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01  特集

『スキップ』北村薫  新潮社
◎豊洲・大宮・芝浦所蔵（913/Ki68/文庫）
17歳だった私はうたた寝をして目覚めると、42歳の私になっていた。タイムス
リップなのか記憶喪失なのか。しかし彼女は過去に戻る（記憶を取り戻す）方法
を探すのではなく、今を前向きに生きていこうと立ち上がる。そんな姿に元気を
もらいました！！

機械工学専攻 塚本伸吾さんオス
スメ

『これが本当のSPI2だ! 
   問題の再現度・情報の精度・説明の分かりやすさ-No.1』
 SPIノートの会、津田秀樹 編著  洋泉社 
 ◎豊洲・大宮所蔵（307.8/Sp5/就職）
就職活動で一番お世話になった本です。とにかく解説が分かりやすい！問題数は
それほど多くありませんが、問題の傾向をつかむにはいいと思います。

機械工学専攻 佐藤健一さんオス
スメ

『四畳半神話大系』森見登美彦  ○C 角川書店
◎豊洲・大宮・芝浦所蔵（913/Mo45/文庫）
京都を舞台とした、4つの並行世界で繰り広げられる物語です。不毛な大学生活
を過ごしてきた大学3年生の主人公と、個性的な登場人物たちとの掛け合いが面
白いです。大学生活をテーマにしているので、所々に共感できる部分があってお
すすめの作品です。

機械工学専攻 佐藤祐樹さんオス
スメ

『エレベスト 日本初のエレベーター鑑賞ガイド』
 梅田カズヒコ  戎光祥出版 
 ◎大宮所蔵（536.73/U64）
日本初のエレベーター鑑賞ガイドブック。モダンなエレベーターから三越本店の
レトロなものまで、エレベーターの魅力に浸れる１冊です。

＜ご利用案内＞
◇開館時間 豊洲・芝浦図書館　月～土　9：00 ～22：00
 大宮図書館　　　　 月～土　9：00 ～ 21：30
　★試験期間は日曜日も開館します。詳細はその都度HP や掲示板でお知らせします。

◇貸出冊数

図書館のお得な情報を教えます。
知っていると知らないでは雲泥の差！
　取り寄せ・予約サービス
→「読みたい本が豊洲図書館にあるけれど、大宮で受け取ることはできな
いの？」こんな時に役立つのが取り寄せサービスです。カウンターで申し
込むと、数日後には希望する図書館に本が届きます。パスワードを取得す
ると、オンラインでの申し込みも可能です。読みたい本が貸出中の場合は、
予約サービスを利用すると、本が返却され次第連絡が入ります。

　ILLサービス
→「この大学に置いてない雑誌の論文が欲しい…」そんな時は ILL
（Inter-Library-Loan）サービスを利用しましょう。ILL とは、図書館間
での本の貸借や複写サービスを行う、相互協力のことです。本学図書館
に所蔵がない資料や論文の、コピーまたは資料そのものを他大学から取
り寄せることができます。取り寄せ以外にも、他大学図書館へ直接資料
を閲覧に行ける紹介状も発行しています。また、本学の 3 つの図書館間
での複写サービスも受け付けています。

　リクエスト（新規購入依頼）
→「図書館にこんな本を置いてくれないかな？」という希望をお持ちの方に
は、リクエスト ( 購入依頼 ) サービスをおすすめします。また、年に２回、
選書ツアーを開催しており、皆さんが直接書店を訪れて図書館に置いてほ
しいと思う本を選ぶことができます。

　学術雑誌の充実
→大学図書館には、公共図書館や書店に並んでいない雑誌がたくさん揃っ
ています。工学・理数系の専門誌や、論文が多数掲載されている雑誌な
どがあります。また、「製本雑誌」というバックナンバーをまとめた冊子や、
パソコン上で論文を読める電子ジャーナルも充実しています。探し方や使
い方についてのご不明点は、図書館員までお訊ね下さい。

★このように、希望の資料を入手する方法はいろいろあります。図書館サー
ビスをたくさん活用し、これからの皆さんの大学生活に役立てて下さい！

新入生の皆さん、はじめまして！ご入学おめでとうございます。
これから皆さんが通う芝浦工業大学の図書館を紹介します。
図書館員一同、たくさんのご利用をお待ちしています。

新入生の皆さん、はじめまして！ご入学おめでとうございます。
これから皆さんが通う芝浦工業大学の図書館を紹介します。
図書館員一同、たくさんのご利用をお待ちしています。

ようこそ図書館へ

＜図書館紹介＞
当大学には、豊洲・大宮・芝浦のキャンパスそれぞれに図書館が設置されて
います。
図書館ごとに特色があるので、違いを比べてみるのも面白いですよ。

大きな窓からは運河や、今話題の東京
スカイツリーが見えます。図書館入口
には、新着図書や新聞がそろっており、
最新の情報を入手することができます。
８階に位置するので眺めもよく、スタ
イリッシュで開放的な雰囲気の図書館
です。上級生が多いので、学術雑誌や
専門書を多く揃えています。

今年度のリニューアルで、書架や閲覧
席を一新し、ますます綺麗に使いやす
くなりました。森に囲まれた、静かな
３階建ての図書館です。新入生の利用
が多いため様々な分野の本を揃えてお
り、専門書以外に音楽 CD や小説も充
実しています。個人学習用の個室と、
複数で利用できるグループ学習室があ
り、用途に合わせて勉強ができます。

開館３年目の、デザインに特化したアッ
トホームな雰囲気の図書館です。一つ
一つのガイダンスやレファレンスでの丁
寧な説明に好評をいただいています。
デザイン工学部向けに建築学やデザイ
ンに関する本が充実しているほか、毎
月テーマを変える企画展示や、論文の
書き方の紹介コーナーも見所です。

