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図書館画廊Lib－写真企画展－

学園創立９０周年記念－図書館企画展－

　図書館では自校史展示を開催しています

■常翔学園　歴史散歩１
「技術者育成のみち～社会の要請に応えた技術者の育成を
目指して～」（８号館２階 廊下）

■図書館企画展「大阪工業大学 創立９０年の歴史展」（８号館２階 玄関ホール）

　昨年度から募集をしていた「図書館4階閲覧室レイアウト案」の入選作

品が決定し、２０１３年４月１２日に表彰式が行われました。

　優秀賞には、建築学科3年の佐野弘豊さんの「ミーティングスタイル」

が選ばれました。「自分達にあったようにセッティングしてミーティングす

る“自由形ミーティングスペース”」というコンセプトで、このレイアウトを

提案されました。優秀賞の他、３作品が佳作に選ばれました。

▲設立者・校主 本庄京三郎▲写真企画展

　図書館では、２階廊下を「図書館画廊Lib」として活用してい

ます。「Lib」は「Library（図書館）」「Liberal（寛大な、自由な、

教養的な）」の意味が込められており、写真研究部や美術部な

ど、学生のみなさんの作品をはじめとしてこの画廊にふさわし

い数々の作品を展示しています。

　現在、写真企画展「常翔学園 歴史散歩1 技術者育成のみち～

社会の要請に応えた技術者の育成を目指して～」（協力：学園本

部渉外課）を開催中です。第1回（５月１３日～８月３０日）は、学

園創設から昭和戦時体制下までの歩みを写真等で振り返り、先

人の「伝えたい心」「学びたい心」が社会に大きく貢献していっ

た様子を伝えています。第２回は９月からの予定です。

　昨年度の城北祭（10月26日～28日）では、学園創立90

周年を迎えたことを記念して「自校史」をテーマとして、

図書館企画展「大阪工業大学創立90年の歴史展」を行い

ました。在校生や卒業生をはじめ、近隣住民の方々など多

くの来館者が訪れ、大変好評を得ました。

　中でも、図書館所蔵コレクション展示「玉置文庫で顧み

る創立当時」では、関東大震災関連の貴重な図書を展示し、

「歴史的な図書を直接見られてよかった」等の感想が寄せ

られました。また、Chast 1階ライブラリーラウンジでは、工

大の歴史映像の上映や歴史パネル展示を行いました。

　大宮本館では、昨年度、学園創立９０周年

を迎えたことから、城北祭期間中に開催した

図書館企画展において、９０年の歴史を振り

返りました。今年度は「自校史」をテーマとし

て、５月より写真企画展を開催しています。

　また、６月には４階閲覧室のリニューアル

オープンを記念して「Library Cafe」という新

感覚イベントを実施しました。Chast 1階ライ

ブラリーラウンジにおける展示活動も、継続

して行っています！

　枚方分館では、多目的スペース「AIR」が

オープンし、学生団体の実践的な研究活動を

支援しています。また、Chast 2階のLLCでお

なじみの「Consultation Room」を実施し、学

生の英語学習をサポートしています。

▲聞き読み体験「ライオンキング」

◀コーヒーを楽しむ学生 多読学習コーナー▶

◀前列左から
　滝元さん、

　佐野さん、

　小倉さん。

　後列左から

　原田さん、

　佐藤さん、

　吉村さん、

　深山図書館長。

16:00～　オープニングセレモニー

　4階閲覧室のリニューアルを記念して、2013年6月4日

16:00～17:30にコーヒーを飲みながら自由に本を読む

「Library Cafe」を開催しました。

　まず、深山図書館長からの挨拶でイベントが幕を開けま

した。「自由な雰囲気を楽しんでください」という言葉で、

会場の雰囲気が和らぎました。

　続いて、4階閲覧室のレイアウト優秀賞受賞者の建築学

