
白紙に描くということ（朽木　順綱）
図書館展示紹介！
ラーニング・コモンズ活用術！
試験・レポート対策の極意！
図書館 Report－利用状況と活動予定

目　次

白紙に描くということ
─空間デザイン学科「造形演習Ⅰ」の取り組みを通して─

空間デザイン学科　准教授　朽木　順綱

大阪工業大学図書館報

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

 1
2-3
4-5
 6-7
8

　わたしたちは絵を描こうとするとき、真っ白な画用紙を
前にして、どうするでしょうか。人物画ならモデルの輪郭、
抽象画なら画面全体の構成、説明図ならアイデアの図案
化…どのような絵であっても、眼の前や頭の中に何らかの
像がまず見えていて、それを白紙の上に「なぞる」ようにし
て描くのではないでしょうか。相応しい輪郭を探し求めて
鉛筆の細やかなストロークを重ねたり、掴んだイメージを
逃さないうちに太めのマーカーで一気に描き上げたりする
ことで、眼で見取ったり、頭の中で思い浮かんだりした像
を「なぞり」とり、手を通して紙の上にいま描かれつつあ
る形へと、何とかして結びつけようとするのです。絵を描く
ことに対する得手不得手は、この結びつきの有無にどう
やら関わっているようです。
　空間デザイン学科では、この「頭」や「眼」と、「手」の
連携をどのように強めてゆくか、という点をデザイン教育
の基礎と位置づけ、１年生後期に配当される「造形演習
Ⅰ」においてこうした技術の習得をめざし、今年度より演
習課題の見直しを行いました。デザインの初学者を対象
とする本演習において重視したのは、何かを新たに作リ
出すことよりもまずは「倣う」こと、つまり、書道で例える
ならば「臨書」（あるいは文字通り「習字」ということ）、
さらにいえば小学校で教わる「かきかた」のようなプロセ
スでした。
　たとえば文字を習いはじめたばかりの子供たちは、ま
ず点線や薄い線で示されたお手本の文字をなぞりとる作
業を繰り返すことで、自然に美しい文字の形を眼で見、頭
で覚え、これに連動した手の動かし方を体得してゆきま
す。同じように、本演習では、めいめいがお手本として持
参した風景写真やカタログ写真などの輪郭をトレーシン

グペーパーによって忠実に写しとり、その上に、色鉛筆を
使って写真通りの配色を再現するという課題を繰り返し
ました。一見、創造性に欠く単純作業のように思えます
が、ものの形、色、画面のなかのバランスなど、「見える通
り」を忠実に写しとるだけでも相当の難しさが伴うことや
（アルベルト・ジャコメッティという芸術家は、「見えるも
のを見える通りに描く」ことさえできればあとは何も要ら
ないという趣旨の切実な言葉を残しています）、たとえ模
写であっても、仕上りの完成度が高ければ十分な達成感
が得られることが分かりました。何よりも、創造性やオリ
ジナリティの有無に関わらず、ともかく丁寧に作業し、ひ
とつの作品を完成させるという地道な集中力や向上心
が、必ず実を結び、達成感や自信をもたらしてくれるのだ
という実感こそ、学生たちにとっての最大の成果だったの
ではないかと思います。さらには、このたび図書館のラー
ニング・コモンズ内、グループ学習エリアにて課題作品の
一部が展示されることとなり、学生たちは制作の充実感
とともに、多くの方にその成果を見ていただける機会を得
たことの誇らしさも味わえたのではないでしょうか。
　かのフィンセント・ファン・ゴッホでさえ、日本画の優れ
た技法を学び取ろうとして浮世絵を何度もトレースし、独
特の自由な表現世界を切り拓きました。今年度、２年生に
なった学生たちもまた、こうしたトレーニングを経て、４月
から本格的に始まった各系（建築、プロダクト、ヴィジュア
ルデザイン）のデザイン演習のなかで、各自が手にしたス
ケッチブックの新しいページを次々に開き、構想したイ
メージを屈託なく描けるような自由を手に入れてくれてい
ることを願っています。
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　大工大図書館では様々な展示をしています。学生の興味・
関心の高いものや時事をテーマとした「特集展示」、貴重図書
を集めた「工大図書館コレクション展示」、また、図書以外の
展示では「工大ウォッチング大賞作品展示」やPBL・演習等の
「授業成果物展示」を定期的に行うことで、教員や学生と連携
した空間作りをめざして日々取り組んでいます。

