大阪工業大学図書館報

目 次
OIT梅田タワー（宮岸 幸正）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

ライブラリーツアーへようこそ ・・・・・・・・・・・・・・・2-3
Webで便利！相互利用サービス・・・・・・・・・・・・・・・ 4

ライブラリーサポーターNews! ・・・・・・・・・・・・・・・ 5
図書館総合展フォーラム（大須賀 美恵子）
・・・・・・・・・ 6
君に薦める一冊の本(大島 一能) ・・・・・・・・・・・・・・ 7

No.103 2017.4
ISSN：0287-8194

図書館からのお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

OIT 梅田タワー
大阪工業大学 副学長
ロボティクス＆デザイン工学部
空間デザイン学科 教授

宮 岸

幸 正

また、個々のフロアは、コミュニケーションパレットと

２０１７年４月、梅田キャンパスがオープン。地上１２５m

の高層キャンパス。OIT梅田タワーと名付けられた。数々

呼ばれる階段スペースで繋がっており、そこには空間デザ

ある。環境に配慮したキャンパスは、国土交通省の「住

れ、学科や分野の異なる学生たちが自由に集えるスペース

また、防災面でも多くの機能を持つ。最新の制震構造

2つ目は、６Fに設けられた「ラーニング・コモンズ」であ

の先進の機能を有する、関西の大学では最も高いビルで

イン学科の学生デザインによるオリジナル家具も配置さ

宅・建築物 省CO2 先導事業」にも採択された。

も用意されている。

により、地震エネルギーを吸収し上層階の揺れをコント

る。高層ビルの圧迫感を開放する２層吹き抜けの大空間

持、備蓄倉庫に食料・飲料水の確保などを実現し、地域

テーションスペースである。また、PBLの場でもあり、自習

ロール、災害時における電源の安定供給や給排水機能維

で、様々なプロジェクトや研究結果を披露するプレゼン

の防災拠点として貢献することが期待される。

スペースでもある。そのフロアに、図書 館 機 能を持 つ

ついつい見逃されがちであるが、新しいキャンパスにおい

が、とても機能的で、いつでも行きたくなる空間だと思

の学生、教職員が集うキャンパスにおいては、しっかりと

庭園に繋がっている。100種類あまりの草花が植えられ、

が実現できるからだ。

楽しめる。

ときに、いくつかの際立った特色があげられる。その1つ

1冊の本を読んで人生観が変わったことがあるからだ。い

が、個々の学科が閉鎖的にならず開放されており、見通し

本を開けると、その時の情景や空気感、さらには自分の気

室はガラス張りで、廊下から室内の様子が伺え、各研究室

として残したい。梅田キャンパスの６Fが学生たちにとっ

に見通せる室内構成になっている。

ればと思う。

これらは、普段、建物の表層的な側面に目が向けられ、

「メディアテーク」が配置される。サイズはコンパクトだ

てはとても重要な機能である。開設後、約１,０００人近く

う。そのフロアは「キャンパスフォレスト」と呼ばれる空中

した防災計画を保持してこそ、充実したキャンパスライフ

ビルにいながらいつでも外に出て、四季折々の風情が

私は今でも紙媒体の書籍を大切にしている。理由は、

その上で、教育・研究の場として、梅田キャンパスを見た

は、オープンシステムである。新学部は３つの学科を持つ

つ、どこで、どのような場所で読んだかも思い出される。

の良いオープンスペースで構成されている。各学科の研究

持ちが蘇ってくる。大切な本はいつまでもリアルな「もの」

に所属するゼミ生の活動も、支障がない限り他から自由

て、人との出会い、あるいは1冊の本との出会いの場にな
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ライブラリーツアー

