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深草図書館

大学の重心

高 島 撃司

図書館はその大学の実力の程を示すものとい

えよう。むろん、研究 ・学習など全学的な利用

具合の実態を含めての話であり 、そこが問題な

のである 。古文谷口知平先生は、教師たるもの

「何といっても大学は研究の場であり 、学問研

究の真剣さによ って学生を勉強させることを心

掛けるべきである J (龍大新聞406号)と 教え ら

れた。自戒をこめて思い起したい言葉である。

教師といって も、たとえ10年20年研究業績の

類が皆無であろうと 、同僚聞でのチエ Y ク作用

はないに等しいのが現状。今日、医師、弁護士

などの職業倫理が問い直されている。大学教員

の責務と倫理も例外ではないはず。

ともあれ、 大学の伝統的な研究 ・教育の分類

体系に組み入れ難いような分野が増えて来ょ う。

この新しい知的構造の変化に対応できるカギを

図書館という宝の山から学生諸君と共に探して

行きたい。

(法学部教授)



図書館は

回

津守 母 子

イラスト by内山 朱 美

清少納言もウ、ソ卜リ

図書館の重い扉を押すとそこはページをめ く

る音だけ・・…・なんでいう光景は、今は昔の世界

になりつつある。だが試車会其月のラ yシュアワー

を除けばまだまだ捨てたものではなし」なんと

いっても I講時目の図書館はスパラシイ 。

〆デグゲ/
//  

たとえばかつての山城の国深

草村。稲荷山から南へ流れ

る丘陵。ゆるやかにそそ

ぐ朝の光。静寂な図書

館。本を開くあなた。

/ 

清少納言 ならさし

ず、めミこころと

きめきするも

の、と表現

するだろう

趣がある。

イメ ージコマーシ ャルはここまで。 しかし過大

広告ではありません。

急がばまわれ

図書館の主役、いえいえ大学三

共同体の財産である知的資料。

なんと1990年 4月には大宮・

深 草 ・瀬田を合わせて100万

冊を突破.ゲ100万冊!?イメ

ージでき ますか?厚さを平
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均 3cmと見積ると高さ 30km。京都タワ ーの約

229倍。ここで登場するのが黒子役の図書館員。

日頃鍛えた足腰であなたを導く案内人に変身。

望みの資料を一度で手にできればミいとうれし切

息切れ ・方向違いで迷子になること しばしば。

その節は温い心でお許しを。なんといっても高

山には事故がつき もの、思い切って下山する余

裕が必要。麓で作戦を練りなおし 、再度アタッ

ク。もうお分か りですね。図書館山登頂法は

へ急がばまわれ、。心にゆとりを持って来館下

さい。

頭のシェイプア、ソプ

近年大半の龍大生は近畿地方の出身者。でも

地元の人でも以外に知らない京都や滋賀。そこ

で、政治 ・経済 ・文化等を通覧できるのは、

「京都年鑑.1 i'滋賀年鑑.1 (京都新聞社，年刊)。

歴史的な概略が知りたければ、 「京都大事典』

(淡交社， 1984) Ii滋賀県百科事典.1 (大和書房，

し，---1984)。 もっと詳しく調べたくなっ

たら、『滋賀県史.1 i'京都府百年

の資料』等々きりがない。上

記の『京都大事典』のミ龍谷

大学、の項に、大宮図書館は

昭和11年に完成し、大倉三郎

設計とある。その他大学の略

歴と大宮の本館(重文)の写真

が載っている。ちなみにあの



広辞苑にも龍谷大学の項目があるので一読下さ

い。タウン誌もいいけど、プラスアルファで頭

のシェイプアップの準備も怠りなく。

では次に汚染問題とレジャー開発にゆれる近

畿の水がめ琵琶湖。面積・水深 ・透明度は?

