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教職を目指す学生へ自主学習のすすめ
教職教室

准教授

疋田

祥人

すが、それでも簡単に合格できる試験ではありません。合

現在、本学では、学部や学科ごとに異なりますが、中学

格するためには、受験する地域や学校の試験問題の傾向

校の数学・理科、高等学校の工業・数学・理科・情報の教

を分析し、そのための受験対策が必要になってきます。し

員免許状を取得することができます。そして、この教員免

かし、教職科目は、学生が将来教員になったことを想定し

許状を取得するためには、法令で定められた「教科に関

て、実際に教科指導や生徒指導などを行う際に必要とな

する科目」、
「教職に関する科目」、
「教科又は教職に関

る知識や技能を教授するものであり、教員採用選考試験

する科目」といった、いわゆる「教職科目」の単位を修得

に合格するための受験対策指導を行うためのものではあ

する必要があります。

りません。

教職科目とは、自動車の運転免許取得に例えるなら

では、厳しい教員採用選考試験に合格して教職に就

ば、自動車教習所の学科講習や技能講習のようなもので

き、よりよい教科指導や生徒指導などを行う教員になる

す。自動車教習所の学科講習や技能講習では、高度な運

ためには、どうしたらよいでしょうか。それは、教職を目指

転テクニックを身につけるのではなく、免許取得後、自動

す学生諸君の自主学習以外にありません。

車を運転する際に必要となる最低限の交通ルールや一人

本学の図書館には、資格試験コーナーが設けられて教

で自動車を運転できるといった程度の技能を身につける

員採用選考試験の受験対策用書籍が並んでいますし、そ

ことにすぎません。同様に、教職科目で身につけるもの

の他の教職関係書籍も館内に多数所蔵されています。こ

は、工夫を凝らした教材や最新の授業方法を用いた教科

うした身近な資料を活用し、教員採用選考試験合格のた

指導、生徒の視点に立った生徒指導などを行うことがで

めに必要な知識や、教員にとって必要となる資質能力を

きる高度な資質能力ではなく、教科指導や生徒指導を行

さらに高めていただきたいと思います。

う際に必要となる最低限の知識や技能でしかありませ

さらに、教員には、教科指導や生徒指導などを行う際

ん。したがって、教員免許状を取得したからといって、優

に必要となる知識や技能だけでなく、
「広く豊かな教養」

れた教科指導や生徒指導が行えることが保証された訳で

も求められています。教職を目指す学生諸君には、学部・

はないのです。

学科の専門分野や教職に関する内容だけでなく、様々な

また、教員になるためには、都道府県や政令指定都市、

分野の本を読むことを通して、自らの教養を広く豊かなも

各学校などが行う教員採用選考試験に合格しなければ

のにしていただきたいと思います。

いけません。近年では、教員需要が高まり、一時期に比べ
ると教職に就くことが容易になってきているといわれま
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努力の先に未来が拓く…

特

図書館で

集

資

格試験対策！

近年、就職関連から娯楽・教養に至るまで、多種多様な資格や検定試験が登場しています。図書館では、資格取

図書館で資格試験対策！

得や検定試験の受験をめざす大工大生をサポートするため、さまざまな資格・検定試験に対応したテキストや資料
を用意しています。資格取得でステップアップしたい皆さんに図書館活用のポイントをご紹介します！

T

OEIC®テスト

就職活動には欠かせない存在のTOEIC®テストは、英語によるコミュニケーショ

ン能力を評価するテストで、スコアは10〜990点で表示されます。本学では、1年次
の受験時点数（200点未満は除く）より200点UPした場合と730点以上取得で資
格・能力取得奨励金制度の対象となります。

※資格・能力取得奨励金制度については教務課（枚方は情報科学部事務室）にお問い合わせください。

▲工大語学コーナー（大宮本館）

教

TOEIC®テストの勉強に取り組む
学生を支援するため、大宮本館に
は「工大語学コーナー」、枚方分
館には「就職資格コーナー」を設
置し、300・460・600点のレベル
別テキストや短期集中用のテキス
トを置いています。また、大宮本
館4階ラーニング・コモンズでは楽
し み な がらレ ベ ル U P をめざ す
「TOEIC®ミニ講座」
も行っています。

