お知らせ

ビブリオバトル予選会レポート！
10月7日(水)に大宮本館、ラーニング・コモン
ズのグループ学習エリアで「全国大学ビブリオ
バトル2015予選会」が開催されました。
「ビブリオバトル」
とは「知的書評合戦」
とも呼
ばれるイベントで、発表者がオススメ本を5分間
でPRし、最後に観戦者が一番読みたくなった本
に投票します。今回は他大学からの発表者の参
加もあり、
より充実した内容になりました。
チャンプ本に選ばれたのは、機械工学科3年
生、安藤卓哉さん発表の『なぜ日本人はこんな
に働いているのにお金持ちになれないのか：21
世紀のつながり資本論』です。発表者5人が紹介
した本のジャンルも様々で、観戦者23名も審査
に悩む姿が見受けられました。

▲発表の様子
（グループ学習エリアにて）
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▲配架の様子
（思斉特別支援学校）

▲特集展示の様子
（大阪市立今市中学校）

■大宮本館
7月2日（木）〜7月3日（金）思斉特別支援学校 中学3年生1名
11月19日（木）〜11月20日（金）大阪市立今市中学校2年生3名
■枚方分館
11月5日（木）〜11月6日（金）枚方市立長尾西中学校2年生3名
11月10日（火）〜11月11日（水）枚方市立津田中学校2年生4名
11月12日（木）〜11月13日（金）枚方市立杉中学校2年生3名

▲図書装備の様子
（枚方市立津田中学校）

▲POP作りの様子
（枚方市立杉中学校）

選書フェアを開催しました

▲選書フェアの様子（大宮本館）

大宮本館では10月5日〜9
日、枚方分館では10月12日〜
16日に選書フェアを開催しま
した。
選書フェアは図書館に置い
てほしいと思う本を実際に手
に取って選んでいただくイベ
ントです。
今回も多くの方にご来場い
ただきました。
選書された本は大宮、枚方
両館、図書室内の「選書フェア
コーナー」に並んでいます。

大阪工業大学図書館報「ぱぴろにくす」No.99（2016.1）
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16-1

TEL 06-6954-4108

FAX 06-6953-9499

http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/index.html

8

■電子図書館サービス LibrariE（ライブラリエ）
体験トライアル実施中！
本学図書館では、電子図書館サービスのトライア
ルを行っています。学生、教職員の方ならどなたでも
トライアルに参加できます。
◆インターネットに接続されていれば、いつでもど
こでも利用できます。
◆特別な機器はいりません。機種を問わずに読む
ことができます。
【期間】2015年9月11日〜2016年3月31日
お申し込みは大宮本館、枚方分館、両館の図書館
カウンターまで！
図書館公式Twitter
＠OIT̲Lib

お知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

城北祭図書館企画展での苦闘と成長
“見て聞いて触って学ぶ知的財産展”

職場体験学習を実施しました
大宮・枚方両館で、中学生の職場
体験学習を実施しました。
図書の貸出、返却、配架、図書の
ラベル貼りなどの仕事を体験し、は
じめは慣れない仕事に緊張してい
る様子でしたが、図書の配架などを
していく中で 徐々に楽しみ な がら
作業を進めていました。
▲新聞整理の様子
（枚方市立長尾西中学校）

図書館で就活！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-7
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知 的 財 産 学 部 長
知的財産学科 教授

