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今回は夏季休暇期間に豊洲図書館にてインターンシップを経験された
西野さんにお話を伺いました。

●図書館でのインターンシップを希望された理由を教えてください。
私は建設工学を専攻していますが、仕事をするなら図書館員と考えて
いました。この大学ではかなり珍しいと思います（笑）。
研究室でインターンシップの話題が出て、図書館のインターンシップ
は工業大学に通う私でも受けられるのかなと思い調べましたが、どれ
も図書館学を学ぶ学生向けのものばかりで、私にはチャンスがないと
思いました。ところが、キャリアサポート課で相談させていただいた
ところ、とんとん拍子に話が進んで…（笑）。まさか本当に出来ると
は思っていませんでした。本当にラッキーでした。
また、工業大学という環境に身を置いている中で、図書館員になると
いう事に自信が持てなかったので、自分の気持ちを確かめるよい機会
になるのではないかとも考え、インターンシップを希望しました。
●図書館員体験中に印象に残ったこと（大変だったこと・楽しかった
こと）はありますか？
一番大変だったのは ILL（※1）で、学校の顔という側面もあり緊張しま
した。他の大学から受けた依頼や、芝工大の学生や教員の方からの依

頼文献を調査する作業はとても楽し
かったのですが、文献の受け渡し時
は責任を感じてとても緊張しました。
面白かったのは雑誌の作業です。ど
のような雑誌が入ってくるのか、そ
れぞれの雑誌がどのくらいの歴史を
持っているのか等を知ることができ、
ページをめくった時に内容も少しだ

け見られました。
図書館で働くこと
が出来た上、勉強
させていただいた
ことは全て楽し
かったです。

●今後はどんな本を置いてほしいですか？
心理学系と社会科学系の本で、もう少し専門的・教科書的なものを置
いてほしいです。
心理学は、教養科目履修の機会以外でも学ぶべきだと思う分野なので、
もう少し充実すると便利だと思います。社会科学系については、現在「科
学コミュニケーション学」という授業で社会科学の勉強をしているの
ですが、「学問の学問」というべき新しい分野で、非常に難解です。社
会科学全体を噛み砕いた本があるといいなと思います。
また、地図が首都圏のものが多いので、自分ではなかなか行けない地
方のものも置いていただけたらと思います。
それから古典的名作の映画 DVD も置いてほしいです。最近だとイタ
リア映画の「道」という作品を見て、とても良かったです。
●図書館に関して改善してほしいところはありますか？
豊洲図書館の大型本のコーナーについて、分野分けがされていない事
と、場所も目立たないので、リスト化していただけると嬉しいです。
貴重で学生では手に入らないものが多く、皆に見て欲しいのでもっと
目立たせられればいいなと思います。
●後輩の皆さんにお勧めしたい図書館の使い方があれば教えてくだ
さい。
意外と使っている方が少なそうですが、参考図書（※2）が大変便利です。
私の専攻する建築系分野の事柄でずっと疑問に思っていたことが載っ
ていて、目からウロコでした。「さしもの」という言葉の定義について、
今まで専門的な本を見ても曖昧な表記ばかりだったのですが、「太い
鴨居」というはっきりとした定義に辿りつくことができました。他学
科の分野についても、基本的な情報は専門書よりもまず参考図書を調
べるという使い方が良いと思います。

●西野さん、ご協力ありがとうございました。ぜひ素敵な図書館員に
なってくださいね！

※1）Inter Library Loan の略。図書館間相互貸借。学外から文献複写や資
　     料の貸借を行うサービス。
※2） 特定の知識や情報を調べるための図書。辞書、辞典、年鑑、白書、目録など。

おすすめの本を教えて下さい

『茶室おこし絵図集』
墨水書房　520/H88・527/C35
豊洲・大宮図書館所蔵

（※組み立てると立体になるように紙を糊付け
した建築図面が掲載されている。）
図面をおこすだけでも楽しいので、他の学科
の方にもお勧めです。

『逆説の日本史』シリーズ
井沢 元彦 著  小学館
210.3/I98  豊洲図書館所蔵

身近なところから分かりやすく解説して
あるので、日本史に詳しくない人でも楽
しめると思います。
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西野史子さん
建設工学専攻 1年
趣味：スケート観戦

