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Library Girls
芝浦工業大学の女子学生の皆さんにインタビューを実施！
おすすめの 1 冊を教えていただきました。
学修や息抜きの参考にしてみてはいかがでしょうか。

建築工学科卒業の図書館スタッフが
製作した図書館フロアマップ模型です！

「恋する建築」
資料 ID：1011766154

Y.S さん

「デビクロくんの恋と魔法」
請求記号：520.4/N37

資料 ID：1710276130

私のバイブル的な本です。この本を
読めば、きっと建築が好きになるので、
1 年生に読んでほしい 1 冊です。

請求記号：913.6/N37

映画化された小説も置いてあって、
息抜きに読めるのも嬉しいです！

A.I さん
「チーズはどこへ消えた？」

「堀部安嗣の建築 : form and imagination」
資料 ID：1011766539

資料 ID：1720510620

請求記号：520.87/H87

きれいな図面と写真がたくさん載って
いて、何度も見てしまいます。

M.N さん

N.O さん

これから社会人として働く際
に、何を考えながら行動す
べきか、楽しく読めた本です！

「阪急電車」

「また、同じ夢を見ていた」

資料 ID：1720223757
請求記号：913/A71

資料 ID：1710350219
請求記号：913.6/Su63

長編小説 ですが短編
集感覚でサクサク読め
ます！電 車 通 学 におす
すめの 1 冊です。

住野よるさんの作品の中で
も、特に好きな 1 冊です ! こ
れを読めば日常の何気ない
出来事が特別に感じるよう
になるかもしれません。

「ぼくはイエローでホワイトで、
ちょっとブルー」

「私は私のままで生きることにした」
資料 ID：1710492250

資料 ID：1710486834
請求記号：376.33/B71

E.T さん

請求記号：933/J64

中 学 生 で ある「ぼく」の
イギリスでの学園生活を
通して、社会や教育など
様々な問題について改め
て考えたくなる 1 冊です。

請求記号：159/Ki38

自分を認めて愛する
ことの大切さを、この
本から学びました。
す
らすら読めるのでお
すすめです！

T.T さん

M.M さん

S.N さん

学術情報センター長・図書館長からの挨拶
新型コロナウイルスの影響が長引く中、2020 年度は大
学教育の価値、大学図書館の価値が改めて問われることと
なりました。そして、新たな大学の価値、図書館の価値を認
識する年ともなりました。
大学の歩みや時代の流れとともに変遷・発展してきた芝
浦工業大学図書館は、
2021年 4月より情報システム部図書

田中 直彦

システム理工学部
電子情報システム学科 教授

館へと組織変更されました。
コロナ禍においては、
学内ネット

ます。今後も理工系大学にふさわしい大学図書館・ネット
ワークの構築に向けた努力を続けて行きたいと存じます。
一方で、冊子体の需要が大きいのも事実です。
コロナ禍
であっても図書館と利用者がつながり、皆に親しまれ活用
されることを目指し、
より良い図書館運営を行うべく精進し
て参ります。
本学では、現在、デザイン工学部の豊洲キャンパスへの

ワークを通じて自宅からも利用できる電子ブックや電子

移転に伴い豊洲図書館拡張計画が進んでいます。
利用者の

ジャーナル、
データベースの活用がとても有効な手段であ

「学び」
を支え、利用者とともに
「成長」する図書館を目指し

り、
情報システム部との連携は欠かせなくなっています。
こう

ています。皆さまのご理解・ご協力を賜りますよう心よりお

した時代の変遷に適応した組織編成となったと自負しており

願い申し上げます。
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02. 企画展
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豊洲

学生スタッフが勧める
雑誌ベスト 5 より

芝浦工大で学ぶ学生スタッフのみなさんから
コメントをいただきました。「様々な分野の
豊富な雑誌が読めるので、見比べてみるとお
もしろいですよ！」
場所：グローバルエリア横の
一般雑誌コーナー
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新聞コーナー
リニューアル！
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03. 図書館 news
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芝浦

芝浦図書館貸出ランキング

エントランスを入ってすぐの所に

前年度に芝浦図書館で利用された資料の人気

ある、青空をイメージした掲示板

ベスト3をご紹介します！

に、新聞ディスプレイコーナーを

家で過ごす時間が増えたこともあり、じっくり

設置中。

読める歴史書や資格本がランクインしました。

人気ベスト 3

1 位 詳解大学院への数学

1位

埼玉新聞

2 位 サピエンス全史 :

2位

日刊スポーツ

文明の構造と人類の幸福

3位

Japan Times

3 位 キタミ式イラストIT 塾応用情報技術者

Best5
04. 図書館
Graded Readers

1

学科別1人当たり貸出冊数

2

（2020 年 4 月 1 日〜 2021 年 3 月 31 日）

5.4

The Bill Gates story
［請求記号］837.7/I12/指英-5

4.8

貸出回数 12

4.3

The chrysanthemum and the sword

2

［請求記号］837.7/I12/指英-3

3

［請求記号］837.7/P37/指英-4

3

［請求記号］837.7/P37/指英-4

貸出回数 7

The road ahead
3 ［請求記号］
837.7/P37/指英-3

貸出回数 7

貸出冊数

（2020 年 4 月 1 日〜 2021 年 3 月 31 日）

貸出ベスト5

1

41

3.8

3.6

貸出回数 9

Alexander Hamilton : American hero
貸出回数 7

3

3

5

生命科学科

4

電子工学科

3

材料工学科

2

建築学科

1

機械制御
システム学科

Murder on the Orient Express

3