科3年の佐野弘豊さんが紹介されました。レイアウト案のコ

ンセプト等の説明が、優秀賞を受賞した佐野さん自身の口

から語られ、新しい空間の誕生に期待が高まりました。

　図書館のマナー向上をアピールするための新キャラク

ターの発表と愛称募集も同時に行われました。

17:00～　多読コーナー案内と
　　　　　 聞き読み体験「ライオンキング」

　村尾先生(工学部総合人間学系教室)によるライオンキン

グの絵本を使った「多読コーナー案内と聞き読み体験」が

催されました。

　その他、会場には図書館や多読ラリーを紹介するブース

をはじめ、ライブラリーサポーターや城北水辺クラブによ

る展示、学生企業SHOWによる炭の販売、E.S.S.の学生ら

によるTOEIC相談会も行われました。

　学生・教職員の皆さんからは「新感覚でよかった」「ま

た開催して欲しい」等の感想が寄せられ、大好評でした。

16:30～　学生によるミニ講義
　ライブラリーサポーターの福井千晶さん（電子情報通信

工学科3年）と安藤卓哉さん（機械工学科1年）による楽し

いミニ講義が行われました。

　また、E.S.S.の西村知浩さん（建築学科4年）は、自身の

留学経験から英語学習の楽しさについて発表しました。

■4階閲覧室のレイアウトを変更！新しい空間として生まれ変わりました！

「Library Cafe」を開催しました！

優秀賞

佳　作

名　前

佐野　弘豊

小倉　美樹

滝元　嘉浩

佐藤　亮太

原田　翔平

吉村　晃人

所　属

建築学科　３年

建築学科　３年

建築学科　３年

建築学科　３年

コンセプト

ミーティングスタイル

視界を外した世界

開放感のある空間

space activation

４階閲覧室レイアウト受賞者一覧
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大宮本館の館内紹介！

▲空間デザイン学科の展示準備の
　様子

▲展示された作品と空間デザイン学科の皆さん

▲
ピラミッド型展示書架
▼

▲写真研究部の作品展示

▲ブロック型展示書架

▲ガラス面展示書架

▲写真研究部の展示準備の様子

Erik Fritz先生▶

　2012年9月、家具製作プロジェクト（建築学科学生）により製作された展示用家具を

Chast 1階ライブラリーラウンジに設置しました。以来、多くの団体による展示活動が行われ

ています。

　2013年1月30日～4月29日には、空間デザイン学科3年ヴィジュアルデザインコースの学生

による「SHOW CASE SHOW 2012－エディトリアル・デザインの試み－」を開催し、様々な出

版物のデザインが並びました。

　5月17日～6月30日には、文化会写真研究部による作品展示「Nature－自然テーマ－」が開

催され、部員がそれぞれに感じた「自然」を写し出していました。

　図書館では展示希望団体を随時募集していますので、お気軽にお問い合わせください。

■Chast展示（Chast1階 ライブラリーラウンジ） 　枚方分館入口横に多目的スペース「AIR」(Activity Incubation Room)が

できました。

　ホワイトボード等を設置し、学生グループが実践的に学習・研究活動

できるようサポートしています。

　大宮キャンパス Chast 2階 LLCでおなじみの

「Consultation Room」を、毎週木曜日、AIR にて実施

しています。英語が話せなくても大丈夫！簡単な

英語から勉強することができます。あなたも Erik

と一緒に頑張りませんか？　

【AIRの利用について】
　・利用には予約が必要（受付はカウン
　　ター）。
　・グループでのディスカッションやプ
　　レゼンテーション、レクチャー等の
　　活動を利用目的とする。
　・館長の許可を受けた団体にはiPad、
　　ノートパソコン、プロジェクターの貸
　　出あり。

