キャン
パス正門に向かって左側の煉瓦の建物が８号館です。８号館の３階は１号
館の２階と繋がっているので、雨の日も濡れずに移動できます。図書室に
入るには学生証・教職員証が必要です。
右：８号館入口

３階のメインカウンターへ来てください。開館中は常にスタッフが在席し、
皆さんのご来館をお待ちしています。４階ラーニング・コモンズ、２階
学術雑誌室とAV室にもスタッフがいますので、気軽に声をかけてください。
右：３階メインカウンター

ライブラリーツアーとは別に、特定のデータベースに絞っ
た講習会も実施しています。この講習会では外部から講師
をお招きして、基礎から応用まで実習形式で学べます。開
催時は図書館ホームページやTwitterでお知らせしますの
で、ぜひ参加してください！

各館で活躍中のライブラリーサポーターが200字でおすすめの本を紹介します。

今回は大宮本館のサポーター２名が紹介します。

図書館はどこにありますか？

質問したいときはどうすればいいですか？

　大学内でおこる様々な事件を沖野春彦准教授と
大学の庶務課に属する七瀬舞衣の二人が解き明かす、
化学なミステリーです。
　化学が主役ではありますが説明がわかりやすく、
化学が苦手な人でもサクッと読めてしまうお話です。
　主人公以外の登場人物のキャラも個性的で飽きる
ことはありません。
　製薬会社現役研究員の著者による、理系の方も文系
の方も楽しむことができる一冊です。

　いつものように鳴いているだけのカラスに不吉を
感じてしまい、少し綺麗な夕日に心がざわつく。全身
で恐怖を感じるわけではないけれど、背中が少し寒
くなる。そんな作品集です。日本各地の伝承を題材に
しているため、ラフカディオ・ハーンの「怪談」を知ら
なくても、どこか見たことのあるものもあると思い
ます。「耳無し芳一」や「ろくろ首」、「むじな」など、
怪しい作品たちをぜひ一度読んでみてください。

【大宮本館】
配置場所｜工大特集コーナー
請求記号｜913.6 IIK
資料 I D｜91181156

【大宮本館】
配置場所｜工大文庫本
請求記号｜933IIH
資料 I D｜91180549

工学部 電子情報システム工学科 ３年
仲田　真美さん

知的財産学部 知的財産学科 卒業生
綿打　凜さん

「化学探偵Mr.キュリー」
喜多 喜久：著（中公文庫）

２０１３年

「怪談」
ラフカディオ ハーン：著
南條竹則：訳
（光文社古典新訳文庫）
２０１８年　
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大宮本館の使い方と、そこで活躍するライブラリーサポーターの活動について、紹介します。

ライブラリー
サポーター
活動記録（2018）
＜写真＞
上：企画ミーティングの様子
下：展示作業の様子

サポーター選書
図書館に置いてほしい本を
選びます。2018年度はかわ
いい動物や菌類の写真集、舟
船考古学など、所蔵が少な
かったジャンルの本が選書
されました。

特集展示
サポーターがテーマ設定から
展示までを担当します。
2018年度のテーマは「again! 
百人一首」「ミステリーツアー」
でした。「ミステリーツアー」
は５月31日まで開催中です。

