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　皆さん、新聞は読んでいますか？ 近年は「活字離れ」や

ネットの普及で、新聞も発行部数を激減させています。「新聞

なんてもう古い」という風潮もあり、一人暮らしの人は言う

に及ばず、実家に暮らしている人の中にも、「新聞は取って

いません」という人も多いのかもしれません。それでも、

あえて提案します。新聞を読みましょう。新聞は図書館に

行けば置いてあります。是非毎日図書館に通い、新聞を読み

ましょう。

　こう書くと、「ネットニュースを読んでいるから不要です」

とか、「テレビでニュースは見ているので、大丈夫です」と

いう人がいます。でも、それでは駄目です。なぜなら、新聞

は情報量が圧倒的に違うからです。朝日新聞のWebページ

によると、新聞１部に書かれる文字数は、見出しや写真等を

除いて約179,000文字だそうです。１ページあたりにする

と、おおよそ4,475文字。一方ネットニュースを見てみると、

長い記事で700文字くらい、短いのでは、300文字程度しか

ありません。新聞１ページでネットニュースの記事６個分。

１部全体だと255個分。圧倒的に量が違います。またテレビ

のニュースでは、アナウンサーが話す原稿は１分あたり300

文字、というのがNHKのルールなのだそうです。新聞１ページ

で15分のニュース番組（しかも、ひたすらアナウンサーが

喋るだけ）と同じです。

　もちろん、新聞を端から端まで全部読む人はあまりいない

でしょう。とりあえず見出しだけ見て、興味のある記事だけ
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くわしく読む、という人がほとんどだと思います。それでも

新聞の情報量は有効です。様々な分野の記事が書かれている

ため、多様な情報を得ることができるからです。テレビの

ニュース番組では放送時間が限られますので、どうしても

ニュースを選択する必要があります。「重要なニュースに

絞って放送する」わけですから、それ以外の多様なニュース

を知る機会はありません。もっと悪いのがネットニュース。

今までの閲覧履歴から読者の好みを把握し、その人が好む記

事のみ表示する、なんて事をしてくれます。読んでいる人に

とっては便利な機能ですが、世の中のニュースの一部だけを

読んで、「世間の動きを知った」気になってはいけません。

　新聞を読んでいると、いわゆる「一般常識」を身につける

ことができます。就職活動で特に必要とされる能力のひとつ

ですね。非常に重要です。またそれ以外にも、長い文章を

読む訓練ができるので、文章力が身につきます。「正しい」

文章を大量に読んでいると、読解力だけではなく、書く力も

自然と身についていきます。これから先、レポートや卒業

論文、会社に行ってからも報告書等、文章を書く場面は無数

にあります。ここで正しい文章が書けるかどうか、社会人と

して非常に重要な能力です。

　新聞を読みましょう。図書館に行けば新聞はあります。最

初は理解できない記事も多いかもしれませんが、慣れると読

むのが楽しくなります。就職活動のため、将来のため、なに

より、自分の「知識欲」を満たすため、新聞を読みましょう。

情報科学部
情報メディア学科　学科長

教授　鈴木　基之
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　OPACは『Online Public Access Catalog』の略称で、図書館が所持する資料を検索する
システムです。大阪工業大学の資料はもちろん、同じ常翔学園の摂南大学、広島国際大学、
常翔学園中・高等学校、常翔啓光学園中・高等学校や他大学の資料も検索できます。

　OPACに表示される配置場所が図書館内にない場合があります。一覧の
配置場所が表示されている資料をお探しの場合は、図書館スタッフへご相談
ください。

　ほしい資料があるのにOPACで検索してもなかなか出てこない…なんてことはあり
ませんか？ OPACには検索を補助する機能が付いています。

資料のご用意にお時間がかかったり、資料をご用意できなかったりする場合があります

OPACとは

ほしい資料に
辿り着くには

配置場所が
見当たらないときは

▼検索する学校はタブでも選べます
▼雑誌の検索画面

▲雑誌や新着資料のみを検索することもできます ▲新着資料の検索画面

 『簡易検索』を選んで入力すると
入力したキーワードで始まる資料
のタイトルが表示されます

検索結果の件数が多い場合は『絞り込み検索』
を使えば、著者や出版社、資料の種類で結果を
絞り込むことができます

配置場所 詳細
研究室 先生の研究室にある本です。

知財文献保管室

大宮キャンパス１号館８階の知財文献保管室に
ある本です。
知的財産学部・知的財産研究科所属であれば
直接入室して閲覧できます。
※学部生の方は先生の許可が必要です。

工大保存書庫 大宮本館の保存書庫にある資料です。
工枚保存書庫 枚方分館の保存書庫にある資料です。

図書館WEBサービス徹底解剖！～O P A C 編～
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　OPACで資料は見つけたものの「貸出中」や「他大学にしかない」なんて経験は
ありませんか？
　OPACは図書館に資料がないときのお手伝いもできます!!