　枚方分館では、図書館入館ゲートを入ってす

ぐの場所に特集展示コーナーを設置しています。

ふらりと立ち寄る利用者も多く、図書を紹介して

いるポップや展示図書を実際に目にすることで

興味を持ち、その場で借りていく学生もいます。

　このコーナーでは「学生生活に役立つ図書」

を紹介するという主旨のもと、毎回テーマを決

め、定期的に展示をしています。　

　現在は「スマートフォンアプリをつくってみよ

う!」というテーマで、AndroidやiOS等の関連図

書を中心に取り揃えて展示しています。もちろ

ん、特集展示コーナーの図書は貸出可能です。

　ここにある図書を読んで、スマートフォンアプ

リを作ってみませんか？

■AIRを利用してグループで研究活動しませんか？

　3階図書室内には、特集展示コーナーが3ヵ所あります。従

来の「ガラス面の展示書架」（第2図書室・写真右下）に加

え、2013年3月には、「ピラミッド型展示書架」（第1図書室・

写真左）と「ブロック型展示書架」（第2図書室・写真右上）

が増設され、特集展示コーナーがさらに充実しました。

　それぞれ時節に合わせて、学生の興味・関心の高いテーマ

を選び、特集を組んで定期的に展示をしています。また、図

書館施設の利用促進を目的とした情報発信の場としても活

用しています。

　いずれもすべて貸出可能ですので、図書館にお立ち寄りの

際は、ぜひご利用ください。

　2013年4月15日、テレビ番組の収録のため吉本興業のお笑い

芸人「ジャルジャル」の後藤淳平さんと福徳秀介さんが大宮本館

に来館し、第2図書室の参考図書コーナーにてコントの撮影が進

められました。

　この撮影の模様は、5月3日に関西テレビ放送の深夜番組

「ジャルやるっ！」にて放送されました。

■特集展示コーナー（8号館3階 第1・2図書室）

テレビ番組のロケが行われました！

工学部総合人間学系教室　

　　　准教授　内田　浩明

　この依頼を受けたとき、最初は自分が大学生の頃に
感銘を受けた小説やエッセイの中から1冊を紹介しよ
うと考えていた。しかし、多いときには月に10冊近
く読んでいた時期もあり、1冊となるとむずかしい。
そこで、今回は最近読んだ本の中から大阪工業大学の
学生にとってぜひ読んでほしい1冊を紹介することに
する。
　お薦めは酒井邦嘉著『科学者という仕事』である。
タイトルから著者の大学での仕事ぶりや研究内容（著
者の専門は脳生理学・脳言語学で東京大学教授）を書

いた本だと思うかもしれない。私も実際に手に取るま
ではそう考えていた。だが、本書で述べられているの
は著者の科学観と研究・教育観である。このように書
くと堅苦しそうと敬遠されるかもしれない。しかし各
章冒頭と本文でも科学や文化に寄与した人物のエピ
ソードや言葉が織り交ぜられ読みやすく、内容も面白
い。もちろんためになる。
　例えば、「ニュートンを含めて、どんな科学者もス
タートが学生であることに変わりはない」（48頁）と
述べたうえで、著者が強調するのは「基礎学力」の修
得と「方法や考え方を含めて、〔先人を〕「模倣」する
こと」の大切さである。指導教員や先輩を参考に研究
を進めるのは、どの分野にも言えることである。しか
し、それと同時に「創造のための模倣を続ける限り、
科学者は学問の前では永遠に学生である」（49頁）と
言い、夏目漱石の「自己本位」を援用しながら「個に
徹する」ことの必要性も説いている（76頁）。他者の
批判に謙虚に耳を傾けることは必要だが、自分の信念
を貫き通さなければ研究者はつとまらない。
　ほかにも「どうしたら研究者になれるか」、「科学
研究の発表」のポイントやコツ、「適切な引用」の仕
方などの具体的なノウハウ、さらには「研究の倫理」
や「科学者の社会的貢献」まで述べられている。進路
に迷っている人、研究の仕方が分からない人、研究
者・技術者を本気で目指している人、どの学生にとっ
てもお薦めの1冊である。

『科学者という仕事』
酒井　邦嘉 著
中央公論新社  2006 年

配置場所：工大君に薦める
請求記号：402/S
資料 ID：91060769（大宮本館）
資料 ID：98130465（枚方分館）

AIRでは
「Consultation Room」

を実施中です！

　ここに通うようになってから、自発的に「次は何を話そうかな」と

考えるようになりました。また、事前に単語や表現を予習したり、日

常生活にも英語を取り入れるようになり、「英語を話す」ことがとて

も身近になりました！　　情報科学専攻 博士前期課程2年　鍛治屋　里紗

Consultation Room利用者にインタビュー！

・・・・・・・
・・・・・・
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図書館ポータルサイトを活用しましょう！
　オンライン上で、図書の予約・貸出期間の延長等の図書館

