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「木と寄り添う建築展」の展示に向けた
建築文化研究部の活動
工学部建築学科

教授

吉 村

英 祐

が入選を果たしたことは、現役部員に大いに励みとなった

私が顧問をしている建築文化研究部（建文研）は、土木

であろう。

文化研究部などとともに、本学文化会よりも古い歴史を誇

展示のもう一つの目玉は、「木造仮設住宅プロジェクト」

る由緒あるクラブである。建文研のOB名簿（2012年度版）
には、昭和26（1951）年度卒業生が掲載されていることが、

の図面と模型である。これは、本学主催の「ものづくり企

そのことを裏付けている。建文研は「古建築班」「構造班」

業の持続的イノベーションのためのデザイン思考・スタン

「SD（Space Design）班」「インテリア班」「シュウマイ

ダード戦略セミナー」（2016年度）において建築学科から

（Shu-mai）班」（毎週活動することに由来する）の５班に

提案した課題「市場流通木材による災害用応急仮設住宅の

分かれて活動し、それぞれが建築設計競技（コンペ）への

設計」に、建築学科のグループ（建文研の学生15名と知財

応募、模型製作、八幡工学実験場での構造実験などに取り

の院生１名で構成）が取り組んだ成果である。2017年２

組み、夏には合宿を行って研修と親睦に努めている。建文

月24日にグランフロント大阪北館で、参加11チーム（情報：

研は、部員が全員建築学科の学生であることから、実質的

４チーム、RDC：１チーム、知財：３チーム、建築：３チーム）

には建築学科の課外活動組織となっている。

の成果を競うプレゼンテーション大会が開催され、建築の

このたび、建文研が2017年度図書館企画展「木と寄り

３チームはそれぞれ「準グランプリ」「ベスト・デザイン賞」

添う建築展」（2017年10月27～29日）に協力すること

「ベスト・プレゼンテーション賞」を受賞した。各提案は、

になり、図書館の支援のもと部長の藤原 亮君が中心となっ

デザイン性の高さ、モデュールの採用、合理的な間取りに

て取り組んできた企画展が、紆余曲折を経て城北祭におい

加えて

て展示の運びとなった。「木と寄り添う建築展」という実

易な数値解析ソフト）で耐震性を確認するなど、非常にリ

に魅力的なタイトルは、毎日新聞社が主催する第３回学生

アリティがある内容である。今回の展示は、大宮本館３階

住宅デザインコンテストのテーマ「木に寄り添う家」から

第２図書室における関連展示とともに、多忙な合間を縫っ

の借用である。建文研からはシュウマイ班が「そり壁の共

て部活動に取り組んできた学生の努力の結晶である。

wallstat”
（国土技術政策総合研究所が開発した簡

同住宅」を応募した。10月中旬に結果が発表され、結果

最後になりましたが、本企画展の実施にあたり建文研の

は残念であったが、建文研OBの岡本大樹君（大学院工学

学生を支援していただいた図書館スタッフの皆様に、この

研究科建築・都市デザイン工学専攻博士前期課程１年在籍）

場をお借りして心より感謝申し上げます。
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２０１７年度

木と寄り添う
建築展

図書館企画展

▲建築文化研究部顧問の吉村先生と記念撮影｜写真後列左から岡さん、小泉さん、吉村先生、
松本さん、山口さん、青山さん 前列左から門さん、谷渕さん、大園さん、藤原さん、住寄さん
大 宮 本 館 で は、10月27～29日 の
城北祭において、2017年度図書館企