4階グループ学習エリア内では、空間デザイン学科の「造形演習Ⅰ
（1年生後期）」で制作された作品を展示しました。それぞれ絵の題
材や色の塗り方、紙の質感や描き方にこだわりを持って制作された
ようです。
今回はこれらの作品を制作した5名の学生にお話を聞きました。

石田：私は題材を選ぶ時に北欧雑貨等、自分の好きなものを選ぶよ
うにしました。授業中は自分の作品に集中していて他の人の
作品を目にする機会が少なかったのですが、他の優秀な方の
作品を見て、色々学ぶ点があってよかったです。

森　：濃く塗ることと余白を汚さないように制作しました。授業中は
上手くできたと思っていた作品も、飾ってみると意外と粗い
部分がある等の発見があり、自分の作品を客観視できました。

比嘉：毎回色々な種類の紙を使うよう意識しました。制作中は工房
や演習室、家に帰ってからは閉じこもってやっているような
状態だったので、図書館のような太陽の光が当たる明るい
所で見ると、同じ作品で同じ色鉛筆を使っているのに、全然違
うように見えました。そこが「色鉛筆の面白い部分なのかな？」
と、新しい発見がありました。

渡邊：トレース作品は色の塗り分けがしやすいよう細かい所までやりま
した。図書館は他の学科の人も利用するので、他学科の友達や
先輩に「見たよ！」「すごいね！」と声をかけてもらいました。
あと、自分達の授業内容を知ってもらえるのが嬉しかったです。

伏見：光や影の付け方、質感などを意識して描くようにしました。15回
の演習を通して「色鉛筆とは何か」を学んだ学生と、他学科の
全く色鉛筆を使わないような学生とでは作品の見方が違うと
思うので、こういう機会があるのはすごく良いと思いました。

▲特集展示コーナー（3階 第2図書室）
　「戦後七〇年とものづくり」をテーマに戦後七〇年の歴史とものづくりの流れを
　視覚的に感じられる展示となっています。

▲工大図書館コレクション展示（2階 学術雑誌室）

▲工大ウォッチング大賞作品展示（3階 廊下）

▲特集展示コーナー（入館ゲート前）
　普段の生活から就活にも活かせるテーマで、
　学生の関心も高いようです。

▲AV資料展示コーナー（AVパーク） ▲特集展示コーナー（AVパーク奥）
　「本屋大賞」ノミネート作品は大人気！
　ほとんどの図書がすぐに貸出されました。

▲写真右から渡邊さん、伏見さん、石田さん、比嘉さん、森さん。
  （4階グループ学習エリアにて）

図
書館展示紹介！

◆空間デザイン学科「造形演習Ⅰ（1年生後期）」作品展（大宮本館）  4/4～5/15

◆機械工学科「Engineering Practice」PBL授業成果物展示（大宮本館）  3月～5月

Q.  制作時のこだわりと図書館に作品を展示した感想は？

2階玄関ホールでは、機械工学科のPBL授業「Engineering Practice」
（以下、エンプラ）で取り組んだ成果物を展示しました。
今回は、スチール缶分離マシン、外来植物駆除装置、2サイクルエンジ
ンを製作した学生3名にお話を聞きました。

難波：実際に色んな機械を使って自分でものづくりができるので、その点
に関しては完成した時にやりがいを感じました。加工が大変だっ
たり、苦労もたくさんありましたが、チームの皆で協力し合っ
て、バイクが走った時には皆で喜び合いました。

城下：僕たちのスチール缶分離マシンは、昨年から始まったテーマの
ため、前例のない状態からのスタートでした。自分達でどんな
形にするか、どのような機構で分別するかなどを考えなくては
いけなかったので、そこが大変でした。

末松：理系の就活全般で「ものづくりに対する意識が低い」と言われて
いますが、エンプラは自分達で設計・加工して、自分達がやりたい
ことをやるために自ら学ぶので、そういう面で「力」になる部分が
大きい。就活の面接時にもアピールできるし、興味を持ってもらえ
るので、１年通してやってよかったです。

