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本 と の 出 会 い
大阪工業大学 図書館長
工学部生命工学科 教授

芦高 恵美子

この４月から図書館長に就任しました。実は私は読書家

分子生物学のセントラルドグマなど、高校では知り得なかっ

というほど沢山本を読んでいるわけではありません。あま

た新しい用語やその仕組みに魅了されました。とにかく

り本について語る資格がないのですが、今までの研究生活

DNAや遺伝子というタイトルがついている本を図書館で借

で思い出に残る本についてお話をします。

りて読みました。その中でも、「DNAの一世紀」は、DNA

１冊目は「私の進化論」です。著者は今西錦司、京都大

の発見、二重らせん構造、遺伝子の発現の仕組みについて、

学の生態学者であり、登山家としても有名です。ちょうど

実験事実に基づいた証明がなされていました。何かを明ら

高校生の時、国語の授業で、生徒が授業を行う取り組みが

かにする実験は面白いと思い、実験の結果から論理的に考

ありました。教科書から１つの教材を選び、その内容、文

えることの重要性を認識しました。分子生物学の研究の醍

章構成、解釈などを授業形式で発表します。私は国語が得

醐味を感じることができ、研究を志すきっかけの１つにも

意ではなかったので、興味がある理系分野の教材にすると

なりました。

少しはやる気が出るのではないかと考え調べてみると、ちょ

３冊目は「Molecular Biology of the Cell」です。ア

うど「私の進化論」が教科書にありました。そこには、有

ルバーツらによって1983年に初版が発売されました。生命

名なダーウィンの進化論である自然選択説に対して、自然

科学の聖書と位置付けされている本です。この本は、前者

をよく観察することで自らの説を論理的に説明されていま

の２冊とは異なり、一通り読んだ後は調べることを対象に、

した。生物研究の面白さに触れることができ、大学で生物

研究を始めた頃からよく利用しました。もちろん英語です

を学ぶことを目指しました。

が、現在は日本語訳「細胞の分子生物学」が出版されてい

２冊目は「DNAの一世紀」です。この本は２分冊になっ

ます。最新版は、iPS細胞、再生医療、がん治療についての

ており、著者はポーチュガルとコーエンで、訳者は杉野義

情報も盛り込まれています。図が美しくてわかりやすいの

信と杉野奈保野です。コーエンは、バーグとボイヤーと共

で、現在は講義にも活用しています。

に、現在の遺伝子工学の最初の実験である遺伝子組換えを

図書館で人生のターニングポイントとなるような本を見

行なったことで有名です。大学での分子生物学の講義は、

つけることができるかもしれません。学生さんがそのよう

私にとって衝撃的なものでした。20世紀最大の発見の１つ

な宝物を掘り出すことができるような図書館になればと

であるワトソンとクリックによるDNAの二重らせん構造、

願っています。
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図書館では、年間を通して様々な企画を行っています。
気になった企画があればぜひ参加してください。

注

目！

君に薦める一冊の本

「君に薦める一冊の本」とは、本学の先生方から学生の皆さんへの推薦図書です。
先生方の心の琴線にふれた図書や、大学生活を送る上で役立つ図書、教養を深める図書など多数の図書を
推薦していただいています。
勉強やクラブ・サークル活動などで忙しい日々の合間に一度手に取ってみてください。
展示風景：左から大宮・梅田・枚方

英語企画

ブ ッ クレ ビ ュ ー

出題される英語の問題に答えたり、英語関係の資料

大宮本館で、毎年春と秋に皆さんのおすすめ本につ

を借りたりしてスタンプを集める企画です。

いてレビューを書いていただく企画です。

図書館で楽しく英語力をアップさせてみませんか？

気軽に参加してください。

開催時の様子：左から大宮・枚方
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開催時期や詳細はウェブページ等でお知らせしています。