林 茂樹

葉で表現しました。このことで、学生も専門用語の本質的

本年度の城北祭において図書館企画展を、知的財産学

部林ゼミが図書館と協力して担当させていただきまし

な意味を理解し、知的財産に関する知識をより深くする

本企画は学生が遂行することとしましたが、ほとんどの

そして多くの方々にお越しいただくために、
「見て聞い

た。

ことができました。

ゼミメンバーにとって、このような大きな企画に取り組む

て触って学ぶ知的財産展」の名称にし、それぞれのコー

このため、まずなにから、どのように企画を作成してい

深いニュースの選定や分かりやすい説明、
「聞いて」コー

最初は、図書館スタッフの方との意思疎通が円滑に出

コーナーの身近にある特許や意匠・商標を活用した製品

ことは初めての体験でした。

ナーごとに内容を検討しました。
「見て」コーナーの興味

けばよいか、暗中模索の状況となりました。

ナーのフレーズの似ている音楽の聴き比べ、
「触って」

来ず、スケジュールや予算の作成など、順調な立ち上がり

の展示に工夫を凝らしました。特に「触って」のコーナー

「どのような方が図書館企画展にお越しいただける

られる企業を、城北倶楽部様からご紹介いただき、会社

で幅広く関心を持っていただくような企画内容にすること

ただきました。また、お子さんにも楽しんでいただけるよ

知的財産をメインテーマとするのですが、知的財産は

作りのスタンプ、コースターを利用したメダル、持ち寄った

になって、どうしたら簡単にわかりやすく知財を理解でき

を出し、4年生は就活を抱えながら、夏休み以降毎週2回

とは決して言えない状況でした。

に出展する製品については、工大卒業生が活躍されてお

か」から整理し、来場が予想される、子供から大学OBま

を訪問させていただき、魅力あふれる製品を貸与してい

を考えました。

うにクイズや絵本読み聞かせ、モノラボのご支援を得た手

理解が難しい面もあり、知財を全く知らない人の気持ち

景品など、限られた予算の中、みんなで必死にアイディア

るだろうか考えました。

集まり頑張りました。

が、文章ばかりの本を展示しても、関心を持っていただき

関係者全員で色々アイディアを出し合い学園祭を迎えま

探し、展示しました。そして、ゆっくり本を見ていただける

この図書館企画展を通じ、ゼミの学生は大変貴重な体

図書館のスタッフの方とも9月以降毎週打合せを重ね、

図書館主催の企画ですので、書籍の展示があるのです

にくいと考え、絵をたくさん含む知的財産に関する書籍を

した。

ように、書籍を展示している近くに椅子を設置しました。

験をさせていただき、大きく成長出来たと思います。協力

いように、知財関連の単語や、言い回しを噛み砕いた言

企業の方々に篤く御礼を申し上げたいと存じます。

していただきました、図書館をはじめとする学校関係者、

また、知的財産を知らない方に理解していただきやす
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見て聞いて触って学ぶ知的財産展

特集！

VOICE！
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図書館企画展「見て聞いて触って学ぶ知的財産 展 」のスタッフとして参加した
学生に苦労したことやこだわったことなど、お話を聞きました！

大宮本館では10月23日〜25日の城北祭期間中に図書館企画展「見て聞いて触って学ぶ知的財産展」を開催しました。
今年度は知的財産学部の学生と共同開催で行いました。知的財産についてさまざまな角度から学べるよう、見てコー

特

ナー、聞いてコーナー、触ってコーナーという3種類の展示スペースを設けました。また、知的財産○×クイズやオリジナ
ルスタンプメダルプレゼントなどの企画もあり、盛りだくさんの内容になりました。
ご家族連れや学生、卒業生など多くの

集

方が来場し、大盛況の3日間となりました。

図書館企画展﹁見て聞いて触って学ぶ知的財産展﹂

▲見てコーナー
▲聞いてコーナー
特許、商標、意匠、著作権、弁理士など知的財産に関する様々
類似曲を6組集め、来場者に聞き比べてもらいました。
なニュースをわかりやすく解説したパネルを展示しました。
実際に裁判に発展したケースや音楽の著作権について
「イイネ！」と思った パ ネ ル に は シ ー ル を 貼ってい た だく
など学生が解説しました。
スペースが設けられており、関心度の高さが一目でわかります。

