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この4月に図書館長に就任しました。まだ勉強段階です
が、少しでも皆様に愛される図書館にすべく努力していく
所存です。
ところで、みなさんは、どの位図書館を利用されていま
すか？私の学生時代や駆け出しの研究者のころは調べも
のというと図書館でした。薄暗くてちょっとかび臭い書庫
で合本製本されて重くなった学術雑誌を次々と棚から下
ろしてページをめくって文献を探したものです。今はとい
うと、まず、インターネットでキーワードや著者名で検索、
図書館の外部データベースも活用し、読みたい文献が見
つかったら多くはPDFでダウンロード。本も同じです。検
索して、電子的に中をチラ見、あらすじや書評、読者の感
想を参考にして選んでネットで購入、趣味の本は電子本で
読むことも多くなりました。
自分の机のPCの前に座っているだけで、あるいは移動
中の交通機関の中でもインターネットにつながってさえい
れば世界中の文献や本が入手できるなんて、とても便利に
なったものです。でもここでふとこれだけでいいのか
と…。学術雑誌を一冊まるごと手にとって探したり、書架
をめぐっていたときには、思わぬ出会い、意外な発見があ
りました。インターネットでも発見はありますが、私の検
索履歴から人工知能で抽出されたおススメ情報の中での
限られた（もしかすると、仕組まれた）出会いかもしれま
せん。手軽さゆえか、これぞというものを見つけたときの
感動が薄い気がします。以前は、手をつくして探した苦
労、たまたま見つけることになった経緯、目に飛び込んで
きた本の装丁、図書館の雰囲気や臭い…そういうエピ

ソード記憶とともに、文献や本の内容が記憶されていま
した。あの本のあのあたりに書いてあったというように、
知識や感動は、本の色や形、紙の質感と一緒に思い出さ
れていました。情報のあふれたこの時代だからこそ、図書
館に足を運んで書架をめぐり、目にとまった本をパラパラ
めくって出会いを見つけたいと改めて思う次第です。図書
館には一度も手に取られていない本が眠っていそうです。
つい手に取ってみたくなるような工夫をしていきたいと考
えています。
さて、図書館は知識・情報の集積の場としての役割を
担うだけのものではありません。居心地のよいスペースと
PCなどの貸し出し機材を提供し、図書館で過ごしていた
だきたいと考えています。すぐに調べものができる静かな
環境で自習するもよし、ラーニング・コモンズで仲間と議
論したり一緒に課題に取り組むのもよし、ぜひ活用してく
ださい。
また、図書館は、この「ぱぴろにくす」だけでなく、ツ
イッター（https://twitter.com/OIT_Lib）や、館内の掲示、
ポップ、配布物などで、さまざまな発信をしています。ライ
ブラリーサポーター（http://www.oit.ac.jp/japanese/ 
toshokan/tosho/supporter/index.html）もフリーペー
パーを発行しています。8号館の2階、ラーニング・コモンズ
などでの企画展示、ビブリオバトルなど参加型のイベント
も開催しています。皆さんも図書館に足を運んで、新しい
出会いを見つけてください。そして、もっとこうしてほし
い、こんな企画をしてほしいなど、要望やアイディアを
お寄せください。

No.101  2016.7
ISSN：0287-8194

図書館 Report　－利用状況と活動予定－

■2015年度　図書館利用状況

■2016年度　図書館活動予定

■2016年度　図書館企画展
－未来の図書館展－

■2016年度　工大ウォッチング大賞
作品募集！

大阪工業大学図書館報「ぱぴろにくす」No.101（2016.7）
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

図書館公式Twitter
＠OIT_Lib

大宮本館・枚方分館の入館者数・貸出者数・貸出冊数は、
表1のとおりです。2015年度の開館日数は、大宮本館は増減
ありませんが、枚方分館は1日間増えました。
大宮・枚方両館とも入館者数・貸出者数・貸出冊数は減少
傾向にありますが、4月・5月は多くの教員の方がライブラ
リーツアーを申し込んでくださり大変好評でした。「謎解き
脱出ゲーム」「TOEICミニ講座クイズラリー」「留学生プロ
ジェクト」など開催した様々なイベントには多くの利用者の
方が参加されました。
また、2014年度に大宮・枚方両館に新設された「ラーニン

グ・コモンズ」の利用者数は、大宮本館で88,210人（前年度
比127.6%）、枚方分館で13,163人（128.8%）と増加していま
す。授業で利用経験のある学生がリピーター傾向にあり、
学科によってはプロジェクト活動が盛んで、報告会や研究が
毎週行われていました。試験や論文作成のための自主学習
を行う学生による長時間滞在利用も多く見られました。