―「木と寄り添う建築展」のコンセプト
を教えてください

画展「木と寄り添う建築展」を開催し

藤原

「木と寄り添う建築展」は自然

ました。

と切り離された環境で過ごすことが多

で、一番手間と時間がかかりました。
模擬店や企画展の他の準備も並行しな
がら制作し、城北祭前の最後の活動日
に22時まで残って完成させました。

今年度は建築文化研究部の学生と共

くなった今の時代に、どうしたら木と

そり壁にしたのは木を様々な角度か

同で開催。松ぼっくりやどんぐりを

寄り添えるかを多角的に考えることを

ら見るためで、上から見下ろしたり下

使った体験コーナーやクイズラリーな

テーマにしています。物理的に自然の

から見上げて落ちてきた葉で秋を感じ

木が近くにあること、材料として木材

たりして、木を身近に感じられる住宅

が使われていることが木と寄り添う方

になっています。

ど参加型のイベントも行い、お子様連
れや卒業生など、多くの方にご来場い
ただきました。
今回は企画展を作り上げてきた建築
文化研究部部長の藤原さん、部員の廣
川さん､ 山田さんへインタビューを実
施。企画展開催までの苦労や、展示へ
のこだわりなどについてお話をうかが
いました。

法の一例です。展示では「木と寄り添
う建築」について、Shu-mai班、イン
テリア班、SD班に分かれて作品を制
作しました。
―Shu-mai班 の 活 動 内 容 に つ い て
教えてください
藤原

Shu-mai班は『木に寄り添う住

▲「そり壁の共同住宅」の模型（Shu-mai 班制作）

宅』というテーマのコンペ（建築設計
競技）に参加した作品を、展示のため
に再構成しました。
作品制作は始めに班のメンバー全員

▲「木と寄り添う建築展」ポスター

―インテリア班の活動内容について
教えてください
山田

インテリア班では展示に向けて

でテーマ内容の理解を深め、実際にど

建築文化研究部の部室に置く実寸大の

んな住宅を提案するかグループディス

家具と、家具を設置した部室の模型の

カッションを行いました。提案が決ま

制作を行いました。

ると、図面とコンセプトは３年生、展

部員が使い易くするためにどんなか

示用模型は２年生を中心に制作してい

たちにするか案を考える時が一番大変

きました。

でした。利便性とデザイン性の両立は

一番苦労したのは、曲線のそり壁の

とても難しく、みんなで頭を悩ませま

計画です。図面では開口部のバランス

した。図書館の資料で海外のデザイン

のために試行錯誤を繰り返し、模型で

を参考にしながら、収納するものの大

も綺麗に見せられるように工夫したの

きさを意識してオリジナルの家具を複
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なるよう心がけたことです。作品を説
明するポスターは、専門用語をあまり

