INFORMATION
第26回学生選書モニター

参加者募集！
6月10日（土）

綜合図書館からのお知らせ
レポート・論文を書こう！

情報収集の
スキルアップ！

（文献検索ガイダンス）

図書館だより
大阪産業大学綜合図書館報

本や論文の探し方を学び、検索方法などの実習を行います。
体験することで情報検索能力が身につきます。 要申込
教員寄稿

図書館の利用のすすめ

場 所：ジュンク堂書店大阪本店
募集人数：15名程度
（昼食含む）
募集期間 : 5月8日（月）〜5月27日
（土）
受付・問合せ : 綜合図書館2階カウンター

学生のみなさんが書店へ行って
図書館に置いてほしい本を選ぶ
イベントです！
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NO.

特集

9：４５〜１４：００（反省会含む）

学生選書モニターとは

2017

工学部

都市創造工学科

工藤

講師

哲男

この寄稿の依頼を受けてから、文系の先生と話す機会があった。私が「最近の学生は、卒論の下書き

学生に読んでほしい本２０１7

がなかなか書けない。」と嘆いたところ、その先生が「文系も同じですよ。コミュニケーションもうまく

各学部の先生方おススメの本を紹介しています。
綜合図書館ホームページ、または２階カウンターで
配布中の一覧をご覧ください。

取れない。」
と言われたことに驚愕した。4年生でも文章が書けない、話す力がない、
コミュニケーショ
ンが取れない学生は、就活でもなかなか内定が取れないようだ。文系、理系を問わず、教員は同じ悩み

いろんな本を
読んでみよう！

があるのだなと思った。
私は、幼い頃から新聞を読むのが好きで、分からない漢字や熟語などを国語辞典や小学校の図書室

予約・延長手 続きの 受 付 停 止
試験にともない、予約・貸出延長ができません。
期 間：7月15日（ 土 ）〜8 月4日（ 金 ）
試験期間中の窓 口 業 務 時 間 の 変 更

編集後記

でよく調べていた。この経験から読み書きが身についたと思っている。その頃、三大新聞を読むために

今回初めてスタッフとして微力ながら参加させていただきました。図書
館が皆さんの好きな場所になるよう、魅力ある紙面づくりに努めていき
集でしたが、図書館ではさらに幅広いジャンルの資料をご用意していま
（H･O）

開 館時間：9 時 30分〜18 時
期
間：8 月21日（ 月）〜9 月20日（ 水 ）

た。その後、教科書は限られた文字数やページ数の中でコンパクトに書く必要があり、基本的なことは
省かれているため、自分で調べなさいという意味だと分かった。今の専門書は、文字や図などは大き
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http://www.osaka-sandai.ac.jp/lib/
印刷･製本

開かれた大学 、生 涯 学 習 支 援 の 一 環として行 います。
対 象者：高校 生 以 上 の 方
期 間：8月５日（ 土 ）〜9 月20日（ 水 ）の 開 館日
内 容：開架資 料 の 閲 覧（ 貸 出 不 可 ）、複 写（ 有 料 ）、
自由 学 習

く、ページ数が少なくなっていて、
より行間を読む力が必要であり、そのために図書館の資料で調べる

発行

有限会社オーエスユー・デジタルメディアファクトリー

携帯電話から蔵書検索（OPAC）
にアクセスできます。

市民開放

名の書籍が並んでいて驚きを覚えた。
大学生の頃、教授から教科書は行間を読みなさいと言われ、その意味がすぐには理解できなかっ

長期貸出

短縮開館

いての記事があり、それに魅せられてもっと調べてみたいと思い図書館へ行くと、書棚には多くの地

す。ちょっと一息つきたいときに図書館を利用するのもおすすめですよ。

試験期間中は、9時10分から窓口業務を開始します。
期 間：7月22日（ 土 ）〜8 月4日（ 金 ）※日曜 除く

貸出期間が2週間の利用者
貸 出日：7 月22日（ 土 ）〜9 月12日（ 火 ）
→ 返却期限：9月27日（ 水 ）

市立図書館に出かけたのが図書館へ行った始まりと思う。ある時、地方新聞に地元の地名の由来につ

ます。今後もぜひご覧ください。今号は新学部・学科向けのおすすめ本特

https://osirabe.net/osaka-su/

ことが重要だと私は思っている。
学生の皆さん、スマホを使えば何でもすぐに調べられるので、図書館に行く必要性がないと思って
いないだろうか。SNSの情報は真偽性に欠けるものもあるので、鵜呑みにするのは大変危険なこと
だ。
最後に、就職後はあまり時間がとれません。社会人としての文章表現力、
コミュニケーション力を学

★次号
『図書館だより』
は2017年11月下旬に発行予定です。
この印刷物は、再生紙を使用しております。

生の間に身につけるために、ぜひ図書館を利用することを薦めたい。

大学から、はじめよう！
2017年4月 2 学部 1 学科 始動！

図書館 読書 生活

大阪産業大学に新しい学部と学科が誕生。図書館でもさまざまなジャンルの本を取り揃えています。

大学図書館には本がたくさんありすぎて、何から読んだらいいかわからない…という方も多いのではないでしょうか？
そこで、新学部学科生へ向けたオススメ本をピックアップしてご紹介します！ あっ、
コレ読みたい！と思ったら、ぜひ図書館をご利用ください。