　2015年度は、「発信型図書館」「長時間滞在型図書
館」としての役割を増幅し、ユーザーフレンドリーな
図書館として、「自立学習支援」「PBL支援」「各種イベ
ント開催」といったサービスの充実を図ってきまし
た。
　現在、ラーニング・コモンズは授業利用だけでな
く、就職活動・部活動など学生の自主利用の場として
多く利用されています。今後も『発信型図書館』『長時
間滞在型図書館』をキーワードに、利用者参加型の
図書館企画展、工大ウォッチング大賞、各種講座、
ライブラリーサポーターによる各種イベントを引き
続き行っていきます。

図書館大宮本館では、城北祭期間中に2016年度図書館
企画展「未来の図書館展」を2階玄関ホールにて開催しま
す。今年度は空間デザイン研究部の学生と図書館の共同

で開催します。
様々な視点で「未
来の図書館」を表現
した作品を展示す
る予定です。ぜひ、
お越しください！

　「2016年度工大ウォッチング大賞」開催します。
自由な発想で工大の魅力を表現してみませんか？
2016年度図書館企画展と同時開催です！
◆作品テーマ：
　「私の工大～OITスタイルで本棚をPOPに彩ろう！～」
◆募 集 部 門：「ブックカバー」「しおり」「POP」
◆作 品 締 切：2016年10月7日（金）
※入賞者には賞状と副賞が授与されます。
詳細は図書館メインカウンターまでお問い合わせ
ください。

▲昨年開催した全国大学ビブリオバトル2015予選会の様子
　（ラーニング・コモンズ グループ学習エリア）

▲日々、打ち合わせを重ねています！

表1　入館者数等（学外利用者含む）
区分 大宮本館 枚方分館 合計

289日
289日
294日

97,872人
107,182人
126,536人
351人
371人
430人

17,086人
18,597人
19,293人
33,487冊
55,641冊
56,907冊

2015年度
2014年度
2013年度
2015年度
2014年度
2013年度
2015年度
2014年度
2013年度
2015年度
2014年度
2013年度
2015年度
2014年度
2013年度

開館日数

入館者数

1日あたりの
平均入館者数

貸出者数

貸出冊数

288日
287日
293日

33,381人
39,915人
42,428人
116人
139人
145人
4,401人
4,822人
4,776人
7,758冊
8,690冊
8,224冊

―       
―       
―       

131,253人
147,097人
168,964人
467人
510人
575人

21,487人
23,419人
24,069人
41,245冊
64,331冊
65,131冊
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Q.自分の班が担当した成果物の見てほしいポイントは何ですか？
ブレーキや中身の駆動部分はドライバーに優しいように設計しました。アクセルは今ま
でダイヤル式を手で操作していましたが、僕の班はダイヤルを足の部分に取り付けまし
た。新しいことに取り組んだところを見てほしいです。

Q. 成果物を製作する過程で図書館の本は利用しましたか？
歯車の材料の強度について鉄に関する材料の本で調べました。また、モーターに電池を
繋げて回すので、電池ボックスの作り方を電子部品関連の本で調べました。

Q.  PBL型授業の感想は？
僕の班は全員に違うテーマを与え、1人でも欠けたら完成しないようにしました。僕は
アクセルが担当テーマでした。1人1人が責任と自覚を持って取り組めたのが良かったと
思います。

Q. 2016年度に「エンプラ」に挑戦している後輩へ一言お願いします。
自分の考えを伝えることが大事だと思います。自分が思ったこと、考えたことを物怖じせ
ず、自分の意見として言うことを心掛けてほしいです。

Q.自分の班が担当した成果物の見てほしいポイントは何ですか？
他の班に比べて機体の外装を簡潔にした代わりに、カメラや湿度センサーをつけて
電気部品を充実させたところです。

Q. 成果物を製作する過程で図書館の本は利用しましたか？
ロボットをパイプ内に止めるための力、「突っ張り力」の計算方法を調べるために
図書館で力学の本を借りて参考にしました。

Q. PBL型授業の感想は？
時間内に自分達が納得する答えを出し、そのレベルに到達させるのが難しかったです
が、製図など一から始めたので、ものづくりをやっている実感がすごく湧きました。

Q. 2016年度に「エンプラ」に挑戦している後輩へ一言お願いします。
コミュニケーションをとってグループ内で仲良くすることが大切です。意見が衝突すると
きもあるかもしれないですが、1人1人が勝手にやっていくのではなく全員でやる
姿勢が大切だと思います。