―「木と寄り添う建築展」を開催して
いかがでしたか

使わず、コンセプトやタイトルを大き

山田

く配置しました。写真の加工では、今

や、積極的に質問してくださる方がい

回のテーマ「木と寄り添う」ように背

て嬉しかったです。意見などもいただ

景に山や空を入れたり、人や車を入れ

き改善点が見つかり参考になりまし

たりして雰囲気を出しました。

た。今回の展示を経験することができ

展示を熱心に見てくださる方

▲家具を配置した部室の模型（インテリア班制作）

て、自分にとってプラスになったと感

数案考えました。２つの案まで絞り込

じています。

み、最後は部員全員の投票で決めまし

廣川

た。

もありましたが、終わってみればこの
企画展に参加してから様々な経験がで

家具を組み立てる時に大きさがずれ

きたので参加して良かったです。

ていて、修正するのに苦労しました。

ポスター制作では今までにしてこな

大きなずれがあった時には、新しい部
材を使わなければなりませんでした

時には困難でくじけそうな場面

▲コンバージョンした幼稚園の模型（SD 班制作）

かったことを班のメンバーで作り上げ

が、ずれがでないように寸法をしっか

また、興味を持ってもらえるように

たので、特に達成感を得ることができ

り確認するように心掛けて班員みんな

模型は細かいところまで作り込みまし

ました。後輩たちは今回の展示の説明

で協力して制作しました。

た。屋根の接合の仕方や色使いは最も

などをする中で、私たちがしてきた内

注意しました。素材感を出すために銅

容の理解をより深めることができたと

板の屋根は銅色の着色料を用いたり、

思います。

遊具やいすなどの細かな家具もしっか

藤原 OB、学生、親子連れなど幅広

りと作り込んだりしました。

い人が展示を見にきてくれていたよう

―SD班 の 活 動 内 容 に つ い て 教 え て
ください
廣川

SD班は個人住宅から幼稚園へ

コンバージョンを行った作品を展示し

こだわった分、図面にないパーツが

に感じました。幅広い人が楽しめる展

ました。
「コンバージョン」とは、既

多くあったので製作がスムーズにいか

示にしようと話していたので、実現で

存の建物の使用用途を変更することで

ず時間がかかってしまいました。しか

きてとても嬉しかったです。

す。個人住宅から幼稚園にするにあた

し、途中からは作業を分担して新しく

小さい子向けに段ボールで作る小さ

り、どうすれば幼児が心地よく過ごせ

図面を書くことで、模型制作がスムー

な木のオブジェや、松ぼっくり・どん

る空間を作り出せるかを班員で話し合

ズに進行するようになりました。

ぐりを使った工作体験コーナーを企画
したので、予想通り親子連れは多かっ

い、模型制作を行いました。
一番のこだわりは、子どもからお年

たですが、大学生や高校生もちらほら

寄りまで分かりやすく見やすい展示に

力作を作ってくれたのは、嬉しかった
です。
図書館の方々、顧問の吉村先生、部

「木と寄り添う建築展」参加メンバー
建築文化研究部
３年生
・足立 稚葉
・熊田 慎也
・藤原 亮

・大園 侑典
・平賀 裕二
・丸尾 翔真

・加藤 航平
・谷渕 悠晃
・藤本 昴大
・宮本 菜々子

・門 光太朗
・寺岡 哲也
・松本 柊平
・八木 健

・青山 拓登
・嶝 昴良
・曽根 啓悟
・山口 真奈美
・山本 晃城

・石井
・佐田
・田村
・山口

・北野 将大
・廣川 数馬
・山田 弘貴

員たちの協力のおかげで、展示会は最
▲松ぼっくりを使った工作体験の参加者
キラキラでかわいい力作を作ってくれました

初に想像していたより良いものになっ
たと感じました。

２年生
・小泉
・西上
・湊
・吉武

琴音
大貴
来夢
洋輔

・國吉
・佐藤
・名倉
・山根

海斗
晴信
大介
雅由

１年生
航平
大季
直生
祐輝

▲インタビューに答えて頂いた写真左から山田さん、藤原さん、廣川さん

▲建築文化研究部が授賞した賞状

建築文化研究部は2017年度城北祭学術研究部門
知的財産学部長賞を受賞しました！おめでとうございます！
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2017年度

工大ウォッチング大賞

授賞式

今年のテーマ：「nature＆technology 〜自然と技術の共存〜」

今年度もPOP・ブックカバー・しお

工大ウォッチング大賞とは？

りの３部門の募集を行い、合わせて46
点の作品をご応募いただきました。

学生の皆さんが思い描く「工大」のイメー

大宮本館、梅田分館、枚方分館で展示

ジを若い感性と自由な発想で表現しても

を行い、図書館運営委員会による厳正な

らい、多くの人たちに工大の良さを再発

審査を経て受賞作品が決定し、11月28

見してもらうことを目的としたイベント

です。

日には大宮本館にて「工大ウォッチング

▲（写真）左上から下村さん、三好さん、大野さん、益山館長、筒井さん、前田さん
左下から西岡さん、阿部さん、大西さん、武井さん

POP部門

大賞

『僕とカミンスキー』
今年の４月に映画化もした作品
です。絵画をテーマにした小説
なので、絵画っぽさを意識しま
した。（杉田 雅子）

ブックカバー部門

大賞授賞式」が行われました。

大賞

『自然から生まれる技術
技術から生まれる自然』

木や鉱石などを歯車に見立て、そう
いった自然から生まれる資源でつくら
れる機械たち（飛行機・船）を左側に。右
側には人の手で育てられる木や花、資
源を掘る人の姿を描きました。自然と
技術切っても切り離せないこの２つに
ついて、分かりやすく内容をつめこみ
ました。ブックカバーにしやすい可愛
い雰囲気にし上げました。
（武井 優子）