ライブラリーツアー 大宮本館

1. 入退館ゲート

3F

2. メインカウンター

3F

大宮本館

3. 図書室

3F

1. 入退館ゲート 学生証を◎部分にタッ
チして入りましょう。学生証を忘れたとき
はスタッフにお声がけください。

2. メインカウンター 図書の貸出、返却、
各種申込やレファレンス（参考調査）の受
付などはこちらへどうぞ。

3. 図書室 専門的な図書はもちろん、就
活・資格取得に役立つ図書、新聞、一般雑
誌、検索用PCもあります。

【大宮本館】スロープを進んだ先にブックリターン
ポストと図書館への入口があります。

ライブラリーツアー
へようこそ
枚方分館

【3Fブラウジングパーク】学術雑誌や一般雑誌、当日
の新聞などをゆっくりとした空間で閲覧できます。

1. 入退館ゲート 学生証を入館ゲートの
◎部分にタッチ！ゲートが自動的に開いて
入館することができます。

2. カウンター 貸出・返却やDVDなど視聴
覚資料の利用受付、各種申込のほか質問
も受け付けます。

3. 検索コーナー OPAC（蔵書検索システ
ム）で図書の検索や、データベースでの情
報検索もできます。

1. 入退館ゲート

2. カウンター

3. 検索コーナー

3F

3F

ライブラリーツアー 枚方分館
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大学生活をより充実させるためにライブラリーツアーに参加しませんか？図書館では、毎年4月〜7月に新入生、在学生を対象

に実施しています。基本的な利用方法や各エリアの解説を聞きながら図書館内を巡ることで意外な発見があるかもしれません。

また、データベースを使った検索演習も実施しています。こちらは卒業研究を始める4年生や院生向けの内容です。詳しくは

図書館カウンタースタッフへお尋ねください。

5. AV室

2F

6. リスニングコーナー

2F

5. AV室 話題の映画や海外ドラマなど、
様々なジャンルの作品を視聴でき、
リフ
レッシュに最適です。

7. PC自習室

4F

8. ラーニング・コモンズ

4F

6. リスニングコーナー 語学雑誌などが
置かれています。CDプレイヤーの貸出も
行っていますのでご活用ください。

7. PC自習室 PCは情報センターから付与
されているID、PWでログインしてくださ
い。予約なしで使えます！

4. 学術雑誌室

2F

4. 学術雑誌室 1996年以降に発行され
た文献を探すならここへ。1995年以前発
行分は保存書庫にあります。

8. ラーニング・コモンズ プロジェクターや
ホワイトボードなどを使用してプレゼンの
練習などにご活用ください。

5. ブックシェルフコーナー 図書が請求記
号の順番で並んでいます。IT資格取得や
就活図書のコーナーもあります。

6. ラーニング・コモンズ プロジェクター
などを 使 用し、グ ル ープ 学 習 や ディス
カッションをすることができます。

4. AVパーク

5. ブックシェルフコーナー

6. ラーニング・コモンズ

3F

3F

梅田キャンパス

【6Fキャンパスフォレスト】梅田の中心にいながら、
緑豊かなテラスでリフレッシュできます。

2017年4月、梅田に新しいキャンパスが誕生しました！「OIT
梅田タワー」と名付けられたこの建物の6Fには「メディアテー
ク」、
「ラーニング・コモンズ」が設置されています。電子書籍
や情報端末が充実しており、研究やグループワークなど使い
方は様々です。キャンパスフォレスト(野外テラス)からは梅田
の街を望むことができます。
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4. AVパーク DVDなどの視聴覚資料を
館 内で 視 聴できます。ケースを持って
カウンターまでお越しください。

Ｗ ｅ ｂ で 便 利！相 互 利 用 サ ー ビ ス
読みたい図書や研究に必要な論文が図書館で見つからなかったとき、あなたはどうしていますか？図書館には自館に所蔵