城北祭
古本市の企画・開催をしま
した。2018年度に同時開催
した図書館企画展「百人一首
大会」にも、選手として参加
して場を盛り上げるなど、大
活躍でした。

インタビュー！（機械工学科４年　下村 直音さん）
大宮でサポーターとして活躍されていた、下村さんにライブラリー

サポーターについて聞いてみました。

ライブラリーサポーターになったきっかけを教えてください。

元々中学校・高校と図書委員の経験があり、大学でもできることがあ

ればと思い、サポーター活動に参加しました。また、その時点で既に

電子工学研究部に所属することも決めていたのですが、基本的に活動

時間が縛られていない点も決め手になったと思います。

大学に入ってからの図書館に関わるエピソードを教えてください。

レポートの作成時に手持ちの参考書や検索ではわからない内容につい

ての情報が欲しい時、あるいはその日に必要な教科書などを忘れて

しまった際などにはよく図書館のお世話になりました。

ビブリオバトルに挑戦したきっかけを教えてください。

2017年度にトラブルにより発表者が足りなくなってしまったため、

急遽参加し、発表者の視点からビブリオバトルを見る新たな楽しさ

を見つけ、2018年度では恐らくライブラリーサポーターとしてビブ

リオバトルに関わる最後の機会になるだろうと思い、本格的に挑戦

してみようと考えました。

ビブリオバトルで楽しかったこと、苦労したことを教えてください。

楽しかったことは発表にあたって「つかみ」にあたる部分を考えなが

ら読み返すことで新しい解釈ができること、そして他者の発表を観る

ことで普段読まないジャンルの本について知ることができ、発表後に

詳しくお話を聞ける点です。苦労したことは大勢の前で発表する中で

話の着地点を見失わないようにすることでした。

新入生に向けて、メッセージをお願いします。

私がそうだったように明確な目的がなくとも「本が好き」や「何かし

らの活動に参加したい」といった方であれば是非一度８号館の図書館

にお越しください。気が向いた時に「ちょっとしたお手伝い」気分で

活動に参加していただけるととても嬉しいです。
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図書館へ行こう！～梅田分館～

図書館の使い方 mini

図書館はどこにありますか？

質問したいときはどうすればいいですか？

梅田分館の使い方を簡単にご紹介します。図書館の使い方をもっと知りたい！という方は梅田分館で

開催しているライブラリーツアーに参加ください。貸出・返却など基本的な使い方と設備について

ご紹介します。

梅田キャンパス６階が梅田分館です。自習や
グループワークなどができるラーニング・コモ
ンズと図書が置かれているメディアテークが
隣接しています。入退館ゲートはありません
ので、そのまま入館できます。
下：メディアテーク入口

支援カウンターへ来てください。開館中は常に
スタッフが在席しています。図書の貸出・返却
やラーニング・コモンズの予約なども支援カウ
ンターで行うことができます。
下：支援カウンター

梅田分館では、自動貸出返却機を設置しており、
貸出・返却の他、貸出期限の延長もできます。
操作は学生証をタッチして、本を台に置くだけ
です。メディアテーク内と支援カウンター横の
計２ヵ所にありますので、ぜひご利用ください！
下：自動貸出返却機

図書館はどこにありますか？

質問したいときはどうすればいいですか？

ライブラリーサポーターが組み立ててくれた
アトムがカウンターでお待ちしております。
簡単な会話をしたり、歌ったりできます。
ぜひ、来館時には声をかけてあげてください。
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梅田分館の使い方と、そこで活躍するライブラリーサポーターの活動について、紹介します。