しおり部門

大賞

『葉璃栞』

ス テ ン ド グ ラ ス を イ メ ー ジ し、
ガ ラ ス の 別 名:玻 璃 と 自 然 を ス ト
レートに表現できる葉で葉璃栞と
しました。実際ガラスは使ってな
いので丁度良かったです。ガラス
の代わりにレジンを用い、思いの
外ガラス感が出ました。また、金
属同士をくっつける接着剤以外の
材料は全て100円ショップでそろ
いました。（京田 祐樹）

工大ウォッチング大賞授賞者一覧
POP部門
〇大賞

杉田

雅子

下村

直音

大西

（空間デザイン学科４年生）
〇優秀賞
（機械工学科３年生）

しおり部門
〇大賞

武井

優子

前田

賢吾・筒井

水野

樹生

三好

宏平

（機械工学科３年生）
〇優秀賞

直治

京田

祐樹

西岡

広登

綿打

凜

阿部

海斗

（ロボット工学科３年生）
〇優秀賞

雪乃

（ともに、電気電子工学専攻博前２年生）
〇佳作

（ロボティクス&デザイン工学専攻博前１年生）
〇佳作

広登

（電子情報通信工学科３年生）
〇Library賞

（知的財産学科３年生）
〇Library賞

（応用化学科２年生）
〇Library賞

西岡

ブックカバー部門
〇大賞

（ロボティクス&デザイン工学専攻博前１年生）
※POP部門の佳作賞はなし

（都市デザイン工学科４年生）
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（空間デザイン学科３年生）
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『百年の孤独』
著者名｜ガブリエル・ガルシア=
マルケス 著、鼓直 訳
出版社｜新潮社
出版年｜2006年
【大宮本館】
配置場所｜工大一般図書
請求記号｜963IIG