注

目！

注

工大ウォッチング大賞

目！
選書フェア

工大ウォッチング大賞とは、図書館が2007年度

毎年秋に開催しているイベントで、特設会場に

から毎年開催しているデザインコンテストです。

陳列された約1,000冊の本の中から、皆さんが

学生の皆さんが思い描く「工大」のイメージを、

図書館で購入してほしいと思うものを選んでい

若い感性と自由な発想で表現した作品を募集する

ただくイベントです。実際に本の中身を見て選

ためにウォッチング大賞と命名されました。

ぶことができる貴重な機会です。昨年度は選書

今年度のテーマは「飛翔」で、ブックカバー・し

された中から、大宮本館と枚方分館は各約200

おり・POPの３部門で作品を募集しています。

冊、梅田分館は約100冊が新たに購入されま

下：2018年度受賞作品

した。購入後は手にとって頂きやすいように展

（図書館 大宮本館３階にて展示中）

示をしています。
左：選書フェアの様子（枚方分館）
右：購入後の特集展示の様子（大宮本館）

特集展示
各キャンパスの図書館内展示スペースで
は、毎回タイムリーなテーマを決めて展
示を行っています。内容は定期的に変わ
りますので、こまめにチェックしてみて
ください。
展示風景：左から大宮・梅田・枚方
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電子コンテンツとは、「電子ジャーナル」や「電子ブック」「データベース」など文章や画像などがデータで提供されるコンテンツ
のことです。大阪工業大学図書館 HP 内にある「電子図書館」では様々な電子コンテンツを利用することができます。

クリック

！注
【学認対応】【VPN 対応】と書かれているコンテンツは、ご自宅等でも利用が可能です！
また電子コンテンツの中には、学内のみ接続できるもの、学外からも接続できるもの、
同時にアクセスできる人数に制限があるものなど様々な形式があります。
詳しい接続方法や各電子コンテンツについては、大阪工業大学図書館ホームページでご確認ください。

電子ジャーナル・
電子ブックを読んでみよう！

電子ジャーナル・電子ブックとは、パソコンやスマートフォン、
タブレットなどを通して読む雑誌や本のことです。
大阪工業大学図書館のホームページでは、電子ジャーナルや電子ブックを
アルファベットや五十音のタイトルリスト、タイトル・ISSN/ISBN、巻・
号・ページ、分野、出版社サイトなどから検索が可能です。
※一部電子コンテンツには、閲覧できるキャンパスの制限があります。
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ミニ特 集 ：あなたにあったデジタルコンテンツはこれだ！
論文を検索したい。そんなあなたには
「CiNiiArticles」がおすすめです。
CiNiiArticles は論文情報が検索できる
データベース・サービスです。

海外の文献を探している。そんなあなたには
「スコーパス」がおすすめです。
「スコーパス」は 20,500 誌以上のジャーナルを収録
した世界最大級の抄録・引用文献データベースです。
語句の意味を知りたい。そんなあなたには
「ジャパンナレッジ」がおすすめです。
「ジャパンナレッジ」は百科事典や国語辞典を
はじめとした知識データベースです。

新聞のバックナンバーを探したい。そんなあなたには
「日経テレコン」「聞蔵Ⅱ」がおすすめです。
「日経テレコン」では日経新聞、「聞蔵Ⅱ」では朝日新聞
のバックナンバーを検索、閲覧することができます。

工 大 の 論 文 を 読 む な ら 学 術 機 関 リ ポ ジ ト リ
「学術機関リポジトリ」とは、大学が発行した
知的生産物を電子的に保存し、無料で公開して
いるシステムです。
現在、大阪工業大学学術機関リポジトリでは、
2014 年度以降に発行された紀要（大学教員が
執筆した論文を集めた刊行物）と学位論文
（博士）を公開しています。
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リーサポーターNE
ラ
ブ
WS
イ
ラ
ライブラリーサポーターとは、学生によるボランティア活動です。スタッフではなく、学生の目線で図書館の活動をサポートし、図書館をより魅力的に
することを目的としています。大宮本館、梅田分館、枚方分館でそれぞれ活動中です！このページではサポーターの活動内容の一部をご紹介します。

特集展示の
立案・運営

フリーペーパーの発行

選書活動

写真：大宮本館

写真：大宮本館

ビブリオバトルなど
イベントの企画・運営

写真：大宮本館

写真：枚方分館

定期的にミーティングを行い上記以外の新たな活動も行っています。梅田分館では学部の特性を活かし、アトムやロビ２などのロボットの組み立てを行い
ました。枚方分館ではフリーペーパー「Libe! in Hirakata」を発行しています。