　 インターンシップ学生インタビュー
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皆さん、お休みの予定は計画しましたか？  図書館スタッフが冬に行きたい
場所はこちら！　◯江東区「常盤湯」/ 都内屈指の宮造り銭湯（中村）  ◯新潟か長野でス
ノボー / 築地でおいしいお寿司を食べたい（伊藤）  ◯千葉県内ローカル電車めぐり（成島）  
◯九州か沖縄に旅行（注連内）   ご参考までにどうぞ。それではまた次号でお会いしましょう。

卒業予定生の皆さまへ！！

２・３月は「オトナの社会科見学」をテーマに

関連図書を展示中！

観光施設から工場、廃墟、公営
団地まで。オトナだから分かる！
オトナにしか分からない！マニ
アックな社会科見学スポットに
焦点をあてた資料の数々をご紹
介します。

一般書架のレイアウトを変更しました！

利用者からの声にお応えして、語学関係の資料と小説の配置場所を前後
に入れ替えました。また、白書はカウンターの隣の棚（棚番号60）、デー
タ資料の隣に移動しました。
今後はリクエストの多い小説が増える予定です。

現在資料を移動中です

利用者に分かりやすい書架の構築中のため、視聴覚資料は 2 階へ仮設
置しました。この他にも場所を移動したものがありますので、ご不明
な点はカウンターまでお尋ね下さい。

図書館で借りた図書・視聴覚資料で未返却のものはございませんか？
最終学年の方の返却期限は２月２３日（火）となっております。
尚、返却期限日を過ぎても未返却の資料がある方には、督促の連絡を
させて頂きます。
借りている資料は卒業前に必ず返却しましょう！！

今回は視聴覚資料ランキングです。（2009年4月1日～2009 年11月30日） 

見えない将来は不安だけれど、見えすぎる明日は退屈に思える…。
必要なのは未来へのジャンプ力。
大宮図書館ではそんな皆さんに向けて
「資格・就職」関連資料を展示しています。
もうすぐ春、動き始めてみませんか？
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開館時間　豊洲・芝浦 9：00～22：00　　　短縮開館（9：00～18：00）
　　　　　大宮　　　 9：00～21：30　　　短縮開館  豊洲（18：00～22：00）/大宮（18：00～21：30）/芝浦のみ通常開館
休館日： ＿　               芝浦のみ短縮開館（18：00～22：00）※豊洲・大宮は休館
 ※開館スケジュールは変更が生じる場合もございますのでご了承ください。
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レポートや論文の作成に役立つデータベースを
教えて下さい。

「Refworks（レフワークス）」とい
うデータベースが便利です。個人

アカウントを作成すれば、自分がWeb 上で集めた文献情報をその中
に保存でき、自分専用の参考文献リストが作れます。J-DreamⅡや
Scopusなど、1,274 種
のデータベースに対応
しています。また、論
文執筆時に必須である
「参考文献欄」を自動的
に作成してくれる機能
がついています。学外
からもアクセス可能で、
レポート作成に大変役
立つツールです。

05  教えて！ 図書館

Q
A

○期間：2／5～ 3／31（予定）
○場所：大宮図書館1階  企画展示コーナー（カウンター前）
○同時展示：大型本・素敵な装丁本の世界

  第5回 大宮図書館企画展示 

芝浦

豊洲

大宮

卒業後の図書館利用について

卒業後も本学卒業生として芝浦工業大学図書館をご利用いただけます。
是非、ご利用ください。詳しくは図書館カウンターまで。

 順位　　　　　　　    書          名 
 1 ゴッドファーザー （大宮所蔵）  貸出回数 30 請求記号 778.53/G55/2-2
 2 JEWELS / QUEEN （大宮所蔵）  貸出回数 19 請求記号 767.8/Q3
 2 ドラゴンクエスト：ゲーム音源大全集（大宮所蔵）  貸出回数 19 請求記号 767.81/D87/1～3
 3 Can't buy my love / YUI （大宮所蔵）   貸出回数18 請求記号767.81/Y97
 3 5 年モノ：single collection / 福山雅治 （大宮所蔵）  貸出回数 18 請求記号 767.81/F85
 3 あっ、ども。はじめまして。 / GReeeeN（大宮所蔵）  貸出回数 18 請求記号 767.81/G81

 JUMP TO THE 
FUTURE
～「資格・就職」本特集～

昨年１２月の企画展示 
「20 世紀現代アート」の様子です。


