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ライブラリーで夢を

知的財産学部　 教授
(2011年 4月 1日図書館長に就任）

深山　晶子

　昨年、二人の日本人のノーベル化学賞受賞で、

日本中が喜びに包まれましたが、その一人、北海

道大学の鈴木章名誉教授は、学生時代に読んだ 

2 冊の本が転機となってノーベル賞に至ったとい

います。北大に入り、数学を専攻するつもりだっ

た、若き日の鈴木博士は、当時、北大教養学部の

教 科 書 と し て 用 い ら れ て い た “Textbook of 
Organic Chemistry” という本で有機化学に興味を

覚え、更に、アメリカ、バデュー大学のハーバート・

ブラウン教授の “Hydroboration” というホウ素化

合物の合成反応に関する本に強い関心を持ち、生

じた疑問を抱えてブラウン教授に会うために渡

米。この辺りの決断と意欲的な行動が見事で、結

局、バデュー大学に留学して、ブラウン教授の元

で研究にいそしみ、炭素化合物同士の合成技術上

の大発見で、ノーベル賞を受賞したのです。

　このサクセス・ストーリーには、多くの教訓が

ありますが、誰にでも当てはまる教訓として注目

したいのは、学生時代に読んだ２冊の本によって

新世界に目覚め、夢を持ち、後々の大成功に至っ

たことです。これは、若き日に読んだ本が、その

後の人生に大きな影響を与えることを示す、絶好

の実例だからです。

　かく述べる私も、学生時代に読んだ本、ロマン・

ロランの『魅せられたる魂』が、そのヒロインの

アンネット・リヴィエールが、今も心に生きてい

て、心が疲れたときに、励まされています。

　文学も哲学も科学も経済も教育も、聖典を重ん

じる宗教も、楽譜で演奏する音楽も、本という媒

体によって、人から人へと情報が伝わります。

　昨年が電子書籍元年と言われ、本の形態を進化

させていますが、本は、人類最良の発明品であり、

人間らしく生きるための必需品であり、実社会を

生き抜く武器ですらあるのです。

　だから、新入生諸君、若い今こそ、未来の自分

のために本を読みましょう。その読書量が、社会

での勝負を決め、人生の充実度を決めます。図書館

を利用すれば、費用はいらないのです。当大学図

書館には、専門書や論文集を含む、膨大な蔵書が

あり、論文集などの電子化や、各種情報のデーター

ベース化にも対応しています。リアルタイムの情

報源として新聞や雑誌などもあり、視聴覚機器も

備えており、ライブラリーそのものが一大情報

基地になっています。新入生諸君、大学図書館

を大いに活用して読書に励み、自分の未来に夢を

持ち、その夢を日々育みましょう。
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～ 大宮本館 ～ 

～ 枚 方 分館 ～ 

ぱぴろにくす No.85 2011.4

大阪工業大学では、学部生、院生のみなさんに図書館のいろいろな活動に参加していただき、活発な図書館づくり

を行っています。主な活動は、書架整理や学生用図書の選書、『ぱぴろにくす』の原稿執筆や展示会のサポー

ト、職場体験学習の中学生達との交流などです。

また、年度末には活動実績の内容を詳細に証明するアチーブメントシートを発行しますので、学生生活の実績

を形にして残すことができます。みなさんも日頃できないような体験を大阪工業大学図書館でしてみませんか？

▼ライブラリーサポーターから新入生へ

▼ライブラリーサポーターから新入生へ

▼私の一冊の本

ラ イ ブ ラ リ ー サ ポ ー タ ー か ら の メ ッ セ ー ジ

■とても高価な本も置いてあります。必見です！

　　　　　　　　　　　　建築学科　雑賀　理絵

■空いた時間に気軽に利用できる場所にあります。

　　　　　　　　　　　　建築学科　松山　泰大

■職員の皆さんがとても優しいです！

　　　　　　　　　　　環境工学科　森川　昌成

■静かに勉強できる空間がありがたいです。

　　　　　　　　　　　環境工学科　中西　智哉

■大学生活を勉強やアルバイト、部活動だけですご

　していくのではなく、こういったボランティア活動

　をしてみてはいかがですか。充実した大学生活を

　送ってください。

　　　　　　　　　 知的財産学科　川端　恵美

『罪と罰』

（ドフトエフスキー著　光文社　2008）

　主人公ラスコーリニコフは自分を「非凡人」だ

と考えているらしく、ある一線を越えてしまい

ます。その一線とは、強欲な金貸しの老婆を殺害

することでした。彼は「多数の人間を救うためで

あれば、ウジ虫以下のこの老婆一人を殺したと

ころで罪にはならない。 選ばれた人間である