Q. 作品の観てほしいポイントを教えてください。
1年かけて成長したところと、海外研修で撮った写真やブーケなどみんなが選ばないよう
な題材を選んでいるところを観て欲しいです。

Q. 制作時のこだわりと図書館に展示した感想は？
次々にレベルアップを目指して頑張りました。ポートフォリオは初めての課題でしたし、
色鉛筆も本格的に触るのは初めてだったので成長した実感がありました。1年をとおし
てコツコツと続けることが大切だと学びました。これからの課題もコツコツとやっていけ
るという自信に繋がりました。その結果、図書館に飾ってもらえることになり、嬉しくて
自分で観に行きました。

Q. お気に入りの作品は？
表紙のブロッコリーです。実物の写真を見ながら描きました。絵本作家の米津祐介さん
の絵に影響されて野菜を描こうと思いました。

Q. 作品の観てほしいポイントを教えてください。
ストーリー性があるところを観て欲しいです。まず、中学、高校と通った母校。次は大学の
イメージである中央公会堂。最後に表紙の説明ページがあります。そこは私がいつか行
きたい場所のウユニ塩湖。過去、現在、未来を1冊の中で表現しました。

Q. 制作時のこだわりと図書館に展示した感想は？
1枚1枚の絵をできるだけ丁寧に塗りました。ポートフォリオの全体をどう観せるかにこだ
わり、観る人を楽しませるために得意なマンガを挿絵で付けました。図書館に飾ってい
ただくことになって嬉しかったです。昨年、先輩の展示を観て、自分にはできるわけがな
いと思っていたので自信がつきました。また、授業では観ることができなかった人の作
品を観ることができて嬉しかったです。

Q. お気に入りの作品は？
母校の絵です。母校が大好きという気持ちを込めて塗りました。汚いところもあるのです
が模索しながら制作したので、この作品がきっかけで伸びたと感じました。

Q.自分の班が担当した成果物の見てほしいポイントは何ですか？
ブレードの滑らかさや自動起動装置です。

Q. 成果物を製作する過程で図書館の本は利用しましたか？
設計の際に図書館にある空気力学の本や風車に関する専門書を参考にしました。

Q. PBL型授業の感想は？
実際の製品を設計製作することで、座学や実習だけでは得られないものづくりの難しさ
を体験することができました。また、スケジュール管理や問題解決などをすべて自分たち
の力で行う必要があるため、成果物が出来上がった時に大きな達成感を得られました。

Q. 2016年度に「エンプラ」に挑戦している後輩へ一言お願いします。
今後、最初から最後まで、ものづくりのプロセスに携わることは少ないと思います。あな
た達にとってとても良い経験になると思います。悔いの残らないように最後まで諦めず
に取り組んでください。

　大工大図書館大宮本館では様々な展示を行っています。2階玄関ホールでは、機械工学科3年生が
「エンジニアリング・プラクティス」という授業にて1年間かけて製作した成果物を展示しました。
　4階ラーニング・コモンズ グループ学習エリアでは、空間デザイン学科1年生が演習授業の「造形演習B（1年生後期）」にて
制作した作品を展示しました。昨年同様、今年も多くの学生が立ち止まって興味深く鑑賞する姿が見られました。

授業成果物　図書館展示紹介
◆機械工学科3年
「Engineering Practice」
PBL 授業成果物展示
【展示期間：2016年3月18日～5月23日】

　優秀な成績を残した成果物が大宮本館2階
玄関ホールに展示されました。3名の学生に
1年間かけて製作した成果物への思いを聞き
ました！

◆空間デザイン学科
「造形演習B（1年生後期）」
作品展
【展示期間：2016年4月4日～6月30日】

　空間デザイン学科の2名の学生に作品が
図書館4階ラーニング・コモンズに展示された
ことについてお話を聞きました！

機械工学科 4年生
田口 裕也さん
【担当テーマ】

電気自動車（エコカー）

機械工学科 4年生
岡崎 郁弥さん
【担当テーマ】

パイプメンテナンスロボット

空間デザイン学科 2年生
石田 美優さん

空間デザイン学科 2年生
野田 明日香さん

機械工学科 4年生
山下 弘生さん
【担当テーマ】
可変式横軸風車

お気に入りの1枚

色を塗り重ねたブロッコリーを観て
ほしいです(石田)

