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書 籍 と も の づ く り
ロボティクス&デザイン工学部

空間デザイン学科
教授

2010年は「電子書籍元年」と言われます。在学生のみな

今井

美樹

り誤報も減ります。

さんが小学生だった頃ですが、ここからタブレットやスマー

紙の書籍のデメリットとしてよく挙げられる「モノ」と

トフォンが急速に普及しました。同時に、紙の書籍の発行

しての物質性も、翻せばものづくりに伴う信頼性と責任性

数は減少し、読書する機会も極端に減ったのではないで

があることの証明でもあります。文字や画像といった情報

しょうか？ 新聞や雑誌を読む機会も減り、私たちはもっぱ

そのものは非物質であり、金銭的価値はないと考える人も

らインターネットによる記事で事を済ませています。近頃

いるかもしれません。しかし、「モノ」の存在は、誤報を即

では、電子メディアで読む書籍を「デジタル本」、紙の書籍

時に修正するような変動性よりも、確実な情報がもつ「普

を「フィジカル本」という呼称で区別することもあります。

遍性」「永続性」に重きが置かれます。「編集」はそのこと

タブレットの登場によって「紙の本はいずれ消滅する」

をより強固にします。

と予測する人もいますが、この10年を観察していると、紙

「編集」とは、情報の送り手が意図や目的をもって（時

の書籍と電子メディアのコンテンツは、性質の異なる情報

に新たな解釈によって）、情報を並べ替え、受け手に理解し

源であって、紙媒体も確実に残ると感じます。紙の書籍には、

てもらうための作業です。編集された書籍を読んだ受け手

ネットの情報には介在しない「編集」と「普遍」という視

が、コンテクスト（文脈）を理解し、送り手の思想・思考

点があるからです。

を知るという関係性が生まれることを前提としています。

インターネットはアクセスしやすく、即時性や緊急性の

つまり「編集」という行為は、コンピュータの機械的な情

あるニュース記事への対応に適しています。しかしそれが

報整理ではなく、アイデアや知恵を駆使したクリエイティ

時として、誤報やフェイクニュースに繋がる危険性もあり、

ビティの表現とも言えますし、人工知能や機械学習に対抗

各個人が慎重に応対するリテラシーも求められます。一方

しうる人間の能力として、本来の「デザイン思考」に相当

の書籍は、書店に並ぶまでに、読者のニーズに即した企画

する活動であり、今後もっとも鍛えるべき一領域だと感じ

があり、読みやすさや判りやすさのための組版デザインが

ます。

あり、商品・物流としての規格や価格の決定を経て、読者

そんな訳で、私は学生のみなさんに、紙の書籍を手に取っ

の手に渡ります。出版までに時間はかかりますが、多くの

て、編集された情報を読み取る能力を鍛えることを勧めた

人の手と目を経ることによって、責任の所在が明らかにな

いと思います。
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城北祭 図書館企画展 開催
テーマ：本でできるいろいろなこと
大宮キャンパスでは2019年10月25日（金）〜10月
27日
（日）に第71回城北祭が開催されました。
開 催 期 間 中、 図 書 館 大 宮 本 館（ ８号 館２階 玄 関
ホール）で様々な企画・展示を行いました。
（右）ブックカバー・栞作成体験を行う来場者

★作品展示★

左：タッチング結び
（紐の結び方）

ライブラリーサポーターが、工大
図書館に置いてある本を参考にし

で作成した

て作成した作品を展示しました。

ネックレスなどの

工大図書館には学習のための本だ

手芸作品

けではなく、料理やジオラマ、手
芸や工作など様々なジャンルの本

右：プラプレート

をそろえています。

などで作成した
椅子や机などの
インテリア模型

★ブックカバー・栞作成★
来場者にマスキングテープや画用紙な
どを使用して、世界に一つだけのオリ
ジナルブックカバー、栞の作成をして
いただきました。
参加いただいた方からは非常に好評
で、体験スペースが満席になる時間帯
もありました。
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★読み聞かせ★
26日（土）
、27日（日）はライブラリー
サポーターによる絵本の読み聞かせが
行われました。
集まった子どもや保護者は、ライブラリー
サポーターの醸し出す絵本の世界に聞き
入っていました。
また、ライブラリーサポーターも笑顔で
感情を込めて語りかけ、終了後は自然と
拍手が起こるなど温かい時間が流れて
いました。