自分にはその権利がある」と考えたのです。

　人間は誰しも「正義」という概念を持っていま

すが、この本はその正義について考えさせられ

る本です。あなたもこの本を読んで自分の正義

について考えてみませんか。

　　　　　　　　　 環境工学科　中島　秀貴

『ないもの、あります』

（クラフト・エヴィング商會著　筑摩書房　2009）

　この本は小説ではありません。「ない」ものを

取り扱う「商品カタログ」です。例えば、堪忍袋の

「緒」や「先輩風」、転ばぬ先の「杖」といった普段

耳にするけど、実際に見たことはないもの。それ

らを古今東西から取り寄せて読み手へ届けてく

れます。使用上の注意も載っている安心設計。

　ただの言葉遊びだけではなく、人間への洞察

力と社会風刺をユーモラスに、大胆かつ冷静な

語り口で表現しています。ぜひ本書を手に取り、

「遊び心」に触れてみてください。

　ただ残念な点がひとつ。これらの 商品を手に

入れるための連絡先が書かれていないのです。

　　　　　　　　　知的財産学科　藤木　玲奈

■大量の本が君を待っている！！

　　　　　　　　　　　　建築学科　西村　知浩

■良い電子回路の本が、君の手助けをしてくれます。

　　　　　　　  電子情報通信工学科  鈴木　伸

■文学青年、工学青年。どちらにもなれる場所です。

　　　　　　      応用化学科  後河内　徹杜也

　みなさんの大学生活をサポートしてくれる図書館について紹介します。

　図書館では、情報科学部らしく情報系の図書が特に充実しています。新入生のみなさんは、後期からプログ

ラミング演習が本格的に始まります。「プログラミングなんてはじめてで不安…」という人はぜひ図書館に足

を運んでみて下さい。

　図書館では多くのプログラミング言語に関する図書が充実しているので、みなさんの助けになるような本

がきっと見つかります。「プログラミングが得意で演習が待ち遠しい!!」という人も図書館で情報系資格の

受験対策テキストを借りて、今から資格取得を目指してみるのはいかがでしょうか。もちろん情報系図書だけ

でなくその他の数理系の講義関係の図書もあります。そして、読みたい本が図書館になかった場合は近隣の

図書館から借りることもできますし、図書購入の要望を出してみるのもいいかもしれません。ぜひ図書館を有

効活用して、充実した大学生活を過ごして下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報ネットワーク学科　富永 早紀

　みなさんは、本や映画が好きですか？　好きな人もそうでない人もいると思いますが、ぜひ、一度図書館へ

足を運んで下さい。図書館の本や映画というと堅苦しいイメージがあるかも知れませんが、実際は全くそんな

ことはありません。有名どころ・最新のDVD・映画の原作小説・他にもファッション誌など・・・。勿論、授業

に役立つパソコン関係の本は素晴らしく充実していますし、基本情報技術者試験・TOEIC・就職に関する本

もたくさん揃っています。

　私は、ライブラリーサポーターという図書館のお手伝いをしています。仕事内容は、本の整理など簡単な

ことですが、整理をしていると、面白そうな本や興味のある本などを発見できて楽しくお手伝いをすることが

できます。「百聞は一見にしかず」みなさん、ぜひ図書館へ足を運んで自分の興味のあるDVDや本などを見つ

けてみてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報システム学科　槇原 絵里奈

　図書館には参考書は勿論、ファッション雑誌や音楽雑誌、DVDも置いています。勉強するための環境も整っ

ています。でも、利用しなきゃ意味がない！！

　そこで、わたしの図書館利用法をいくつか紹介します。

　　・授業と授業の空き時間にDVD観賞したり、本や雑誌を読んだりと暇つぶしに！

　　・TOEICや基本情報技術者試験などの資格試験の過去問は図書館で！

　　・レポートのための資料集めに！

みなさんも、自分なりの図書館利用方法を見つけてみて下さい。

　またライブラリーサポーターというボランティアも募集しています。この活動は就職ネタにも使えます。

　気になったら話だけでも聞きに来て下さい！　　　　　　　　　　情報システム学科　西川 智也

大阪工業大学ライブラリーサポーター募集！

2011年度もライブラリーサポーター（図書館ボランティア）を募集します。みなさんの応募を

お待ちしています。お問合せ:大宮本館・閲覧(06-6954-4108)、枚方分館(072-866-5312)。
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工 大 図 書 館 探 検 ！①  図書館を使いこなそう！～大宮本館～