ライブラリー
サポーター
活動記録（2018）
＜写真＞
上：書架整理の様子
下：ロボット作成の様子

書架整理
本の順番が間違って配架され
ていないか、本が横倒しに
なっていないかなどを確認
して整理をします。

インタビュー！（ロボット工学科２年　炭谷 詩帆さん）
梅田でサポーターとして活躍されている、炭谷さんにライブラリー

サポーターについて聞いてみました。

ライブラリーサポーターになったきっかけを教えてください。

私がライブラリーサポーターになったのは、もともと図書館の落ち

着く雰囲気が好きで、何か役に立つことをしたいと思っていたから

です。その時参加時間が固定されておらず、気軽に参加できるこの

活動を知り、ぜひやりたいと思い参加しました。

大学に入ってからの図書館に関わるエピソードを教えてください。

図書館では、毎年様々なイベントを行なっています。その中で私が

参加したのはOITサマーキッズカレッジです。これは2018年度に

初めて行われたイベントで、小学生を対象とした体験イベントが行

われました。図書館では本の見どころをまとめて一枚の紙に表現す

るPOP教室を行いました。当日は思っていた以上にたくさんの子ど

もたちが来てくれました。それぞれ本について自由に表現する様子、

十人十色な作品たちをみて、私も自分なりの感性でPOPを作って

みたいと思い工大ウォッチング大賞にも応募しました。

新入生に向けて、メッセージをお願いします。

大学に入り、何か新しいことをしたいと思ったら、すぐに挑戦する

のが一番いいと思います。もしライブラリーサポーターに興味のある

方がいれば、ぜひ挑戦してみてください！

ロボット作成
雑誌のキットでロボットを作成しました。ロボットをきっかけに
図書館に興味を持ってもらうことを目的にしています。ロボティ
クス&デザイン工学部のある梅田キャンパスならではの取り組み
です。
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図書館へ行こう！～枚方分館～

館内の色んな場所で様々な企画展示を行って
います。研究や資格、就職関係はもちろんの
こと、人気作家や時事ネタなども特集して
います。
左：スタッフが書いたPOPを添えて展示

しています。
右：人気投票実施中！読んで面白かった本に

投票を！

館内の色んな場所で様々な企画展示を行って

図書館の使い方 mini
枚方分館の使い方を簡単にご紹介します。図書館の使い方をもっと知りたい！という方は枚方分館で

開催しているライブラリーツアーに参加ください。貸出・返却など基本的な使い方と設備について

ご紹介します。

図書館はどこにありますか？
枚方キャンパス１号館３～４階が枚方分館です。
図書室に入るには学生証・教職員証が必要です。
右下：館内の様子

図書館はどこにありますか？

質問したいときはどうすればいいですか？
３階のカウンターへ来てください。開館中は常
にスタッフが在席しています。４階ラーニング・
コモンズにもスタッフがいますので、気軽に声を
かけてください。
右下：３階カウンター

質問したいときはどうすればいいですか？

インタビュー！（情報システム学科４年　薦田 涼矢さん）
「全国大学ビブリオバトル2018地区決戦」に出場した薦田さんにビブリオバトルについて聞いてみました。

ビブリオバトルで楽しかったこと、苦労したことを教えてください。

苦労したことは、特殊なルールに慣れなかったことと、伝えたい内容

と伝え切れる内容とのバランスを考えることが難しかったです。楽し

かったことは、自分の思った通りのプレゼンが出来た時の達成感と、

短い時間で声と身振りだけで内容と感情を伝える方法を研究出来た

ことです。

ビブリオバトルに挑戦したきっかけを教えてください。

私がビブリオバトルを始めたのは１年生の11月（枚方キャンパスで

の地区予選大会）で、その頃プレゼンテーションの実践的な練習が

したいと考えており、キャンパス内に掲示されていたバトラー募集の

チラシを見て、好きなテーマ（本）で発表が出来るという内容に惹かれ

飛び入り初参戦をしました。

新入生に向けて、メッセージをお願いします。

発表が上手くいく絶対のルールは、しっかり準備を行い自信を持つこと

です。原稿を用意し、それを覚え、時間内に発表ができるまで何度も

発声して練習してください。自信のある発表は人に感動を与え、その

感動している人を見て自分にもその感動が伝わってきます。そして、その

感動で発表者と聴講者が一体となれるような発表を作ってください。
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枚方分館の使い方と、そこで活躍するライブラリーサポーターの活動について、紹介します。

ライブラリー
サポーター
活動記録（2018）
＜写真＞
上：Libe! in Hirakata
下：集合写真

フリーペーパー作成
フ リ ー ペ ー パ ー『Libe! in 
Hirakata』を発行しています。
表紙のデザインから記事作成
まで全てサポーターが担当
しています。その他、サポー
ター募集やイベント告知の
ポスターも作成しています。

イベントの企画・運営
ビブリオバトルなど、イベン
トの企画や会場設営などの運
営を行っています。年度に
よっては、専用ソフトを使用
したプラネタリウムなど独自
のイベントを開催しているこ
ともあります。

