大阪工業大学図書館報

ＩＳＳＮ 0287-8194

№84

2011.1

調べる楽しさ
知的財産学部

教授

岡田

三津子

以下は、昭和５年（１９３０）生まれのある大
りであった。とりわけ思い出深いのは、１０月初
学教授の思い出話の再現である。
旬に病室を見舞った折の、「永禄十二年禁裏御能」
幼稚園の時になぁ、お遊戯で「チューリップ
の話である。
兵隊」というのをやらされたんや。頭にチュー
当たり前やと思っていたことでも改めて調べ
リップの飾りをつけて、紙で作った鉄砲をか
てみると、少しも明確にされていないことも
ついで「チューリップ兵隊、オイッチ、ニィ、
多いんや。だからなおさら面白い。これだけ
サン」と音楽に合わせて行進させられる。子
（永禄十二年禁裏御能の論文）は、完成させ
供心に恥ずかしくて、イヤでイヤでたまらん
たいねんけどなぁ。間に合うかなぁ、と思っ
かったなぁ。
ているうちに、夜中にふっとエェ題を思いつ
話し手は大学院時代の筆者の指導教官。これを聞
いたんや。「中世日本紀の輪郭」のように、
いたのは２０年以上昔のことであるが、今でもよ
自分でもそれなりに気に入った題もあるけ
く晴れた午後には、時折その時の情景を思い出す。
ど、これが今までで一番やと思うなぁ。取っ
研究室での話題の大半が学問に関わることであっ
たらアカンで。誰にも内緒やぞ。
たため、この軍国主義時代の幼稚園での行進のこ
そう言って楽しそうに論文の題を教えてくださっ
とは深く印象に残っているのだろう。
た。執筆予定の論文は、結局完成に至らないまま、
通説を鵜呑みにせず、一つ一つ丁寧に調べて疑
１２月２日未明に亡くなられた。その論題を披露
問を解きほぐす。その過程で思いもしなかった新
できるのは、師に至らぬ私としては遙か先のこと
しい展望が開ける。折々の先生の話には「調べる」 であろうか。
ことの楽しさが溢れていた。大学院時代に「調べ
最近、問題の童謡について「調べた」ところ、
る」基本姿勢を身につけることができたのは、そ
北原白秋作詞、中山晋平作曲「チユウリツプ兵隊」
ういった話から得るところが大きかったためであ （昭和２年〈１９２７〉）ということが判明した。
「先
ろう。
生、You Tubu で当時の音源から聴けますよ」と
平成２１年７月末、末期癌であることが判明し
報告できなかったことは心残りだが、「君は何を
てから旅立たれるまでの約４ヶ月間、時折先生を
調べてるんや」と苦笑いしておられる顔が目に浮
お訪ねした際の話題もいつも「学問」のことばか
かぶようである。
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2010
2010 年度
年度 工大ウォッチング大賞
工大ウォッチング大賞 決定！！
決定！！
「工大ウォッチング大賞」に今年も素晴しい作品の
応募がありました。どの作品も力作ぞろいで、書道・
陶芸・作曲・動画・絵画・写真とその表現方法も
多岐に渡り、豊かな感性で工大を表現した作品ばか
りでした。大宮本館では 10月31日～ 11月6 日に、枚
方分館では 11月24日～ 11月30 日に作品展を開催し
ました。期間中は多くの方が来館し、熱心に鑑賞されま
した。
表彰式は 12 月3日に大宮本館 2 階玄関ホールで開
催し、図書館運営委員会において厳正なる審査の結
果選ばれた7点の入選作品が発表されました。
これらの入選作品は、12 月15日～ 1月18日に淀ビ
スタ(6 号館 16 階 )で展示されました。

「工大の風景で正門をつくってみよう（写真）」
工学部建築学科 3 年次 永峰 頌子
工大の風景を使って正面のフォトモザイクを作る
ために、カメラを持って工大の中や周囲を歩き、写真
や動画を撮って画像を作成しました。主に動画から
画像を抽出し、1054 枚の画像を重複して並べている
のですが、正面の色の関係上、校舎の壁や階段の画
像が大半を占めています。なかなか形にならず、試行
錯誤の結果、補正が強くなったため、元の画像は認
識しづらいです。 2 ～ 3 ｍ離れて作品をみていただけ
ると、正門の形に見えやすいと思います。
私の中では工大のイメージとして正門が印象的
だったため、完成形を正門に決めたのですが、皆さん
は "工大”を思い浮かべたときに、どんな風景が浮か
んできますか？この作品が工大を思い浮かべるきっ
かけになるとうれしいです。
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優秀賞には次の 2 作品が選出されました。
「逍遥歌（書道）」

