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−利用状況と活動予定−
表1

入館者数等（学外利用者含む）
区

開館日数

入館者数

1日あたりの
平均入館者数

貸出者数

貸出冊数

分

大宮本館

枚方分館

合

計

2013年度

294日

293日

―

2012年度

286日

285日

―

2011年度

286日

285日

―

2013年度

126,536人

42,428人

168,964人

2012年度

126,373人

49,049人

175,422人

2011年度

117,404人

49,585人

166,989人

2013年度

430人

145人

575人

2012年度

442人

172人

614人

2011年度

411人

174人

585人

2013年度

19,293人

4,776人

24,069人

2012年度

19,185人

4,846人

24,031人

2011年度

19,085人

4,885人

23,970人

2013年度

56,907冊

8,224冊

65,131冊

2012年度

41,064冊

8,305冊

49,369冊

2011年度

37,352冊

8,363冊

45,715冊

■2014 年度
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2012年度より8日間増えました。
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大宮本館については、貸出者数・貸出冊数共に増えていま
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す。多読ラリーの実施に加え、英語の多読学習の授業や教員
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との連携により、例年以上に多くの学生が多読図書に興味
を持ったことが要因の１つと考えられます。貸出ランキング
上位には多読図書の他、建築系図書等の専門的な図書が名
を連ねています。
枚方分館は情報科学部という特性から、パソコンやプログ
ラミング関係の専門図書の貸出が多く、特にITパスポートや
基本情報技術者試験等の就職・資格図書が人気です。また、
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がんばろうら十津川郷

特集コーナーの図書も学生の目に触れる機会が多いため、頻
繁に貸出されています。

環境工学科

皆川

准教授

（体育会剣道部顧問）

図書館活動予定

注目 !

