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瀬田図書館

ベルリンの壁と京都の壁
大 月 誠

昨年11月9日のベルリンの壁の一部 とつばらい

につづいて、本年 7月 1日の通貨統合とともに東

西べ、ルリ ンは一体化 して、交通の障害はま ったく

無くな った。 そのベルリ ンでは、第二次大戦中の

書物の疎開が原因で、東のウ ンタ ー・ デン ・リン

デンの図書館と西のポツダム広場の図書館に別れ

てしま った。 その ドイツ国立図書館でも、 さまざ

まの共同作業が、壁の撤廃ととも に始ま った。 こ

れまで、西べ、ルリンの公共図書館のすべては、 コ

ンピュータ ーで結ばれていて、 どこ からでも検索

が可能であった し、共同の利用案内書 も出版さ れ

ていた。東ベ、ルリ ンの図書館のコ ンピューター化

はまったく遅れでいるが、やがてはそ れも実現し

て、東西べ、ルリン が名実共に一つになるであろ う。

とこ ろで、京都では、立命館大学を最後に、龍

谷大学、同志社大学、京都産業大学の四大私学で、

図書館のコンピューター化 が、部 分的ではあ るが

実現した。だ、が、そのシス テムはまった くバラバ

ラで、共通検索は不可能であり 、図書の購入や整

理についても、分業はみられない。

お土居をす、っと昔に取り崩 してしま った京都で

はあるが、これでは、ベルリ ンの壁はなく なったが

京都の壁は残ったと、いわ ざるを得ないであろう。

(経済学部 教授)



卒論を作成する伝あた9~の

園

JUhahU5a"ミ孟り
卒業論文を作成するには、ま ず、自分の論文

のテーマにそって、も っと も適切な情報を入手

しなければなりません。 そこで、深草図書館の

利用を中心 に資料を入手する方法について述べ

てみましょう 。

論文作成 に役立つ参考文献には、図書 ・雑誌

論文 ・新聞記事・その他 さまざまなものがあ り

ます。書誌コーナー (書誌とは文献に関する記録

といった意味で、決められた範囲の文献を網羅的

にリス トし たもの)に備 っている各種書誌 ・文献

目録 ・他の図書館の蔵書目録などを使ってテー

マに関係すると思われる図書 ・雑誌論文のリ ス

トを作;ることからはじ め、 このリ ス トを手投トか

りに所在調査を行います。ま ずカード目録や冊

子目録を調べ所蔵されているものは請求記号 を

書き込みます。

カード目録では分類目録を上手に使うことに

より自分のテーマに関する本を見つけ出すこと

ができ、また、 著者名目録では、同一著者の著

作がどの程度所蔵されて いるかを調べる こと が

できます。

冊子目録には、深草図書館所蔵の新刊目録と

して 「新学習用図書目録」や社会科学研究所の

「とうけい調査資料目録」等があり、社史関係で

は 「長尾文庫目録」 があります。

自分のテーマに関する本をみて、それだけで

不十分と思った ら、そ の本の中の引用文献や参

考文献から必要な資料 をさがすこと もできます。

雑誌論文の場合は、その論文の収録されてい

る雑誌名 ・巻号 ・刊行年月を知らなければ原文

利 用漣
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田中正彦

を見ることができません。書誌コーナーにあ る

雑誌記事索ヲI(代表的なものに国立国会図書館 編

集の雑誌記事索引があり、日本で書かれた主な

論文が主題や著者から探せま す。)等で調べた論

文の収録誌が所蔵さ れているか 「龍谷大学雑誌

総合目録」で確かめ ます。所蔵さ れてい なけれ

ば 「学術雑誌総合目録」 で所蔵館を調べ、所蔵

大学で閲覧するかコピーを取 り寄せます。

雑誌以外 についても、本学の図書館の所蔵資

料だけでは充足でき ない場合は、他の大学図書

館等の資料も利用することができます。 紹介状

の発行、文献捜写依頼、国立国会図書館図書の

借用等の相互利用 についてはカウンタ ーの係員

に相談して下さい。

卒業年次生の皆さんは大学生 活の総決算とし

ての卒論作成に精を出し、図書館をどしどし利

用して下さい。

※ゴチ ック文字の目録はカ ウンターの上に備え

イ寸けであります。

(深草図書館課)
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資料探索図

図書を入手したい 本の中の

引用文献

参考文献を

入手したい

雑誌の論文記事を

入手したい

書誌コーナー

カウンター

(!)mu;tZ t，ご主り

大宮図書館だから卒業論文作成にあたって特

別な利 用法がある、とは思いませんが学生に

とってこれほど使いやすい図書館は他 にな い、

と思います。なぜならば、大宮図書館の利用特

色さえ理解すれば、卒業論文 ・各種レポート作

成にあたっての文献を誰でも簡単に捜すことが

出来るからです。

大宮図書館の研究室図書は、名の通り 文学部

各専攻ごとに分類された開架式図書 として整理

されています。その調べ方のコツとして、書名

カードや著者名カードを引くだけでも十分検索

できますが、更にそのカードに記された請求番

号に基づいて分類カードを利用すれば¥他の研
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書誌コーナー

