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大学図書館の役割

大阪工業大学図書館長（工学部電気電子システム工学科教授） 里村　裕

大学図書館は教員、職員、院生・学生の皆さんの研

究と教育の両面の支えとして存在するだけでなく、大

学の顔としての役割、すなわち家で言う応接間の役目

もあります。賓客が来られたり、外部からの大学評価

を受審する際も、先ずご案内するのが図書館なのです。

図書館には長期にわたって積み上げてきた知識の宝

庫としての蔵書が溢れています。その大学の長い歴史

を刻む数多くの文献や蔵書、これらが後を追う研究者

およびヒヨコである院生・学生に提供されているのです。

本学は理工系大学として、学会誌を中心とする文献が

整理・製本されており、新設校には無い数多くの論文

集などが揃っているため、他大学からの複写依頼が多

数ありました。どの大学も得意なテリトリーがあり、

どの大学にはどんな文献がいつからいつまで揃ってい

るかを表にした要覧も発行されていました。そのため

に、大学側が責任を持ってその文献をお互いに継続購

入しなければならない時代もあったのですが、学会誌

等の電子化が進むことによってこの義務は消滅しまし

た。しかし、今なお、非常勤で本学に来られる先生方

には本務校には無い貴重な文献が本学図書館には揃っ

ていると、喜んで活用されています。

また、データベースの基地としての役割も持ってい

ます。その日の全国紙や地方紙だけでなく、新聞の過

去の縮刷版、さらに日経や朝日など各紙のデータベー

スに繋がって、過去の出来事や解説記事を読むことが

できます。理科年表の最新データや国内外の論文も、

著者名やキーワードを並べて検索することによって、

調べたい論文にパソコンを通して調べることができま

す。また、一つの論文がどんな論文に、また引用され

ている件数も調べることができます。これによって、

世界中の研究者から引用される価値の高い論文かどう

か、どんな領域に引用されているかを知ることで、研

究の方向付けが把握できます。

大学図書館はこのような研究教育支援だけでなく、

文化の発信も行っています。大学紀要の発行、文化講

演会の開催のほか、卒業された方々の幅広い作品の収

集や公開もおこなっています。本学図書館には建築史

の分野で垂
すい

涎
ぜん

の書と言われているパッラディオ、セル

リオ、ペローの16、7世紀の稀
き

覯
こう

本4冊が展示されて

います。後期ルネッサンスの時代に丁寧に作られた印

刷技術によって、著名な建築様式を知ることができ、

建築学を学ぶうえで大いに参考になります。家の応接

間の掛け軸や書・絵画と同様に、大学のお宝を飾って

いるのです。

新入生の諸君には、ぜひこのように研究や文化の支

援活動している図書館を大いに、そして充分に利用し

て欲しいと思います。教職員の選書による新刊の専門

書だけでなく、教養を高める一般書も図書館で購入し

ています。さらに、ライブラリーサポーターと呼ばれ

る学生ボランティアによって、学生利用者の立場から

の視線で購入図書も選んでもらっています。大学図書

館の役割を理解して、充実した大学生活を過ごされる

事を願っています。



坂本龍馬は「自分が何を成すために生まれてきたか」を悩み続けていた。土佐藩の郷
ごう

士
し

（下級武士）として生まれ、上級武士からは蔑まれ、農民からは役立たずと馬鹿にさ

れ、自分の生きる道を模索し続けていた。その龍馬は若いながら幕末から明治維新への

立役者の一人として歴史に名を残す重大な役割を果たしたが、33歳で暗殺された。

最近、日本の近代国家への道を開いた人物や時代のことが、意図的あるいは現在の状

況がそうさせているのか、頻繁にTVや書籍で紹介され、この時代に生きた若者たちの

苦悩と希望が描かれている。

振り返って今の時代は、戦後からの高度経済成長も終焉し、長い間続いた政権も変わ

り、日本のこれからを模索する時代に入ってきているように思える。この時代を生きる

若者は勉学、友人関係だけでなく自分の将来について苦悩することが多々あると思える。

若者は悩んで大きくなるのだとよく言われるが、悩むことを回避し楽に生きよう、ある