2013年度は「PBL支援」
「自立学習支援」
「各種イベント

ロボット進化展

り、踏み固めてと、人手により古道が蘇る。急な道もあり

約1/5の面積を占める日本一大きな村である。村の中心

決して楽な作業ではないが、約2時間の作業に汗を流し

部を十津川が南北に流れ、多くの自然に恵まれる村に

た。本学課外活動団体のボランティア・Linkも昨年11月

は、2004年に世界遺産（文化遺産）に登録された『紀伊

に現地を訪れ、道普請に携わった。また、本年の5月には

山地の霊場と参詣道』の熊野古道小辺路と大峯奥駈道

都市デザイン工学科の新入生オリエンテーションが村で

もある。世界遺産としても有名なこの村を、2011年9月

開催され、道普請も行った。さらには、学生課でも再度

ます。ロボットの歴史を遡るパネル展示や本物のロ

の台風12号が襲った紀伊半島大水害は記憶に新しい。

訪問の予定があるなど、村との交流は深まりつつある。

この台風は村に1,358mmもの豪雨をもたらし、死者7

先日、ベストセラー『国家の品格』の著者である藤原

企画が盛りだくさんです！

名、行方不明者6名など、多くの被害を与えた。その村の

正彦先生のご講演を聴講する機会を得た。講演で藤原

現在村長として陣頭指揮を執るのが、本学OB（工業経

先生は、日本人の素晴らしさを「惻隠」の言葉で示し、先

営学科S44年卒）の更谷慈禧先輩である。

の東北大震災を例に挙げ、多くの方々が現地のことを悲

授業と連携した新制ラーニング・コモンズの立ち上げを契機

−あなたのとなりにもロボットが!?−

として『発信型図書館』
『長時間滞在型図書館』の更なる充
実を図ります。
現在、
「PBL紹介展示」
「学園祭のロボット企画展（右記参

10月24〜26日の城北祭期間中、図書館大宮本館

照）」
「るがくサロン新設」
「月1図書館コンサート」の各種プ

2階玄関ホールにおいて、図書館企画展「ロボット進

ロジェクトを発足させ、さまざまなイベントを企画・進行中

化展―あなたのとなりにもロボットが!?−」を開催し

です。大宮本館では「マシュマロ・チャレンジ」
「ウィンドアン
サンブルの演奏」、枚方分館では「ジャグリング」
「タイにつ

ボットに触れることができる体験コーナー等、楽しい

いて学ぼう（留学生による自国紹介）」を開催しました。

現在、ロボット工学科・空間デザイン学科の有志の

さらに、図書館活動可視化のためのブログ開設やAV室の

学生の皆さんと協力して、企画を進行中です！お楽し

レイアウト刷新を行う予定です。また、iPad等の学習支援ツー

みに！

ルの貸出や各種講座、工大記念図書展示、ライブラリーサ
ポーターによる各種イベントも引き続き行っていきます。

常翔歴史館OPEN！
5月27日、学園関係史料を展示・保管する「常翔歴史館」
がOPENしました。本学園淵源の関西工学専修学校の初代
校長であった片岡安の著書『現代都市之研究』
（建築工芸協
会、1916年）を図書館から寄贈し、現在展示されています。
ぜひ一度ご覧ください。

▲「ロボット進化展」会議の様子

大阪工業大学図書館報「ぱぴろにくす」

No.95（2014.7）
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 FAX 06-6953-9499
http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/index.html

▲常翔歴史館
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健多郎

十津川村は奈良県の最南部に位置し、奈良県全体の

開催」に重点を置いて活動してきました。2014年度は、正課

▲常翔歴史館に展示中の寄贈図書

目

そくいん

更谷村長は、学生時代に体育会剣道部に在籍されて

しみ、そして支援に参加した状況について、
「日本にはそ

いたことから、体育会剣道部では災害当時より十津川村

の心がまだまだあり、海外から称賛された」と話され

への支援を計画していたが、なかなか実現しなかった。

た。近畿地方でも、大災害により多くの支援を必要とし

そのような中、2013年6月29日、30日の1泊2日にて「十

ている地域がある。十津川村もその1つである。決して十

津川村を応援する会」と称し、現役・OBら総勢39名で

分なことができたわけではないが、このようなことに取

村を訪ねた。大阪を発ち、奈良に入り国道168号線を南

り組もうとする気持ちは日本人としての心だと思う。村

下すると景色は一変、深層崩壊した土砂崩れの現場が

のホームページには、更谷村長の言葉として「がんばろう

各所に現れた。ガードレールが垂れ下がった道路、大量

ら十津川郷」とのメッセージがある。逆に励まされてい

の土砂が流れ込んだ川、そして折立橋は流され仮橋が架

る、そのような気がするのは私だけではないのではない

かっていた。すでに災害から1年半以上が経過していた

かと思う。

がその現状は生々しく、自然の力を思い知らされた。

なお、本学図書館には、世界遺産の熊野古道、十津川

1泊2日の現地滞在中、現地の剣士との稽古会を実施

村、そしてボランティアに関する蔵書も多数ある。ぜひと

したが、2日目にはボランティア活動として道普請に参加

もご一読いただきたい。西村京太郎氏の十津川警部シ

した。更谷村長にも同行いただき、村役場の方々の支援

リーズもこの村に由来するとのこと。このような文献か

をいただき古道の修繕を行った。枯れ葉を払い、砂を盛

ら入るのもよいかもしれない。

みち ぶ しん
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十津川村特集!!

奈良県十津川村は、2011年の台風12号がもたらした集中豪雨
により甚大な被害を受けました。そこで、本学の課外活動団体で
ある「ボランティア・Link」が中心となり、2013年11月16〜17日
みち ぶ しん
（※）を実施し、生活道でもある山道の
の2日間にわたり「道普請」
修復作業を行いました。
今回は道普請に参加した学生に「大学と地域連携」の観点から
お話を聞きしました。
（※）
道普請…道路を直したり、建設したりすること。

