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人間は、日々新陳代謝する一方で、新陳代謝されな

い不動のものを確立しなければならないという矛盾を

抱えている生物だなあと思います。一般に、この新陳

代謝は若い時に活発ですが、年をとると共にそうでも

なくなるものです。あらゆることについて若い時に新

陳代謝を十分しておくことをお勧めします。

人間の場合、胃腸は5日、心臓は22日、皮膚細胞は

28日、筋肉は60日、もっとも長い周期が骨で90日、

すなわち、人間の肉体は3ヶ月でまったく別のものに変

わっているそうです。しかし、3ヵ月経過して物理的に

はまったく別の人間になっても、お互いが認識でき、

互いにコミュニケーションを取れる信頼関係を維持で

きているのが普通です。そのような仕組みがなぜ成り

立っているのかというと、物理的なレベルの新陳代謝

が、より高次元に位置する無形の定性的で精神的なレ

ベルの目的を維持しようとするためなのだろうと思い

ます。すなわち、それは義理、人情、人格、品格とい

ったものなのかもしれません。新陳代謝は人間にとっ

て人格と品格を高めるとともに、それをありたい姿、

あるいはあるべき姿に保つ方法なのかもしれません。

20年前1989年11月、ベルリンの壁の崩壊という

象徴的な出来事とともに、社会主義経済圏が崩壊しま

した。それ以前は、資本主義と社会主義が東西冷戦と

いう形で互いにしのぎを削っていた時代でした。資本

主義経済は大量生産大量廃棄、社会主義経済は計画生

産少量廃棄の世界だったように思います。大量生産大

量廃棄は地球環境を考える今の社会でこそ見直される

べきとの声も上がっていますが、当時はそんな声はあ

りませんでした。ともかく、なぜ、当時社会主義体制

の計画経済が崩壊したのか、小生は専門家ではないの

で軽々に断ずるべきではないのですが、資本主義経済

が欲望を善としたのに対して、社会主義経済では欲望

を悪としたところに新陳代謝の差が生まれたように思

います。

新陳代謝というと、食事を摂ることがまず思い浮か

ぶことですが、知・徳・体の一つに過ぎません。普通

の人なら生まれたときから、朝昼晩の食事を無意識に

欲し、摂っています。ですから身体の新陳代謝は問題

なく誰でもができています。しかし、知や徳の新陳代

謝は意識して欲望を作り出さない限り起こりません。

毎日、食事を摂るように規則的に勉強している人、読

書を続ける習慣を持っている人は頭の新陳代謝が起こ

っているでしょう。さらに良いことを行うことを心が

けている人は知の上位レベルにある徳の新陳代謝が起

こるようになります。1か月の食い溜めができる人なん

ていないですし、もしそんなことができたとしてもか

えって体調を壊す原因を作るだけです。知識の新陳代

謝の場合それができると思っている人が多すぎます。

そのような習慣を忘れてしまっている人は、ひょっと

すると大変なことが起こっているかもしれませんよ。

知の崩壊、徳の崩壊です。そうならないためにも、新

陳代謝の盛んな若いうちに食堂に行くだけでなく、意

識して図書館へも足を運び、知を育み、徳を育む習慣

をつけましょう。
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図書館では、利用者サービスの向上に努めるために、みなさんの利用状況について調査し、

より良い図書館運営を行うための参考としています。

以下、2008年度の利用統計の結果をご紹介すると共に、昨年度の図書館の活動状況や今後の

予定についてお知らせします。
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図－1：学部別貸出冊数 
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１．2008年度の図書館利用状況