小学校で習った !? 古い古い。地球は日々活動

し、地上の開発も日進月歩。そこで自然科学全

般のデータブック『理科年表.!l (丸善，年刊)。

この年表は暦部 ・天文部・気象部・物理/化学

部・地学部 ・生物部に分かれ、観測・調査・実

験・計算の結果が表になっている。コンノfクト

サイズながらなかなかの分量。地学部の地理の

項にミ日本のおもな湖沼ミとして、琵琶湖:面

積672.3km'最大水深103.8m平均水深41.2m透明

度5.8mとある。参考に摩周湖は最大水深211.4

m透明度25.0mとなっている。ただし備考は必

ず読むこと。この表の備考にも、透明度は季

節や環境の変化による変動が大きいと注意書が

ある。

人口ピラミッ.....POl'ULAT旧 H .v貼刷。

111-11量ぴ，-・..風.
s.. T.bI. !-j・..，-・-

『日本統計年鑑』平成元年版 p_16

よく見かける人口ピラミッド。一目で日本の

年齢別人口構成を把握できるように作成されて

いる。頭のシェイプアップ最後に登場するのは

『日本統計年鑑」。あらゆる分野にわたる日本の

基本的な統言十表 と表作成の為の原資料名が記さ

れている。又「日本長期統計総覧』との対応表

まで付いてなかなかのもの。「理科年表』同様、

使い慣れれば大層便利。右下に第 2- 2及び第

3-

2-8表参照とあるので捜してみると 、 2-2

は将来推計人口 (平成 2 年~97年)、 2-8 は年

齢別人口 (大正9年~昭和63年)である。調査方

法の説明を読むと、大正 9年以来ほぽ 5年ごと

に行われている国勢調査を基本にしているこ

ともわかる。では国勢調査の行なわれなかった

明治時代の人口はどのように算出したのでしょ

うグ興味のある方は図書館でお確かめ下さい。

その他、昭和35年13，122点だった書籍出版点

数が昭和63年には38，297点に。又昭和35年7，457

館あ った映画館が昭和63年 には2，005館に等々

たくさんの表がある。

歳月は人を待たず

大学の試験に関係なさそ う!?ちょっとお待ち

下さい。心が動くことから勉強も恋愛も始まる

のです。しか

レ情報通だけ

では卒論やレ

ポートは無理。

ここぞとlよか

りに先人達の

知恵を拝借。

も

ミ聞くと見るとじゃ大違V>~・・・・……一日本

ミ古きを温めて新しきを知る、・……・・中国

ミ人間は考える葦であるν……..........西洋

行動・知識・思考。 さあ目標に向けて出発し

ま‘しょう。ミ歳月は人を待たずふ入学早々ミ大き

なお世話!?、そうです。老婆心を フル回転して

皆さんの大きなお世話に今年も頑張るつもりで

す。(深草図書館課)

券各φ耕⑧⑩⑮⑧のお知らせ

深草図書館では、 京都に関する本を、

1階ロビーに集合させました。利用を

お待ちしております。

期間 :4月4日体)，，-，4月30日(月)
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書物の重みと心地良さ