Q. エンプラの授業の感想は？

末松：就活でも使えるように、ポスターには目的・条件・結果などを中心
に書き、写真も多く入れました。ガイダンスの時に新入生や他学
科の学生に興味を持ってもらえたので、展示して良かったです。
できれば3年生になってからではなく、2年生のうちに見てもらえ
ると、モチベーションも上がって良い「製品」が作れるのではない
かと思います。

難波：ポスターに具体的な値・寸法、実際に描いた図面の写真を載せま
した。目的等もパッと見て印象に残るように簡潔にわかりやすく
まとめました。うちの班としては一番前の目につきやすい場所に
展示できて良かったです。

城下：スチール缶分離マシンは、製作意図がなかなか伝わりにくいので、
そこがよく伝わるようにポスターを作成しました。空き缶の分別
の流れが見えるように展示を工夫すればよかったかな？と思いま
したが、装置自体が大きいので迫力があって注目が集まる点では
良かったと思います。

Q. 図書館に展示する際に気を付けた事や良かった点は？

大宮本館には、3階の第1図書室内に1ヵ所、第2図書室内に
2ヵ所の計3ヵ所に「特集展示コーナー」があります。学生の
関心の高いものや時事関係をテーマとして定期的に展示替
えをしています。また、2階学術雑誌室では「工大記念図書」
「玉置文庫」の中から貴重な図書等を集めた「工大図書館
コレクション展示」を、さらに3階廊下展示ケース内では「工
大ウォッチング大賞作品展示」を行っています。ぜひご覧くだ
さい！

枚方分館には、6ヵ所の「特集展示コーナー」があります。
それぞれ学生の興味・関心のあるテーマや時事関係、就職
活動等に役立つ図書を中心に、特集を組んで展示していま
す。また、AVパークでは、「2014年度ＤＶＤ貸出年間ランキン
グ」を現在展示中です。ぜひご覧ください!

大宮本館
枚方分館

▲写真右から末松さん、城下さん、難波さん。（2階玄関ホールにて）

▲2階玄関ホール
▲4階グループ学習エリア内 入口付近

■　空間デザイン学科　2年生　■
石田　麻優子　　　比嘉　瞳　　　伏見　愛　
森　　郁海　　　　渡邊　美晴

■　機械工学科　4年生　■
城下　勇貴（スチール缶分離マシン）
末松　宏祐（外来植物駆除装置）
難波　良彰（2サイクルエンジン）
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活用術!

活用術その壱　模擬授業に使う！

活用術その参　ミーティングやグループ学習に使う！

活用術その弐　イベントに参加する！

活用術番外編 サークルで使う！

ラ ーニング・コモンズ
　2014年4月にラーニング・コモンズが新設されてから1年が経過しました。学生や教職員の間にもラーニング・コモンズ
の存在は定着し、現在では多くの方々が自分流にアレンジして上手く活用している様子が見受けられます。そこで、実際
にラーニング・コモンズを利用している学生にスポットを当て、その活用術を紹介します！

　4月18日（土）14:30頃、大宮本館のグループ学習エリアでホワイトボードを
上手く活用している学生を発見！お話を聞いてみました！

荻野：物理学の授業でやる「模擬授業」の練習をしていました。物理の公式
の説明です。鳥居先生にラーニング・コモンズのことを聞き、今年の4月
から使い始めました。相談しながらの利用がOKなので、とても使いや
すいです。

Q. ホワイトボードを利用して、何の学習をしているのですか？

　4月29日（水）18:20～19:50、大宮本館のプレゼンテーションルームBを利用
して、入団希望者にサークルの説明をしていた「大阪工業大学管弦楽団」の
皆さんにお話を聞いてみました！

 ◆情報メディア学科3年生　大北拓哉◆
ソフトウェア授業の開発とグループ学習のため、予約して利用してみ
ました。プロジェクターが使用できるので、とても満足しています。

藤井：授業中に先生が「学生でも自由に使える発表の場所ができた」と言っ
ていたのをうっすら覚えていたのと、PC自習室に来て受付（サポートデ
スク）を見て「ああ、ここなんだ！」とわかりました。

国沢：昨年の春、図書館に「ラーニング・コモンズOPEN！」と書かれた横断幕
が掲げられていたのを見て知りました。その後「マシュマロ・チャレン
ジ」のイベントでウィンドアンサンブルが演奏していたのを聴きにきま
した。