青木：日本で有数の長さを誇る谷瀬の吊り橋や世界遺産（熊
野参詣道）に登録された「道」もありました。

Q．十津川村と関わりを持ったことで、地域に対する意
識の変化はありましたか？

稲森：行く前は住民の皆さんが悲観的になっているかと思っ
ていましたが、旅館で地元の方に「こんなことがあった

けど、これも人生だ。君達が来てくれると嬉しいから、
また機会があったら来てください」と言われ、現状が悪

くても自分の生活を自分なりに生きておられるのだと

感じました。また、人の優しさに触れると温かいなぁ

と。

竹中：十津川村と聞くたびに「何かあったのかな」と、気に

▲図書館（8号館4階）ラーニング・コモンズにて

かけるようになりました。一度関わりを持つとその土地

（左）
ロボット工学科

3 年生

稲森

智史さん

に対して関心を持つようになりました。旅行も含めて、

（右）
知的財産学科

3 年生

竹中

洋輔さん

Q．道普請に参加したことで、大学生活の中で何か活か
されたことはありますか？

（中）
知的財産学科

3 年生

青木

ボランティアでもまた何回も訪れたいと思います。

友飛さん

青木：知らない人と出会うということが楽しくなりました。

Q．道普請に参加しようと思ったきっかけは？

この活動がきっかけとなり、春休みには一人でベトナム

稲森：十津川村の災害情報を聞くだけでは実感が湧かな

のホーチミンに旅行して、現地の人と話したりしまし

かったので、奈良県出身ということもあり参加しまし

た。

た。

竹中：東日本大震災の被災地はボランティアが集中していま

竹中：座学だけではなく、体を動かして実際に自分がやって

れず「忘れ去られた被災地」のように感じたので、自分

ました。また困っている人を助けたり、人が笑顔になる

すが、十津川村は現地の求める支援等の状況が報道さ
が行って役に立ちたいと思い参加しました。

十津川村 更谷村長の声
大阪工業大学の道普請ボランティア活動に感謝
大阪工業大学の皆様には、昨年 6月から十津川村で道普請ボランティア活動を行っ
ていただき、心より感謝申し上げます。本村は平成 23 年の紀伊半島大水害からの復
旧・復興を目的に、被害を受けた「熊野参詣道小辺路」を中心に、古道の道普請をボ
ランティアの方々と行ってまいりました。お蔭様で、小辺路は多くの登山客の方々に歩
いていただけるようになりました。大阪工業大学の皆様には、新たな観光資源の開発
を目的に、村内古道の道普請を行っていただき、道普請後の古道はトレイルランニン
グ（山岳マラソン）のコースとして試走会を開催できるまでになりました。皆様のご協
力のおかげで全長16km のコースの整備が完了いたしましたこと、非常に有難く思っ
ています。
今年は都市デザイン工学科の新入生オリエンテーションの受入れをさせていただ
き、村に多くの学生の皆様が訪れていただいたことを嬉しく思います。
本村としましても、学生の皆様からお力を借りるだけでなく、村の自然の美しさや、
厳しい自然の中で暮らしていく智恵や逞しさ、他人を思いやる心といった、先人から
受け継いできた村の財産や、村民の気質、気概を感じていただけたらと思っています。
今後も、大阪工業大学と十津川村がお互いに協力し、ともに発展へと向けて交流
を続けて行けますようご支援ご協力を賜りますようお願いいたします。

十津川村
関連図書

先生（環境工学科）をはじめ教員・職員の方々から

ような場所にいられる職業も、将来の選択肢の一つと

ださい！

色々な話をして

Q．現地で行った活動や現地の状況を教えてください。

9月末まで展示予定ですので、ぜひ皆さんご覧く

後、バスで移動し、途中からは徒歩で山道を進みまし

とが できまし

参加者ががれきでケガを負わないよう「道を広げて整

ンティア教育研

枝を除去しました。

にこの経験を伝

究会）の後輩達

える」という目的で、山道に溜まっている土砂や草木・
竹中：除去した土砂はすぐ横の傾斜のきつい崖下へ落とし、

えたところ、

業を進めました。山道は勾配がきつく、人がすれ違うの

興味を持っても

寄贈図書紹介

※十津川村への取り組みについて理事長表彰を受け、その副賞にて購入・寄贈していただきました。

『十津川村

ウエスト・パブリッシング 編
山と渓谷社 2008年

た。部活（ボラ

た。今回の作業は、1ヵ月後に行われるマラソン大会の

▲特集展示「十津川の古道をゆく」

『熊野古道を歩く旅』

視野を広げるこ

稲森：役場で被害状況や作業内容についての説明を受けた

昭和22年十津川生まれ。昭和44年
本学
（工業経営学科）
卒業。
平成5年十津川村助役、平成13年
4月十津川村長に初当選し、平成
25年4月の選挙で4期目当選。