中世西部ヨーロッパにわいてその成立を見て

以来、大学とは知的文化の創造と発見の場であ

った。このような定義は現在に至るも変わるこ

となく妥当す るものであろう。そこでは 「学」

の探究は固より、その他多様な文化社会的活動

が営まれてきた。そして紛れもなく、そのよう

な営為の一翼を担ってきたのが大学図書館なの

である。人類の知の歴史に占める、大学と大学

図書館の貢献度というものは、非常に大きなも

のであるということが出来よう。

今、そのような大学の一構成員という資格を

新たに得られた諸君は、各人各様の目的・志向

をお持ちのことであろう。その眼前に存する多

岐に亘る選択肢の何れを取ることも諸君の自由

である。ただ、知の文化形成の主体とも言える

場に身を置く機会を得たこととて、人間の築い

てきた「学」の世界、その知の歩みの一端に触

れるという こと も、並存する他の肢同様魅力あ

るものではなかろうか。そしてそのような日支を

選ぶ諸君に対し、その全面的な支援を約束する

のが他ならぬ大学図書館なのである。

幸いにも我が龍谷大学は、深草、大宮、瀬田

の三図書館を擁し ている。その蔵書総数は100万

冊 を越え、 念々大学図書館としての面目を施さ

んとしており、諸君の本来的意味における 「学」

生生活の中核的存在となることは疑いないであ

ろう。 一歩足を踏み入れればそ こは書物の大海

であり、移しい数の偉大な る業績のうねりの中

に、 その身をナ交じる思いがし よう 。だがそこを

泳き、、切るのは容易なことではない。

例えば、敵語文献を始め大抵の蔵警は書庫の

中 に眠 っているのであるが、深草の場合学部生

は入庫を禁じられており、目録カードのみでそ
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北原芳行

の内容の全てを把握することは困難を極める。

また目指す文献・資料が所蔵されていない場合

もあり、他大学図書館に相互利用の依頼をしな

ければならないこともある。しかし労苦の末に

希望のものを子 にした時の喜びは言葉に出来な

いものである。

大抵の諸君には、その自由な時間 を謡歌でき

る日々と訣別する時が訪れることとなろう。し

かしながら 、道を先行く者の多くが、そのよ う

な時間に書物を手にしな かったことを悔いるこ

とが少なくないのである。斯く言う筆者もその

例外となるものではない。それゆえ敢えて、今

この時に こそ、図書館で諸君を待つ本と時間を

共にすべきであるとの苦言を呈しておくことても、

思文の羅列を終えることと しよう。一人でも多

くの諸君が、 一冊の書の持つ重みの心地よさに

気付かれることを願いつつ。

(1990年 3月 法学部卒)

(日本経済新聞社) 稲岡富弥

織田イ室長の名前を知らない人はまずいないて.あ

ろう。ぞれぐらい、織田イ室長のことを描いた小説

やドラマは多かったが、それらの多くは物語とレ

て脚色されていた。

レかレ、 この 「下天は夢か』は、最新の資料を

基にできるだけ史実に近い織田イ室長の人生を描い

ているのである。そレて、そこに描かれている織

田イ室長の、努力を惜レまず天下統一という夢を実

現させようとレた生き方は、現代社会を生きる私

達にも何か通じる所があり、この本を読むと何か

共感できるものがあるだろう。

(法学部 4回生)



口 口 口

叢書利用法事始一大宮図書館篇-

図書館で、自分の探している本がみつからな

いと、情然とカードボックスの前でたたずんで

いる学生の姿をよく見る。これには、二つの原

因が考えられる。一つは、その本が未購入の場

合で、この時は、己れの不運を嘆くのみである。

他方は、自分の努力(=能力)が足らず、カード

の検索が不充分な時である。龍谷大学大宮図書

館には、約50万余(1990年 3月現在)の蔵書があ

るが、これらの本の総てが単行本で発行された

訳では無しミ。何らかのシリーズの中の一冊であ

る可能性もあ るのである。このシリーズ(叢書)

の中から、自分が求める本を見付け出すのに苦

労する人が多 p。そのため、 この困難を少しで

も克服する助けにもなればと、私流の実践方法

を書いてみることにする。

叢(双)書とは、「広辞苑」によれば「種々の

書物を集めて大きくまとめたもの。」 とある。

『広辞苑』の例 にある『四庫全書』は、 3，400余

種の著作を、 36，000余冊にまとめたものである。

(大宮図書館所蔵の洋装本でも1，500冊ある。)こ

のような大部叢書中より 、必要な本を選び出す

には、 どうすれば良いのであろうか。まず第ー

には、書名カードを検索することである。これ

は、前にも書いたように、叢書名でのカードは

作成されていても、 一冊一冊の書名は記載され

ていない場合がある。第一段階は、容易な方法

で、約50%の学生がこの段階で挫折しているよ

うである。

第二段階は、探求書の入っている叢書名が判

明している時に有効である。 しかし、必要な本

が叢書の第何冊目 にあるか知らなければ、時間

を浪費するのみである。この無駄を省く情報

|北村高 |

は、分類カードの08門にある。大宮図書館所蔵

の叢書は、開架 ・閉架を問わず、大部分この08

門に集められている。文、昭和15年以前の、日

本や中国で刊行された叢書については、『龍谷大

学和漢書分類目録(総記之部).1の使用も勧めら

れる。この第二段階へ達するのは、全体の30%

イ立ではな かろうか。

次が第三段階である。最近出版されたもので、

膨大な冊数を有する叢書は、 08門に入っていな

いものがあ る。又、何らかの理由で、叢書扱い

されないものも存在する。しかし、これらの書

物についても目録が存在する。その設置場所は、

閲覧カウンタ ー前の、自主.jf_.索引コ ーナーであ

る。この第三段階まで至る学生が約10%いる。

この段階で、請求記号を発見できなければ、多

分、所蔵されていないのであろう。
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最後に残った10%の学生であるが、これは、

大学で青春を楽しむ人々で、図書館に来ないで

あろうし、この駄文を読むことのない人達であ

る。もし、 これを読まれた諸子で、今までと少

し違う方法て¥図書館へアタ ックし、本を探す

喜びを発見する方が出て来ればと思う。

(文学部講師)