日本を紹介できる国際人になろう！多様化するインバウンド
（訪日旅行）に備え、
日本を紹介する資料をピックアップ！

英語で話せる日本図鑑
An illustrated English handbook to things Japanese

永岡書店

Psychology
mics
Econo

※書籍内容紹介：TRC MARCより

地域振興の実践にも努めることができる、

いつものまちや身近な自然が学びのフィールドに。

スポーツ指導・運営のプロフェッショナルを目指そう！

地球や地域にやさしい環境づくりを学ぼう！

スポーツで地域を拓く

永岡書店編集部編著

東京大学出版会
木田悟 , 高橋義雄 , 藤口光紀編

自然をデザインする 環境心理学からのアプローチ

誠信書房
レイチェル・カプラン , スティーブン・カプラン , ロバート・L. ライアン著

日本の文化を英語でどう表現するか、
豊富なイラスト

スポーツをまちづくり、
地域づくり、
さらには地域の活

日常の身近な自然をデザインする方法や管理の仕方

や写真とともに紹介。買い物、
食事、
観光、
伝統文化、

性化の一手段として捉え、
如何にしてそれらを展開し

について、
具体案を示しながら提言。長年にわたる実

それぞれのシーンにおける基本的な単語とよく使う

ていくかについて、
多様な視点から論じる。サッカー解

証的研究の成果を設計や経営管理に生かす方法を、

フレーズを掲載する。英会話の簡単表現もまとめる。

説者・セルジオ越後氏を交えての座談会も収録。

豊富なイラストやイメージを用いてわかりやすく説明

837.8/227 4F図書

日本のしきたり
Customs of Japan : a photographic overview

IBC パブリッシング
IBC パブリッシング編

する。

780.13/77 4F図書

NHK 奇跡のレッスン
「最強コーチ」が一週間で子どもを変える

NHK 出版
NHK「奇跡のレッスン」制作班編

年間行事、
婚礼・葬儀、
お中元・お歳暮や年賀状などの

世界の一流アスリートを育てた「最強コーチ」が「ふつ

東京・緑のハンドブック

518.8/760 4F図書

マルモ出版
マルモ出版 編著

民間施設、
ビルディングの屋上緑化・壁面緑化・公開空

つき合い、
衣食住。海外から来た人たちが、
つい戸惑っ

う」の子どもを劇的に成長させる奇跡の一週間。主体

地緑化、
公共施設、
公園、
庭園、
遊歩道、
植物園など、
合

てしまう日本の儀式や慣習をビジュアルとともに解説

性をもった子どもを育てるために、
大人はどう変わる

計で145にも及ぶ東京の緑を、
エリアごとに紹介する。

する。

べきかを示す。NHK番組「奇跡のレッスン」をもとに
382.1/94 2F図書

デジタルマーケティングで稼ぐ
インバウンド完全攻略

日経BP社
日経コンピュータ編集

書籍化。

スポーツ都市戦略
2020年後を見すえたまちづくり

780.7/348 4F図書

学芸出版社
原田宗彦著

629.3/14 4F図書

地球温暖化
ほぼすべての質問に答えます!

岩波書店
明日香壽川著

2020年、
訪日客4000万人時代を勝ち抜く！ 訪日外国

オリンピックが終わったあとも長続きする地域づくり

地球温暖化はなぜ起きるのか。どのくらい影響をおよ

人向けビジネスにおける I T 活用の意義や最新動向

とは。スポーツに親しむまちづくりとスポーツによる交

ぼし、
いま何をすべきなのか。科学の話から国際交渉

をわかりやすくかつ網羅的に解説する。資料として使

流拡大に必要な都市政策上の課題、
その戦略的な解

の現状まで、
ていねいに明らかにしていく。Q&A方式

える、
訪日客の各種データも掲載。

き方・進め方を示す。

で専門用語もわかりやすく解説。

675/1229 4F図書

780.13/86 4F図書

新学部以外にも、図書館ではみなさんの学習に役立つ資料を幅広くご用意しています。何かわからないことがあれば、２階カウンターへお尋ねください。
約54万冊の蔵書の中から、
あなたの好奇心を満たす一冊を探しに来てくださいね！

451.85/136 4F図書

2017年5月

6月

7月

2017年度

図書館カレンダー
黒

学生選書
モニター

文献検索ガイダンス

学生選書モニター募集（〜5/27）

通常開館日
9：00〜21：40（窓口業務9：30〜21：00）

短縮開館日
9：30〜18：00（窓口業務9：30〜17：30）

赤

館内整理日

オープン
キャンパス

予約・延長停止（〜8/4）

試験期間

休館日
長期貸出（返却期限日9/27）

館内整理日

※開館日・開館時間を変更する場合は、事前に通知します。

8月

オープン
キャンパス

9月

10月

試験期間

大学祭

大学祭

文献検索ガイダンス

市民開放期間（〜9/20）

オープン
キャンパス

館内整理日

オープン
キャンパス

館内整理日

12月

2018年1月

2月

3月

試験期間（窓口業務9:10〜）

試験期間

長期貸出（返却期限日1/16）

館内整理日

予約・延長停止（〜2/7）

長期貸出（返却期限日4/16）

試験期間

試験期間

★前期試験

※ 試験前、期間中は日曜、祝日も開館します

※ 試験前、期間中は日曜、祝日も開館します

11月

オープン
キャンパス

試験期間（窓口業務9：10〜）

オープン
キャンパス

試験期間（窓口業務9：10〜）

卒業式

館内整理日

オープン
キャンパス