のない図書や文献を他館から取り寄せるサービスがあります。しかも24時間、Webから申し込むことができます。まずは

読みたい図書を検索して、所蔵が無くても諦めずに申し込んでみましょう。今回は常翔学園内(摂南大学、広島国際大学な
ど)の図書をWebで申し込む方法をご紹介します。

まずは検索！
大阪工業大学図書館蔵書検索
『Web-OPAC』に探している図書
のキーワードやタイトルを入力
して検索します。
「所蔵館」は「全て」を選択すると学園内の所蔵を調べることができます。

検索結果の「所蔵館」を確認！
他館に所蔵あり！

自館に所蔵あり！

自館に所蔵が無ければ取り寄せることができます。
取り寄せを申し込むには検索結果ページの一番下に
ある「ILL相互貸借依頼」項目の右端「申込み」ボタン
を選択します。

大宮本館を利用する方の場合、「所蔵館」に“工大
宮”、「配置場所」に“工大一般図書”等と表示されていた
ら、自館に所蔵があるということです。
「所蔵館」は略称で表示されています。画面下の凡
例から正式名称を確認することができます。

ログインして申込み！

探しに行こう！

申込み内容の確認画面で、図書のタイトル、連絡先
メールアドレスを確認し申し込みを完了します。
学内ポータル以外のアドレスへ連絡を希望する場合
は、PCから送信されたメールが必ず受信できるアドレ
スを入力してください。
図書が到着したら図書館からメールが届き、資料を
利用することができます。

「配置場所」、
「資料ID」、
「請求記号」をメモして書棚へ
探しに行きましょう。図書は「請求記号」の順番で並んで
います。別置している図書もありますので場所が分からな
い場合はスタッフへお尋ねください。

・常翔学園内に所蔵のある図書は無料で取り寄せることができます。
・新着図書や研究室、禁帯出の図書など取り寄せ不可の場合もありますのでご了承ください。
・取り寄せた図書はブックリターンポストではなく必ずカウンターへご返却ください。
・広島国際大学からの取り寄せは少し時間がかかります。
・教職員の方は、図書館のオンライン利用者サービスのIDとパスワードでログインすることができます。 オンライン利用者サービスの利用には事前に
図書館カウンターで申し込みが必要です。
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ラ イ ブ ラリ ー サ ポ ー タ ー

News！

ライブラリーサ ポ ー タ ー に な ろ う ！

▲大宮本館の
ライブラリーサポーター

大工大図書館では学生目線で図書館をより魅力的
にするためのボランティア活動を行うライブラリー
サポーターを随時募集しています。
昨年度はビブリオバトルの開催やオープンキャン
パスの展示のほか、選書やオリジナルしおりの配布
など図書館利用者に貢献できる活動も盛んでした。
自分たちでやりたいことを立案して実行すること
ができるので、やりがいを感じることができます。
活動状況によって「業績証明書（アチーブメント
シート）」が交付されることがありますので、就職
活動の自己アピールとしても役立ちます。
詳しくは図書館カウンターへお気軽にお問い合わ
せください。

▲枚方分館の
ライブラリーサポーター

本 を通じて人の役に立 て る

ボランティア 活 動

■大宮本館（8号館3階）
TEL：06-6954-4108
■梅田分館（OIT梅田タワー6階）TEL：06-6147-6295
■枚方分館（1号館3階）
TEL：072-866-5312

今年も開催！ビブ リ オ バ ト ル 発 表 者 募 集 ！

本の魅力をプレゼンして
全国大会を目指そう

▲昨年、枚方分館にて開催したビブリオバトルの発表者

図書館では今年も全国大学ビブリオバトル
地区決戦出場を目的としたビブリオバトル
予選会の開催を予定しています。
「ビブリオバトル」とは「知的書評合戦」と
も呼ばれ、発表者が5分間、好きな本をPRし
ます。最後に観戦者が一番読んでみたいと
思う本に投票して「チャンプ本」を決めるイ
ベントです。
開催は10月〜11月を予定しています。
「全国
大学ビブリオバトル2017」の詳細が発表され
たら本格的にバトラーの募集を開始します！
詳しくは図書館メインカウンターへお問い
合わせください！お待ちしております！