を題材とした文学作品を読んでみませんか？皆川
寄贈していただいた図書も展示中です。

いたら関わることのないような先輩と同じ部屋になり、

ので、これを機に参加しようと思いました。

更谷 慈禧 村長

大宮本館では、
十津川村関連図書を展示中です。

きた物事が目に見える形になるという達成感を得られ

稲森：人との出会いがありました。普通に学生生活を送って

くに行って困っている人を助けるという経験がなかった

十津川村

この機会に十津川村の歴史や自然の本、十津川村

して増えました。

青木：地域清掃等の身近な活動はしていましたが、実際に遠

2014.7

天誅殺人事件』

西村 京太郎 著
小学館 2006年

配置場所：工大一般図書（大宮本館）
請求記号：291.66 || U
資 料 I D：91140811

配置場所：工大一般図書（大宮本館）
請求記号：913.6 || N
資 料 I D：91140809

行ってみたいと

場所によっては現地の方に即席の橋を架けてもらい作

が困難な場所もありました。

らえたので、上

り、災害が残した傷は大きかったのだと感じました。

せたのかなぁと

『熊野古道−小辺路紀行−』
川端 守 著
風媒社 2010年

手くたすきを渡

青木：道が崩落して完全に復旧するまでは通れない所もあ

『四季十津川
−紀伊山地十津川村の自然』
早津 忠保 写真
光村推古書院 2004年

思います。

稲森：復旧工事で道路が狭くなっていて、車の対向が困難な

所もありました。また、十津川村には温泉が湧いてい

て、宿泊施設だけでなく公衆浴場でも温泉に入ること

▲道普請ボランティア活動の様子
（写真提供：十津川村）

ができます。
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配置場所：工大一般図書（大宮本館）
請求記号：748 || H
資 料 I D：91140812

配置場所：工大一般図書（大宮本館）
請求記号：291.66 || K
資 料 I D：91140810
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識を共有し、動かす力に変えていく…

O miya L ibrary

2014年4月、図書館大宮本館
4階
（8号館）
が
「ラーニング・コモ
ンズ」
として一新され、本格的に

RUGAKU salon
Presentation
booth

PC
Self‐study
corner

Self‐study
corner

Group study area

Sofa corner

始動しました。

2014.7

Presentation
room

「ラーニング・コモンズ」
とは、
自主的な学習活動を支援するた

？

めのスペースで、グループワー
クやディスカッション、ゼミ発表
や学会発表の練習等、さまざま
な場面で利用することができま

？
■るがくサロン

■サポートデスク
部屋の予約受付

す。また、各エリアにはホワイト

グ・コモンズで、留学生と在学

図書館利用案内

を設置しており、机やイスを自由

生との交流をテーマに
「マシュ

参考調査
（レファレンス）

に動かしたり組み合わせて使用

マロ・チャレンジ」
が開催されま

【サポートデスク受付時間】

することが可能です。

した。ESSとバディの学生によ

平日 9：00〜18：30
土曜 9：00〜17：00
（内線：2039）

「ラーニング・コモンズ」
を活用
して、学習・研究をより豊かなも
のにしましょう。

■グループ学習エリア

２日前までの申請で部屋の予約が可能
（ソファーコーナーを除く）
。
プロジェクター、演台、
ホワイトボードが利用可能
（ソファーコーナーを除く）
。
30名以上の場合はグループ学習エリアの予約可能。
予約や機器の貸出はサポートデスクまでお問い合わせください。

目的に合わせ
て
える空間！
自由自在に使

グループで
学習したい！

グループでの利用に最適。

■プレゼンテーションブース

2014年5月14日、ラーニン

プロジェクターの貸出

ボードやプロジェクター・演台等

■ソファーコーナー

5/14
開 催！
WED. マシュマロ・チャレンジ

る通訳を交えつつ、イベントは

英字新聞、洋雑誌のリサイクル等
留学関係の情報が盛りだくさん！

■自習コーナー

１人で
集中
勉強し して
たい！

英語で進行されました。

▲ウィンドアンサンブルによる演奏

5人１組、A〜Eの5チームが、それぞれマシュマロやパスタ、マスキング
テープ、タコ糸など指定の材料を使って18分間でタワーを作成し、その
高さを競いました。見事優勝したAチームは60cmのタワーを完成させま
した。参加者からは
「またイベントがあれば参加したい！「
」もっとこういう
イベントを増やして欲しい」
等の感想が聞かれ、楽しんだ様子でした。
また、同時に行われたウィンドアンサンブルの学生4人によるサックス
アンサンブルの演奏では
「未来予想図Ⅱ」
「ルージュの伝言」
の2曲が披露
され、
「図書館で演奏するのは新鮮だった」
「機会があればサックスだけで
はなく、編成を変えてまた演奏してみたい」
との感想が聞かれました。
なお、図書館では音楽系クラブ等による曲の背景を学びながら音楽を
鑑賞する月1コンサートを実施中です。今後も多角的視点を育むきっかけ
を提供できるような
「まなびイベント」
を企画していきますので、ぜひお越
しください！