「
表
紙
」

6年間通った母校。親和への思いだけで
描き上げました(野田)

「
親
和
」

ぱぴろにくす No.101　2016.7
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Q.自分の班が担当した成果物の見てほしいポイントは何ですか？
ブレーキや中身の駆動部分はドライバーに優しいように設計しました。アクセルは今ま
でダイヤル式を手で操作していましたが、僕の班はダイヤルを足の部分に取り付けまし
た。新しいことに取り組んだところを見てほしいです。

Q. 成果物を製作する過程で図書館の本は利用しましたか？
歯車の材料の強度について鉄に関する材料の本で調べました。また、モーターに電池を
繋げて回すので、電池ボックスの作り方を電子部品関連の本で調べました。

Q.  PBL型授業の感想は？
僕の班は全員に違うテーマを与え、1人でも欠けたら完成しないようにしました。僕は
アクセルが担当テーマでした。1人1人が責任と自覚を持って取り組めたのが良かったと
思います。

Q. 2016年度に「エンプラ」に挑戦している後輩へ一言お願いします。
自分の考えを伝えることが大事だと思います。自分が思ったこと、考えたことを物怖じせ
ず、自分の意見として言うことを心掛けてほしいです。

Q.自分の班が担当した成果物の見てほしいポイントは何ですか？
他の班に比べて機体の外装を簡潔にした代わりに、カメラや湿度センサーをつけて
電気部品を充実させたところです。

Q. 成果物を製作する過程で図書館の本は利用しましたか？
ロボットをパイプ内に止めるための力、「突っ張り力」の計算方法を調べるために
図書館で力学の本を借りて参考にしました。

Q. PBL型授業の感想は？
時間内に自分達が納得する答えを出し、そのレベルに到達させるのが難しかったです
が、製図など一から始めたので、ものづくりをやっている実感がすごく湧きました。

Q. 2016年度に「エンプラ」に挑戦している後輩へ一言お願いします。
コミュニケーションをとってグループ内で仲良くすることが大切です。意見が衝突すると
きもあるかもしれないですが、1人1人が勝手にやっていくのではなく全員でやる
姿勢が大切だと思います。

Q. 作品の観てほしいポイントを教えてください。
1年かけて成長したところと、海外研修で撮った写真やブーケなどみんなが選ばないよう
な題材を選んでいるところを観て欲しいです。

Q. 制作時のこだわりと図書館に展示した感想は？
次々にレベルアップを目指して頑張りました。ポートフォリオは初めての課題でしたし、
色鉛筆も本格的に触るのは初めてだったので成長した実感がありました。1年をとおし
てコツコツと続けることが大切だと学びました。これからの課題もコツコツとやっていけ
るという自信に繋がりました。その結果、図書館に飾ってもらえることになり、嬉しくて
自分で観に行きました。

Q. お気に入りの作品は？
表紙のブロッコリーです。実物の写真を見ながら描きました。絵本作家の米津祐介さん
の絵に影響されて野菜を描こうと思いました。

Q. 作品の観てほしいポイントを教えてください。
ストーリー性があるところを観て欲しいです。まず、中学、高校と通った母校。次は大学の
イメージである中央公会堂。最後に表紙の説明ページがあります。そこは私がいつか行
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電気自動車（エコカー）
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パイプメンテナンスロボット
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空間デザイン学科 2年生
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機械工学科 4年生
山下 弘生さん
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可変式横軸風車

お気に入りの1枚

色を塗り重ねたブロッコリーを観て
ほしいです(石田)

「
表
紙
」

6年間通った母校。親和への思いだけで
描き上げました(野田)

「
親
和
」
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　図書館は本の貸出や自習をするためだけの場所だと思っていませんか？
図書館2階AV室では、話題になった映画の鑑賞や語学CDを利用して語学のスキルを磨くことができます。
　4階ラーニング・コモンズではグループワークなどで利用できる部屋を予約することができます。
まだまだ知られていない図書館の便利なエリアをご紹介します。

図書館をもっと便利に使おう！
2F
AV室

　大宮本館の2階、AV室へ行ったことはありますか？知ってはいたけど行ったことはないという人も多い
かもしれません。実はとっても楽しくて便利なAV室の魅力をご紹介します。

4F
ラーニング・コモンズ

　大宮本館、枚方分館の4階にはラーニング・コモンズというスペースがあります。
学生主体のプロジェクト活動や課外活動でのミーティングなどで大いにご活用いただい
ている場所です。気軽にお使いいただけるよう利用方法などをご紹介します。