▲インタビューに答えてくれた3人
写真左から柏木さん、松江さん、宇野さん

▲ゼミ担当教員の林先生を囲んで
写真左から宇野さん、小島さん、大沢さん、古川さん、西形さん、
林先生、松江さん、藤井さん、柏木さん

Q. 企画展を終えての感想を聞かせて下さい

Q. 図書館で展示をすることについてどう思いましたか？

宇野：色んな本を使って自分たちのアイディアと本をコラボする

宇野：４年生になり大学に来る機会が少なくなっていたが、図書

館企画展のおかげで学生生活最後に皆と一緒に一つのこ

のかなと思いました。堅苦しいイメージがありましたが、実

松江：最初は、来場される方の反応が薄いのかなって不安に思っ

館の人達と一緒にできたのですごく良かったなって思いま

興味、関心を持つ方が多く、私達が説明するとすごくいいリ

柏木：図書館へのイメージが変わりました。スタッフの皆さんは

のを頭の片隅に入れてくれたのかなという印象ですごく嬉

聞いてくださったので、積極的にアイディアを提案できまし

柏木：老若男女問わずたくさんの方にご来場していただき、想像

阪府内の大学の先生が来ておられ、展示している図書の

ても高いと感じました。
これからも、大阪工業大学知的財産

ていただくような本を大阪工業大学の図書の中から見つ

りに取り組みたいと企画を終えて思いました。

もやりがいを感じましたし、
もっと図書館を活用し読書をし

際やってみたら自分たちの意見もたくさん入れながら図書

とを成し遂げることができてよかったと思います。

す。

たのですが、小さい子からお年寄りの方まで各コーナーに

アクションをとってくださって、少しでも知的財産というも

大変真面目な方が多く、私達学生の意見もその場その場で

しかったです。

た。展示期間中、図書展示をご覧いただいている方で、大

以上に質問していただけたことで、知的財産への関心がと

１冊を授業で使ってみますと仰っていました。授業で使っ
けていただけたことは素晴らしいことだと思いました。
とて

学部が先頭となって知的財産を知っていただくきっかけ作

ようと思いました。

Q. 来場者に分かりやすく伝えるために工夫したことは？
▲触ってコーナー
特許を取得している製品を企業から提供していただき、展示しました。
手に取ってじっくりと見ていただくことで特許製品を身近に感じてもら
いました。

▲知的財産〇×クイズの様子
小さな お 子さんも楽しんで 参 加できるクイズは
大好評でした。

「見て聞いて触って学ぶ知的財産展」

松江：知的財産を知らなかったときに戻って一番わかりやすく説

に参加した知的財産学部の学生

明する方法は何かなと真剣に考えました。
「見て」
「聞いて」

「触って」
という3つのジャンルを用意して、一つでも興味を
持っていただけるよう工夫しました。簡単な印象でもいい

ので、知的財産を知らない人にどうすれば知的財産という
言葉が引っ掛かるのかを考えて企画を進めていきました。

柏木：触ってコーナーでの説明では、暮らしの中でどんなものに
特許が使われているのか具体的な例を挙げることで、身近

なものにも特許が使われているのだと知っていただけるよ

うに工夫しました。聞いてコーナーでは、新しい曲だけでは

なく、著作権の権利が消滅している曲も1曲紹介しました。
法律上の権利が消滅していても、模倣することは道徳的に

▲絵本読み聞かせの様子（写真上）
◀オリジナルスタンプメダルはお子様に大好評（写真左）

問題ではないかという疑問を問いかけることで、皆さんに
著作権について考えていただけるよう工夫しました。

▶工大ウォッチング大賞の展示（写真右）
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■4年生
・青木
・石森
・宇野
・柏木
・金衛
・小島
・杉本

友飛
聡
好美
祐里
佑樹
聡子
亮仁

・竹中 洋輔
・西形 達宗
・林 真一郎
・藤井 郁弥
・古川 大貴
・松江 浩平

■3年生
・稲福
・大沢
・木曽
・北島
・北野
・後藤
・杉野
・泰地

樹里
琢実
友平
由隆
勇樹
駿治
正和
陽亮

・豐田 真也
・中野 英行
・西口 大貴
・西村 祐二
・濱口 一貴
・福田 翔
・藤井 康晴
・金 貞順
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授賞式

学生のみずみずしい感性で表現された作品
を募集する「工大ウォッチング大賞」が今年度も
行われました。

『竜馬がゆく』

今回は図書館企画展の「見て聞いて触って学

工 大 ウ ォッ チ ン グ 大 賞

ぶ知的財産展」に合わせ「未来をまもる」という
テーマで作品を応募していただきました。

『竜馬がゆく(1〜8)』
著者名：司馬遼太郎
出版社：文藝春秋
出版年：1998

大宮本館では10月19日〜29日に図書館内や
図書館企画展会場内にて、枚方分館では11月4
日〜10日に図書館内に展示しました。図書館運
営委員会による厳正な審査を経て、12月2日に

【大宮本館】
配置場所：工大文庫本
【枚方分館】
配置場所：工枚普通図書

「工 大ウォッチング 大 賞 授 賞 式」が 行 わ れまし
た。
（写真左）

▲授賞式に出席した深山館長（後列右から3人目）
と学生の皆さん

情報科学部
教授

「みらいをまもる」というテー
マ から連 想した、天 使 が 地 球を
包み込んでいるイメージのしお
りです。本にはさんでも折れたり
しないようかたい紙を使用しま
した。
（坂田）
▲大賞作品（しおり）
タイトル
『本をつつむ』