・依頼画面に進むには情報センター交付のIDとパスワード（教職員
の方は図書館で申請したパスワード）が必要です
・資料のご用意には数日かかります

　OPACで資料は見つけたものの「貸出中」や「他大学にしかない」なんて経験は
ありませんか？
　OPACは図書館に資料がないときのお手伝いもできます!!

ほしい資料が
ないときは

「貸出中」の資料なら予約をしよう！

他の図書館にしかない資料を見たいなら貸借依頼をしよう！

他の図書館にしかない資料をコピーしたいなら複写依頼をしよう！

１．資料の詳細画面で「貸出中」の資料には
「予約」ボタンが表示されるのでクリック
します

２．「予約依頼者情報」と「連絡先」が
自分のものかを確認します

３．「申込」ボタンをクリック
すれば完了です

・ご自身が所属している学科があるキャンパスに設置された図書館の資料のみ予約できます
例：ロボット工学科所属の方は梅田分館の資料を予約できますが、大宮本館・枚方分館の資料は予約できません
・OPACの帯出区分欄が「帯出可」（＝本棚にある）の資料は予約できません
・予約した資料が借りられる状態になりましたら図書館から連絡します

・資料を取り寄せられない場合もあります
・コピーした資料が図書館に届きましたら、図書館から学内メールアドレスへ連絡します

・資料を取り寄せられない場合もあります
・常翔学園内の図書館から取り寄せる場合は無償です
・学生の方が常翔学園外の図書館から資料を取り寄せた場合は館内閲覧のみです
・取り寄せた資料が図書館に届きましたら、図書館から学内メールアドレスへ連絡します

１．資料の詳細画面右側に表示される
『ILL貸借依頼(現物貸借)』を

 クリックします

１．資料の詳細画面右側に表示される
『ILL複写依頼（コピー取り寄せ）』を
クリックします

２．必要事項を確認します

３．「申込」ボタンをクリック
すれば完了です

２．必要事項を確認します

３．「申込」ボタンをクリック
すれば完了です
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　My Libraryは皆さんに図書館をより活用していただくためのツールです。大阪
工業大学の教職員・学生であればお使いいただけます。利用にあたり、学生の方は
情報センター交付のIDとパスワードが必要です。教職員の方は図書館でのパスワード
申請が必要です。

　借りている資料の期限が迫っているけど読み終わってない、図書館に行く時間
がない、本を家に忘れて学校に来てしまった…なんてことはありませんか？そん
なときはMy Libraryの『利用状況一覧』の貸出延長機能を使いましょう！

　図書館で何を何冊借りていたか分からなくなってしまったときはMy Libraryの
『利用状況一覧』を確認してください！

My Libraryとは

借りている資料が
わからないときは

資料の返却期限が
迫っているときは

図書館WEBサービス徹底解剖！～My Library編～

トップページの「Login」ボタンを
クリックするとログインできます

利用後は必ずログアウトして
ください

１．『利用状況の一覧』を
クリックします

２．『貸出欄』に借りている資料の
情報が表示されます

１．『利用状況一覧』の『貸出一覧へ』
をクリックします

２．延長したい資料にチェックを
つけます

３．『貸出更新』をクリックすると
延長後の期限が表示されます

・延長は１冊につき１回だけできます
・返却期限を過ぎている資料をお持ちの場合は延長できません
・特別貸出の期間に借りた資料や他の人から予約されている資料など、延長できないものもあります
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　OPAC編でご紹介した予約・貸借依頼・複写依頼はMy Libraryの『利用状況一覧』
から状況が確認できます。今回は予約状況を例に確認してみましょう。