「大阪工業大学アニメーション（動画）」

情報科学部 情報ネットワーク学科 3 年次

工学部応用化学科 4 年次

上田

行田

泰士

一貴

「ただ作りたい物」ではなく「大阪工業大学
のために作りたい物」を意識して作りました。
今回は逍遥歌を仮名風に書いてみました。

「大学の思い出は、作品と一緒に置いて行く!!」

所々に風景を読み込んでいるので、白黒の作品

そんな気持ちで、取り組みました。

ですが、色彩を感じてください。

私の好きな大学をこの動画で表現しました。

佳作には次の 4 作品が選出されました。
「木を見て森を見る（モザイクアート）」
情報科学部情報システム学科 2 年次

振角 佳樹
遠くから眺めなければ、何が描かれているのかわからない。それは学校教育
も同じである。今や大学全入時代と言われ、我々の世代は幼少の頃から変わり
映えのしない無味乾燥な毎日を送っている。しかしそれは、振り返って見れば、
社会に出た時後悔しないための準備である。いつか一人一人の心に巨大な絵が
完成していることを願いこの作品を作成した。最低３ｍは離れて鑑賞してください。

「化学の文化（陶芸）」
工学部応用化学科 4 年次

高橋 正樹
私の学科、応用化学科の中で無機材料をあつかっています。その中で私は
酸化物を選択しているので、陶芸も同じ酸化物ということから、学科から工大を
表現してみました。

「淀川の自然（音楽）」

「ドーナツ状徳利（陶芸）」

工学部環境工学科 2 年次

工学部応用化学科 4 年次

林 賢明輝
淀川で感じた自然を

山下

吹奏楽のマーチにしまし

しつつ混ざり合って一つの

た。

輪になっている様子。
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図書館展示会を開催しました！
恒例の図書館展示会を、10 月 29 日～ 11 月 6 日
に大宮本館 4 階第 2 閲覧室で開催しました。展
示会では第 4 回工大ウォッチング大賞の応募作品
や本学出身芸術家の作品を展示し、同時に本学
設立以来の歴史について、パネルや映像を使って
紹介しました。
展示期間中の 10 月 31 日・11 月 1 日は城北祭が
開催されていたこともあり、工大生をはじめ、
OB・OG や近隣の小学生や家族連れなどたくさん
の方が来館され、熱心に鑑賞されていました。
アンケートでは、
「歴史がわかりやすくまとめら
れており、理解が深まった」
、
「毎年展示会に来て
鑑賞させてもらっています」などの感想が寄せ
られました。

職場体験学習レポート
【大 宮 本 館 ①】
5 月 20 日・21 日に大宮本館で職場体験を実施
し、大阪市立思斉特別支援学校の生徒 3 人が、
図書の配架（返却された本を書架へ戻す）
、配列
直しや資料の発送準備を体験しました。
生徒たちは一つ一つの仕事に一生懸命に取り
組んでいました。

3 人は、お互いに声をかけ合い作業の進捗を
確認しあって仕事を進めていました。
全プログラム終了後には「普段しない仕事が
できてよかった」
、
「仕事は楽しかった」とコメント
をいただきました。
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職場体験学習レポート
【大 宮 本 館 ②】

【枚 方 分 館】
11 月 9 日・10 日に枚方市立津田中学校の 2 年

11 月 17 日・18 日に大阪市立今市中学校の 2 年
生 4 人が、大宮本館で職場体験学習を行いました。

生 4 人が、枚方分館で職場体験学習を行いまし

貸出・返却や図書の装備、配架、配列直しなど

た。貸出・返却や図書の装備、配架、製本雑

の業務を体験しました。初めての作業にも躊躇せ

誌の配架、消耗雑誌の廃棄など、図書館の仕事

ず、生徒達は積極的に、熱心に仕事に取り組んで

をたくさん体験しました。

いました。

生徒達は、初めての体験で緊張しながらも
ハキハキと対応していました。学生たちも初々し
17日には本学学生のライブラリーサポーター2人

い姿の生徒達を微笑みながら待ってくれました。

が、生徒達に配列直しの方法やポイントを丁寧に

今回の職場体験学習が生徒達の人生のよい

教えてくれました。

経験になればと思います。

職場体験学習の生徒達の感想
・失敗をたくさんしてしまいました。本を並
べる仕事が大切だと思いました。
・カウンター対応は図書館の顔なので大切だ
と思いました。
・イメージと違って難しかった。装備も大切
な仕事だと思いました。
・重労働が多くて大変でした。でも、社会に
でるともっと大変なんだと思いました。
(原文引用)

職場体験学習の生徒達の感想
・思ったより仕事の種類が多かった。
・本がいっぱいあって理科の本の種類が多く
勉強になった。
・装備が難しかった。
・書庫へ本を戻すのが重労働だった。
・貸出の仕事が緊張した。
(原文引用)