知的財産学部
教授

知的財産学科

水野

五郎

資 料 I D｜10605935

学科長

人にはそれぞれ、人生の宿題があるのだと思います。私の

細かな情景描写や心理描写などは皆無で、奇怪なエピソード

ような生来の無精者には、宿題が山積しています。ガルシア

が無数に羅列されています。あらすじが意味を成さず、さな

＝マルケス『百年の孤独』も、私にとっての人生の宿題の一

がら南米の『百物語』といった様相です。

つでした。本書との出会いは、30数年前、大学１年生のとき。

本書が難解だとされる理由は、①物語が時系列に沿って進

寺山修司の映画『さらば箱舟』に触発されて、本書を読み始

まないことと、②同じ名前の人が多数登場すること(アウレ

めました。しかし、さっぱり読解できず、僅か数十頁で挫折

リャノは22名登場)の２点だと思います。輪読会では、皆で

してしまいました。ノーベル文学賞受賞者の代表作。1967

パズルを解くようにこれらの問題を克服し、その謎解き共同

年に上梓され、3,600万部の驚異的ベスト・セラー。わが国

作業がかえって会を盛り上げてくれました。

でも、寺山、中上健次、大江健三郎、筒井康隆らが本書に熱

本稿は、お勧めの本を紹介する記事なのですが、もう一つ

狂し、
影響を受けたとのこと。間違いなく文学的価値が高く、

皆さんにお勧めしたいものがあります。それは、輪読会です。

面白いのでしょうが、当時の私には読了すらすることができ

「ぱぴろにくす」本号は、ビブリオバトル特集とのこと。ビ

ず、ガルシア＝マルケスは私のトラウマになっていました。

ブリオバトルと輪読会は相互補完の関係にあると思います。

このトラウマを解消してくれたのは、輪読会です。知人と

ビブリオバトルの起源は、輪読会の活性化にあったそうです

の雑談で、本書に挫折した人が意外に多いことが判明しまし

(谷口忠大『ビブリオバトル』（2013年、文春新書）111−

た。そこで本書の輪読会を開催したのです。年齢、性別、職

123頁)。ビブリオバトルは、新たな本と出会い、発表者の

業もバラバラの８人。共通点は、
『百年の孤独』に挫折した

人となりを理解できるという点で優れた装置です。しかしそ

ことのみ。もちろん文学の専門家はいません。
「この章は要

こで出会った本には結局、一人で向き合わざるを得ません。

するにどうゆう話なの？」とか「この人、誰？」といった、

上述の通り、難読書でも輪読会なら何とかなることもありま

内容確認から始めた、ゆるい輪読会でした。500頁ほどの

す。また輪読会では自分とは異なる他者の読み方に触れ、自

本ですが、半年ほどかけて読了。参加者全員が、トラウマを

身の読みを広げ、深めることもできます。ビブリオバトルの

克服できました。

チャンプ本を課題本にして、輪読会を開催するのも良いで

読了してしまえば、世界中の読者が熱狂したことも納得で

しょう。また輪読会でその本の新たな魅力を発見し、それを

きる、とても面白い本でした。簡単に言えば、南米コロンビ

ビブリオバトルで発表するのも良いでしょう。ぜひ本を通じ

アの山間僻地に暮らす、
ブエンディア家７世代の群像劇です。

て、様々な人と交流してください。
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ライブラリーサポーター
ＮＥＷＳ
選書とPOPの制作
学生目線で大学生活や授業、就活に必
要な図書を選んでもらい、新たに購入し
て図書館に並べることをサポーター選書
と呼んでいます。
サポーターは購入した本のPOPを制
作します。手書きのPOPはサポーター
の図書への思いが伝わると好評です。

左｜ライブラリー
サポーター選書
コーナーの様子
（大宮本館）
右｜新刊本リスト
から図書を選ぶ
サポーター
（大宮本館）

書架整理
図書が請求番号順に並んでいないと目
当ての図書が見つからず困ってしまいま
す。
そんなことがないよう、みなさんが手
にとりやすい書架に整えてもらうのもサ
ポーターの重要な活動です。

左｜大型本も多く書
架整理は重労働
です（梅田分館）
右｜正しい場所に置
きかえるサポー
ター（大宮本館）

ミーティング
お昼休みや授業の空き時間を利用して
行われるミーティングです。
主に企画の進捗状況や振り返りを行
い、図書館をより身近なものにしていく
ため話し合います。お弁当を食べながら
開催することもあり、和やかな雰囲気で
行われています。

左｜サポーター企画
の打合せの様子
（枚方分館）
右｜定期購読誌でロ
ボットを製作中
（梅田分館）

古本市の開催
大宮本館では10月27～29日の城北祭
で古本市を開催しました。
古本市とは、図書館で利用されなく
なった図書や雑誌をリサイクルに出し、
来場者に自由にお持ち帰りいただく企画
です。開催中は朝から盛況でみなさん真
剣にお気に入りの本を探されていまし
た。

右左とも｜
リサイクルされ
た図書や雑誌を
選ぶ来場者

﹁四畳半神話大系﹂

森見登美彦︑
︑２００８年
KADOKAWA

主 人 公 は 大 学３回 生 の 冴 え な い 男 子 学 生︒

入学当初憧れていたバラ色のキャンパスライ

フとは程遠い毎日︒こんなことなら１回生か

ら大学生活をやり直したい︑と迷い込んだの

は４つの並行世界︒１回生時に選んだサーク

ルにより大学生活をいかに変えていったかを
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描いています︒京都の町を舞台に起こる現実