書架整理
本の順番が間違って配架され
ていないか、本が横倒しに
なっていないかなどを確認し
て整理をします。

大学に入ってからの図書館に関わるエピソードを教えてください。

数多くありますが、大きなものではビブリオバトルの運営に携わった

ことだと思います。今でこそ多くの人が参加する恒例イベントになり

ましたが、立ち上げ当初はバトラーが不足したり、観客が全く入ら

ないなんてことがザラでしたね（笑） 枚方キャンパス1号館のエント

ランスでやったこともありますよ！もう二度とやりませんが（笑）

ライブラリーサポーターになったきっかけを教えてください。

たまたま新入生ガイダンスで当時いた職員さんが紹介しているのを

聞いて、サポーターズの一員になりました。高校時代に図書委員を

やっていたことがあったので、どんなものか非常に気になりました。

新入生に向けて、メッセージをお願いします。

多分、このメッセージを見る頃には私は卒業して、居ないと思い

ます。私はライブラリーサポーター、図書館ボランティアと名乗って

おきながら、ほぼイベントの運営しかしていません。でもそれでいい

と思うんです。図書館に少しでも興味があるなら、一度立ち寄って

みてください！是非とも図書館を盛り上げるサポーターズの一員に

なってみてください！私も応援しています！

インタビュー！（情報メディア学科卒業生　中本 翔さん）
枚方でサポーターとして活躍されていた、中本さんにライブラリー

サポーターについて聞いてみました。
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図書館からのお知らせ

　大宮本館でデータベース利用講習会を実施しました。

外部から専門の講師をお招きしており、実習形式でデー

タベースの使い方の基礎から応用までを学べます。デー

タベースが使いこなせると、レポートや卒業研究、就職

活動に非常に役立ちます。

　次回は初夏開催予定です。決定次第、図書館ホームペー

ジでお知らせしますので、お見逃しなく！

・2018年12月６日（木） 『JDreamⅢ』

JDreamⅢは、国内外の科学技術・医療分野に特

化した日本最大級の科学技術文献データベース

です。

・2018年12月７日（金） 『Scopus、Mendeley』

Scopusは世界最大級の抄録・引用文献データベ

ースです。MendeleyはScopusで収集した情報

を管理する文献管理ツールです。

　全館で選書フェアを開催しました。大宮本館では2018

年10月15日（月）～19日（金）、梅田分館では10月９日（火）

～12日（金）、枚方分館では10月22日（月）～26日（金）

の期間で開催しました。

　選書フェアは、工大の学生・教職員であれば誰でも自由

に特設会場で選書できるイベントです。実物を見て、読ん

で、じっくり選べるため、毎年好評です。

　選書された本は、各館の「選書フェアコーナー」で紹介

されています。あなたの選んだ本も並んでいるかもしれま

せん。ぜひ、チェックしてください！

　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、カウンターでの利用者対応、書架整理のほか、おすすめ本の 

紹介コーナーの展示を体験しました。紹介コーナーの展示は色鉛筆やペンを使って、

オリジナリティ溢れるPOPも設置しました。その他、データベースでの調べ物

に挑戦してもらいました。「全体をとおして、楽しかった」とのことでした。

　枚方分館では、図書の装備や配架、新聞の整理、POP作りなどの仕事を体験

しました。初めての作業ばかりでしたが真剣に取り組み、慣れてくると自ら進ん

で仕事をする姿も見られました。

・大宮本館

　2018年11月 ８ 日（木）～ ９ 日（金）守口市立庭窪中学校　２年生３名

・枚方分館

　2018年11月 ７ 日（水）～ ８ 日（木）枚方市立杉中学校　　２年生４名

　2018年11月14日（水）～15日（木）枚方市立長尾中学校　２年生４名

データベース利用講習会を
開催しました！

選書フェアを開催しました！

職場体験学習を実施しました！

＜写真＞
左：大宮本館 会場の様子
右：枚方分館 会場の様子

データベース
調査の様子

（守口市立
庭窪中学校）

装備の様子
（枚方市立

杉中学校）

書架整理の
様子

（枚方市立
長尾中学校）