膨大なチベット語資料



図書館の仕事紹介シリーズ(2)

カードは何処ヘ
皆さんは図書館という言葉を聞いて、何を連

想されますか。多分、本 ・閲覧室 ・目録カ ー ド

ではないかと思います。ところが、開館 2年目

を迎えた瀬田図書館では、 どこを捜しでも目録

カードらしき物 が見 あたりま せん。では、自分

の見たい図書はどうして捜すのでしょうか。瀬

田図書館は開架式なので、 体力 と時間のある人

は、書架の聞を回避するのもよいでしょう。

瀬田図書館では従来のカードによる検索方式

に代わり 、コンピュータ端末を利用して図書を

検索するシステム (OPAC)を採用 しています。

このシステムは、書名 ・著者名・分類 ・件名 ・

出版社等を手がかりに検索を行うことができま

す。従来のカード方式と瀬田検索システムとの

相違点について、例をあげて説明します。

『アメリカの社会保障』という図書を検索する

0 従来のカード方式

図書カードは通常、書名 ・著者名 ・分類カー

ドに分けて並べられています。ここでは書名カ

ードを使って検索することにします。書名カ ー

ドは書名のアルフ ァベット順に並べられている

ので、書名の中間や後ろに現れる単語では検索

することは出来ません。実際には「アメリカ」

の最初のカードを捜し、以下順次カードを繰り

ながら上記図書を検索します。ただ、図書カー

ド検索には一度に多数の人が利用できるという

利点、もあります。(カードで検索していると 、

図書館に来ていると 言 う気分になれると 言われ

る老教授?もおられるが !) 

0 コンピュータ端末方式

「アメリカ」 という単語でも検索は出来ます

が、「社会」でも「保障」でも検索が可能だし、

桂田 和 彦

あるいは、「アメ リカ」で検索した本が多い場

合には、その検索結果を「他の単語(社会又は

保障)J あるいは「著者名」、 「出版社」等で絞

り込むこと(ブール演算処理)が可能です。

しかし、端末機を利用するということは、ホ

スト ・コンピュータに必要な図書データを入力

する必要があります。そのために現在問題にな

っているVDT障害(キーボード・ディスプレー

等を使用するためによって起きる眼等の障害)に

よる健康への影響もあり 、非常に心配ですが、

その危険をもかえりみず担当者は利用者の皆さ

んのために (? )毎日毎日キーボード と格闘して

います。

なお、端末機の操作方法は、瀬田図書館に設

置している「図書検索システム操作マニュアル」

に詳しく書かれており 、 これを利用すると 、誰

でも簡単にキーボードを操作し、瀬田図書館の

資料を検索することができます。深草学舎、大

宮学舎の皆さんも、一度、瀬田図書館へ来て下
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さし、。

(新潮文庫) 幸 智子

大学生になって新たな気持ちを抱いている時、

私はこの本を読んだ.読み始めはこの主人公は変

った人物だなとそれほど深く思っていなかった

が、ページを重ねていくうちに 「うーん」と考え

させられ、今の白分はどうであるかと悩まされた。

最後まで結論は出なかったが、白分をふり返る機

会をもててよかったと思う.ぜひこの本を手にと

って項きたいが、悩んでいる時、落ちこんでいる

時は読まない方がいいと思う.自殺されたら困る

もの

(経営学部 3回生)
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アタレスミス[F，若宮治」

Smith， Adam 

An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 

London， Printed for W. Strahan; and 下 Cadell，MDCCしXXVI.First 

edition. 2vols. (6)leaves， 510pp.; (2)leaves， 587， (1)pp. 1/4 calf， 

marbled boards. 4to. 