  豊洲図書館

  大宮図書館

  芝浦図書館

先輩達のオススメ本紹介！読んでみて損はないかも！？

 資料種別 　　 　　 貸出冊数・期間 　 予約
　 豊洲 10冊 　 　 　
 図　書 大宮 10冊 計30冊 2週間 10冊
　 芝浦 10冊 　 　 　
　 豊洲 3点 　 　 　 視聴覚 大宮 3点 計9点 1週間 3点 資　料

 芝浦 3点 　 　 　



今年も春がやってきました。この機会に何かを始めたり、気持ちを切り替え
たりするのはいかがですか？図書館スタッフの打ち出した決意はこちら！
英語の学習、和裁に挑戦したい。(武井)

津軽三味線弾いてみたいなぁ･･･ウクレレ、三線も気になります。（佐々木）
365日、部屋を綺麗に。余計な物は買わず、買ったら大事に長～く使う！（古澤）
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04  図書館  ranking
図書館では毎年、前期と後期の２回、
「選書ツアー」というイベントを開催しています。

選書ツアーとは、図書館に置いてほしい本や研究・学習に必要な本を、
参加する皆さんが直接書店へ出向き選んで頂くイベントです。ツアー
といっても皆で集まって書店へ行くのではなく、自分の都合の良い日
に参加できます（開催期間中・書店営業時間内に限る）。
もちろん今年度も開催する予定です（前期：5～ 6月頃　後期：11～
12月頃）。
興味のある方は各館カウンターまでお気軽にお問い合わせ下さい。
お友達と一緒に是非！

図書館ガイダンスやってます！
図書館ガイダンスは基本的な図書館の使い方だけでなく、専門分野の
データベース・電子資料、レポート作成に役立つツール、テーマ別の
調べ方まで、皆さんの希望に沿ってご案内します。図書館カウンター
にて常時受け付けています。1人からでも研究室単位でも参加ＯＫ！ 
図書館を上手に活用して、充実した大学生活を送りませんか？ 

『地球の歩き方』・『就職関連本』がそろいました！
利用者の皆様の要望にお応えし、最新版の『地球の歩き方』をそろえて
います。海外旅行や留学のお供にはもちろん、世界の国のことをもっ
と知りたい！という方も是非ご活用下さい。
また、就職関連の資料も充実しております。

4月より図書館がリニューアルしました。
皆さん、リニューアルされた大宮図書館をもう利用されましたか？
「まだ…」という方のために、どんなところが変わったのかお知らせし
ます。
まず各フロアのデザインが新しくなり、皆さんが利用しやすいように、
資料を配置しました。書架や閲覧席も一新され、窓に面したカウンター
式の閲覧席も新設されました。インターネット利用のＰＣコーナー、企
画展示スペース、その他いろいろ…
“百聞は一見にしかず”
皆さんの目で確かめに来てください。ご来館お待ちしております！

 専門参考図書が増えました！
「参考図書」とは、事典や統計・図鑑のような
「調べるための本」のこと。大学の勉強に欠か
せない、正確で信用の置ける情報が揃ってい
ます。今回一気に100冊以上増えた参考図書
が、皆さんの勉強を強力にサポートします！

全館

全館

貸出冊数

05  教えて！ 図書館
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2010年度貸出ランキング─図書─（2010年4月1日～2011年1月31日）
貸出ランキング

ABCとは何ですか？

自動貸出機「Automatic Book Circulation」のことです。
カウンターに並ばなくてもセルフサービスで図書の貸出手続

きをすることができます。
豊洲図書館に 2台、大宮図書館・芝浦図書館には各 1台設置され
ています。
操作方法は自動貸出機側に掲示してありますが、分からないこと
がありましたら、遠慮なくカウンタースタッフにお尋ね下さい。
※CD や DVD などの視聴覚資料は破損する恐れがありますので、カウンターで
　貸出手続きをして下さい。
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02  企画展

機械制御システム学科

材料工学科

建築学科

2010年度 学科別１人当貸出冊数（2010年4月1日～2011年1月31日）
貸出ランキング
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東京スカイツリー

東京ゲートブリッジ
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2011年は、巨大建造物マニア垂涎の年！！

完成前こそ面白い
！

墨田区・江東区お散歩、巨大建造物・橋梁関連本コーナー
展示場所：芝浦工業大学豊洲図書館赤丸コーナー

(C)M.L.I.T. TOKYO PORT OFFICE

芝浦工業大学豊洲図書館
2011年春企画展示

画像提供：東武鉄道株式会社
東武タワースカイツリー株式会社

 順位 　　　　　　　　書　　名 貸出回数 　　　　請求記号
 1 竜馬がゆく：文庫新装版 43 913.6/Sh15/文庫
 2 磁性材料：物性・工学的特性と測定法 39 541.66/Sh36
 3 アルミニウム合金の強度 29 565.52/Ko12
 3 卒業設計日本一決定戦official book 29 525.1/Se59
 3 坂の上の雲：文庫新装版 29 913/Sh15/文庫

 順位 　　　　　　　　書　　名 貸出回数 　　　　請求記号
 1 地球の歩き方 （’09-’10） 68 290.93/C44
 2 地球の歩き方 （’10 -’11） 61 290.93/C44
 3 1Q84 (ichi-kew-hachi-yon)  57 913.6/Mu43

 順位 　　　　　　　　書　　名 貸出回数 　　　　請求記号
 1 1Q84 (ichi-kew-hachi-yon)  24 913.6/Mu43
 2 よくわかる最新金型の基本と仕組み 22 566.13/Mo63
 3 偽物語 19 913.6/N86