さん

枚方分館３階 カウンター
☎ 072−866−5312

的で非現実的な日常に頭がぐるぐるします

梅田分館６階 支援カウンター
☎ 06−6147−6295

大宮本館
配置場所｜工大文庫本
請求記号｜913.6 II M
資 料 I D｜91170175

坂根 晴香

大宮本館３階 メインカウンター
☎ 06−6954−4108

工学部 空間デザイン学科 ３年

図書館では、一緒に活動してくれるメンバー
を随時募集しています。
たくさんの本に囲まれながら、図書館を
盛り上げるさまざまな活動を一緒に考えて
つくっていきませんか？
活動に興味のある方は各館の図書館カウン
ターへお気軽にお尋ねください！

が︑個性的でどこか憎めない阿呆な登場人物

メンバー募集中

と森見さん独特の言い回しが癖になります︒

ライブラリーサポーター

ぱぴろにくす No.105 2018.1
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。大宮、梅田、
枚方でそれぞれ活動中！このページでは日々活躍するサポーターたちの
活動の様子をご紹介していきます！

ビブリオバトル
予選会レポート

大宮本館、枚方分館にて「全国大学ビブリオバトル予選会2017」が行われま
した。
「ビブリオバトル」とは自分が読んで面白かった本を５分で紹介しあい、それ
を聞いた観戦者が一番読みたいと思った本に投票します。一番票を多く集めた本
が優勝で関西地区決戦に出場します。出場者たちは、観戦者の質問にひとつひと
つ答えながら自分が選んだ本への熱き思いを語っていました。
看板の設置や案内、設営に片付けなど裏方の仕事をこなしながら、出場者とし
て活躍するライブラリーサポーターもいました。
大宮予選会優勝者の前田賢吾さんは、地区決戦（関西Ｅブロック）を勝ち抜き、
東京で開催の「全国大学ビブリオバトル2017首都決戦」に出場を果たしました！

大宮本館｜2017年９月19日 予選会開催
ラーニング・コモンズ プレゼンテーションブースにて
枚方分館｜2017年11月10日 予選会開催
ラーニング・コモンズにて