★古本市★

★破損本の展示★

図書館で利用

図書館で生じた破損

されなくなった

本を展示することで、

雑誌や図書を

「本を大切にして

無料でお譲り

ほしい」という思い

する古本市は、

を込めました。

毎年好評の企画
となっています。

上： ペ ー ジ が 取 れ
たり、背表紙が外れ
てしまった破損本。
右：本の修理道具の
一例

★工大ウォッチング大賞★
工 大 ウ ォ ッ チ ン グ 大 賞 と は、 平 成19
年から毎年開催しているデザインコン
テストです。
今年のテーマは「飛翔」でブックカバー
部門としおり部門、工大図書館内の本
のPOP部門の作品が展示され、城北祭
図書館企画展の来場者に投票していただ
きました。
どれも素敵な作品ばかりだと嬉しい声を
いただきました。
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吉野彰氏受賞

ノーベル化学賞を知ろう！
そもそも、ノーベル賞とは？
ノーベルがスウェーデンアカデミーに寄付した遺産を基金とする世界的な賞。1901年以降行われ、毎年、物理学・化学・
生理学および医学・文学・平和・経済学の６部門において、顕著な功績のあった人に授与される。
（デジタル大辞泉より）

吉野彰氏が受賞した理由とは？
吉野彰氏は大阪府吹田市出身で、現在は旭化成株式会社名誉フェロー、そして名城大学教授です。
今回受賞したリチウム電池は、パソコンやスマートフォン、新幹線や飛行機に使用されるなど、私たちの生活と深い関わり
のあるものです。
「リチウム電池は化石燃料が不要となる社会を実現する可能性を切り開いた」という理由で今回の受賞に
至りました。

話題の本、
「ロウソクの科学」
を図書館スタッフが読んでみました。
ロウソクの科学とは？

「 ロ ウ ソ ク の 科 学 」ファラデー著（角川文庫）2012年

小学校にすらまともに通っていない少年が、科学史
史上、最高の科学者になる。そんな夢物語を信じますか。
でも、これは本当の話。
その話の一幕にある「ロウソクの科学」はロウソクの
火を用いて、自然現象の多くを実演を交えて説明して
おり、昔も今も少年少女の好奇心を駆り立てている。
2019年、ノーベル化学賞を受賞した吉野彰氏が、この
本を通して得たものは科学の知識だけではない。それが
何かを読み取るのも好奇心の一端ではないだろうか。

吉野彰氏がノーベル化学賞受賞決定
スピーチの中で、科学に興味を持った
きっかけとなった本として有名に
なり、会見終了後、３万部増刷される
【大宮本館】
配置場所｜工大文庫本
請求記号｜430.4IIF
資 料 I D｜91121546

など話題の本となりました。

図書館大宮本館

川村龍輝

工大図書館で読める！ノーベル化学賞受賞者の主な著書
受賞年

氏

名

内

容

工大図書館所蔵図書

所蔵館

配置場所

請求記号

資料ID

431.3IIF

08321636

1981年

福井

謙一

化学反応過程の理論的研究

化学反応と電子の軌道

工大宮

工大保存書庫

2000年

白川

英樹

導電性高分子の発見と発展

導電性高分子から何がみえるか

工大宮

工大保存書庫

2001年

野依

良治

キラル触媒による不斉反応の研究

有機合成化学・生物有機化学

工大宮

工大シラバス

437IIDII2

11600495

2002年

田中

耕一

生体高分子の同定および
構造解析のための手法の開発

生涯最高の失敗

工大宮

工大一般図書

464.2IIT

10403409

2008年

下村

脩

緑色蛍光タンパク質（GFP）の発見

クラゲの光に魅せられて :
ノーベル化学賞の原点

工大宮

工大一般図書

431.54IIS 91090903

根岸

英一

2010年

2019年

クロスカップリングの開発
鈴木

章

吉野

彰

リチウムイオン二次電池の開発

504IIKII24 19012056

夢を持ち続けよう! :
ノーベル賞根岸英一のメッセージ

工大宮

工大一般図書

289.1IIN

91102586

工枚方

工枚普通図書

289.1IIN

81001887

有機金属化合物を用いる合成反応（上）

工大宮

工大保存書庫

434.08IIG 00016749

有機金属化合物を用いる合成反応（下）

工大宮

工大保存書庫

434.08IIG 00016755

リチウムイオン電池この15年と未来技術

工大宮

工大一般図書

572.12IIL 11401466
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工学部生命工学科 金藤先生に解説していただきました。
金藤先生は、工学部生命工学科の客員教授で「有機・バイオエレクトロ
ニクス研究室」に所属されており、バイオ燃料電池の開発に取り組んで
おられます。
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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とは