リスニング・コーナー　～語学のスキルを磨きたいあなたへ～　

AVコーナー　～映画を観てリフレッシュしたいあなたへ～　

ちょっとブレイク　～知っていますか？ブックリターンポスト～　

１. 予約状況をチェック！

２. 申請書を書こう！備品を借りよう！

ラーニング・コモンズ ニュース！　～2015年度TOEICミニ講座クイズラリーを実施しました～

AV室のリスニン
グ・コーナーには、
『英語タイムトライ
アル』、『ENGL ISH 
JOURNAL』、『中国
語ジャーナル』など
様々な語学雑誌が
置かれています。
CDプレイヤーの貸
出も行っています
のでぜひ、ご利用く
ださい。

使いたいエリアの予約状況を
チェックする方法は下記の方法があ
ります。
①図書館ホームページのトップ画
面にあるラーニング・コモンズ
【予約状況確認】から確認する、
もしくは図書館ポータル画面の
「施設予約」からも確認すること
ができます。
②サポートデスク横の掲示板から
予約状況を確認できます。
　また、各エリアにも予約状況が
掲示されています。

予約状況を確認したら「LC申請書」に記入して利用希望日の2日
前までにラーニング・コモンズのサポートデスクへお持ちください。
「LC申請書」はラーニング・コモンズサポートデスクにあります。
また、図書館ホームページからダウンロードすることもできます。

プロジェクター、書画カメラ、ホワイトボードマーカーなどラーニ
ング・コモンズで使える備品の貸出を行っています。ぜひ、ご活用
ください！
詳しくはラーニング・コモンズサポートデスクへお尋ねください。

　大宮本館のラーニング・コモンズでは「2015年
度TOEICミニ講座クイズラリー」を実施しました。
全15回の出題終了後には、参加者へクイズの成
績に応じて異なる景品が渡されました。

【参加者の声】
•文法の確認ができ、クイズ形式で楽しくできた。
•解説がわかりやすくてためになった。
•英語の点数が上がってよかった。
•英語が好きではなかったけど、これをきっかけ
　に好きになった。
などの感想がありました。ご参加いただきありが
とうございました。

リスニング・コーナー
の隣はAVコーナーです。
話題の映画作品をは

じめ、『ナショナルジオグ
ラフィック』や『その時歴
史が動いた』などのシ
リーズ作品もあります。
DVD、CD、VHS、LDを
約5000本所蔵していま
す。
授業の空いた時間やリ

フレッシュしたい時など
にぜひお越しください。

本を返しに来たのに図書館が閉館してい
た…。そんな経験はありませんか？
図書館が閉館していてもブックリターンポス

トがあります。
意外と知らない方も多いのでご紹介します。
大宮本館は8号館2階入口横、枚方分館は
1号館1階事務室入口横にあります。
なお、ご利用の際は以下の注意事項をお守

りください。
●投函は返却期限の1日前までにお願いします。
●他館から取り寄せた本や大型の本、付属資
料のある本はカウンターへ直接お持ちくだ
さい。

▲リラックスして語学を学べます。

▲申請書 ▲グループ学習エリア（大宮本館） ▲書画カメラ
▲ホワイトボード
　マーカー

▲左から、電気電子システム工学科2年生の
　坂 勇輝さんと小西 貴文さん

▲機械工学科4年生の
　安藤 卓哉さん

▲世界の言語を学ぶための語学教材があります。

▲新作は入ってすぐの棚に展示しています。
個人ブースで視聴できるため、くつろいで
観ることができます。2人で同じ作品を一緒
に観るための2人用ブースもあります。

▲枚方分館のブック
　リターンポスト
　（1号館1階）

▲ラーニング・コモンズ予約状況の確認画面
予約したいエリアの空室状況はこの画面で確認で
きます。

▲サポートデスク横の掲示板
　（大宮本館）

▲大宮本館のブックリターンポスト
　（8号館2階）

▲邦画と洋画に分けて置かれています。
　TVシリーズのコーナーもあります。　
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よどがわ学公開セミナー　レポート！ 図書館の特集展示紹介　枚方分館
「よどがわ学公開セミナー」は2014年度から2015
年度にかけて大阪工業大学と大阪市旭区の連携事
業として大宮キャンパスの6号館16階「淀ビスタ」に
て開催されました（全7回）。
本学の学生が授業で使用しているテキスト「淀川