－5－

ぱぴろにくす No.84

2011.1

工学部空間デザイン学科
准教授 山形 一彰

『清兵衛と瓢簞・網走まで』
志賀直哉 著
新潮社 1999 年 9 月（改版）

志賀直哉の短編集である。書名に使われてい

志賀直哉と芥川龍之介が私の読書の原点で

る「清兵衛と瓢箪」を紹介したい。
「これは清兵

ある。ここから多くのものを得たと思う。一つを

衛と云う子供と瓢箪との話である。
」という書き

挙げれば、さまざまな場面における人間の心の動

出しで始まる、僅か７ページの短編小説である。

きについて学んだ。人間に対する時に、相手の心

清兵衛は瓢箪に凝っていて、自分で作ったり、

の動きを捉えることが重要なケースは多々ある。

町中の瓢箪を見て回ったりしている。周りの凡庸

優しい人は、傷ついている人の悲しい気持ちを自

な大人達は、全く分からないのであるが、清兵衛

分の事のように捉えられる人であろう。

には、本当に美しい瓢箪は、どのような瓢箪かが

読書は、感動が無ければ長続きしない。読書の

分かっている。ある日、道ばたの出店で良い瓢箪

習慣が無い人に、そのきっかけを作る一冊であれ

を見つけて買う。この瓢箪をこっそりと授業時間

ばと思う。

中に磨いているところを教員に見つかって取り上
げられてしまう。

〔大宮本館〕
資料ＩＤ：91102262

志賀直哉の文章は、簡潔で美しい。こころの動
きを適切に捉え、その中に読者をいざなう。短い
小説ではあるが、味わい深い。
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～図書館所蔵の就活関係図書のご紹介～

図書館では皆さんの就職活動を支援するた
め、大宮本館に｢資格試験コーナー｣、枚方分
館に｢就職資格コーナー｣を設け、就職活動に
役立つ図書を多数取り揃えています。
このコーナーでは「就職ガイド」
「自己分析・
履歴書」
「面接」
「小論文・一般常識」
「ビジ

【大宮本館 3 階図書室 資格試験コーナー MAP】

ネス基礎・マナー」
「職種分析」
「業界分析」
の各分野に分けて並べています。また、公務
員志望者向けの図書もあり、
「公務員ガイド」
「論文・面接」
「公務員試験対策」
「教員試験」
「その他」の各分野に分けて並べているので、
自分の用途にあった図書を探しやすいと好評
です。
今回は、この「就職ガイド」と「公務員ガ
イド」の中から、4 冊の図書を紹介します。

【枚方分館 3 階図書室 就職資格コーナー MAP】

■『就職の赤本』

■
『ホンネの女子就活』

100 万人の先輩が、この「就

先輩の実体験を徹底調査し

職の赤本」から就職活動を始

て、「ヘア & メイク & 身だし

めた！就職活動の基本の基本

なみ」「敬語、電話 & メール

を徹底解説。

のマナー」など、女子就活の

請求記号：377.9∥S∥2012

基本をホンネで解説。

資料 ID：91100989

請求記号：377.9∥J∥2012
資料 ID：91100519

■
『内定者はこう選んだ！業
界選び・仕事選び・自己
分析・自己 PR』

■
『資格・検定・公務員
受験案内』

業界研究・仕事研究で仕事の

試験情報を掲載。848 資格

全体像がつかめる。自己分析で

をわかりやすく 12 分野に分

自分の長所を発見し、自分を最

類。「大学 & 短大で取得で

大限にアピールし、自己 PR・志

きる資格」一覧つき。

望動機が作れる。

請求記号：366.29∥S∥2012

請求記号：377.9∥S∥2012

資料 ID：91101002

国家・地方公務員の最新

資料 ID：91100598
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古書に学ぶ①～記念図書のご紹介～
■アンドレア・パッラディオ著 『Iqvattro libri dell’
architettura』『建築四書』、1570 年、ヴェニス )

1980 年 9 月大阪工業大学の単独図書館の竣工
を記念して、建築史関係の図書を整備したものを、
「記念図書」として大宮本館に所蔵しています。
今回は、記念図書の中で最も古いアンドレア・
パッラディオの著書を紹介します。

実作に加え、この『建築四書』により、世界各
地の建築様式に永続的な影響を与えたと言われて
います。この図書は現在、大宮本館２階学術雑
誌室にて展示しています。歴史的にも大変貴重な
図書ですので、ぜひご覧ください。
また、4 冊の記念図書（貴重書）をデジタル化し、
図書館 HP上でも公開しています。
http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/tosho
/kinen/index.html

▲アンドレア・パッラディオ『建築四書』

アンドレア・パッラディオ（Andrea Palladio
1508－1580）著 の『Iqvattro libri dell’
architettura』は、日本では『建築四書』の名で
知られる名著です。パッラディオは、ルネサンス
末期の最も優れた建築家として知られ、ヴェニスを
中心とする北イタリアで活躍しました。彼の建築

▲記念図書展示コーナー（大宮本館 2 階学術雑誌室）

図書館クイックガイドを作成しました！
図書館の利用場面ごとに解説した「図書館クイックガイド」を
作成しました。11 月１日に１号を発行し、図書館内に置いています。
このクイックガイドには閲覧編と相互利用編の２種があり、それぞ
れの利用方法について記入例を盛り込み、わかりやすく簡潔にま
とめています。今後もさまざまな場面を想定し、継続的に作成す
る予定です。
学習や研究を進める上で、知っていると便利なことをたくさん記
載しているので、ぜひ活用して下さい。
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