Q. ラーニング・コモンズをどこで知りましたか？

　枚方分館のグループ学習エリアにて、ライブラリーサポーターのミーティ
ングが行われました。サポーターの皆さんにお話を聞きました。

藤田：ラーニング・コモンズは机が向かい合って配置されているので話し合い
がしやすく、ホワイトボードも自由に使えるのが良い！

中本：今後、授業でグループワークをする機会が多くあるので、積極的に利用
していきたいです。

猫田：自習にも使えてとても良い場所だと思います。自習以外にも使えそうな
ので色 と々考えていきたいと思いました。

小林：教職の模擬授業を練習する際にはホワイトボードを、授業やプレゼン
の練習にはプロジェクターを使用したことがあります。このように設備
が整っているので、様々に活用できる場所だと思います。

Q. 利用してみた感想は？

藤井：いつもは大阪市立芸術創造館の中にある音楽スタジオを格安で借りて
練習しているのですが、そこだと費用もかかり、狭いので、向かい合っ
て説明をしにくい環境でした。ここはプロジェクターも使えるので、初
心者の学生にはPCから映像を出して説明することもできるし、前に立っ
て説明するには一番良い環境が整っていたので、予約してみました。

国沢：部屋になっているので周りが静かなのも良いです。
藤井：1号館の1階だと何かと騒音が気になるよね…

Q. 利用してみようと思ったきっかけは？

藤井：プロジェクターも特に難しい設定をする必要がないので、とにかく操作
が簡単で良かった。ホワイトボードのペンもしっかり管理されているの
で、インクが出なくて書けないということも無いですし、椅子や机のレ
イアウトも自由に変えられるので、使い心地が良かったです。コピー機
が近くにあればより使いやすいかな。

国沢：机の角が斜めにカットされていて、円形にもできるので便利。団員が
集まった時、音楽面での相談等にも使いたいです。

Q. 利用してみた感想は？

　4月24日（金）16:45から、大宮本館プレゼンテーションブースABにて、留学プロジェクト・スタート企画「学生達の茶会－海
の向こうを見つめて－」が開催されました。このイベントは留学プロジェクトの学生が主体となり、プロジェクトの存在と活動
内容を周知することを目的として企画されたものです。フォークソング部による演奏会やビンゴ大会、世界の雑学○×クイズ
等、盛りだくさんの内容となりました。

　ビンゴ大会、世界の雑学○×クイズの優勝は生命工学科2年生の井谷優奈さん、準優勝は生命工学科2年生の太田琴音さ
んでした。優勝した井谷さんからは「学年の壁を越えて色々な人と話せてよかった」との感想が聞かれました。

◆学生達の茶会（Tea Party）－海の向こうを見つめて－

　5月13日（水）には、大宮本館「るがくサロン」において、第1回留学プロジェクト定期開催イベント「多読する学生達」が開催
されました。図書館所蔵の英語多読図書の読書会をするイベントで、語学力UPをめざす学生が集まりました。

◆多読する学生達－Students－

▲ホワイトボードを組み合わせることで個室空間を
　作り出し、模擬授業の練習をしています。

▲写真左奥から藤田さん、中本さん。手前左から小林さん、
　猫田さん。

▲ホワイトボードやプロジェクターを利用して、上手く説明をし
　ています。

▲フォークソング部による演奏会

①まずは課題図書を各自黙読します。 ②留学経験のある学生が難解な表現等を
　解説します。

▲Make friends ビンゴ大会 ▲世界の雑学○×クイズ

応用化学科　3年生　荻野　莉奈

情報メディア学科 3 年生　小林　未歩
　　　〃 1 年生　中本　翔
情報ネットワーク学科 2 年生　藤田　和典
コンピュータ科学科 1 年生　猫田　智矢

生命工学科　2年生　藤井　昭 （団長）
　　〃　　　4年生　本多　加奈子 （副団長）
　　〃　　　3年生　国沢　晴香 （会計）
電子情報通信工学科　3年生　藤壷　俊貴

◆参加者の感想◆
このような機会がないと英語の本を読むこと
がないので参加してよかった。
（生命工学科 1年生 太田静）
◆主催側の感想◆
もっと読み応えのある本を提案していきたい。
（空間デザイン学科 4年生 髙田羅司太）

主催者側からの解説が有意義なものになるよ
う、内容を充実させたい。
（電気電子システム工学科 4年生 仲間好彦） ▲写真右から藤井さん、本多さん、国沢さん、藤壷さん。
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極意!