▲TOEIC®ミニ講座（大宮本館4階ブラウジングルーム）

公

員採用試験

教員採用試験は、おおよそ5月上旬に出願、7月中旬

務員試験

公務員試験には、国家公務員（総合職〜一般職）と

頃に1次試験（筆記）が行われ、1次試験合格者は9月上

地方公 務員（上 級〜初級 ）があります。主に1次 試 験

都道府県教育委員会により異なりますので、受験する

われますが、受験する職種や都道府県により試験日

旬頃の2次試験（面接・実技）へと進みます。日程は各
都道府県の情報を正確に知る必要があります。

（教養・専門・論文等の筆記）と2次試験（面接）が行

程・内容は異なるため、正しく把握して、試験対策を行
うことが不可欠です。

将来、教員や公務員をめざす学生の勉強を支援するため、大宮本館の「工大就活
コーナー」、枚方分館の「就職資格コーナー」には教員採用試験や公務員試験に関す
るテキストを置いています。また、雑誌コーナーには、最新の試験情報が手に入る『公務
員試験受験ジャーナル』『教員養成セミナー』等の雑誌や、教育に特化した専門紙であ
る『日本教育新聞』の記事検索データベース等、web上から利用できるサービスもご用
意しています。

▲雑誌コーナー（大宮本館）

▲教員採用試験や公務員試験に役立つ雑誌も購読中！
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▲工大就活コーナー（大宮本館）
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学

部・学科別の資格

◆二級建築士

学部・学科によりめざす資格は多種あります。ここでは、学部・学科に関わりの深い資格

や皆さんのスキルアップを支援する奨励金制度に該当する資格を中心にご紹介します。

学部学科 都市デザイン、空間デザイン、建築

建築物の設計から工事の監理まで一括して行う。

◆CAD利用技術者

2015.4

学部学科 機械、ロボット、電気電子システム、情報科学部

こんな本も
あります！

建築やプリント基板、機械部品の設計・製図装置CADの操作技術の試験。

◆電気通信主任技術者

学部学科 電気電子システム、電子情報通信

工大資格試験
366.29/S/2016
91141862

事業用電気通信設備の工事や維持・運用に関する監督をする。

◆危険物取扱者

学部学科 応用化学、環境、生命

消防法に基づく危険物を取り扱う。甲・乙・丙の3種類がある。

さまざまな資格の取得をめざす学
生のため、大宮本 館には「資格 試 験
情報処理技術者としての「知識・技能」が一定以上の水準であることを認定する国家試験。
コーナー」、枚方分館には「就職資格
コーナー」を設け、各種テキストを用意
学部学科
電子情報通信、
情報科学部
◆応用情報技術者
しています。さらに両館の各設置学科
一般的に基本情報技術者試験合格後に受験する。より深い知識と応用力を試される。
に対応した特 色ある雑誌も購読して
いるので、資格取得の手掛かりになる
◆弁理士 学部学科 知的財産学部
ような情 報を得られるかもしれませ
特許・実用新案・意匠・商標を特許庁に出願する手続きを代行する。
ん。また、両館共にインターネットに接
◆知的財産管理技能士 学部学科 知的財産学部
続できるPCコーナーもありますので、
企業・団体等における発明・実用新案・意匠・商標等の知的財産の管理・活用を適切に行う。 資格試験の情報探索も可能です。

◆基本情報技術者

学部学科 機械、ロボット、電子情報通信、情報科学部

▲雑誌コーナー（枚方分館）

▲工大資格試験コーナー（大宮本館）

資

▲就職資格コーナー（枚方分館）

よう！
考えてみ
て
い
つ
格に

▲情報科学部の皆さんに役立つ雑誌を
そろえています！（枚方分館）

そこで、就職活動を含め学生生活から将来まで視野を広
げて資格取得を考えてみてはいかがでしょうか。例えば業
種職種を問わず社会人になっても必要とされる語学力につ
いては、TOEIC ®やTOEFLを利用すると、合否ではなくス
コアで自分の実力を計ることができるうえ、受験機会が多
いので大変便利です。情報処理系の資格があると社内の情
報システムを上手に使うことができ、業務の効率化にも役
立たせることができるでしょう。また、専門系の資格は自
分の技術力を証明することができ、更なるステップアップ
が図れます。
大学ではエクステンション講座や資格・能力取得奨励金
制度を設けてみなさんの資格取得をバックアップしていま
す。また、図書館（本館・分館）には資格取得や就職対策に
関する図書が豊富にそろっており、利用しやすいように専用
コーナーが設けられています。閲覧はもちろんのこと貸出
もできますので、是非ご活用ください。