いは逆に悩みに埋没してしまうなど、自分を見失ってしまいがちである。この本『悩む

力』は悩むことを肯定的にとらえて人生を生き抜こうではないか、と語られている。

著者の姜尚中氏は東京大学教授で政治学者である。数年前からTVの討論会やコメン

テータとして、激高する議論の中でも極めて温和な口調で、政治情勢などについて自説

を述べている姿に感銘を受けた。氏は「在日」としてこの世に生を受け、計り知れない

苦悩の中、自分の人生を切り開いてきているが、そのことを抜きにしても氏の言葉に重

みを感じ、その説に共感している。

この本は若者が避けては通れない、「いまを生きる」悩み、「私」とは何者か、世の中

すべて「金」なのか、「知ってるつもり」じゃないか、「青春」は美しいか、「信じる者」

は救われるか、何のために「働く」のか、「変わらぬ愛」はあるか、なぜ死んではいけ

ないか、について明治の文学者「夏目漱石」と同時代に生きた社会学者「マックス・ウ

ェーバー」を手がかりに語りかけている。さらに最終章では、老いて「最強」たれと、

過去の若者にもエールを送ってくれており、共感すると共に今青春を送る若者に推薦し

たい。悩みを通り抜けた者は他者の痛みが分かり合えると信じている。
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私の薦める一冊の本

『悩む力』
姜
カン

尚
サン

中
ジュン

著

集英社，2008年5月（680円＋税）

情報科学部情報メディア学科　　教授 中嶋 鴻毅

【枚方分館】
資料 I D：98080910 
請求記号：081‖S
配置場所：新着図書

【大宮本館】
資料 I D：91082029 
請求記号：159‖K
配置場所：新着話題の本
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工学部　生体医工学科　３年次　小高 由紀
※学年は2010年３月現在のものです。

平成22年度新入生の皆さん、入学おめでとうございます。今はちょうど、ハナ

ミズキや八重桜が美しく咲く季節です。どちらも文字にすると末広がりで、皆さ

んのこれからを祝福してくれているようですね。

この大学は多くの教職員の方々が私達学生に様々なことを教えてくださいま

す。便利、はたまたちょっと意外な設備も整っていますので、これらについて紹

介をしてみようと思います。

まず、職員の皆さんがとても親切です。困ったことがあればすぐ相談すると良

いでしょう。一緒に解決策を考えてくださいます。７号館２階の学生課と教育セ

ンターを主に使うことになると思います。

次に工作センターです。安全講習を受ければ誰でも使えます。まずは自分の好

きなものを造ってみましょう。ものづくりはとても楽しいですよ。教科書で学ん

だことを、実学でどんどん身につけていってくださいね。また、陶芸や手作りラ

ンプシェイドなど、定期的にセミナーがあります。興味がある方は是非来てくだ

さい。

そして８号館。正門と高速道路の間にある建物です。

４階には自習室があります。１人で静かに、または友達と一緒に考えながら課

題に取り組むことができます。また、パソコン自習室も併設されていて、調べ物

やレポート作成も快適にできます。

３階の図書室には多くの蔵書があります。専門書も取り揃えているので、課題

の調べ物にはこちらをお使いください。欲しい本がない場合は、本のリクエスト

もできます。そして、ライブラリーサポーター（学生の図書館ボランティア）と

して、図書館の運営に協力することができます。どのような本を置くか選ぶこと

もできるので、本が好きな方は是非参加してくださいね。

２階にはＡＶ室があります。ここではＤＶＤやビデオを鑑賞することができま

す。あなたが気になって

いた映画やドラマもある

かもしれません。

それでは、この大学で

よく学び、充実した大学

生活をすごしてください。

大学にいる時にしかでき

ないことがいっぱいあり

ますので、多くのことを

吸収して成長してくださ

いね。 パソコン自習室
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『夏の庭 The Friends』 湯本 香樹実 著