▲授賞式の様子

受賞者決定！

技術が進歩するにつれ、紙の本
に触れる機会が減っている気がし
ます。工大の青色と、
「本のみらいを
まもる」イメージから、本を守るよう
に包み込むデザインを考えました。
▲優秀賞作品（ブックカバー）

▲佳作作品（しおり）

（野田）

タイトル
『私の守りたい風習』
月見しおりです。工学部ならで
はの切削機を使った板金のしお
りです。きれいに仕上がりました。
私は日本の風習の中でお月見と
いう行事がとても好きでこのしお
りを作りました。
（名取）

タイトル
『Guardian of the Future』
密かに行われる違法行為や物
事を嗅ぎ付ける意味で、未来の警
察 犬 をイメージして作 成しまし
た。
（髙田）
▲Library賞作品（ブックカバー）
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▲授賞した4名。写真左から髙田さん、
名取さん、坂田さん、野田さん

▼工大ウォッチンング大賞受賞者一覧
■大賞
坂田 史帆
（空間デザイン学科 1年生）
■優秀賞
野田 明日香
（空間デザイン学科 1年生）
■佳作
名取 直矢
（電気電子システム工学科 1年生）
■Library賞
髙田 羅司太
（空間デザイン学科 4年生）

情報メディア学科
岡﨑

ラフ和子
（選者注：おまけに、体中に油を塗っていたが、周り
は気づいていなかったらしい）
「何じゃ、坂本、そのかっこうは。人を嘲斎坊にしく
さるか」
「おれは、馬鹿（べこのかあ）じゃけんのう。べこの
かあがべこのかあどもを退治るのは、このかっこうが
一番ええ」
「ちぇっ、このべこのかあめ」
せまい部屋に土佐ことばの罵声がはんらんしたかと
おもうと、なかまの一人が行燈を消した。
まっくらである。
「かかれっ」
わっと竜馬に飛びかかった。（中略）
多勢を相手にするときは、組みついては自滅する。竜
馬はもっぱら、こうがんを蹴ることにした。このため
悶絶する者も出た。
四半刻ばかりどたばたとさわいでいるうちに、どの
者も闇のなかでヘトヘトになった。
（中略）
「竜馬を伏せたぞ」
ふとんで蒸し、みなで乗りかかった。（中略）
「もうよかろう。あかりをつけろ」
（中略）
一同、簀巻きにしたふとんを解いた。なかから半死半
生で出てきたのは、謹直な武市半平太であった。竜馬
が闇の中で半平太をねじ伏せ、身代わりの簀巻きにし
てしまったのである。
「御一同、ひかえなさい」
不機嫌な声で半平太はどなった。竜馬はこそこそと部
屋を出て行った。
（第１冊 86-87 頁）

司馬遼太郎作
『竜馬がゆく』
を君に薦めたい。その理由は、
（１）若者の成長物語で、君の年齢に近く君が理解しやす
いだろうこと（２）鎖国末期混乱の時代に、世界を視野に
入れ大胆に生きた人間に、君も勇気づけられるだろうこと
（３）単純に読んで楽しいこと、の３つです。
この物語の主人公竜馬は、子供のころ「寝小便たれ（土
佐弁よばわたれ）
」とからかわれ、泣かされては家まで泣
いて帰る弱虫だったとあります。その少年が、どのように
して、日本を開国・明治維新へと導いた立役者に成長した
のか、皆さんは関心がないですか？この本を読むと、それ
が徐々に分かります。
当時、日本も道を誤れば、清国のように西欧列強の植民
地になっていたかも知れないのです。それにいち早く気が
ついて開国を唱えていた勝麟太郎を、切るつもりで訪ねた
もののその場で弟子になり、それ以来、常に世界を意識し
て世界の海原に船を走らせ貿易をする夢を見ていたのが、
竜馬です。その一方で、実務的でもあったことが、薩長同
盟や大政奉還を成し遂げることを可能にしました。さらに、
剣術ではかの桂小五郎を負かすだけの腕前、愛嬌がある笑
み、ものの真髄を読み取る能力と、人を虜にする不思議な
魅力などを持ち合わせていたようです。
もちろん、君も私も竜馬になれません。ただ、竜馬のよ
うに、変貌する可能性は秘めているのです。これを読んで、
日本だけでなく世界を意識するようになってほしい、世界
の出来事に関心を持ってほしいと思います。なぜなら、こ
のグローバル時代、私たちはもう世界の他の国々と共存す
ることでしか国としても人としても継続できないからで
す。視野を広く持って、竜馬のように世界との関わりの中
で日本を見る姿勢を持ってほしいと思うのです。
最後の、読んで楽しい点は、本文の引用で感じてもらい
ましょう。司馬遼太郎のペンのすべり具合はすこぶるいい
のです：