極意その壱 ジャパンナレッジを極めよ！

極意その参 図書館施設を極めよ！

極意その弐 理科年表プレミアムを極めよ！

ON OFF

▲データベース活用講座（大宮本館4階ラーニング・コモンズ） ▲リスニングコーナー（大宮本館2階AV室内）

　図書館には試験・レポート対策に活用できるたくさんのツールがあります。ここでは調べものに便利なデータベースやAV室内
に新設された語学学習のための「リスニングコーナー」等の施設を紹介します。特にデータベースは使い方次第で学習の効率UP
に繋がり、研究を進める上での基盤となる存在です。図書館の便利なツールを駆使して、レポート・試験の壁を乗り越えよう！

レポー
ト作成

の過程

をCHE
CK！

①【内容理解】
信頼性のある事典や辞書を使って、テーマの
基本事項や概要・通説を理解する！

②【情報収集】
基本事項を理解したら、テーマ周辺の関連事
項（項目）を洗い出そう！

③【分析】
収集した情報やデータの関係性をまとめ、図式化し
てみよう！

④【執筆】
分析結果をベースにテーマを絞り込み、アウトライ
ンを作成したら、いざ執筆！

重たい百科事典や辞書を
持ち運ぶ必要なし！

百科事典や辞書等を収録したインターネットのデータベース。『日本大百科全書（ニッポニカ）』『日本国語大辞
典』をはじめ、語学系辞典、用語辞典、人名辞典や雑誌など、50種類以上の多岐にわたるコンテンツを収録。

■ジャパンナレッジとは？

■ナレッジサーチャー

授業の空き時間を有効に使って
図書館で効率よく学習して、更な
る知識を深めよう！

表データはダウンロード
して加工・編集が可能！
複写する必要なし！

国立天文台編纂の科学全分野を網羅したデータブック『理科年表』のオンライン版で、大正14（1925）年創刊から
最新年度版までを収録。暦部、天文部、気象部、物理・化学部、地学部、生物部、環境部、附録（ノーベル賞受賞
者一覧等）の幅広い分野からなる約15,000項目もの図表データに簡単にアクセスすることが可能。

■理科年表プレミアムとは？

　本文中でわからない語句がある場合、その語句を
「マウスでなぞって選択」するだけで自動的に検索し、
検索結果を表示する機能です。調べものの途中でも
どんどん知識を深められるので大変便利です。

■引用元挿入機能
　本文中で引用したい文章がある場合、その文章を
「マウスでなぞって選択」し、「お持ちのワープロソフト
（ワード等）にペースト」するだけで、引用元の情報が
自動的に挿入されます。レポート作成時の強い味方！

※各項目頁右上に表示される
「Knowledge Searcher」をOFF
にしてからご利用ください。

※各項目頁右上に表示される
「Knowledge Searcher」をON
にしてからご利用ください。

主に①②の過程にデータベースを使うと、
より効率的に進めることができます！

検索方法が選択可能！
◆「見出し」検索
語句の意味や項目の概要
を知りたい時に使おう。
（①【内容理解】）

◆「全文」検索
語句の周辺・関連情報を
知りたい時に使おう。
（②【情報収集】）

検索方法が選択可能！
◆「目次」検索
書籍版と同じ構成で探すことができるので、調べたい項目や
目的が明確な場合に利用すると便利。（①【内容理解】）

◆「索引」検索
表や解説のキーワードが50音順に配列されているので、キー
ワードが明確な場合に便利。（①【内容理解】）

◆「全文」検索
自分の調べたい項目の周辺・関連情報を知りたい時に使お
う。（②【情報収集】）

図表データの加工・編集が可能！
必要な表データはテキストファイル（CSV形
式）でダウンロードして、お持ちの表計算ソフ
ト（エクセル等）で編集・加工することができ
ます。
＊表はCSV形式による保存が可能です。