と人間」が受講者全員に配布され「淀川」について
様々な視点から楽しく学ぶことができる講座でし
た。
毎講義、多くの方が出席され、熱心に先生の言葉

をメモしたり、積極的に質問する姿が見られました。
また、3回以上受講された方には修了証が授与さ
れ、近隣住民の方々に大好評のセミナーでした。

枚方分館では、3階図書館に「特
集展示コーナー」を設け、時節に
合わせ、学生の興味・関心のある
テーマや時事関係、就職活動に役
立つ図書等を展示しています。
枚方分館にある情報科学部に

ちなんだ特集も展示予定です。
これからももっと図書館を利用し
ていただけるよう、学生に身近な
テーマの特集を行っていきますの
で、図書館にお立ち寄りの際には
ぜひ、ご利用ください。お待ちし
ております。

図書館の特集展示紹介　大宮本館
図書館展示案内

ライブラリーサポーター Ｎews！

図書館の特集展示を観たことは
ありますか？
大宮本館では「工大図書館コレ

クション展示」を行っています。
6月末までは1959年に出版された

フランク・ロイド・ライトの作品集
「Drawings for a Living Architecture」
など貴重書を展示していました。
場所は2階学術雑誌室です。
他にも3階の第一、第二図書室
内には3ヶ所の「特集展示コー
ナー」があり、こちらは貸出が可能
ですのでぜひ、ご覧ください。

大宮本館、枚方分館では、ライブラリーサポーターを随時募集しています。「ぱぴろにくす」では様々な活動を行っているライブ
ラリーサポーターを写真などで紹介しています。
【ライブラリーサポーターとは？】学生の目線で図書館をサポートし、図書館をより魅力的にすることを目的としたボランティア活動です。

詳しくは図書館カウンターへお尋ねください。

淀川環境教育センターは、「淀川学」を実施運営する組織として2006年6月に発足し、今年6月には10周年を迎えるこ
とになります。2014・15年度には、「よどがわ学公開セミナー」を旭区役所との連携で計7回開催し、筆者も最終回を担当
いたしました。以下はその際の概略です。　
淀川流域は縄文時代を通じてほぼ無住の地であったようですが、稲作が始まり弥生時代に入る頃から急激に人口が

増加していきました(鬼頭宏「人口から読む日本の歴史」講談社学術文庫，2000年)。これは淀川の恵み抜きに考えられな
いことです。
淀川と密接にかかわりながら、おおさかのまちが生まれ発展していきましたが、三浦周行によるとその歴史は次の

4つの時期に区分(朝尾直弘編「大阪と堺」岩波文庫，1984年)できるようです。いずれも淀川の舟運が重要な要素となっ
ていたということが推測できます。
1. 大和朝廷の対外窓口、つまり国際都市の時代で、古墳時代から奈良時代が相当
2. 小規模な郷が分散していた停滞期で平安時代から室町時代の半ば
3. 本願寺の寺内町、つまり宗教都市として発展した戦国期
4. 本願寺址へ大阪城ができて以降、城下町、商工業都市として現在に至る
淀川の河口部に位置するおおさかの地は、常に瀬戸内を経由した舟運の結節点として機能しました。特に1.の時代で

は古代日本における地政学上の中心であり、その結果、淀川に関わる工事が行われその址が今でも残っています。その
いくつかを紹介します。
淀川の旧本流、つまり我々が大川として認識している流れは、かつて仁徳天皇の時代に堀江として開かれた水路と言

われています。実際に、大阪天満宮付近は現在でも周囲より2～3m高い微高地であり、上町台地の続きとみることがで
き、大川が人の手によってつくられた水路ということにも納得できます。また、当時、茨田の堤とよばれる長大な堤防が
築かれたといわれており、その址が京阪電車大和田駅近くの堤根神社に残っています。
淀川が上流から運んでくる土砂によって舟運に困難が生じたこと、また都が移るとともに神崎川が開かれおおさかを

通らなくても瀬戸内から京都へ行くことができるようになったことから、2. の停滞期を迎えました。
淀川はその後も滔々と流れ続けましたが、おおさかのまちにとっての状況が変わったのは、15世紀の末頃上町台地の

突端部分に本願寺が築かれてからです。以後、本願寺の寺内町、大阪城築城以降は城下町として町人が主人公のまちと
なり3. および4. の歴史を刻んでいきました。なお、本願寺境内にあった坂の名前、小坂(おさか)が大坂に変化しまちの
呼び名になったといわれています。その後、明治時代からは大阪と表記するようになりました。
「淀川学」の意義や内容については、「ぱぴろにくす」No.91 (2013年4月)に掲載していますのでご参照ください。