茶目っ気があるというか、機転がきくというか、ずる
いというか。それでいて憎めない竜馬の横顔が、ここだけ
でなく至るところに現れます。楽しんでください。

なかまの一人が障子をあけてみると、竜馬がのっそり
立っていた。一同度肝をぬかれたのは、その姿だった。
ふんどし一本の素裸で、右手に大刀をつかんでいる。
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VOICE！

内定者インタビュー

これから就職活動が本格化しますね。みなさんはどのように企業の情報を集めていますか？

特

就職活動開始時期が後ろ倒しになる中でどのように活動を始めたらいいかわからず不安な方も多いと思います。

ぱぴろにくす No.99

図書館で就活に便利なデータベースを使おう！
就活に役立つデータベースはこれ！ 図書館 HP からチェック！

内定を獲得した学生に就職活動中、図書館をどのように活用したのかを聞いてみましたので参考にしてくださいね。

集

■日経テレコン21とは
1975年以降発行の日本経済新聞、日経産業新聞、日経
MJ（日経流通新聞）、日経ヴェリタス（旧：日経金融新聞）
といった日経４紙の記事を一括検索できます。
その他にも企業データベースや人物プロフィールなど、
幅広いビジネス情報が収録されており、就職活動の心
強い味方です。
【接続】学内のみ 【同時アクセス数】制限なし

Q.就活で一番苦労したことは？

図

提出書類の多い会社があった時です。遅くまで大学に残っ
た日もありました。

Q.就活するにあたって図書館を利用しましたか？

エントリーシートを図書館で書くことが多かったです。

書

Q.就活の開始が遅くなって良かった点、悪かった点

館

良かった面は、3年生の後半まではきっちり授業に取り組め
たこと。悪かった点は4年生になってもまだ決まってないと
焦ってしまったことです。あと、会社の選考の時期が集中し
て、同じ日に選考が重なることもあり、それは問題だと思い
ました。会社によっては何日か日程を設けてくれるところは
ありますが、最終選考になってきたら本当に難しいですね。

で 就

Q.後輩へメッセージをお願いします

インターンシップへぜひ、行った方がいいとお勧めします！

▲鉄道関係の会社への就職が決まっている
環境工学科 4 年生 平尾 健太朗さん

Q.就職活動で参考にした資料はありますか？

活 ！

活動開始は3年生の3月頃からで、就職課にあるSPI対策や
面接対策の図書を見たり、図書館にある業界研究に関する
図書を読んだりして、自分はどのような仕事をしたいのか、
どの会社に就職するかを考えました。そのほか、先輩からも
業界研究として新聞データベース、時事問題として新聞を
読み込むことをアドバイスされました。

Q.これからの夢を聞かせてください

この4年間で教職課程もとりました。まだどうすればいいの
か判りませんが、
これからの社会経験を踏まえて、子供たち
に色々なことを教えることも夢の一つです。そのまま会社員
を続けて行くかもしれませんが（笑）でも、何らかの形で携
わりたいと考えています。

Q.後輩へメッセージをお願いします
▲システム開発系の会社への就職が決まっている
コンピュータ科学科 4 年生 柴田 圭祐さん

悔いのないように自分自身と向き合って、精一杯、全力で就
活をやり切って欲しいと思います。

■他の学生に差をつけよう！
日経テレコン21の幅広いビジネス情報から志望企業を
掘り下げれば、一つの新聞からしか情報を得ていない
学生と比べて、企業理解に格段の差が生まれます。