臨 調 覇 カウンター

学術雑誌総合目録 })書誌コーナー

友 次 正 之

究室図書だけでなく 、閉架式図書(図書館図書)

も含めて幅広く文献検索が出来ま す。この分類

カードは細目にわた って一定のテーマごとに分

類しでありますから 、存分に これ を活用した上

で書庫の中へ入庫すれば、ただ慢然と書庫に入

って文献を捜すよりも効率よく文献を引き出せ

るはずです。

50万冊以上 もある図書の中で論文作成のため

の文献を捜すには、 カー ドボッ クスと 、閲覧カ

ウンタ ーにいる心強く頼しい !? 課員をどれだ

け利用するかです。皆 さんの頑張りを期待しま

す。

(大宮図書館課)
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図書館へ行くとしたら試験前か、眠りに行く

(冬は暖房、夏は冷房で心地よく眠れる)くらい

だった私が、図書館へ通い続けるようにな った

のは、卒論を書くにあたって資料を集めるため

でした。高校とは比べものにならなし刈まど数多

くの本が並んでいるので、最初はどの本を読め

ば良いのか分かりませんでした。(いかに一回

生の時に図書館を利用していなかったのかお分

かりでしょう)しかし、通い続けていると、ど

こに何の本があって、これを調べたい時はこの

本を見る等というように、次第に分かつてくる

ようになりました。こうなると、図書館へ通う

のが楽しくなり、ふと気が付 くと足は図書館へ

と向っていました。

「カツ、 カツ、カツ」

妙に靴の音が館内に響く 。少し視線を浴びな

がら静かに席に着いて、辺りを見回すと様々な

人を見かける。熱心に学習 している人、眠って

いる人、「今度の コンパ行く ?J 等と話合って

雨森小枝子

いる人、待ち合わせをしている人。図書館は

「学習の場」であり、かっ「憩の場」でもある

のです。それほど学生と図書館は密接な関係に

あり、学生にと って図書館は生活の一時を過ご

す戸斤なのです。

皆さん、是非図書館へ足を運んで下さい。 自

分にとって何か発見できるかも知れません。私

と友人の場合、カウンターにい る人がカッコイ

イとい う単純な理由で図書館へ行き 、本 を借り

たこともしばしばありました。 E里由は{可であれ、

気軽に図書館へ足を運ぶようにな った というこ

とが、私にと って大きな進歩と言えるでしょう 。

私は短大か ら四年制へ編入 し、現在大宮学会

へ通っていますが、深草の図書館に慣れている

ので、あ まり大宮の図書館へは行きません。 し

かし、専門分野は大宮図書館に数多くの貴重な

書物が収 められているので、龍谷大学に在学し

ている限 り、大いに活用しようと思っています。

(文学部 3年)

画@画圃趨匂
『変 身』 フランツ・カフカ著

(新潮文庫) 赤田真理子

だれレも大学に:夢と希望をもって入ってきたこ

とだろう。だが慣れてくるとそれなりに楽レいの

だが、人生の春である “今"をなんだか物足りな

い、つまらないと思って過ごレている人も多いこ

とだろう。

『変身」は主人公が、ある朝、突然、巨大な虫に

変身する@そレて、そのことに周閣の人々は不審

に忠わないという奇怪な小説て'ある。白由に生き

たいと思うが、そのように振舞うことのて.きない

苦悩が「変身』に描かれていると思う。

(社会学部 2回生)
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『秀吉と利休』 野上弥生子著

尾野嘉貞

利休といえば茶人と レて殊に有名だが、それと

ともに彼の生き方に共感を持つ人は多い.日寺の権

力者秀吉のもとに仕えながらも、 茶の道に閣レて

は一歩も譲らなかった。ぞれがも とで秀吉の怒リ

に触れ、 切腹を命ぜられたのであるが、そ こに至

るまでの過程を、権力者と芸術家という立場の異

なるニ人の聞に繰り広げられる葛藤劇と レて著者

が巧みに描いている。

(法学部 4回生)



レファレンス・コーナー 由本 新

(ここで言うレファレンスはこの『来ぶらり』第 1号で村上さ んが説明されているレファレンスとは少し違う
意味で使わせていただきます。 LongmanDictionary of Contemporary Englishによると、

reference book~a book， such as a dictionary that is looked at when one needs information rather 

than read from beginning to end 

reference library~ a collection of books that cannot be taken away but must be studied in the place 

where they are kept 

とありますが、その意味で考えていきます。だからレファレンス ・コーナーとは、百科事典、年
書誌、定期刊行物およびび、そのダダ内イジエスト人、の類がならベてある図書館の特定のスベ一スのことでで、す。もち
ろん貸し出し禁止です。)