サービスを利用できる大変便利なサイトです。詳しくは図書館

HP、またはクイックガイド～閲覧編②～をご確認ください。

http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/tosho/quick/index.html

楽しみながら英語力をＵＰ！
　枚方分館の「多読コーナー」には、

PENGUIN READERSやMACMILLAN 

READERSのシリーズをはじめ、英語に親

しみやすい英訳の漫画等も取り揃えてい

ます。PENGUIN READERSはEasystarts

からLevel 6、MACMILLAN READERSは

StarterからUpperまで、それぞれレベル

別に刊行されているため、多読学習初心

者でも、自分のレベルに合わせて学習す

ることができます。

　図書はすべて貸出可能ですので、ぜひ

一度、手に取ってご覧ください。

貸出ランキングコーナーができました！
　枚方分館において、貸出数の多い図書

を、ランキング形式にして紹介するコーナー

が新しくできました。

　３ヶ月毎にランキングの更新を行います。

話題の著者の小説はもちろん、就職・資格

や情報系の図書が上位にランクインしていますので、何を借りよ

うか迷ったときは、このコーナーをご覧ください！

「図書館クイックガイド」「使え
るリスト」が新しくなりました！
　図書館クイックガイドが新しくなりまし

た。また、「英語で論文リスト５０冊」と

「英語でプレゼンリスト５０冊」も発行し

ました。

　図書館の各フロアーに置いていますの

で、ぜひ学習や研究にご利用ください！

購入希望図書の受取方法の変更について
　「希望図書購入申込書」の様式変更に伴い、受取方法を一

部変更しました。また、図書館３階の希望図書新着紹介ボード

に購入可否の結果が掲示されるようになりました。詳しくは、

メインカウンターまでお問い合わせください。

読書ラリーにチャレンジしよう！
　大宮本館・枚方分館では、今年度
も読書ラリーを実施します。読書ラ
リー対象図書を7冊読み、読後に紹介
文を提出するとゴールです。ゴールし
た方には、図書館からプレゼントを贈
呈します！
　工大の学部生（工学部・知的財産
学部・情報科学部）なら、どなたでも
参加可能ですので、ぜひチャレンジし
てみましょう！

卒業生・近隣住民の利用方法の変更について
　利用登録をされている卒業生の方は、有効期限が５年間に

なり、更新手続きが必要となります。近隣住民の方は、１年毎

の更新手続きの際、証明写真が２枚必要になります。詳しく

は図書館HP、またはメインカウンターまでお問い合わせくだ

さい。

図書館オリジナルしおりを配布中です！
　学生サポーター作成のお洒落なしおりや、特集展示コー

ナーのテーマに合わせたしおりを配布しています。オリジナ

ルのしおりを使って学習や読書を楽しんでください。

　閲覧担当は、メインカウンターにて図書の貸出・返却や各種

受付、ライブラリーツアー、特集展示等を担当しています。

　６月から図書室では新しく３つの特集展示が始まりました。

デザインをテーマとした特集展示「デザインをみる」では、広

告・建築等、多方面からデザイン関連の図書を集めて展示して

います。日本の伝統芸能をテーマとした特集展示「日本の伝統と

文化について知ろう」では、現代の私達にもわかりやすく解説し

た図書を選んで展示しています。また、英語のプレゼンや論文

等に役立つ図書を集めた特集展示「英語でスキルアップ！」も実

施中です。皆様の学習や研究に役立てて頂けたら嬉しいです。

大阪工業大学図書館報 「ぱぴろにくす」
 No.92（2013.7）

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/index.html

大宮本館スタッフ紹介♪

大宮本館 閲覧担当

石井　 莉乃（写真左）

一瀬 久美子（写真中）

胡内　 友希（写真右）
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図書館からのお知らせ
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