■PC自習室

■プレゼンテーションルーム
ランチタイム
（11：00〜14：00）

は食事可能！
※5 階レストラン白馬販売の
軽食が持ち込めます。

▲「マシュマロ・チャレンジ」で優勝したAチーム
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ラーニング・コモンズ紹介

「まなびイベント」
を開催しました！

2014年4月にオープンしたラーニング・コモンズ！

ラーニング・コモンズではさまざまな楽しい「まなびイベント」を行っています。

ラーニング・コモンズでは自習はもちろんグループディスカッション、打ち合わせ、授業、
「まなびイベント」の開催

今回は5月29日（木）に行われた２つの「まなびイベント」を紹介します。

などの利用ができます。今回はラーニング・コモンズの特色やコーナーを紹介します。

今後も「まなびイベント」を行う予定ですのでぜひご参加ください！

●プレゼンテーションブース

20席

ブースA 10席、ブースB 10席
プロジェクター完備
同じ大きさのエリアが2つあり、他のコーナーと
ロールスクリーンで仕切りが可能。2つのブースを
1つにして広く使うことも可能。予約ができます。

2014.7

5月29日（木）16：40〜18：10ま で ラ ーニ ン グ・コモン ズ 第2回
「まなびイベント〜タイについて学ぼう〜」を開催しました。
タイからの留学生ピチャーヤ・プラサートンさんをお招きし英語で講
演をしていただきました。タイの基本的知識からマナー、生活、タイ料理、
大学事情、タイ言語までバリエーションに富んだ内容で学生は真剣に聞
き入っていました。留学生と学生との交流にもなり有意義な「まなびイ
ベント」となりました。

留学生ピチャーヤ・プラサートンさんへインタビュー
Q 日本に留学しようと思ったきっかけは？
日本が大好きだからです。特に日本のアニメが大好きです。また、日本
の高い技術力を学びたいと思いました。

●グループ学習エリア 70席
(A―Gそれぞれ10席）

Q 母国の大学と大工大の違いは？
タイの大学は制服があります。試験の日には制服を着用していないと試
験を受けることができません。

エリア内の机・椅子は可動式ですので人数や用途
に合わせて自由に組み合わせができます。
グループワークに最適！予約ができます。

Q 実際日本に留学してみての感想は？
初めは日本語がわからず苦労しましたが、今は友達もでき楽しんでいま
す。
日本は交通機関が充実しているのでとても便利です。また日本食、特に
寿司が大好きでよく食べています。
Q 将来の目標は？
世界を旅することです。タイでは見ることができない雪を見にいつか北
海道へ行きたいです。その為にタイでしっかり働いて旅行資金を貯めた
いです。

●ソファーコーナー

25席

座り心地のよいソファー席でくつろぎながら
過ごせます。

〜 ラーニング・コモンズ案内 〜
場所：１号館４階
サポートデスク受付時間
9：00〜17：00
（内線：5169）
11：00〜14：00まで軽食の持込ができます！
ご予約やお問い合わせはサポートデスクまで
お願いします。

参加した学生の感想

●PC 自習コーナー

10席

学内LAN・インターネットに接続できます。

・改めて勉強になりました。
・英語をもっとちゃんと聞き取れるようになりたいです。
・とても楽しかったです。 ・次回の「まなびイベント」も参加したいです。
5月29日（木）12：40〜13：15までラーニング・コモンズ第1回「まなびイベント〜ジャグリングの歴史と体験〜」
を開催しました。当日はジャグリングの本を紹介し歴史を学んだうえで本学ジャグリングクラブの学生が技を披露して
くれました。実際に道具を使ったワークショップもあり、楽しい「まなびイベント」になりました。学生からは「楽しかった」
「今後勉強やグループでの話し合いに利用したい」との声がありラーニング・コモンズを知ってもらうきっかけになり
ました。次 回 の「まなび
イベント」もお楽しみに！