2008年度の図書館利用状況は、

表１に示したように、入館者数、

貸出者数、貸出冊数が全体的に減

少傾向にあります。この背景とし

て、日々進化し続けるインターネ

ットや電子ジャーナル、外部デー

タベースの積極的な利用が挙げら

れます。一方、利用者の活字離れ

等も一因として考えられます。

また、図書館がMy Libraryや

OPAC（蔵書検索システム）等、

システムの向上に努めている結果、

利用者が図書館に足を運ぶことな

く、図書の予約や貸出更新、返却

期限日の確認ができることも、入館者数減少の背景として挙げられるでしょう。

さらに、学生のみならず、市民や卒業生の皆さんにもご利用いただいており、生涯学習の時

代にふさわしく、地域に開かれている図書館であることがわかります。

表１　入館者数等（学外利用者含む）

区　　　　　分 大宮本館 枚方分館 計

開 館 日 数
2008年度 286日 285日 ―

2007年度 274日 275日 ―

入 館 者 数
2008年度 168,544人 54,010人 222,554人

2007年度 196,364人 65,822人 262,186人

１日あたりの
平均入館者数

2008年度 589人 190人 779人

2007年度 717人 239人 956人

貸 出 者 数
2008年度 19,296人 5,430人 24,726人

2007年度 21,390人 5,747人 27,137人

貸 出 冊 数
2008年度 37,798冊 9,524冊 47,322冊

2007年度 42,139冊 9,982冊 52,121冊



学部・研究科別の貸出冊数等は、図－１、２のとおり、学部の貸出冊数は、減少傾向にあり

ます。原因は、学生の活字離れと共に、インターネットや電子ジャーナル等の情報資源の整備

が進み、図書館に足を運ぶことなく必要な情報を手に入れる環境が整ってきていることが原因

と考えられます。但し、１人あたりの貸出冊数は、減少傾向とはいえほぼ横ばいであり、極端

なインターネット環境への依存が進んだ、とまでは言えないのではないかと思われます。

２．2008年度の図書館活動について

枚方分館では、情報科学部開設時に設置された「AVパーク」が老朽化により使用困難とな

っていたため、DVD視聴が可能となるブースへと設備を一新しました。

学内での研究・学習活動の一助となるよう、電子ジャーナル、オンラインデータベースの拡

充にも取り組み、IEL Online（IEEEの電子ジャーナル）等を導入、その他、SCOPUSとWeb

of Scienceのトライアル等も実施しました。

図書館独自の文化的発信としては、学生の観点から工大を見つめた作品を募集した「工大ウ

ォッチング大賞」を開催。作品を展示、表彰することで学生に工大への関心を高めてもらいま

した。

大宮本館で「生きる」をテーマに展示会を開催、図書館文化講演会で講演して頂いた泉川博

之氏の作品や、前述の工大ウォッチング大賞応募作品等を展示しました。

３．2009年度の主な図書館活動の予定について

前年度に引続き、今年度も「ライブラリー・サポーター」（学生の図書館ボランティア）を募

集しています。図書室の書架の配列直し、図書館報「ぱぴろにくす」への寄稿、工大図書館に

ふさわしい図書の選書などを通して、積極的に図書館活動の企画・運営に参加してもらう予定

です。

さらに、前年とても好評だった「工大ウォッチング大賞」を今年も設け、学生の瑞々しい感

性で今の工大の姿を自由に表現してもらい、作品を募集・展示・表彰することで、工大への関

心を高めてほしいと願っています。

その他、本学卒業生の講演会、工大の歴史展、展示会、職場体験などを通して、図書館によ

る文化的・創造的な活動を実施する予定です。
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図－2：学部・研究科別1人あたりの貸出冊数 
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私の薦める一冊の本

