
図書館は今年度もブックガーデン（選書会）や、ワークショップ等、
皆さんに楽しく参加してもらえるイベントを企画し、発信していきます。

2016 年度に向けて !!

3館共通して「飲食可のコーナー」の要望が特に
高く、次いで個人ブース、グループ学習室などの
学習スペースに関して多くの声が寄せられました。

今年度、開館時間を 30分繰り上げたことにより、
開館時間の満足度が上がりました。
今後もより良い図書館サービスを提供できるよう
頑張ります。

・ CDのラインナップをもっと充実さ
せてほしい
➡ 赤丸コーナーに新着 CDを 20点設置
しました。ぜひ図書館でチェックしてみ
てください♪

・ 会話禁止のサイレントスペースを
作ってほしい
➡  2016年 4月より、サイレントエリア
を設けます。

・ 先輩のおすすめ本を展示してほしい
➡  4年生のインタビューとあわせ、4年生・卒業生
から後輩へのおすすめ本紹介コーナーを設けま
した。デザイン工学科の先輩によく貸出された
本のランキングも展示中です。

・ 建築、TOEFL、英会話、英語の論文の書き方に関する本を増やしてほしい
➡               最新資料の購入、および豊洲図書館や大宮図書館から取り寄せを行い、入口左手にコー
ナーを設けました。他にも、図書館にはリクエストサービス（図書購入依頼）もあります。
ぜひご活用ください。

・ S.I.T. search の使い方がまだよく
わからない
➡ ホワイトボードに S.I.T. searchの使
い方について掲示し、PCコーナーに
設置しました。もっと詳しく知りたい方
はカウンターまでお気軽にどうぞ！

・ ゼミでの資料を探
したいのですが、
資料収集に関す
る冊子がほしい
➡ 資料収集に役立つ
豆本のコーナーを
１階カウンターに
設けました！ご自由
にお持ちください。

豊洲 ･ 大宮・芝浦図書館内だけでなく、生協前や web
にて学部学科問わず 2317件と、大変多くの方にご回答
いただきました。今後も改善を進めてまいります。ありが
とうございました。

図書館では 2015 年 10 月 1日から11 月 7日
まで満足度調査を実施しました。今回の特集で
はそのアンケートに対する取り組みについてご報
告いたします。
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☀ご卒業おめでとうございます！
今年度芝浦工業大学を卒業される皆さんにお知
らせです。芝浦工業大学の図書館は、卒業して
からも利用することができます！ 「図書館利用カー
ド」を申請すれば、図書館で資料の貸出や閲覧
が可能です。申請は各図書館のカウンターや図書館のホームページから簡単に
できますので、お気軽にお申し込みください。先輩達からすでに 1000人以上
の登録があります！  図書館員一同、皆さんの来館をお待ちしております。

☀図書館学生スタッフお疲れ様です！
図書館員の力となってくれた学生スタッフの皆さんが卒業します。
岩﨑 : 図書館が大好きになりました！
松本 : ネタ要員として頑張ってきました！
川本 : 本の紹介や展示物の制作が楽し

かった！
竹内 : いろんな出会いがあり自分の世界

が広がった！
本当にありがとうございました。図書館は
卒業してからも皆さんを応援しています！ 
図書館は皆さんのふるさとです。

☀「たくさん借りたで賞」表彰しました！
学部 4年生を対象に、「在学中に多く本を借りて読
んだ人」を表彰し、プレゼントをお渡ししています。
なんと一番の方は「867冊も借りたで賞！」今回ご
紹介させていただくのは、電子情報システム学科の
濱本恭介さんです。在学中に数学や物理、プログラ
ミングや電子回路の本をよく借りていました。後輩の
皆さんへ、「授業で困ったことがあったら、図書館で
参考図書を借りて自分で勉強する習慣を身につけた
方が良い。」とメッセージをいただきました。

☀ブックガーデン（選書会）で
　選ばれた本が届きました！
芝浦図書館カウンター横に選書会コーナー
ができました。建築・デザイン系の洋書な
ど幅広い分野の本を揃えていますので、皆
さんの選んだ本が並んでいる様子をぜひ
見に来てください。

We held some international work-
shops in our libraries to know each 
other’s culture with various foreign 
students: “Yukata Workshop” to 
wear Japanese traditional garment, 
“Malaysia Day” to enjoy the game 
and the unique tea, “Brazilian Day” 
to introduce Brazilian culture and 
enjoy coffee, “Vietnam Workshop” to 
introduce the culture and the intern-
ship in Vietnam and so on. 
We would be happy to continue to 
offer a place for cultural exchange 
between both Japanese and foreign 
students.
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建築系専門図書
貸出ベスト3

学科別1人当たり貸出冊数（2015年4月1日～2016年1月15日） 貸出冊数

1 28.5

24.1

22.3

コンパクト建築設計資料集成1

建築をめざして

よくわかる構造力学の基本 : 
建築工学の基礎と解き方3

2

［請求記号］ 525.1/N77 貸出回数 30回

［請求記号］ 520/Sd/21 貸出回数 28回

［請求記号］ 524.1/Ma81 貸出回数 27回

※専門図書を対象としています
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環境システム学科
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芝浦工大で学んでいる留学生に質問！
今回答えてくれたのは、システム理工学部のアントニ
オさんです。
Q. 普段から図書館を利用していますか？
A. ほとんど使ったことはありません。浴衣のワーク
ショップに参加して、初めて図書館に入りました。

Q. 浴衣ワークショップはどうでしたか？

A. 浴衣を着られるとは思わなかったので楽しかったで
す。ああいったイベントはよいと思います。

Q. おすすめの本を教えてください。
A. Hallidayの物理学（電磁気学）の本です。難しい
ことを簡単な言い方で説明してくれているので、よ
く読みます。

お忙しいところ、ありがとうございました！

学部 4年生を対象に、「在学中に多く本を借りて読

（ 年 年 ）