▲全国大学ビブリオバトル2016予選会の様子（大宮本館）
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2016年11月8日〜10日の3日間、パシフィコ横浜で開催された図書館関連で国内最大のイベント、

「図書館総合展」にて大須賀美恵子先生が『進化する図書館』をテーマに講演を行いました。

第18回図書館総合展 フォーラム
『進化する図書館』

テクノロジーがもたらす転換の向こうには？PARTⅡ
〜図書館の仕事はすべてロボットに任せる、そんな時代が来るのか？〜

講演日：2016年11月9日

ロ ボ ティクス＆デ ザイ ン 工 学 部
ロボット工学 科
仰々しいタイトルがついているが、ロボットや人工知能
（Artiﬁcial Intelligence：AI）などの進歩により、図書館はどうな
るか、図書館司書の仕事はなくならないのか、生き残るには
どうすればよいかという話をするように依頼され、荷が重いと
感じつつ引き受けた。
最初に、いろいろなロボットの写真を見せてロボットの概
念が広いこと、ロボット産業の今は工場で人の代わりに働く
ロボットが主だが、今後は人と協働したり人にサービスを提
供したりするロボットのシェアが増えることを話した。
次に、図書館へのロボットの導入事例や研究、図書館に持
ち込めそうな技術を紹介した。たとえば、図書館流通センター
が全国の図書館に配られている
「Pepper」はIBMの「Watson」
という人工知能を利用したFAQ対応と簡単な接客をするもの
である。
この種のロボット導入では、客引きパンダの役割にと
どまらず、ロボットだからこそできることは何かと、ロボット導
入により余裕ができた人が何をするべきかを考えなければ
ならない。司書ロボットは、個人の履歴情報や膨大な履歴情
報とAIの活用で人のできない情報検索が可能になるが、得ら
れた情報を元に人が人に情報を提供するのとどちらがどうよ
いかということは研究テーマになる。逆に、ロボットはインタ
フェースであり、ロボットのバックに（ネットワークでつながっ

教授

学部長

大 須 賀 美 恵子

た遠隔地に）人がいて、知的な部分は人がこなすというもの
もある。インタフェースとしてのロボットは、人にそっくりな
アンドロイド、TV電話に駆動系がついたテレプレゼンスロ
ボット、バックにいる人の顔出しをしないが反応を伝える分身
ロボットがあり、それぞれメリットデメリットがあり、使い分け
が課題である。
このことに関連して、ロボットが得意なこと、
人が得意なことについても私見を述べた。なかでも、空気を
読み人の気持ちを汲んだ対応は今後の課題であり、
これに
関連した私の研究室の研究トピックスについて紹介した。
ここで話の方向を変えて、さらにロボットを賢くするAIの
第3次ブームを支えるディープラーニングやIoT（Internet of
Things）、ビッグデータについて触れた。汎用人工知能が人の
能力を超えるシンギュラリティ到来に際し、AIによって人の仕
事が奪われるとか、AIは人類の敵か味方かという取り上げ方
をされていることに対し、使い方次第、AIやロボットには、人
のできないことやしたくないことをさせて、AIやロボットがで
きることでも「人が自分でやりたいことは自分でやる」
という
社会にするべきという考え方を述べた。
「AI時代の勝者と敗者
（トーマス・H・ダベンポート、ジュリア・カービー（著）、山田美
明（訳）、
日経BP社、2016）」を引用して、AIと人間が共存するた
めにはAIによって全部自動化するのではなく、AIによって人間
の能力を拡張するという考えを強調し、それを実践するため
の５つの方法を司書に当てはめて紹介した。興味のある方は
ぜひこの本を読んでいただきたい。
最後に少しだけ梅田キャンパスとロボティクス＆デザイン
工学部を紹介させていただいた。
ここでは、図書館に関連す
ることに少し触れる。図書館とラーニングコモンズは吹き抜け
ガラス張り、周りに木々の植わっている空中庭園があり気持ち
のいい空間を演出している。
スペースが狭いので電子図書を
充実させ、館内全部閲覧室という概念で運用する。本講演で
紹介したようなAIやロボットの導入は今後の課題である。
梅田分館でもライブラリーサポーターを募集していま
す。AIやロボットを用いて新しい試みをしてみたい人も
ぜひ参加してください。