▲3回以上受講した方には修了証が授与されました。
▲特集展示コーナー（入館ゲート前）　
　学生に身近で役立つ特集を展示しています。

▲AV資料展示コーナー（AVパーク）
　年間貸出ランキング

▲よどがわ学公開セミナー第7回の様子
　（6号館16階）

◀受講者へ配付されたテキスト
　「淀川と人間」（所蔵館：大宮本館）

淀 川 と お お さ か

▲工大図書館コレクション展示
　（2階学術雑誌室）

▲特集展示コーナー（3階第二図書室）

応用化学科の吉田龍太郎さんが学長表彰

ライブラリーサポーターの吉田
龍太郎さん（応用化学科：授賞時3
年生）が学長表彰を受けました。
活動を精力的に行い、運営に貢
献したことが認められました。
表彰された吉田さんには、心か

らお祝い申しあげます。
【2015年度　学長表彰式】

開催日：2016年3月7日　
場　所：大宮キャンパス
　　　  6号館15階

▲表彰状を手に持った
　吉田さん

サポーターが選書した本を借りることができます！

　大宮本館3階第二図書室には
「ライブラリーサポーター選書
コーナー」があります。
　写真の図書紹介POPもライブ
ラリーサポーターが作成しました。
　このように学生目線で選書され
た図書が並んでおり、人気のコー
ナーとなっております。
　今後も新たな図書が並びます
のでぜひ、チェックしてください。▲ライブラリーサポーター

　選書コーナー（大宮本館）

教務部長
教職主任
工学部　淀川環境教育センター長　
工学部　応用化学科　教授　 野村　良 紀　
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図書館に足を運ぼう（大須賀 美恵子）
授業成果物 図書館展示紹介
図書館をもっと便利に使おう！
大阪工業大学と淀川（野村 良紀)
ライブラリーサポーターNews! 
図書館展示案内
図書館Report－利用状況と活動予定－
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この4月に図書館長に就任しました。まだ勉強段階です
が、少しでも皆様に愛される図書館にすべく努力していく
所存です。
ところで、みなさんは、どの位図書館を利用されていま

すか？私の学生時代や駆け出しの研究者のころは調べも
のというと図書館でした。薄暗くてちょっとかび臭い書庫
で合本製本されて重くなった学術雑誌を次々と棚から下
ろしてページをめくって文献を探したものです。今はとい
うと、まず、インターネットでキーワードや著者名で検索、
図書館の外部データベースも活用し、読みたい文献が見
つかったら多くはPDFでダウンロード。本も同じです。検
索して、電子的に中をチラ見、あらすじや書評、読者の感
想を参考にして選んでネットで購入、趣味の本は電子本で
読むことも多くなりました。
自分の机のPCの前に座っているだけで、あるいは移動

中の交通機関の中でもインターネットにつながってさえい
れば世界中の文献や本が入手できるなんて、とても便利に
なったものです。でもここでふとこれだけでいいのか
と…。学術雑誌を一冊まるごと手にとって探したり、書架
をめぐっていたときには、思わぬ出会い、意外な発見があ
りました。インターネットでも発見はありますが、私の検
索履歴から人工知能で抽出されたおススメ情報の中での
限られた（もしかすると、仕組まれた）出会いかもしれま
せん。手軽さゆえか、これぞというものを見つけたときの
感動が薄い気がします。以前は、手をつくして探した苦
労、たまたま見つけることになった経緯、目に飛び込んで
きた本の装丁、図書館の雰囲気や臭い…そういうエピ

ソード記憶とともに、文献や本の内容が記憶されていま
した。あの本のあのあたりに書いてあったというように、
知識や感動は、本の色や形、紙の質感と一緒に思い出さ
れていました。情報のあふれたこの時代だからこそ、図書
館に足を運んで書架をめぐり、目にとまった本をパラパラ
めくって出会いを見つけたいと改めて思う次第です。図書
館には一度も手に取られていない本が眠っていそうです。
つい手に取ってみたくなるような工夫をしていきたいと考
えています。
さて、図書館は知識・情報の集積の場としての役割を

担うだけのものではありません。居心地のよいスペースと
PCなどの貸し出し機材を提供し、図書館で過ごしていた
だきたいと考えています。すぐに調べものができる静かな
環境で自習するもよし、ラーニング・コモンズで仲間と議
論したり一緒に課題に取り組むのもよし、ぜひ活用してく
ださい。
また、図書館は、この「ぱぴろにくす」だけでなく、ツ