■バックナンバーライブラリ
日経BP記事検索サービスとは
日経BP社が発行する40以上の雑誌（日経ビジネ
ス、日経ソフトウェア、日経パソコンなど）を全文
検索できるデータベースです。
1997年以降のバックナンバーから発売後1週間
前までの最新記事が収録されています。
（日経ビ
ジネスの記事は、1969年創刊号から収録されて
います。）
【接続】学内のみ 【同時アクセス数】制限なし
■志望する企業の記事を読もう！
画面の「就活情報を収集する」タブをクリックす
ると、
「業界研究」、
「企業研究」、
「地域経済」から
自分の興味のある分野の情報を広く集めること
ができます。
たとえば、
「企業研究」の「業種でさがす」から興
味のある分野を選択すると企業名一覧が表示さ
れ、企業に関する記事を読むことができます。
■朝日新聞 『聞蔵 II ビジュアル』とは
朝日新聞の創刊からすべての記事を検索でき
る日本最大級のオンライン記事データベース
です。
他にも朝日新聞社が発行する雑誌『週刊朝日』
と『AERA』に 掲 載 され た 記 事 や、朝日現 代
用語事典『知恵蔵』、人物データベース、歴
史写真アーカイブ、『アサヒグラフ』なども検
索で きます。※利 用 後 は「ログアウト」ボタ
ンを押してください
【接続】学内のみ【同時アクセス数】1 台

Q.就職活動で参考にした資料はありますか？

はい。まず、
「就活の仕方」
という本を図書館でお借りして、
その後に「面接」本や「面接とグループディスカッションの基
本」
という本を読みました。

Q.就活で一番苦労したことは？

私は人と話すことが好きでコミュニケーションをとることが
得意だと思っていたんですが、いざ、集団面接や個人面接
になると緊張してしまってうまく話せませんでした。その時
に僕って緊張すると話せないんだということが分かって色
んなセミナーなどを受けて話せるよう克服しました。その時
が一番苦労したかなと思います。

■面接対策に
面接では「良く読む本は？」など本について
質問されることがあります。自分の専門分野
以外は興味がなくてわからない！という方でも
大 丈 夫。「ナ ビ 検 索」画 面 の「読 書・書 評」
をクリックすれ ば、書 評 記 事 はもちろん「売
れてる本」や「著者に会いたい」で話題になっ
た本や著者についても知ることができます。

Q.後輩へメッセージをお願いします

一番に自己分析はできるだけ掘り下げて試みてほしいで
す。あと、一人で就活しないで友達と情報を共有することが
内定に繋がるのかなと思います。

▲商社への就職が決まっている
知的財産学科 4 年生 古川 大貴さん
6
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お知らせ

ビブリオバトル予選会レポート！
10月7日(水)に大宮本館、ラーニング・コモン
ズのグループ学習エリアで「全国大学ビブリオ
バトル2015予選会」が開催されました。
「ビブリオバトル」
とは「知的書評合戦」
とも呼
ばれるイベントで、発表者がオススメ本を5分間
でPRし、最後に観戦者が一番読みたくなった本
に投票します。今回は他大学からの発表者の参
加もあり、
より充実した内容になりました。
チャンプ本に選ばれたのは、機械工学科3年
生、安藤卓哉さん発表の『なぜ日本人はこんな
に働いているのにお金持ちになれないのか：21
世紀のつながり資本論』です。発表者5人が紹介
した本のジャンルも様々で、観戦者23名も審査
に悩む姿が見受けられました。

▲発表の様子
（グループ学習エリアにて）

大阪工業大学図書館報

目 次
城北祭図書館企画展での苦闘と成長（林 茂樹）
・・・・・・ 1
見て聞いて触って学ぶ知的財産展（図書館企画展）
・・・・2-3
工大ウォッチング大賞受賞者決定！・・・・・・・・・・・・・ 4
▲発表者5名の皆さん
写真左から真本さん、安藤さん、
木村さん、吉田さん、佐々木さん
（グループ学習エリアにて）

君に薦める一冊の本（岡﨑 ラフ和子）・・・・・・・・・・・ 5

▲配架の様子
（思斉特別支援学校）

▲特集展示の様子
（大阪市立今市中学校）

■大宮本館
7月2日（木）〜7月3日（金）思斉特別支援学校 中学3年生1名
11月19日（木）〜11月20日（金）大阪市立今市中学校2年生3名
■枚方分館
11月5日（木）〜11月6日（金）枚方市立長尾西中学校2年生3名
11月10日（火）〜11月11日（水）枚方市立津田中学校2年生4名
11月12日（木）〜11月13日（金）枚方市立杉中学校2年生3名

▲図書装備の様子
（枚方市立津田中学校）

▲POP作りの様子
（枚方市立杉中学校）

選書フェアを開催しました

▲選書フェアの様子（大宮本館）

大宮本館では10月5日〜9
日、枚方分館では10月12日〜
16日に選書フェアを開催しま
した。
選書フェアは図書館に置い
てほしいと思う本を実際に手
に取って選んでいただくイベ
ントです。
今回も多くの方にご来場い
ただきました。
選書された本は大宮、枚方
両館、図書室内の「選書フェア
コーナー」に並んでいます。