優勝者の楠

浩暢さん

（情報科学部情報システム学科2年）

チャンプ本『キケン』有川浩著を紹介

吉田壮葵さん

（情報科学部コンピュータ科学科１年）

薦田涼矢さん

『一問一答色彩検定３級
試験対策問題集』
大橋毅著を紹介

（情報科学部情報システム学科２年）

大宮本館

『嫌われる勇気』
岸見一郎、古賀史健著
を紹介

予選会

写真左から益山館長、下村さん、前田さん（大宮本館予選会 優勝）、綿打さん、大野さん

足立 実さん

優勝者の前田賢吾さん

（大阪経済大学経済学部４年）

（大学院工学研究科電気電子工学専攻博前２年）

『本日は、お日柄もよく』
原田マハ著を紹介

チャンプ本『全天星座百科』藤井旭著を紹介

大野晃希さん

（工学部応用化学科２年）

『スタンフォードの
自分を変える教室』
ケリー・マクゴニガル
著を紹介

綿打 凜さん

（知的財産学部知的財産学科３年）

『織田信長 不器用すぎた
天下人』
金子拓著を紹介

下村直音さん

（工学部機械工学科３年）

『ゼロからトースター
を作ってみた』
トーマス・トウェイツ
著を紹介

予選会

写真左から足立さん、楠さん（枚方分館予選会 優勝）、薦田さん、吉田さん

２００字書評

図書館で日々活躍中のライブラリー

サポーターが原稿用紙半分の２００

字で皆さんにおすすめしたい本を紹

介します！

︑２０１３年
KADOKAWA

﹁さいはての彼女﹂

原田マハ︑
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旅に出たい！この本を読むと思います︒旅

で出会う人達との関係や普段とは少し違うこ

とを体験できるというのが旅の楽しさだと思

います︒しかし︑いつもとは異なる場所に行

くことで客観的に自分を見つめ直せたり︑今

まで抱えていた気持ちをリセットできたりす

る︒それも旅の良さだと思います︒そのよう

な旅の多くの楽しさをこの小説は伝えてくれ

さん

ていると思います︒是非︑旅の楽しさを感じ

て頂けたらと思います︒

尾上 采加

工学部 空間デザイン学科 ３年

大宮本館
配置場所｜工大文庫本
請求記号｜913.6II H
資 料 I D｜91171745

枚方分館

図書館からのお知らせ
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。
大宮本館では、カウンター
での利用者対応、書架整理の
ほか、データベースを使って
調べ物をするという初めての
試みに挑戦しました。正解に
至るまでにいろいろな調べ方
があり、試行錯誤しながら熱
心に取り組みました。
「好奇
心が刺激されて楽しかった」
とのことでした。
枚方分館では、図書の装備
や排架、新聞の整理などの仕
事を体験しました。はじめは
緊張している様子でしたが、
図書の排架などをしていく中
で、慣れてくると自ら進んで
仕事に取り組む積極的な姿が
見られました。

データベース・電子書籍の利用講習会を開催！
□2017年９月22日
…国内外の科学技術・医療
分野に特化した日本最大
級の科学技術文献データ
ベース「JDreamⅢ」の
利用講習会を開催

▲データベース検索の様子
（守口市立庭窪中学校）

（大宮本館）

▲「JDreamⅢ」利用講習会の様子

□2017年11月24日
…過去40年分の新聞記事から、国内の企業情報、統計情報
など、幅広い経済・ビジネス情報を収録しているデータベー
ス「日経テレコン」の利用講習会を開催（大宮本館）
□2017年11月27日、29日

▲図書装備の様子
（枚方市立杉中学校）

… 学 術 分 野 の 図 書 が 読 め る 電 子 書 籍 サ イ ト「Maruzen
eBook Library」
、日本の学術論文を中心とした論文情報
データベース「CiNii Articles」の利用講習会を開催
（梅田分館）
□2017年12月５日
… 世 界 最 大 級 抄 録・ 引 用 文 献 デ ー タ ベ ー ス「Scopus」
、
文献管理ツール「Mendeley」の利用講習会を開催

▲新聞整理の様子
（枚方市立長尾中学校）

（大宮本館）

大宮本館
11月16日
（木）
～11月17日
（金）
守口市立庭窪中学校２年生３名

☆データベースの使い方を知ると、
レポートや卒業研究、就職活動に非常

枚方分館
11月 ９ 日
（木）
～11月10日
（金）
枚方市立杉中学校２年生４名
11月14日
（火）
～11月15日
（水）
枚方市立長尾中学校２年生３名

に有効です。今後もデータベース講習
会を実施する予定ですので、ぜひご参
加ください。

選書フェアを開催しました！

図書館道場『目指せ！英語の達人』を開催しました！

大宮本館で10月２日～６日、梅田分館で11月27日～12
月１日、枚方分館で10月23日～27日に選書フェアを開催
しました。
選書フェアとは、あなたが図書館に置いてほしい！と思う
本を、特設会場に陳列されている本の中から実際に手に取っ
て選ぶことのできる年に一度のイベントです。例年好評で、
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、大宮本
館、
枚方分館では
「選書フェ
アコーナー」にて紹介され
ています。
あ な た の 選 ん だ 本が並
んでいるかもしれません。
ぜひチェックしてみてくだ
▲選書フェアの様子
（大宮本館） さい！

大宮本館、梅田分館、枚方分館の３館合同で、英語力をバ
ツグンにUPさせるイベントを開催しました。

図書館で
英語力ＵＰ!

▲英語問題（大宮本館）
クイズ感覚で挑戦し、スタンプをためると景品獲得のチャ
ンスがある楽しいクイズラリーです。英語問題は、各キャン
パスの先生にご協力いただいたオリジナル問題を出題。英語
が得意な方も、苦手意識のある方も、勉強と思わずに取り組
める内容で、たくさんの学生が挑戦しました。
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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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