アダム ・スミス (1723-1790)はイギリスの

経済学者、古典派経済学の始祖 とされる。エ

ジンパラ近郊に生まれ、グラスゴ一大学に学

び、ここで道徳哲学教授のフランシス ・ハチ

ソンから大きな影響を受けた。さらにオック

スフォード大学に移り、研究を継続したが、

この大学の保守的で沈滞した雰囲気に失望し

帰郷する。そののち、母校グラスゴ一大学の

論理学教授に就任、『道徳感情論』の出版に

よって会ヨーロッパ的な名声を獲得した。こ

の名声により、パ yクルー公の家庭教師とし

てヨーロッパを旅行する機会を与えられ、主

としてフランスに滞在、 ここでケネ一、チュ

ルゴ一等の重農学派の経済学者やボルテール

等と交わり、さらに学識を深めた。帰国後は

故郷に引きこも って著作に専念、 10年近い苦

心のすえ書き上げられたのがここに紹介する

経済学上最大の古典『国富論.!I (深草図書館

蔵)である。

アダム・スミスはこの r国富論』の中で、

国民の富の源泉は労働にある ことを明かにし、

この思想を軸として商品、貨幣、資本、所得、

再生産等の資本主義社会の経済的諸現象を統

一的に説明した。また、各人の利己心の発揚

吉 野和 夫

I • Q...u t歳、，

総譜鴨

W養At.T翁吋 "A l; j.O~電$

.佐川吋W 叩

怜‘ m

は社会全体 の利益となり 、社会を一層幸福か

っ快適ならしめる原動力であるとし、国家は

各人の自由な利己的経済活動を放任し、単に

国防、司法および民聞が収益を期待できない

公共事業のみを果たせばよいとするその説は、

資本主義的経済体制をもって最高のものであ

るとする主張の根拠として重要な役割を果た

してきた。彼の分析にはまだ不十分さや混乱

が見られたが、 しかしそれは資本主義社会の

体系的把握を成し遂げた最初の業績として、

リカ ー ドやマルサスをはじめ その後のすべて

の経済学者たちの出発点となった。

(深幕図書館課)
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第 1回は龍谷大学の前身の学林(江戸)時代の

図書館について、捨頭又は知蔵が任命され、 図

書の収集・整理 ・管理・ 運用にあたっており、

図書館の萌芽が認められると述べた。今回はこ

うした江戸時代の「図書館」を承けて、明治時

代における大学林における図書館事情を紹介 し

たい。

明治19年、知蔵服部範嶺が知洞の『龍谷学饗

大蔵目録』に基づき所蔵確認 ・記入事項の訂正

を施した『真宗学捧蔵書 目録』を作成し た。 こ

れによると、 当時の所蔵図書は内典3，291部、

外 典781部、 言十4，072部であるとされている。江

戸時代収集にかかるこうした蔵書は明治時代に

質量両面にわたって飛躍的に増加 ・充実した。

それは、西本願寺門主の文庫であ った写字台文

庫の大学林への下附と仏教図書館建設運動にと

もなう 寄贈図書の収集によって実現し た。今回

は前者について紹介したい。

写字台文庫とは、西本願寺歴代門主の収集・

伝持された図書 を収めた書庫の名称、で「唐の太

宗 が広 く天下 に善本 を求め、繕写 して内庫に収

めた、その書庫を写字台と称し た」 とい う故事

になら って名イ寸けられたとイ云えられている。当

文庫には相当な図書 が収集 されていたよ うであ

大宮図書館はこうして
貴重書の宝庫となった!

ーその1-

成山雅康

るが、年月 の推移ととも に錯雑 ・散逸が少なか

らずあり 、何回かにわたり調査 ・目録の整備が

行われている。江戸時代末期の目録には約42，000

冊の図書が収録されている。徳川幕府の紅葉山

文庫の当時の蔵書冊数が図書では70，000冊程度

と言われ、 仏教書を中心 とした写字台文庫の蔵

書がいかに多いか、言をまたない。

明治24年 (1892)、門主明如上人の命を受け、

前田慧雲・上原芳太郎が本文庫の再整理を行い、

翌 2月、大学林に19函(部冊数不明)が交付さ れ、

同37年(1905)には残り全ての蔵書が下附された。

大正10年 (1921)頃、新分類制定に際し、貴重書

と一般書に区分したと 聞 く。龍谷大学図書館の

貴重書4，000余部(大谷探検隊将来資料10，000点

を除く )の大半 を写字台文庫が占めるのは上記

の経緯で明かである。

写字台文庫には鎌倉 ・南北朝時代を始めとし

て、江戸時代 までの弘典 ・文学 ・歴史 ・社会 ・

医学 ・薬学 ・暦に関す る刊本 ・写本が収められ

ている。創刊号で紹介した 『つれづ、れ草.!l (延徳

本)や岩波 ・日本古典文学大系『平家物語』の

底本 とな った 『覚一本平家物語』等も写字台文

庫旧蔵書である。 (つづく)

(瀬田図書館課)
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