新入生の皆さんが、 知っていると便利な図書館の使い方を紹介します。 試験勉強や研究、 就職活動等に大いに活用し、 有意義な学生生活を送りましょう！

■参考図書・新聞縮刷版・白書・JISコーナー

　辞書・事典・年鑑・図鑑・統計書・索引

等の参考図書や、白書、JIS、新聞縮刷版を

置いています。調べるための資料です。

　貸出はできません。

■新着図書コーナー

　図書館に届いた新着図書は、

約 3 週間、この書架に並びます。

OPAC で検索した時「工大新

着図書」と表示されたら、この

書架を探してみよう！

■入退館ゲート

　◎部分に学生証をタッチすると入館

ゲートが開きます。図書の貸出処理をせ

ずに退館ゲートを通ると、BDS（貸出手続

確 認 装 置）

が作動しま

す。ご注意

ください。

■シラバスコーナー

　先生が講義に指定した

参考図書（シラバスに「参

考書」と記載）を置いてい

ます。講義や試験、研究等

に活用できます。

　「本の探し方がわからないなぁ…」

　「読みたい本が工大図書館に置いていない」

→そんな時は「図書館クイックガイド」を読もう !!!

■図書館クイックガイド

　図書館の利用方法について、記入例を盛り

込み、わかりやすく簡潔にまとめています。

学習や研究を進める上で、知っていると便利

なことをたくさん掲載しています。ぜひ利用

してください。

　※下図の○に設置しています。

第　二　閲　覧　室 第　一　閲　覧　室

■学術雑誌室

　学術雑誌とは、主に研究者が執筆した論文を掲載す

る雑誌で、建築学科の学生がよく利用する『新建築』

はここにあります。現在、2 階学術雑誌室には 1996 年

以降に発行された雑誌を置いています。それ以前のも

のは 1 階保存書庫に所蔵していますので、閲覧希望の

方はカウンタースタッフにおたずねください。

▲雑誌室内  ▲雑誌保存書庫

■語学コーナー

　TOEIC・TOEFL の試験問題集や英語・

中国語・ドイツ語等の語学関係の図

書を置いています。語学の勉強には、

ここをチェックしましょう！

■メインカウンター

　図書の貸出・返却の他、以下のサービスを提供して

います。

　・図書の予約

　・返却期日の延長

　・保存書庫資料の取り出し

　・複写の申し込み

　・工大図書館に所蔵しない図書の取り寄せ（相互貸借）

　・工大図書館に所蔵しない雑誌や図書に掲載されて

　　いる論文などの複写物の取り寄せ（文献複写）

　・購入希望図書の申し込み

　・参考調査（レファレンスサービス）

　・卒業後の図書館利用登録

■資格試験・就職関連コーナー

　各種資格試験や進学、就職活動関連の図書を置いています。

資格取得や大学院進学、就職活動に役立ちます。

■ＡＶ室

　図書館 2 階には、DVD や VHS、LD、CD の視聴ができる AV 室が

あります。昔の名作から最新の話題作、専門的な内容のものま

で取り揃えています。AV 室は卒業すると利用できないので、在

学中にたくさん利用して、教養を深めましょう！

▲AV 室内  ▲新着 DVD コーナー

らせん階段を下りると

学術雑誌室があります！
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▲大宮本館 3 階図書室 資格試験コーナー書架

▲枚方分館 3 階図書室 就職資格コーナー書架

　図書館では皆さんの就職活動を支援する

ため、大宮本館に資格試験コーナー、枚方分館

に就職資格コーナーを設け、就職活動に役立つ

図書を多数取り揃えています。

　どのような職業・業種があるのかを調べたい

場合、また、自分の志望する職業・業種の現状や、

その職業に就くために必要な資格を知りたい

場合には、「職種分析」「業界分析」コーナー

が大変便利です。

　そこで今回は、次の 4冊の図書を紹介します。

■『ロボット技術者になる

　 には』

　歩く、走る、踊る。人に

役立つロボットを育てる技

術者の世界を紹介している。

技術者になる方法もくわし

く解説している。

請求記号：366.29∥N∥126

資料 ID：91060521

就活！② ～図書館所蔵の就活関係図書のご紹介～

■『建築技術者になる　

　 には』

　本書では経済の基盤を

支えるとともに、国の

文化に深くかかわりあう

「建築の世界」の広さ深さ

を紹介している。また、

建築技術者に進むコース、

なる方法もくわしく解説

している。

請求記号：366.29∥N∥32

資料 ID：91050805

■『業界と職種がわかる本』

　「就活」向け「業界地図」

で自分の進路をみつけよ

う！ 76 業界、800 職種を

完全網羅。

請求記号：377.9∥I

資料 ID：91100514（大宮）

資料 ID：98100420（枚方）

■『女性の仕事全ガイド』

　収入、将来性、適性、資格、

活躍の場などがすぐわかる

やりがいのある仕事カタログ。

(大宮 )

請求記号：366.29∥S∥2012

資料 ID：91102019

( 枚方 )

請求記号：366.29∥J∥2012

資料 ID：98100880

　

  