▲講演会の様子

大須賀先生紹介の図書 書名：
「AI時代の勝者と敗者 : 機械に奪われる仕事、生き残る仕事」 請求記号：007.13/D
【大宮本館】配置場所：工大一般図書 資料ID：91160435 【枚方分館】配置場所：工枚普通図書 資料ID：98160732
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『三 国 志』
『三国志（1〜10）』
著者名：吉川英治
出版社：新潮社（新潮文庫刊）
出版年（新版）
：2013
【大宮本館】
配置場所：工大君に薦める
【枚方分館】
配置場所：工枚君に薦める

情報科学部
情報ネットワーク学科
教授 大島 一能
工大生の皆さん、特に新入生の皆さんにお薦めし
たい本が、吉川英治著の「三国志」です。
この本は、遠い昔、私自身が大学に入って最初に読
んだ長編小説でした。なぜ「三国志」だったかと言う
と、高校卒業の時に担任の先生から「理系に進学する
人は、大学に入ったら理系の本ばかり読むことになる
ので、ぜひ文学作品を読むようにしなさい」と言われ、
一 番 のお薦 めが「三 国 志 」だったのです。その頃 の
「三国志」は講談社刊の立派な箱入りの全集ものの
三冊組しかなく、文庫本はまだ出版されていませんで
した。大学1年生には非常に高価でしたが、アルバイト
をして先 ず一 冊 を買 い 、読 み 始 めたら止まりませ
ん 。夜明けまで 読 み耽り、次の日に二冊目を買い、
あっという間に三冊とも読み終えた記憶があります。
何といっても非常に面白いのです。冒頭、黄河のな
がれに佇む青年が、やがて思わぬ形で危難に巻き込ま
れ、手に汗握る展開が始まると小説の舞台に引き込ま
れて、どんどん読み進まずに居られなくなります。
皆さんにも是非この醍醐味を味わって頂きたいの
です。
この本は、小説というものが如何に面白く為になる
かを教えてくれた本でした。高校までは小説などは
殆ど読んだことがありませんでしたが、
「三国志」を
きっかけに国内外の文学作品や社会・経済分野にも
興味を持つようになり、読書の習慣が身に付いた最初
の一冊になりました。
「三国志」は西暦180年頃から260年頃までの中
国大陸で、魏、呉、蜀の３つの国が覇権を争い鼎立し
た三国時代の物語です。戦国歴史物ですから武将の