工学研究科　電気電子工学専攻　１年次　畑中 洋美
※学年は2010年３月現在のものです。

夏の庭。セミの羽音と蚊取り線香の薫り、遠くで聞こえる友達を呼ぶ声。あなたは

夏の庭と聞いて何を思い浮かべますか？そっと手渡されたこの本には、自分で本を手

に取る時の期待感はありませんでした。タイトルも装丁も、言ってしまえば私好みで

はなかったから。そんな本を１ページ２ページと読み進めて行くうちに自分でもおか

しいほど夢中になり、読み終える寂しさを実感することになりました。

物語は３人の少年と、一人暮らしのおじいさんを軸に展開していく。どこにでもい

そうな人々が、どこにでもありそうな日常のなかで信頼関係を築き、悩み、成長して

いく。少年達は塾にも行くし、サッカークラブやスイミング教室と忙しい。家に帰っ

ても家族との関係は希薄。そんな時に興味本位で家を覗き、尾行ごっこの対象となっ

たおじいさんとの出会い。おじいさんと一緒に過ごす中で、今まで見えていなかった

友達の特技を知る。こうして思い返してみると、まるで私もこの３人と一緒におじい

さんと一夏を過ごしたかのような、そんな気持ちにさせてくれる一冊です。

『女の一生 一部・キクの場合』 遠藤 周作 著

工学部　応用化学科　３年次　後河内 徹杜也
※学年は2010年３月現在のものです。

時は江戸時代。長崎の浦上という所にキクという女がおりました。キクは恋をして

いました。その恋は、いつも朝に物売りに来る清吉という男に向けられていました。

今も昔も変わらぬ恋の話。しかし、清吉にはある秘密があったのです。彼は隠れ切

支丹だったのです。その秘密が役人にばれた時、彼はキクの前に恥ずかしい姿を晒す

ことになります。飛び交う罵声の中、いったいキクは何を思ったのでしょうか。あな

ただったら何を思うのでしょうか。

現代に戻り、あなたの周りを見渡してみましょう。あなたの親友は何時でも同意し

てくれるだけではありませんか。あなたの恋人はいつも一緒にいてくれるだけではあ

りませんか。

読んでいて思い当たる人は、今すぐにでもこの本を借りに行きましょう。



【新着図書コーナー等】 

【AV室】（月～金）9：00～22：00、（土）9：00～20：00

３階メインカウンターに向かって右に行くと高さ145cmの木製書架（３連）があります。ここにあ
る「新着図書コーナー」では、新しく受け入れた図書が配架されています。またこの裏側には、「君に
薦める一冊の本」、「話題の本」、「本学教員寄贈図書」の各コーナーがあります。
以下現在配架されている図書の一部を紹介します。

○「黄金比」（新着図書コーナー）スコット・オルセン著　創元社
自然と芸術にひそむ不思議な数の話。古来より最も物事を美しく見せる黄金

比は「神の比」とも呼ばれている。人間にとって最も安定し、美しい比率と

される黄金比は、ピラミッドや神殿に適用され、身近なものでは、はがき、

名刺、テレホンカードなどに使われている。

（請求記号：414/O 資料番号：91092309）

○「チザイの人」（本学教員寄贈図書コーナー）石井正著　三五館
副題に「大阪工業大学『知的財産学部』誕生の衝撃」とある。「チザイ」と

は、特許権、意匠権、著作権など知的財産の略称。本学知的財産学部の設置にあたって、学部長に要請された著者の

思想が展開されている。最終章に出てくる「ナンバーワンよりオンリーワン」の言葉は、意義が深い。

（請求記号：502.7/I 資料番号：10704029）

○「利休にたずねよ」（話題の本コーナー）山本兼一著　PHP研究所
時の権力者・秀吉に気に入られたがその後対立し、自らの美意識を貫いた利休。人間味あふれる生涯を、切腹の日か

らさかのぼる形でその謎に迫った長編歴史小説。「利休を書くことで日本文化の深層を旅することができた」との著

者の言葉がある。第101回直木賞受賞作。（請求記号：913.6/Y 資料番号：10804267）
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ＡV室および3階コーナーについて
大宮本館2階AV室および3階各コーナーを紹介します。