資格取得は将来設計と共に
−就活、卒業後の自分を描く−

学生のみなさんが取得できる資格は実に多種多様で、ど
んな資格を取ればよいのか悩む声がよく聞かれます。在学
中にしっかりとキャリアプランを立て、自分は将来何が目
的でどう進みたいのか、何が得意で何に関心を持っている
のか、時間的・経済的余裕はどうかなど、さまざまな条件
から計画的に学び始めるのが良いでしょう。
なかには就職活動を意識し始める頃に「就職活動に有利
な資格を取っておこうかな」と考える学生も少なくありませ
ん。しかし、安易に資格が就職に有利と捉えるのは禁物で
す。企業は資格そのものよりも、その学生がどのような目
的を持って努力してきたのか、その成果をどう活かそうと
考えているのかを重視しているからです。
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探検！
特

発見！

ラ イブラリーツアー

集

大宮本館・枚方分館では、毎年4〜7月に在学生を対象としたライブラリーツアーを実施しています。貸出・返却や図

書の探し方等の基本的な利用方法をはじめ、昨年4月にリニューアルした4階のラーニング・コモンズの見学等、図書館

探検！発見！ライブラリーツアー

スタッフによる解説を聞きながら館内を巡回するイベントです。新入生のみならず、2〜4年生や院生の皆さんもライブラ
リーツアーに参加して新たな発見をしてみませんか？

大宮本館

①入退館ゲート

②メインカウンター

集合は入館ゲート前！入館ゲートの
◎部分に学生証をタッチするとゲー
トが開きますよ！

メインカウンターでは貸出・返却、各
種申込やレファレンス（参考調査）の
受付をします。

3階

START !!
⑤AV 室

④学術雑誌室

③図書室
2階

2015年3月にリニューアルしまし
た！話題の映画から専門的な映
像まで約5500本のDVDやVHSが
揃っています！

4階

⑥PC 自習室

1996年以降に発行された学術雑
誌が約800タイトル置かれていま
す。
（1995年以前に発行されたも
のは保存書庫内に保管していま
す）

授業や研究、TOEIC®等の資格試
験、就活等に役立つ図書が約10万
冊開架されています。一般雑誌や
新聞、インターネットが使えるPC
コーナーもありますよ！

⑦ラーニング・コモンズ

GOAL !!

情報センターから付与されているID・
PWでログインして、情報検索等にお
使いください！

グループ研究やディスカッション、プロ
ジェクターを使用してプレゼンの練習
ができます！
4
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枚方分館

①入退館ゲート

②カウンター

まずは、学生証を◎部分にタッチ
して、入 館 ゲートを 通りましょ
う！

カウンターでは貸出返却やAV
資料の受渡し、各種申込受付や
レファレンスをします。

2015.4

3階

START !!
⑤ブラウジングパーク

④AV パーク

③検索コーナー

壁沿いには学術雑誌、円形の低書
架には一般雑誌や新聞コーナーが
あります！

DVDやVHS、LDを視聴すること
ができます。手続きはカウンター
で行います。

図 書 の 検 索をしたり、インター
ネットを使って情報検索もできま
すよ！

⑦ラーニング・コモンズ

⑥ブックシェルフコーナー

GOAL !!

4階

授 業や研 究、TOEIC® 等の資格試
験、就活等に役立つ図書が約5万
冊揃っています。

検索演習

グループ学習やディスカッショ 2 014 年12 月2日には留学体
ン、プロジェクターを使用して 験イベントも開催しました。
プレゼンの練習ができます！

ライブラリーツアーでは、館内案内の他にWeb OPACや図書館ポータルの利用方法も紹介しています。

卒業研究を始める4年生や院生向けのデータベース検索の講座も実施しています。

▲検索演習の様子
実際にパソコンを使って演習問題
に挑戦します！

▲Web OPAC画面
各項目に図書のタイトルやキーワードを
入力して、図書を探します！
5

▲図書館ポータル画面
貸出中の図書の確認や予約・延長・相互利
用申込・ラーニング・コモンズの施設予約状
況確認などのサービスが利用できます。

なぜ工学部で淀川のことを学ぶのか

淀川学

−社会学の視点から−

建築学科 教授

岡山

敏哉

2008年に淀川学の講義がスタートしてから8年目に入りますが、この間学生からの「なぜ工学部で淀川のことを勉強し

ないといけないのですか」という声を耳にします。淀川学開講の主旨については、２年前の「ぱぴろにくす」
（No.91,

大阪工業大学と淀川 ︱淀川を学ぶ ︱

2013.4.）で応用化学科の野村良紀教授が説明されていますので、ここでは私が担当している社会学の視点から淀川学の
意味について述べることにします。

社会学とは、さまざまな社会現象の原因やメカニズムを解明する学問、言い換えると、社会システムを構成する「要

素」の相互関係の合理性を追求する学問です。そして、その相互関係が、たとえ私的な問題を含んでいるものでも、ディ
スカッションの場にのせることにより、その関係のあり方について社会的な視点で考えようとする学問です。