大阪工業大学図書館報「ぱぴろにくす」No.99（2016.1）
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■電子図書館サービス LibrariE（ライブラリエ）
体験トライアル実施中！
本学図書館では、電子図書館サービスのトライア
ルを行っています。学生、教職員の方ならどなたでも
トライアルに参加できます。
◆インターネットに接続されていれば、いつでもど
こでも利用できます。
◆特別な機器はいりません。機種を問わずに読む
ことができます。
【期間】2015年9月11日〜2016年3月31日
お申し込みは大宮本館、枚方分館、両館の図書館
カウンターまで！
図書館公式Twitter
＠OIT̲Lib

お知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

城北祭図書館企画展での苦闘と成長
“見て聞いて触って学ぶ知的財産展”

職場体験学習を実施しました
大宮・枚方両館で、中学生の職場
体験学習を実施しました。
図書の貸出、返却、配架、図書の
ラベル貼りなどの仕事を体験し、は
じめは慣れない仕事に緊張してい
る様子でしたが、図書の配架などを
していく中で 徐々に楽しみ な がら
作業を進めていました。
▲新聞整理の様子
（枚方市立長尾西中学校）

図書館で就活！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-7
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知 的 財 産 学 部 長
知的財産学科 教授

林 茂樹

葉で表現しました。このことで、学生も専門用語の本質的

本年度の城北祭において図書館企画展を、知的財産学

部林ゼミが図書館と協力して担当させていただきまし

な意味を理解し、知的財産に関する知識をより深くする

本企画は学生が遂行することとしましたが、ほとんどの

そして多くの方々にお越しいただくために、
「見て聞い

た。

ことができました。

ゼミメンバーにとって、このような大きな企画に取り組む

て触って学ぶ知的財産展」の名称にし、それぞれのコー

このため、まずなにから、どのように企画を作成してい

深いニュースの選定や分かりやすい説明、
「聞いて」コー

最初は、図書館スタッフの方との意思疎通が円滑に出

コーナーの身近にある特許や意匠・商標を活用した製品

ことは初めての体験でした。

ナーごとに内容を検討しました。
「見て」コーナーの興味

けばよいか、暗中模索の状況となりました。

ナーのフレーズの似ている音楽の聴き比べ、
「触って」

来ず、スケジュールや予算の作成など、順調な立ち上がり

の展示に工夫を凝らしました。特に「触って」のコーナー

「どのような方が図書館企画展にお越しいただける

られる企業を、城北倶楽部様からご紹介いただき、会社

で幅広く関心を持っていただくような企画内容にすること

ただきました。また、お子さんにも楽しんでいただけるよ

知的財産をメインテーマとするのですが、知的財産は

作りのスタンプ、コースターを利用したメダル、持ち寄った

になって、どうしたら簡単にわかりやすく知財を理解でき

を出し、4年生は就活を抱えながら、夏休み以降毎週2回

とは決して言えない状況でした。

に出展する製品については、工大卒業生が活躍されてお

か」から整理し、来場が予想される、子供から大学OBま

を訪問させていただき、魅力あふれる製品を貸与してい

を考えました。

うにクイズや絵本読み聞かせ、モノラボのご支援を得た手

理解が難しい面もあり、知財を全く知らない人の気持ち

景品など、限られた予算の中、みんなで必死にアイディア

るだろうか考えました。

集まり頑張りました。

が、文章ばかりの本を展示しても、関心を持っていただき

関係者全員で色々アイディアを出し合い学園祭を迎えま

探し、展示しました。そして、ゆっくり本を見ていただける

この図書館企画展を通じ、ゼミの学生は大変貴重な体

図書館のスタッフの方とも9月以降毎週打合せを重ね、

図書館主催の企画ですので、書籍の展示があるのです

にくいと考え、絵をたくさん含む知的財産に関する書籍を

した。

ように、書籍を展示している近くに椅子を設置しました。

験をさせていただき、大きく成長出来たと思います。協力

いように、知財関連の単語や、言い回しを噛み砕いた言

企業の方々に篤く御礼を申し上げたいと存じます。

していただきました、図書館をはじめとする学校関係者、

また、知的財産を知らない方に理解していただきやす
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