玄関ロビーを通過し廊下に入ってすぐ左側にAV室があります。ここにはDVD・LD・ビデオ・CD等
の視聴覚資料があります。話題の映画やドラマ、語学などバラエティに富んだ資料が揃っています。
一人席でゆっくり楽しむことができますし、二人席や五人席のブースもありますので、グループで

も鑑賞できます。授業の合間や休講のときに一度覗いてみてはいかがでしょうか。
最新のDVDの一部を紹介します。

○「劔岳：点の記」（S778.7/T 整理番号2599）
ひたむきに歩め、前

ぜん

人
じん

未
み

踏
とう

の頂
いただき

へ。標高2,999メートル、氷点下40度。

日本地図最後の空白地点を目指した、男たちの、魂の記録。（解説より）

○「花の生涯：梅蘭芳」（S778.7/H 整理番号2598）
激動の時代を愛と共に生きた、天才女形の壮絶なる生涯。美しき梅蘭芳。

人々は彼の虜
とりこ

になり、彼は芸の虜となった。2009年ベルリン国際映画祭出品

作品。（解説より）

○「Twenty Four：Season Ⅶ」（S778.8/T 整理番号2576）
過去に行った捜査に人権侵害の疑いがあるとして、ジャックは朝から上院公聴会で答弁していた。

アフリカから強制的に帰国させられ、最も過酷な24時間が再び始まる。（解説より）

※ケースの右肩に受入月が表示してあります。
利用に際しては、禁煙、飲食禁止、携帯電話の電源を切って下さい。
枚方分館にも同じような視聴覚資料がありますので、大いに利用して下さい。
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常に成長！前進！広がる常翔教育！
大阪工業大学図書館報「ぱぴろにくす」 No.82（2010.4）

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番1号

TEL 06-6954-4108 FAX 06-6953-9499

http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/top＿main.html

大阪工業大学図書館は、学生のみなさんに図書館活動の運営・企画などに参加していただき、
より素晴らしい図書館にしたいと考えています。
前年度は大宮、枚方両キャンパスで計18名の方が応募され、積極的に各種活動に参加してい

ました。今年度もライブラリーサポーターを募集しますので、学生のみなさんの応募を心より
お待ちしています。なお、募集の詳細については決まり次第お知らせします。

大阪工業大学図書館は、今年度も「大阪工業大学」を表現した作品を募集します。
みなさんが日々見つめ、思い描く工大の今の姿を、若い感性で自由に表現してください。
みなさんのご応募を心よりお待ちしています。応募された全作品は、大宮本館および枚方分

館で展示される予定です。なお、大賞受賞作品は、大宮校地６号館16階の淀ビスタのギャラリ
ーにある展示スペースに展示させていただく予定です。
募集の詳細については決まり次第お知らせします。

大阪工業大学ライブラリーサポーター 
（学生の図書館ボランティア）募集 
大阪工業大学ライブラリーサポーター 
（学生の図書館ボランティア）募集 

20102010年度　工大ウォッチング大賞　作品募集年度　工大ウォッチング大賞　作品募集 2010年度　工大ウォッチング大賞　作品募集 

【応募資格】
大阪工業大学の学部生・大学院生

【募集作品】
今の大阪工業大学を見つめ、考え、表現した作品で、ジャンルや対象は自由です。
例えば、絵画、写真、書道、陶芸、カレンダー等、みなさんの得意な方法で表現してください。ち

なみに、前年度はロゴ集や動画もありました。エッセイでは、谷甲州、たなかじゅん両先生をはじめと
する本学OBや、コレクション「君に薦める一冊の本」をテーマとした内容も大歓迎です。

【ライブラリーサポーターおよび工大ウォッチング大賞の問い合わせ先】
大宮本館３階カウンター　06-6954-4108（内線2407） oit-lib2@ofc.oit.ac.jp
枚方分館３階カウンター　072-866-5312（内線5313） oit-lib7@ofc.oit.ac.jp

【応募資格】
大阪工業大学の学部生・大学院生

【主要な活動内容】
１．学生用図書の選書
２．配列直し
３．図書館報「ぱぴろにくす」への原稿執筆

４．図書館活動への提案・提言
５．図書館展示会・図書館文化講演会の業務支援
６．工大ウォッチング大賞への作品応募