梅田分館

図書館でボランティア活動を行って
いる学生たちです。
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。

梅田分館では、映画スター・
ウォーズでおなじみのR２
−D2の 組 み 立 て を 行 っ て
います。アトム、ロビ２の
２体 の ロ ボ ッ ト と一 緒に
図書館で皆さんをお迎えする
新たなロボットとなります。
ロボット製作の様子

大宮本館

枚方分館

10月 か ら12月 に か け て、
特集展示「空想旅行」を行
いました。
選書だけでなく、
図書と一緒に展示するキャ
ラクターも作成しました。

10月25日
（金）に全国大学
ビブリオバトルの予選会を
開催。イベントの企画から
運営までサポーターが中心
となって取り組みました。

特集展示の配置の様子

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︑興味

を持ったら手に取ってください︒

推理的な要素を含めつつも︑自身が趣味で

﹁白銀ジャック﹂

本書では脳科学者である著者︑中野信子が

やっているスノーボードやスキー場といった

﹁サイコパス﹂

その正体を事例を踏まえながら解説していき

場面背景に基づいて執筆された作品である︒

圭吾︵実業之日本社︶２０１０年

ます︒サイコパス︵本書では﹁サイコパシー

実際のスキー場の経営的な立場を含め多用な

東野

傾向の強い人間﹂と定義する︶
︑皆さんが思

面から取材に基づいた作品となっており︑同

信子︵文春新書︶２０１６年

い浮かべる快楽殺人鬼などの反社会的な人格

じスキーヤーとしても同意できる面が多々あ
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中野

だけではなく︑意外と身近にいる存在なのか

る︒しかし︑結末の逆転劇が起こるのは王道

この本は︑著者の東野圭吾先生がよく書く

もしれません︒本書を読んだ後には︑あなた

であるが︑ありきたりな完結に至っている感

﹁サイコパス﹂とはなんだろうか？

も自身のまわりでサイコパスを探したくなる

さん

があるのは否めない︒

中島 優

情報科学部 コンピュータ科学科 ２年

【枚方分館】
配置場所｜工枚文庫本
請求記号｜080IIJ
資 料 I D｜98100680

でしょう︒
さん

【大宮本館】
配置場所｜工大文庫本
請求記号｜913.6IIH
資 料 I D｜91101601

長智

河野

【枚方分館】
配置場所｜工枚ブルーバックス・
新書
請求記号｜081IIBII1094
資 料 I D｜98161690

情報科学部 コンピュータ科学科 ２年

【大宮本館】
配置場所｜工大新書A
請求記号｜493.76IIN
資 料 I D｜91161995

ビブリオバトル司会の様子

ライブラリーサポーター
メンバー募集中
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

ぱぴろにくす No.111 2020.1

『十字軍物語』
【大宮本館】
配置場所｜工大君に薦める
（Ⅰ巻）
請求記号｜230.45IIS II1
資 料 I D｜91114123
（Ⅱ巻）
請求記号｜230.45IISII2
資 料 I D｜91114124
著者名｜塩野