ところで、淀川学が開講する前年、2007年6月25日の朝日新聞夕刊に淀川に関する記事が掲載されました。その見出し

は「河川敷

保全か利用か」
「環境派 VS. スポーツ派」です。以下に記事の一部を抜粋します。

河川敷をグラウンドとして使うのは是か非か―。淀川水系を舞台に、こんな論争が巻き起こっている。学者らから

「環境破壊だ」との批判を受け、国土交通省淀川河川事務所（大阪府枚方市）がグラウンドの縮小を図ろうとした
ところ、利用者が猛反発。縮小計画は頓挫し、同事務所は仕切り直しに追い込まれた。都心部で数少ない憩いの空
間をめぐり、
「環境派」と「スポーツ派」の対立を解消するための模索が続く。

このように、淀川の河川敷の利用か、保全か、という社会的問題が新聞でも取り上げられています。そこで、
「淀川の社

会学」では、都市社会学と環境社会学の視点から淀川について講義しています。具体的には、都市社会学の立場から、
都市生活の場としての利用状況と、その利用面に関する流域の住民組織や行政組織の取組みを、一方、環境社会学の立
場から、淀川における環境問題と、生物多様性と持続可能性を目的とした、上記組織の取組みを紹介し、このような社
会的な動きの中で2010年に改定された「淀川河川公園計画」の基本方針や整備方針を解説しています。

講義の後で、受講生に、淀川は将来どのようにあるべきでしょうか、という問いかけをしていますが、講義で得た知見

から、前述の新聞記事のような淀川に関する社会的問題を考えることが淀川学の（直接的）意味です。

さらに、淀川に限らず、範囲を広げて考えてみてください。将来、学生諸君は技術者として仕事に携わりますが、生物

多様性と持続可能性の視点から、どのような理念で、人間の生活を便利にする技術開発に取り組めば良いでしょうか。
その答えを導き出すヒントは、他の人と議論したり、いろいろなメディアを通じて、世の中の思潮をとらえたりして、すなわ
ち社会学的アプローチによって得られると思います。このことが、工学部で淀川学を学ぶ（間接的）意味なのです。

『淀川両岸一覧』からみる江戸時代の桜の名所
大工大図書館では『淀川両岸一覧』
（全4巻）という江戸時代末の文久元（1861）年に刊行された

名所図会を所蔵しています。この中から、現代でも桜の名所として有名な「桜宮」をご紹介します。
■江戸時代の桜宮

桜宮は淀川の東岸に位置し、水辺よ

り馬 場 の 堤 に至るまで が 一 円 桜 で
あったと言われています。晩春の花の

盛りには「雲と見、雪と疑ふ風景なり」
と記され、西岸にも桜並木が連なって

いました。その様子は「川風花香を送
うた

りて四方に芳し」であったそうで、諷
う者や舞う者で大変な賑わいをみせ
▲『淀川両岸一覧』上り船之部上より
「川崎 桜宮 其二」絵図

▲『淀川両岸一覧』上り船之部上より
「川崎 桜宮」絵図
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ており、
「遊宴の最上、花見の勝地」と
称されるほどでした。
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Eメールやビジネス文書などが読解問題として出題されます。