イッター（https://twitter.com/OIT_Lib）や、館内の掲示、
ポップ、配布物などで、さまざまな発信をしています。ライ
ブラリーサポーター（http://www.oit.ac.jp/japanese/ 
toshokan/tosho/supporter/index.html）もフリーペー
パーを発行しています。8号館の2階、ラーニング・コモンズ
などでの企画展示、ビブリオバトルなど参加型のイベント
も開催しています。皆さんも図書館に足を運んで、新しい
出会いを見つけてください。そして、もっとこうしてほし
い、こんな企画をしてほしいなど、要望やアイディアを
お寄せください。
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図書館 Report　－利用状況と活動予定－

■2015年度　図書館利用状況

■2016年度　図書館活動予定

■2016年度　図書館企画展
－未来の図書館展－

■2016年度　工大ウォッチング大賞
作品募集！
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大宮本館・枚方分館の入館者数・貸出者数・貸出冊数は、
表1のとおりです。2015年度の開館日数は、大宮本館は増減
ありませんが、枚方分館は1日間増えました。
大宮・枚方両館とも入館者数・貸出者数・貸出冊数は減少

傾向にありますが、4月・5月は多くの教員の方がライブラ
リーツアーを申し込んでくださり大変好評でした。「謎解き
脱出ゲーム」「TOEICミニ講座クイズラリー」「留学生プロ
ジェクト」など開催した様々なイベントには多くの利用者の
方が参加されました。
また、2014年度に大宮・枚方両館に新設された「ラーニン

グ・コモンズ」の利用者数は、大宮本館で88,210人（前年度
比127.6%）、枚方分館で13,163人（128.8%）と増加していま
す。授業で利用経験のある学生がリピーター傾向にあり、
学科によってはプロジェクト活動が盛んで、報告会や研究が
毎週行われていました。試験や論文作成のための自主学習
を行う学生による長時間滞在利用も多く見られました。

　2015年度は、「発信型図書館」「長時間滞在型図書
館」としての役割を増幅し、ユーザーフレンドリーな
図書館として、「自立学習支援」「PBL支援」「各種イベ
ント開催」といったサービスの充実を図ってきまし
た。
　現在、ラーニング・コモンズは授業利用だけでな
く、就職活動・部活動など学生の自主利用の場として
多く利用されています。今後も『発信型図書館』『長時
間滞在型図書館』をキーワードに、利用者参加型の
図書館企画展、工大ウォッチング大賞、各種講座、
ライブラリーサポーターによる各種イベントを引き
続き行っていきます。

図書館大宮本館では、城北祭期間中に2016年度図書館
企画展「未来の図書館展」を2階玄関ホールにて開催しま
す。今年度は空間デザイン研究部の学生と図書館の共同

で開催します。
様々な視点で「未

来の図書館」を表現
した作品を展示す
る予定です。ぜひ、
お越しください！

　「2016年度工大ウォッチング大賞」開催します。
自由な発想で工大の魅力を表現してみませんか？
2016年度図書館企画展と同時開催です！
◆作品テーマ：
　「私の工大～OITスタイルで本棚をPOPに彩ろう！～」
◆募 集 部 門：「ブックカバー」「しおり」「POP」
◆作 品 締 切：2016年10月7日（金）
※入賞者には賞状と副賞が授与されます。
詳細は図書館メインカウンターまでお問い合わせ
ください。

▲昨年開催した全国大学ビブリオバトル2015予選会の様子
　（ラーニング・コモンズ グループ学習エリア）

▲日々、打ち合わせを重ねています！

表1　入館者数等（学外利用者含む）
区分 大宮本館 枚方分館 合計

289日
289日
294日

97,872人
107,182人
126,536人
351人
371人
430人

17,086人
18,597人
19,293人
33,487冊
55,641冊
56,907冊

2015年度
2014年度
2013年度
2015年度
2014年度
2013年度
2015年度
2014年度
2013年度
2015年度
2014年度
2013年度
2015年度
2014年度
2013年度

開館日数

入館者数

1日あたりの
平均入館者数

貸出者数

貸出冊数

288日
287日
293日

33,381人
39,915人
42,428人
116人
139人
145人
4,401人
4,822人
4,776人
7,758冊
8,690冊
8,224冊

―       
―       
―       

131,253人
147,097人
168,964人
467人
510人
575人

21,487人
23,419人
24,069人
41,245冊
64,331冊
65,131冊
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