　OPAC、My Libraryのスマートフォンアプリができました。インストールして図書館を
より活用してください！

アプリを
使ってみよう

　OPAC編でご紹介した予約・貸借依頼・複写依頼はMy Libraryの『利用状況一覧』
から状況が確認できます。今回は予約状況を例に確認してみましょう。

依頼状況を確認
したいときは

１．『利用状況一覧』の『予約一覧へ』
をクリックします

２．予約している資料が
表示されます

受け取り期限日欄に日付が表示されると
資料が受け取れる状態ですので、期限日
までに図書館へ来館してください

依頼が０件の場合は一覧表示のボタンは表示されません

過去に借りた資料を
確認したいときは

　以前借りた資料をもう一度借りたいけれど資料の情報が思い出せない…
My Libraryでは過去に借りた資料の情報が分かります！貸出履歴を確認して
から図書館で探しましょう。図書館で資料が見つからない場合は図書館スタッフ
へご相談ください。

＜インストール手順＞
　１．iPhoneの方は「app store」、Androidの方は「Google Play」を起動し、「Ufi nity」と入力して検索します
　２．「Ufi nity」をインストールして起動します
　３．「アプリケーション使用許諾契約」の内容を確認して「同意します」をタップします
　４．初期設定画面で「大学/機関を選択」→「大阪」→「大阪工業大学」→「設定」の順でタップすれば完了です

１．『利用状況一覧』の『貸出履歴一覧へ』
をクリックします

２．過去に借りた資料が
表示されます

３．タイトルをクリックすると
詳細が確認できます

◀

 
詳
細
画
面

　右のQRコードをスマートフォンで読み取ると
My Libraryへアクセスできます。My Libraryはこちら

◀ このアイコンが目印です！
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ライブラリーサポーターNEWS

　枚方のライブラリーサポーターの皆さんが発行
したフリーペーパーです。サポーター目線でのおす
すめの図書館の使い方も載っていますので、図書館
の使い方で困っている方は必見です！『Libe! in 
Hirakata』は図書館や大宮キャンパスのルラーシュ
などで配っている他、図書館のホームページから
でもチェックできます！

 『Libe! in Hirakata』のNo.４が

発行されました！

▲ライブラリーサポーターデザインの
　『Libe! in Hirakata』No.4の表紙

　大宮本館のライブラリーサポーター選書コー
ナーがリニューアルされました。場所もメイン
カウンター右手に移動しました。また、隣のミニ
展示コーナーでは「again! 百人一首」を開催中
です。どちらのコーナーも大宮のライブラリー
サポーターの皆さんが選書と展示をしました。
ぜひ、足を運んでみてください！
　特集展示「again! 百人一首」は９月29日（土）
までの期間限定です。

大宮のサポーター選書コーナー

リニューアル＆特集展示開催！

▶
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

　
サ
ポ
ー
タ
ー

　
選
書
コ
ー
ナ
ー

　
展
示
風
景

　
◀
特
集
展
示
風
景
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　タイトルがいい。社寺の門は俗界から神や仏の世界への入り