TOEIC®の勉強法について相談を受けることも多いですが、

私がいつも強調するのは語彙と文法です。仕事の90%は「読

み書き」だといわれます。TOEIC®においてもこれらの能力が
重要なのは至極当然のことなのです。

今回紹介する一冊は、TOEIC®400点台後半〜500点台前半

総合人間学系教室
准教授

辻本

で伸び悩んでいる皆さんにとくにお薦めです。文法・読解問

智子

題で同じパターンの間違いを繰り返している可能性が高いか

らです。もう一度じっくり文法に取り組んでみましょう。そうし
て培った能力は、TOEIC®の得点アップにとどまらず、今後のグ

ローバル社会の担い手である皆さんのキャリアを、将来必ず

「グローバル人材」というと、皆さんはどんな人を思い浮か

どこかで支えてくれるはずです。

べますか。文部科学省の「グローバル人材育成推進事業」で

『TOEIC®テスト英文法プラチナ講義』

は「グローバルな舞台に積極的に挑戦し活躍できる人材」と

ジャパンタイムズ 編

位置づけられています。

ジャパンタイムズ 2014年

英語ができるからといって必ずしも「グローバル人材」とは

■大宮本館

限りませんが、英語力が「グローバル人材」の重要な資質の

配置場所：工大語学コーナー

ひとつであることは動かしようのない事実です。そして、企業

請求記号：830.79／J

が社員や学生の「グローバル人材度」を測るために主に活用

資料ID：91141932

■枚方分館

しているのがTOEIC®です。TOEIC®は、いまでは就活生も数多

配置場所：工枚就職資格

く受験しますが、もともとビジネスパーソン向けに開発され

請求記号：830.79／J

たテストです。受験 英語とは違い、仕事の現場で使われる

電 子ブック

資料ID：98140977

大工大図書館では、本学で契約している電子ブックを図書館内や研究室等の学内のPC

から閲覧することができます（「VPN対応」と標記されているサイトについては、ご自宅から
も閲覧可能）。ここでは英語の多読学習に便利な電子ブックをご紹介します。

■Net Library
−EBSCOhost eBOOK Collection−

■電子ブックへのアクセス

① WebOPAC 左側の「電子ジャーナル検索」をクリック。
②
をクリック。
③ 「電子ブックのみ」のタブをクリックし、検索する。

目的に合った
方法で
検索しよう！
頭文字
タイトル
分野
出版社サイト
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英 語 の多読に最 適なマクミ

ランリーダーズ（全63タイトル）
に加え、約3500タイトルの洋書

が全文閲覧可能です。同時アク
セス数に制限がないので、いつ

でもどこでも気 軽に勉強する
ことができます！また、メイン
カウンターにて貸出している
iPadから閲覧することも可能で
す。

2015.4

◆大宮本館 AV 室がリニューアル !!◆

図書館からの

お知らせ

2015年3月に大宮本館AV室がリニューアルしま

した。従来のDVDやVHS等の視聴ブースに加え、
語学学習のためのリスニングコーナーが増設さ

れました。
『ENGLISH JOURNAL』
『英語タイムト
ライアル』『中国語ジャーナル』『まいにち中国

語』等の語学雑誌が置かれ、CDプレイヤーの貸
出も行っているので、自由な雰囲気の中、語学学
習をすることができます。

リスニングコーナーを活用して、語学のスキル

UPをめざしてみませんか？

◆図書館公式 Twitter 開始◆

◆図書館企画展の企画進行中 !!◆

大工大図書館の公式Twitterを始めました。学生のみなさ

んにもっと身近に図書館を知ってもらおうという試みです。
図書館の開館時間の案内から図書館サービスに関する豆

知識、新着図書の紹介や各種イベントのお知らせ等、図書
館の最新情報をより早く発信しています。

図書館公式アカウントをフォローして、図書館のお得な情

報を入手しましょう！

2015年度の城北祭図書館企画展は知的財産学科林

大工大図書館公式アカウント

＠OIT̲Lib

ゼミの学生との共催による「見て、聞いて、触って学ぶ知

的財産」を開催予定です。城北祭を通じて、工学部の学

生やOB・OG、近隣住民の皆さんに「知的財産」に関心

を持ってもらうことを目的とした展示を予定していま
す。城北祭をお楽しみに！

◆ライブラリーサポーター募集◆

◆職場体験学習を実施◆
枚方分館にて、中学生の職場体験学習を実施し、1月20〜

21日に枚方市立長尾中学校の生徒（4名）を受け入れました。

図書の貸出・返却・配架や書架整理、図書のラベル貼り

の装備、特集展示等、図書館スタッフから図書館の仕事を

教えてもらいながら、真剣に取り組んでいました。生徒から

は「本が書架に並ぶまで（装備等が）大変なのだとわかっ
た」「1日目より２日目の方がスムーズに利用者対応ができ
た」等の感想が聞かれました。

大工大図書館では、今年度もライブラリーサポーターを募

集しています。学生目線で図書館活動をサポートし、よりよい

図書館づくりをめざすボランティア活動です。活動終了時には
「業績証明書（アチーブメントシート）」が交付されるので、就

職活動等の自己アピールとして活用できます。詳しい活動内

容については、図書館カウンターまでお問い合わせください。

■大宮本館（8号館3階）
■枚方分館（1号館3階）

06-6954-4108（内線2407）

072-866-5312（内線5313）

大阪工業大学図書館報「ぱぴろにくす」No.97（2015.4）
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TEL 06-6954-4108

FAX 06-6953-9499