２０
００
０字
字書
書評
評
２

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で皆さん

におすすめしたい本を紹介します！

図書館で所蔵していますので︑ぜひ

ご覧ください︒

「猫は抱くもの」

淳子（キノブックス）
敬之（マセマ出版社）

「キャンパスゼミシリーズ」

馬場
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大山

入門書です。中身は本格的ですが本文が著者

「キャンパスゼミ」シリーズは大学数学の

から「ゴッホ」と呼ばれる人物が残した言葉

の口語で記述されているので非常に理解しや

「猫は抱くもの」という言葉は周りの人物

だ。画家のゴッホはなぜ飼い猫の絵を描かな

すい内容となっています。そのため無理なく

あります。同シリーズの演習と組み合わせて

いのかと問われ、こう言った。この言葉はこ

猫目線、そしてその飼い主目線などで描か

学習すると単位の取得はもちろん、大学院入

高校数学からの橋渡しができ、とても人気が

れたオムニバス形式の物語。出てくる登場人

試まで対応できる参考書として知られていま

の猫を大いに安心させるものだった。

物たちは皆、等身大で自分たちの身近にいそ

す。数学だけではなく物理や経済学などのシ

さん

うである。優しくあたたかい気持ちにさせる

林 海斗

ロボティクス＆デザイン工学部 ロボット工学科 ３年

リーズもあります。

さん

お話である。

炭谷 詩帆

【梅田分館】
配置場所｜工梅普通図書
請求記号｜423.35II B
資 料 I D｜97180154

ロボティクス＆デザイン工学部 ロボット工学科 ２年

【梅田分館】
配置場所｜工梅原作本
請求記号｜913.6II O
資 料 I D｜97180037

ライブラリーサポーター募集中
ライブラリーサポーターのメンバーを随時募集し
ています。
活動に興味のある方は各館の図書館スタッフへお
気軽にお尋ねください！
大宮本館３階

メインカウンター 06−6954−4108

梅田分館６階

支援カウンター

06−6147−6295

枚方分館３階

カウンター

072−866−5312

また、MyLibraryの「ライブラリーサポーター
応募フォーム」からも応募が可能です。
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『スカイ・クロラ』
著者名｜森