口。また、門は人の成長に伴って現れる別世界への入り口でも

ある。産声を上げてから死ぬまで、入学試験や入社試験、結婚

など多くの関門がある。人生は約20年毎に大きな転機（フェーズ）

を迎える。生まれてから成人するまでは受け身で育つ期間で

ある。次の20年には自主的に自己を研鑽し、地位、家庭などを

獲得していく。続く20年はそれまでに得た知識、技術を後世に

継承する。これで60年が経ち還暦を迎え、残りを余生として

楽しむことができる。

　私は第一フェーズを香川県で過ごし、大阪大学に入学し

そのまま大学院に進学し助手として第二のフェーズを終えた。

1986年に日本で最初に新設された九州工業大学情報工学部

（福岡県飯塚市）に赴任した。この時39歳で第三のフェーズに

入る。この大学の前身は、明治40年に北九州の富豪が私財を

投じて創設した私立明治専門学校で、北九州工業地帯の先端

技術を支え、当時の日本最高の設備を誇った。飯塚市は北九州

市の南に位置する筑豊炭田の中心地で、明治初期から北九州

工業地帯に石炭を供給する日本最大の炭鉱の町であった。最近

では、ユネスコ世界文化遺産「山本作兵衛の筑豊炭鉱画」で

知られ、NHK連ドラの「花子とアン」に登場する蓮子のモデ

ルとなった柳原白蓮が過ごした旧伊藤伝右衛門邸などがある。

ボタ山を始め炭鉱に関わる多くの遺産を持つ町である。また、

現財務大臣の麻生太郎氏の本拠地でもある。

　赴任前に飯塚市について、その風土を知りたいと思って手に

取った本が「青春の門」である。早稲田大学に入学した主人公、

伊吹信介が戦後の青春時代に筑豊を舞台に繰り広げる愛と苦悩

の人生ドラマである。答えのないジレンマに苦悩する青春が

赤裸々に語られており、人生哲学の読本として勧めたい。この

本は1969年から雑誌に連載され、その後単行本として数編の

シリーズ本となった。また、ベストセラーとして、数本の映画

にもなった。赴任当時はまだ炭鉱の面影が残る街並みがあり、

どこの町にも壮大なドラマが潜んでいることを知った。

　小説には絵がない。情景を想い浮かべ心の動きを読む想像力

が必要だ。この想像力が人生で最も重要で、人にしか与えられて

いない。ヒンズー教では、千回生まれ変わってやっと人間に

なれると言われ、人には高い尊厳が備わっている。妄想は別と

して、空想や想像はポジティブな活動で、理工系に大事な創造

力の源である。人だけが自分の関門を設けることができるが、

自分で開けなければならない。その過程で集中力を持続できれば、

勉強も就活も楽勝で、どんな登竜門も超えられる。

『青春の門』

著者名｜五木　寛之

出版社｜講談社

出版年｜1972年

【大宮本館】

配置場所｜工大君に薦める

請求記号｜913.6 II I
資 料 I D｜91180453工学部

生命工学科　教授
金藤　敬一
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図書館からのお知らせ

▲2017年度に使用した「図書館道場 
　『目指せ！英語の達人』」ポスター

2017年度　図書館利用状況

2018年度　図書館活動予定

　大宮本館・梅田分館・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。2017年度の開館
日数は、大宮本館で４日、枚方分館で３日減少しまし
た。2017年度に新設した梅田分館は枚方分館と同数の
開館日数でした。
　新設した梅田キャンパスへ一部の工学部生が移動 
したことに伴い、大宮本館の入館者数・貸出者数・
貸出冊数は減少しましたが全体としては入館者数・ 
貸出者数・貸出冊数全て2016年度と比較して増加し
ました。
　また、「ラーニング・コモンズ」の利用に関しては、
年々増加傾向にあります。特にプレゼンテーションや
面接の練習など、学生主体のグループ学習を目的と 
した利用が大幅に増加しています。

表１　入館者数等（学外利用者含む）
区分 大宮本館 梅田分館 枚方分館 合計

開館日数

2017年度 286日 285日 285日 ―

2016年度 290日 ― 288日 ―

2015年度 289日 ― 288日 ―

入館者数

2017年度 77,805人 70,957人 30,950人 179,712人

2016年度 89,852人 ― 30,376人 120,228人

2015年度 97,876人 ― 33,381人 131,257人

１日あたりの
平均入館者数

2017年度 272人 249人 109人 630人

2016年度 310人 ― 105人 415人

2015年度 339人 ― 116人 455人

貸出者数

2017年度 12,923人 3,153人 5,053人 21,129人

2016年度 15,494人 ― 4,751人 20,245人

2015年度 17,086人 ― 4,401人 21,487人

貸出冊数

2017年度 23,927冊 5,454冊 9,210冊 38,591冊

2016年度 29,989冊 ― 8,330冊 38,319冊

2015年度 33,487冊 ― 7,758冊 41,245冊

　2017年度は、建築文化研究部と共同で開催した 
図書館企画展「木と寄り添う建築展」において、
2017年度城北祭 学術研究部門 知的財産学部長 
賞を受賞するなど、「発信型図書館」としての役割
の充実を図ってきました。
　ラーニング・コモンズでは、「図書館道場『目指 
せ！英語の達人』」を大宮本館・梅田分館・枚方分
館合同で開催し、「長期滞在型図書館」として、学
生に気軽に利用いただける空間づくりを目指しま 
した。
　今後も、「長期滞在型図書館」となり得る快適な
空間づくりと併せて、「発信型図書館」として図書
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企画イベントな 
どを展開して参ります。