工学部

電子情報システム工学科
教授 西 壽巳

七生

（Ⅲ巻）

出版社｜新潮社

請求記号｜230.45IISII3

出版年｜2010年

資 料 I D｜91114056

今を去ること46年前、高校世界史の授業で「カノッサの

記述のみが残されてることが多いが、本書は歴史書でなく

屈辱」という有名な出来事を習ったのを今なお憶えている。

一部想像も加えた「歴史物語」である。挿絵をうまく使い

ラグビー部顧問で世界史担当の山中先生の絶妙な語り口と

会戦に至る背景、国内事情、そして勝因、敗因と戦後処理

雑談が面白く、苦手科目だったが楽しい授業であった。大学

など、勝者と敗者および第三者も含めた多面的記述が豊富

時代は司馬遼太郎や中国の歴史物語を中心に読書に励んだ

なため、「何故？」と思う疑問点をうまく説明してくれる。

が、理系の人間には虚構の塊である小説より事実がベースの

下手な戦記物よりずっと面白いので、ストレス無く読んで

歴史物語は実感が沸き、馴染み易い。

いける。キリスト教徒はイスラム教徒より残虐で、勝つと

１年ほど前、何気なく大学図書館の書架を眺めていると

殺戮の限りを尽くすことが多々あるが、逆にイスラム教徒

「十字軍物語１〜３」というローマ関係の歴史物語で高名な

側の捕虜になっても「高額な身代金」を払えば解放される。

塩野七生著の３部作が目に留まった。書き出しは神聖ローマ

資産がないと死ぬまで捕虜として酷使されるので、今も昔も

帝国のハインリッヒ４世がローマ教皇グレゴリウス７世から

金次第なのである。しかし、サラフッディーンはその身代金

破門され、皇帝の地位を保持するため雪のカノッサ城で許し

をも免除している。

を乞うとされた、あの「カノッサの屈辱」から始まる。昔を

第１巻で首尾良くシリアに打ち立てた十字軍国家をどう

思い出し興味が沸いてきた。セルジューク朝トルコに支配

やって維持するか、そして滅びていく下りは第２巻以下に

されたキリスト教の聖地エルサレムを奪還するためという

書かれている。この巻になるとバルバロッサことフリード

名目で、ローマ教皇ウルバヌス２世がクレルモン教会会議で

リッヒ１世や獅子心王ことリチャード１世、サラフッディーン

十字軍を提唱することから物語が進んでいく。表向きは教皇

など映画の主役級人物が続々と登場する。映画では描ききれ

が宗教的求心力を得るためであるが、一旗揚げたいフランス、

ない細やかな背景が記述されているのがこの本の特徴でも

ドイツの諸侯、お金儲けが目的の商人らが加わり、現在の

ある。

シリアを中心とした４つの十字軍国家形成までが第１部の

科学技術は年々進歩しているが、政治・治世の世界は歴史

お話である。ここまではうまく行ったが、聖地奪還という

の繰り返しであり、
「歴史に学ぶ」という言葉は今だに大きな

より中東での植民地簒奪といったほうが事実と合うかもしれ

意味を持っている。諸君の今後の人生に色んな指針を与えて

ない。

くれそうな本である。それより何と言っても「面白い本」で

歴史は「戦争の歴史」でもあり、勝者にとって都合のよい

ある。
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大賞受賞作品

しおり部門
『まだ見ぬ空へ。』
空間デザイン学科４年
中村 翔太
POP部門『蹴りたい背中』

ブックカバー部門『Fly to your dreams』
電気電子・機械工学専攻１年

武井

優子

電子情報通信工学科２年

石井

由香子

2019年度入賞者
ブックカバー部門

しおり部門

POP部門

優秀賞

向頭

佑典 情報ネットワーク学科３年

優秀賞

崎中

典幸

佳

中出

恵美

佳

向頭

佑典 情報ネットワーク学科3年

作

Library賞 伊達

情報メディア学科１年

作

ロボティクス＆デザイン
友菜
Library賞 伊達
工学専攻２年

建築学科3年

優秀賞

奥

哲哉

知的財産学科１年

佳

中村

陽向

知的財産学科２年

ロボティクス＆デザイン
友菜
Library賞 大西
工学専攻２年

雪乃

応用化学科４年

授賞式の様子

分館での展示の様子

梅田分館

作

枚方分館

11月27日
（水）に大宮本館４階ラーニング・コモンズで授賞式
が行われました。受賞者には芦高図書館長から賞状と副賞が授
与されました。

応募作品は各館に展示され、図書館運営委員会委員の先生方に
よる投票が行われました。

LIBRARY NEWS
近隣の中学生らが職場体験を行いました

カウンター対応（大宮本館）

保存書庫湿度チェック（大宮本館）

POP作成（枚方分館）

書架整理（枚方分館）

大宮本館では７月４日
（木）
、５日
（金）に大阪府立思斉支援学校中等部２名、12月５日（木）、６日（金）に守口市立庭窪中学校
３名、枚方分館では10月31日
（木）
、11月１日
（金）に枚方市立長尾西中学校４名、11月13日（水）、14日（木）に同長尾中学校
３名が職場体験を行いました。図書の貸出・返却などの利用者対応、装備、POP作成、配架の仕事に取り組みました。

選書フェアを実施しました

大宮本館の様子

枚方分館の様子

選 書 フ ェ ア と は、 図 書 館 に 新 た に 配 架 す る 候 補 と な る 本 を 選 ぶ
イベントで、直接本を手に取って選ぶ貴重な機会となっています。
大宮本館：10月７日（月）〜16日（水）、枚方分館：10月21日
（月）
、
23日（水）〜25日（金）に図書館内特設会場で行われました。
参加者は真新しい本を手に取り、ページをめくりながら選書を行って
いました。
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8

図書館公式Twitter

@OIT̲Lib