博嗣

出版社｜中央公論新社
出版年｜2001年
【枚方本館】
配置場所｜工枚普通図書
請求記号｜913.6IIM
資 料 I D｜98020214

情報科学部 情報知能学科
講師 神納 貴生

皆さんは、文章を書いていますか？レポートで嫌になるほ

少し感情が希薄で、透き通るように純粋な彼らの物語は、ど

ど書いているという人もいるかも知れません。よく勘違いさ

こか村上春樹作品のような軽さがあって、頭の中にはセピア

れますが、理系の人間は報告書や論文、申請書など想像以上

調の淡い風景が広がります。

に文章を書きます。本作の著者である森博嗣先生は工学の博

しかし、私がこの作品で最も感銘を受けたのは、戦闘機で

士号を持ち、当時は名古屋大学で助教授を務めておられたバ

の戦闘描写です。私は飛行機について詳しくはありませんが、

リバリの理系人間です。
そんな森博嗣先生が書かれた本書が、

それでさえ、本作品は私の目の前にありありと空中戦を描き

皆さんが文章に触れるきっかけになればと思い、本書を推薦

出しました。機器の細かな名称や操縦の詳細、それらが綿密

しました。先生の著書には「すべてがＦになる」といった有

に書かれていて、知らなくても勝手に想像できるのです。セ

名な作品があり、むしろそちらのミステリーの方が本流と思

ピア調の淡い雰囲気の本作品にあって、空中戦だけは鮮やか

いますが、私は先生との初邂逅であり思い出深い本作を薦め

な色をもって読者に押し寄せてきます。それは、キルドレた

させて頂きます。

ちが空を這うときだけ生を感じられるという描写でもあると

この本、森博嗣先生の作品との出会いは今でも覚えていま

思います。

す。私が高校時代に本屋を物色していたら、全面雲海のハー

ただ私は、それとは別に、書いておられる当人も楽しかっ

ドカバーに透明のカバーという攻めたデザインが目に入りま

たのではないかと思います。なにせ森博嗣先生は、研究

した。手に取ってみると、透明カバーにだけ書かれたタイト

テーマとは異なるものの趣味でラジコン飛行機をいくつも

ルと著者名、そして厨二心（注）をくすぐる詩、思わずジャケ

作って飛ばすほどの好事家、元々それらの趣味の費用を捻出

買いしたのです。

するために本を書き始めたそうなのですから納得です。現在

この作品では、平和が訪れた時代に民間の軍事会社が

は、早期リタイヤされて悠々自適に暮らしておられるのだと

ショーとして戦争を繰り返す世界で、大人になる前に成長が

か。（うらやましい . . . ）

止まり、寿命では死なないキルドレとよばれる者たちが、終

皆さんも文章を書くことから逃れることはできません。好

わらない青春を自分の戦闘機が落とされるまで繰り返してい

きこそものの上手なれと言いますから、まずは自分の好きな

ます。そんな中、主人公のカンナミ・ユーヒチが、部隊へ新

ことを文章に起こしてみることから始めると、意外な才能に

たに配属されるところから物語は始まり、彼を語り手として

目覚めるかも知れませんよ。これが文章に触れる機会の一助

淡々と進んでいきます。普通の人とは違うというキルドレ、

となれば幸いです。

（注）思春期に特徴的な、過剰な自意識やそれに基づくふるまいを揶揄（やゆ）する俗語。出典：デジタル大辞泉
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図書館からのお知らせ
2018年度

図書館利用状況
表

大宮本館・梅田分館・枚方分館の入館者数・
貸出者数・貸出冊数は表のとおりです。2018
年度の開館日数は、台風などの自然災害の影響
もあり、大宮本館で３日、梅田分館で６日、枚
方分館で５日減少しました。
入館者数、貸出者数、貸出冊数も昨年度に比
べて減少していますが2019年度は、図書館内
の展示や特集などの企画を充実させるととも
に、ホームページやTwitterでの告知や紹介を
活用して、入館者の増加につなげていこうと考
えています。
また「ラーニング・コモンズ」は、年間を通
して大勢の利用があり、授業や自習の場として
だけでなく、ミーティングやプロジェクトの活
動の場としても多くの利用がありました。

2019年度

入館者数等（学外利用者含む）

区分
開館日数

大宮本館

梅田分館

枚方分館

合計

2018年度

283日

279日

280日

−

2017年度

286日

285日

285日

−

2016年度

290日

−

288日

−

2018年度 67,012人 66,611人 27,894人 161,517人
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

−

2018年度

237人

239人

272人

249人

109人

630人

310人

−

105人

415人

１日あたりの
2017年度
平均入館者数
2016年度
貸出者数

100人

576人

2018年度 10,928人

3,219人

5,041人

19,188人

2017年度 12,923人

3,153人

5,053人

21,129人

4,751人

20,245人

2016年度 15,494人
貸出冊数

30,376人 120,228人

−

2018年度 21,242冊

5,350冊

8,884冊

35,476冊

2017年度 23,927冊

5,454冊

9,210冊

38,591冊

8,330冊

38,319冊

2016年度 29,989冊

−

図書館活動予定
2018年度は年間を通じて展示や企画内容を工夫
し、気軽に利用頂けるだけでなく、資料と利用者が
出会える空間づくりを目指しました。
2019年度も様々な展示やイベントを企画し、快
適な空間づくりに努めます。
また、ホームページやTwitterを有効活用して、
積極的に情報を発信いたします。
図書館では情報リテラシー教育の一環としてデー
タベース講習会を毎年行っています。

左上：梅田分館掲示板

2019年 度 は デ ー タ ベ ー ス 講 習 会 を は じ め、
レ フ ァ レ ン ス サ ー ビ ス に 力 を 入 れ、 よ り よ い
「研究や学習を積極的に支える場」としての図書館
活動を展開して参ります。

右上：枚方分館特集展示

下段：大宮本館企画展

大阪工業大学図書館報「ぱぴろにくす」No.110（2019.7）
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
http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/index.html

FAX 06-6953-9499
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図書館公式Twitter
@OIT_Lib