活躍や戦術・戦略の巧妙さが軸となる一方で、信義を
重んじる生き様や裏切りへの因果応報なども描かれ、
こころを動かされるセリフや知恵に満ちた名言が至る
ところに散りばめられています。
著者自身が「序」で述べているように、全体の構想
は雄大で、地域の広がり、時間の流れも壮大なもので
す。主人公と目される人物を中心にざっくりとあらすじ
を紹介すると次の如くでしょうか。
冒頭に登場する若き無名の青年・劉備玄徳（後に
蜀王）が、実は衰退しつつある漢の王族の末裔である
と知らされ 、最 強の武 将と言 わ れる関 羽と張 飛と
出会い、後漢末期に民衆を蹂 躙する「黄巾の乱」の
平定に活躍します。後半は劉備が有名な諸葛孔明を
「三 顧 の 礼 」を尽して参 謀として迎 え、呉 の 孫 権と
組 んで 魏の曹操を「赤壁の戦い」で打ち破り、蜀の
建国の足掛かりを得ます。魏の国がやがて中国北部を
支配し、蜀は南方を呉と二分して中国南西部を拠点と
しますが、徐々に魏の勢力が拡 大し、劉備、孔明の
死とともに蜀の国は衰退してしまいます。
「三国志」には横山光輝作の漫画版やテレビの人形
劇版もあり、またゲームの題材としても人気が高い物
語ですが、皆さんには是非とも吉川英治の「三国志」
をお薦めします。現在では文庫本で手軽に読めます
し、青空 文 庫から無料ダウンロードしてスマホでも
読むことができます。この極めて面白い小説を先ずは
十分に楽しんで頂き、そしてこの本をきっかけに他の
文学作品や社会・経済 分野の本もたくさん読んで、
人の生き様や社会の動きを知り、物事を深く考える力
を養って頂きたいと願っています。
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図書館からのお知らせ
2017年度図書館企画展の共同開催クラブ・団体募集！

▲2016年度開催「未来の図書館展」
図書館企画展には毎年、多くの方が来られます。

大宮本館では、2017年度図書館企画展を図書館と共同で開催するクラブ・団体
を募集しています！
2016年度は空間デザイン研究部が「未来の図書館」をテーマにした企画展を
開催しました。
「未来の図書館」模型展示や、しおり作り体験などが幅広い多くの
来場者にご好評いただきました。
同研究部はこれにより2016年度城北祭学術研究部門で「工学部長賞」を受賞し
ました！2013年度には城北水辺クラブが「淀川と共に生きる-歴史・地域経済・環
境-」で同じく学術研究部門の「学長賞」を受賞しています。
このように図書館企画展で共催することによりクラブ・団体の活動をより多くの
方へアピールすることができます。興味があるクラブ・団体関係者は4月末までに
図書館メインカウンターにお越しください。お待ちしています！

職場体験学習を実施しました！

ラーニング・コモンズでTOEIC®ミニ講座！

2017年1月26日(木)〜27日
(金)、枚方市立長尾中学校2年生
の4名が、枚方分館で職場体験
学習を行いました。
図書の貸出・返却・配架や書
架整理、図書の装備、自分のオス
スメ本のPOPを作り特集展示を
するなど、様々な図書館の仕事 ▲図書貸出の様子
を体験しました。始めは慣れな
い作業で戸惑うことも多かった
ですが、次第に積極的になり、自
ら考え工夫して取り組み、楽しみ
ながら作業を進めていました。
生徒からは、
「普段図書館を
利用していても見ることができ
ないさまざまな準備や整理を体
験できて良かった」などの感想 ▲書架整理の様子
が聞かれました。

▲クイズの解答と解説
◀告知ポスター
大宮本 館のラーニング・コモンズ では、ホワイトボードに
毎週クイズ問題を出題する「TOEIC®ミニ講座」を今年度も
実施しました。
9月〜12月の期間中に全30問を出題し、チャレンジされた
方へは「解答・解説」をプレゼントしました。
図書館にはTOEICの学習に役立つ図書もたくさんご用意
しています！

募集！図書館イベントを企画制作してみませんか？

▲昨年開催「大學図書館からの脱出」
シナリオ

大宮本館では、昨年9月に実施し
た「リアル謎解き脱出ゲーム」のよ
うなイベントの企画、制作に協力し
てくださる学生を募集しています。
2015年、2016年と人気を博した図
書館イベントをスタッフと一緒に開
催しませんか？
開催時期などの詳細は未定ですの
で興味のある方は図書館カウンター
へお気軽にお問い合わせください！

大阪工業大学図書館報「ぱぴろにくす」No.103（2017.4）
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16-1
TEL 06-6954-4108
http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/index.html

FAX 06-6953-9499
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▲オリジナルの「謎」を作ろう！

図書館公式Twitter
＠OIT̲Lib