年度選択画面で最新データを入手！
年度選択で目的の年度のデータをすぐに
表示できます。過去のデータから最新の
データまで、目的の年度に即アクセス！

検索結果を細分化表示！
検索結果を
「分野別」＞「辞書別」に細
分化して表示されるので、
簡単に絞り込みが可能！全
文検索など検索ヒット数が
多い場合に使おう。

知
�
て
得
す
る

　便
利
な
機
能
！

　図書館では、学生の皆さんの学習・研究を支援するため様々な取り組みをしています。大宮本館4階ラーニング・コモンズでは全11回
の「データベース活用講座」（写真左下）を行っています。また大宮本館2階AV室内には「リスニングコーナー」（写真右下）を新設し、
語学学習のための環境を整備しました。CDプレイヤーの貸出も行っています。図書館を大いに活用して、試験・レポートに備えま
しょう！
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2015年度　図書館企画展
見て、聞いて、触って学ぶ知的財産！

2015年度　工大ウォッチング大賞作品募集！

大宮本館・枚方分館の入館者数・貸出者数・貸出冊数は表1のとおりで
す。2014年度の開館日数は大宮本館で5日間、枚方分館で6日間減少しまし
た。2014年度は祝日授業の実施が減少したことに伴い、図書館も開館日数
が減少し、2012年度並みに戻りました。
また、開館日数の減少に伴い、入館者数・貸出者数・貸出冊数も減少傾向

ではあるものの、教員の指導等により利用が増加している学科もみられ、
図書館利用に対する意識は年々高まっているものと考えられます。特に
2014年4月、大宮・枚方両館に「ラーニング・コモンズ」が新設された意義は
大きく、利用目的により場所を使い分けることができることから、図書館利
用方法の多様化が進んだ結果とも捉えられます。なお、2014年度のラーニ
ング・コモンズの利用者数は大宮本館で69,155人（1日平均249人）、枚方分
館で10,220人（1日平均36人）でした。

－利用状況と活動予定－図書館 Report
■2014 年度　図書館利用状況

2014年度は正課授業と連携した新制ラーニング・コモンズの立ち上げや、
「るがくサロン」の新設、AV室のリニューアルなどを契機とした『長時間滞
在型図書館』と、図書館Twitter立ち上げなどによる『発信型図書館』として
の充実を図ってきました。
現在、ラーニング・コモンズは授業のみならず、学生の自主利用の場として

も認知されています。引き続き『長時間滞在型図書館』『発信型図書館』と
しての役割を増幅し、ユーザーフレンドリーな図書館となることを目標に
「自立学習支援」「PBL支援」「各種イベント開催」といったサービスを充実
させていきます。
また、書架のサインや配列を整備して「つい本を手にとってみたくなる」

と思えるような、視覚的・内容的にもより学生・教職員のニーズにあった環
境づくりを展開します。
「来て楽しい」「行くと何かある」と思っていただけるような図書館をめざ
します。

■2015 年度　図書館活動予定
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▲留学プロジェクトの学生主催イベント ▲特集展示コーナー

▲ライブラリーツアーの様子

図書館大宮本館では、城北祭期間中に2015年度図
書館企画展「見て、聞いて、触って学ぶ知的財産！」を
開催します。知的財産学科の学生協力のもと、ミー
ティングを重ね、パネル制作等の展示準備が着々と
進んでいます！お楽しみに！

「2015年度工大ウォッチング大賞」を開催します。
皆さんが思い描く「工大」のイメージを自由な発想で
表現し、工大の良さを再発見してみませんか？
◆作品テーマ　「みらいをまもる」
◆募集部門　　「ブックカバー」「しおり」「POP」
◆作品締切　　10月9日（金）
※入賞者には賞状と副賞が授与されます。

詳細は図書館メインカウンターまでお問い合わせ
ください（図書館ＨＰにも掲載しています）。

表１　入館者数等（学外利用者含む）
合　計
―
―
―

147,097人
168,964人
175,422人
510人
575人
614人

23,419人
24,069人
24,031人
64,331冊
65,131冊
49,369冊

枚方分館大宮本館
287日
293日
285日

39,915人
42,428人
49,049人
139人
145人
172人
4,822人
4,776人
4,846人
8,690冊
8,224冊
8,305冊

289日
294日
286日

107,182人
126,536人
126,373人
371人
430人
442人

18,597人
19,293人
19,185人
55,641冊
56,907冊
41,064冊

2014年度
2013年度
2012年度
2014年度
2013年度
2012年度
2014年度
2013年度
2012年度
2014年度
2013年度
2012年度
2014年度
2013年度
2012年度

区分

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
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