なるにはBOOKSとは？

　現代社会の職種をほぼ網羅している最大の

職業ガイドシリーズです。 各巻ともその分野

の専門家が執筆し、「ドキュメント」「仕事の

世界」「なるにはコース」からなる構成となっ

ています。その仕事の魅力や現場の様子、

就職の方法まで幅広く紹介しています。現在

137点が刊行されています。
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　 84号に引き続き、工大記念図書を紹介します。

今回紹介するのは、クロード・ペロー（Claude 

Perrault 1613－1688）の翻訳と著書の 2冊です。

　クロード・ペローは、17 世紀フランスのルイ

14 世時代の建築家で、フランス建築家養成のた

めの王立建築アカデミーの創設に貢献しました。

また、16 世紀から始まるルーブル宮の建設に

参画し、近世フランスの建築様式を代表する有

名なルーブル宮東正面を作りました。

　1 冊 目 は『Les Dix Livres d’Architecture 

de Vitruve』（1684年）で、日本では「ヴィトルヴィ

ウスの建築書」として知られています。本書の

原書は、紀元前 1 世紀のローマの建築家ヴィト

ルヴィウスの著した『建築に関する十巻の書』

であり、古代ローマ帝国の初代皇帝アウグストゥ

スに献じられた、現存する最古の建築理論・技

術書です。15 世紀イタリアに始まるルネサンス

建築の形成にとって教科書的な役割を果たしま

した。

　工大所蔵の本書は、クロード・ペローにより

ラテン文からフランス語訳されたものです。

　2 冊 目 は、『A Treatise of The Five Orders 

of Columns in Architecture』(1708 年）で、日

本では「建築における円柱の五つの様式」として知

られています。

古書に学ぶ②～記念図書のご紹介～
■クロード・ペロー訳・著　

　『Les Dix Livres d’Architecture de Vitruve』（「ヴィトルヴィウスの建築書」、1684 年、パリ）

　『A Treatise of The Five Orders of Columns in Architecture』（「建築における円柱の五つの様式」、1708 年、ロンドン）

本書は書名（タイトル）にも示されているよう

に、①トスカン様式　②ドリア様式　③イオニ

ヤ様式　④コリント様式　⑤混合様式　の五つ

の様式の柱礎、円柱、長押（なげし）の調和と

特性をとりあげたもので、古代から近世の建造

物を実測し、研究記述されたものです。

　工大所蔵の本書は、クロード・ペローがフラ

ンス語で書いたものを、1708 年に英語で翻訳

した初版です。

　今回紹介したこの 2 冊は、現在大宮本館 2 階

学術雑誌室で展示・公開しています。またこの

2 冊を含む 4 冊の記念図書をデジタル化し、

図書館 HP 上にて公開しています。

http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/tos

ho/kinen/index.html

▲クロード・ペロー著『建築における円柱の五つの様式』

▲記念図書展示コーナー（大宮本館 2階学術雑誌室）

▲クロード・ペロー訳『ヴィトルヴィウスの建築書』
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化石の展示～枚方分館～

　大宮本館では 2010 年 9 月に『雑誌室 & 雑誌書庫索引』を

作成しました。現在、2 階学術雑誌室のカウンター内に 1 冊、

蔵書検索用ＰＣ横に 1冊、雑誌書庫内に 1冊設置しています。

　この『雑誌室 & 雑誌書庫索引』は雑誌タイトルを「あいう

えお順（洋雑誌はアルファベット順）」に並べ、「分類番号」

から「配置場所」「書架番号」まで、ひと目でわかるように

記載しています。既に閲覧したい雑誌タイトルがわかって

いる場合などは、従来のように WebOPAC で検索するよりも、

より早く雑誌を探すことが可能です。雑誌を探す際には、ぜ

ひ活用してください。

雑誌室 & 雑誌書庫索引を作成しました！

　図書館枚方分館には化石の展示コーナーが

あり、主に地質年代の指標となる「示準化石」を

展示しています。「示準化石」は、ある特定の時

代にだけ出現して絶滅してしまった生物の化石で

す。古生代の三葉虫、クサリサンゴ、リンボク、

硬骨魚類、中生代のアンモナイト、トリゴニア、

ベレムナイト、新生代の貨幣石、デスモスチル

スの歯、ケナガマンモスの歯などを展示して

います。

　「示準化石」とは逆に、数億年にわたって姿

を変えずに生き続けている生物もおり、これ

らは「生きた化石」と呼ばれています。例として、

オキナエビスとオームガイそれぞれの、中生代

の化石と現世の殻を展示しています。時代の違

う両者を見比べてみて下さい。

　化石を見て、はるか昔の地球の様子に思いを

馳せてもらえたら、と思います。

情報科学部情報ネットワーク学科

　　　　　　  教授　横川　美和
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