『独立外交官
－国際政治の闇を知りつくした男の挑戦－』

カーン・ロス 著

英治出版，2009年2月（1700円＋税）

知的財産学部　　教授 岡田 三津子

弱い国にも強い国と同じように生きる権利はある。国連は、正義が交錯する場だと考

えられている。しかし、実際には大国の思惑によってあらゆることが進んでいく。その

ことに気付いたカーン・ロスは、弱小国のための国際的な話し合いの場を作ろうとして

いる。ロスは、英国外務省を辞め、外交コンサルティングの非営利組織インディペンデ

ント・ディプロマット（Indepenndent Diplomat）を立ち上げた時に、次のように考えた。

僕はものを考えるときの独立心と良心をだんだんと取り戻し、気持ちが晴れ晴れとし

ている。（『独立外交官』カーン・ロス著、英治出版、2009年２月、246頁）

元イギリス外務省の高級官僚であったロスは、国連安保理イギリス代表部において、

中東部門の専門家、一等書記官にまで出世する。そこで強国中心の外交への疑問と幻滅

を感じ、2004年にイギリス外務省を辞任した。本書では、独立外交官（Indepenndent

Diplomat）となった著者が、イギリス外務省時代から現在に至るまでの自らの思考法の

変化を振り返っている。先の一節は、「外交」を弱小国の立場から見直すようになった

後の心境を記したものである。「ものを考えるときの独立心と良心」という言葉は、そ

のまま「今のあなたには、それがありますか」という読者への問いかけでもある。ロス

はさらに言う。

まず、自分の使う言葉を問い直して、現実と対応しているかチェックする。（中略）

複雑な世界と正面から取り組むにはシンプルな言葉が要る。（同書、200頁）

「ものを考えるときの独立心と良心」という言葉は、「潔い志を
こころざし

持って生きる」とい

うシンプルなことばに言い換えることもできる。自分の頭で考えることの楽しさと難し

さとともに、強いものの中で葛藤して苦しむより、弱い立場の人々を支える立場を選ぶ

志の大切さをも教えてくれる本である。

（大宮本館所蔵「君に薦める一冊の本」コーナー

請求記号：319/R 資料ID：91090960 ）



－5－

ぱぴろにくすNo. 80 2009.7

５月14日（木）、15（金）の両日、大阪市立思斉特別支援学校中学部の生徒

２名が、大宮本館の職場体験学習に参加しました。

２人とも２日間にわたり、３階の第１図書室と第２図書室の配列直し（書架

の図書を並べ直す作業）や、返却された図書を請求記号通りに書架に戻す作業

を、時間の経つのも忘れて一生懸命に行いました。

２人とも一生懸命かつ楽しみながら、

仲良く協力して作業し、また休憩時間に

はいろいろな図書を熱心に読み、図書館

に親しんでいました。

そして、最後は生き生きと「来年も職

場体験学習に参加したい」、「将来は図書

館で働きたい」と言ってくれました。

職場体験学習－大宮本館－

２人にとって、今回の職場体験

学習は本当に良い思い出となった

ようです。

「1日目は本やDVDを運びま

した。重たかったけれども、

頑張りました。整理が上手に

できたと褒められました。嬉

しかったです。2日目は番号

順に、本やDVDを並べまし

た。アルファベットは難しか

ったです。」

「仕事中はしゃべらず、集中していまし

た。ぼくも本やDVDを並べました。真

面目で熱心だと、褒められました。ひ

らがなやカタカナ、アルファベット、

数字などたくさん見ないといけないし、

範囲も広いので、大変でした。でも、

とてもよい勉強になりました。」
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卒業生・市民など、利用

登録証をお持ちの方は、

赤いセンサーの走っている

ゲートの窪み部分にカード

をかざして下さい。

利用者のみなさんは既にご存じと

思いますが、2009年３月末、大宮本

館と枚方分館に入館ゲートが設置

され、４月１日（水）から稼働し

ました。

入館ゲートの稼働により、図書館

に入る時は身分証（学生証、職員証、

利用登録証）が必要となります。

設置の目的として、利用者の所属

を明確にし、利用時間帯や入館者数を

正確に把握することが挙げられます。

また、不審者の入館防止の効果も

期待されます。

学生の場合、学生証をゲート

上部の◎の部分に当てると、

ゲートが開きます。

【入館の仕方】
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６月16日（火）午後４時半から、図書館2階玄関ロビーにおいて「中川輝久文庫」の

贈呈式が行われました。

2004年３月に建築学科を卒業された中川輝久氏が、志半ばにして昨年逝去されたた

め、ご両親から「後輩の育成のために、息子がお世話になった母校に書籍を寄贈した

い」との申し出があり、建築関係の書籍を大学に寄贈してくださいました。

ご両親と建築学科の先生が相談し、選書された77冊の書籍は「中川輝久文庫」とし

て、図書館で所蔵することになりました。

贈呈式には、井上学長のご臨席のもと、まず、ご両親からの寄贈目録の贈呈、続い

て、図書館長・里村裕先生、建築学科長・吉村英祐先生、佐藤眞奈美先生、ならびに

ご両親から、それぞれ心温まるご挨拶がありました。

贈呈式終了後、３階の第１図書室に設けられた「中川輝久文庫」を見学し、最後に

記念撮影を行いました。

学生をはじめ、すべての利用者のみなさんには、ぜひ中川輝久文庫の77冊を活用し

ていただきたいと、心から願っています。

中川輝久文庫 
～卒業生からの贈りもの～
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常に成長！前進！広がる常翔教育！
大阪工業大学図書館報「ぱぴろにくす」 No.80（2009.7）

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番1号

TEL 06-6954-4108 FAX 06-6953-9499

http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/top＿main.html

'09工大ウォッチング大賞作品募集 
君の工大力を試してみないか!!
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AVコーナー 人気DVDランキング発表！
昨年9月のリニューアル以来ご好評頂いている

AVコーナー。講義の合間などで日々利用されて

います。

今回はその中から、今年度貸出回数の多いDVD

タイトルをランキングにしてみました。

ハードなアクションものの人気が高いようです。

見逃していたタイトルなど、この機会に探して

みてはいかがですか？

枚方分館

大阪工業大学図書館は、「工大」を表現した作品を募集しています。

★ 応募資格：本学の在学生であることです。
＊小説、エッセイ、絵画、漫画、音楽、写真、陶芸など、ジャンルや対象は問いません。

★ 締め切り：2009年10月24日（土）です。図書館カウンターへ提出して下さい。
☆☆詳しいことは図書館カウンター、学内の掲示、図書館ホームページでご確認ください。詳しい

昨年度の受賞作品は、図書館ホームページで公開されています。

http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/tosho/papiro/78P/78.pdf

問合せ先 大宮本館（8号館）3階カウンター　TEL：06-6954-4108 oit-lib2@ofc.oit.ac.jp

枚方分館（1号館）3階カウンター　TEL：072-866-5312 oit-lib7@ofc.oit.ac.jp

お知らせ お知らせ 
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