十数年前はじめてアメリカ本土へ行き 、イエ

ール大学の図書館に入る機会があ った。 出入り

口に高い番台があり、目のやさしい年輩の職員

が座っている。利用者は図書館を出 るとき、持

ち物のチェックをこの職員にしてもらう。それ

ぞ、れ自分のカバンを大きく開けで、気持ちよく

チェックを受ける。その合理性とそれを支える

文化に感心した。

つきやに感心したのは、そのレファレンス・コ

ーナーだった。大広間の周囲に書架があ って、

中央が閲覧のスペースになって いる。百人ばか

りがシーンと調べものをしていた。私がすこし

高い靴音でコ ーナーへ近づくと 、黙れと 言わん

ばかりの視線が一斉に私に向いた。そして何よ

りもレファレンスそのものの充実ぶりに感心した。

九年前にロス アンゼルスの小さな大学に一年

間いたが、そこの図書館もレファレンスが充実

していた。そして授業では レフ ァレンス ・コー

ナー を利用すべき宿題がたくさん出る。たとえ

ば百科事典で調べてこいという宿題である。ア

メリカの学生が図書館をよく利用すると言われ

るのは レファレンス・コ ーナーの利用度が高い

からだと思う 。

日本の学生が図書館を利用しないのは、教師

の出す宿題の量がまず足らないのと、質がどう

も違うことに原因がある。つま りレ ファレンス

の価値を日本人は本当にはまだ評価し ていない

のだ。我々は原典主義をありがたがる。私もそ

うだ。たしかに論文となれば原典は大事で、ある。

しかし、知的成長のベイシックな段階での原典

主義はむしろ邪魔になると思う 。高校の歴史で、

史料の原典の読み方を教えるのは間違っている。

全員に歴史学者になる訓練を受けさせ るのかと

聞いた l~ o 無駄だ と 思う 。百科事典の要約でい
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い。それでは学問になら ぬというのなら 、高校

のカリキュラムから歴史をはずしなさい。歴史

小説を読ませる方がよほど高校生の頭脳を美し

く鍛える。要するに我々は原典主義に毒されて、

要約の文化を うさん臭い ものと見ているのだ。

私自身日本の教育をながく 受けできで、百科事

典で調べてこいという宿題はかつて一度もなか

った。 そしてf辰り返ってみると 、私には情けな

いほどベイシ ック な知識が欠けていることを感

じる。 だから学生に百科事典で調べる宿題を出

すのが怖い。自分もまた調べねばならないから

しんどい。ひどい悪循環だ。とにかく 、アメリ

カ人にはオピニオンばかりあ って、基 礎的知識

に欠けるとい うのは嘘である。我々こそそ うい

う症状を持っているのだ。

とも あれ、いまだに我々の感覚は、図書館は

りっぱな珍しい書物つまり原典がたくさん置い

であるところであって、百科事典を調べ、 レフ

ァレ ンスの相談に乗ってくれる相談員が親切に

手を貸してくれるところではない。情報は一人

歩きで集めるのではなく、先輩の助けを借りて

無駄なく ピラミッ ドに積み上げる、 その方がベ

ターだとい う認識が日本には育っていない。図

書館は何万人に一人の世界的学者をつ くるため

のシステムではな い。公民が気持ちよく、効率

よく、情報を集める場所である。図書館がベイ

シックな知的仕事をする場として位置づけられ、

教師がそう いう基礎的な知的作業を要求す る宿

題をどんどん出すこと 。学生の側にも、図書館

で徹夜で仕事をする知的意欲が生まれ、図書館

もそれにこた えて午f愛11日寺までは開くようにな

ること 。そうしてはじめて図書館の近代化も進

むだろう 。

(理工学部教授)



「龍谷蔵」の成立と

収納貴重書の概観

昭和41年(1966)は、龍谷大学図書館(現在の

大宮学舎)新築以来30周年に相当した。

図書館ではこの時に当 り、貴重書庫の設置を

思 い立ち、 30周年記念事業の一環と して企画成

就 したのが、大宮図書館現在の 「龍谷蔵」であ

る。

昭和40年 (1965)6月21日文経合同図書委員会

に於て真鍋広済館長は「貴重書収蔵金庫室設置」

の件を提案、全員の賛同を得た。

同年 8月18日、業者の見積りを得て、総務部

庶務課に於いて立案、同 8月24日立案決裁、 9

月 1日から工事を開始した。

新設貴重書庫の位置は、大宮図書館書庫一階

の東北端、従前の雑誌整理室であった一室で、

先づ東北両面の窓の塗り込め から壁面の改装、

電気工事、換気扇、除湿機、火災報知機等の設

備及び入口二重扉取付等貴重書保管に必要不可

欠の諸工事の進捗を図り 、12月17日には内外装

備諸工事を一応終了、同12月27日から29日へか

けて書架資材搬入、書架組立工事を完了 した。

此の問、 真鍋館長は、新設の貴重書庫名を

「龍谷蔵」と名づけ、本願寺御門主(大谷光照師)

の御染筆を得て扇額を作り 、庫上 に掲げたいと

提 案、昭和41年 1月30日、星野元豊学長より本

山宛出願、 2月23日額字御染筆成り 、本山より

星野学長へ交付 された。 3月28日、中村美工堂

(寺町松原東)へ偏額作成依頼。

5月17日、禅の玉目の板面に、「龍谷蔵」の三

字を刻り込んだ金文字に輝ゃ く扇額が完成、直

ちに書庫入口壁上 に掲げて、永く令名を伝へる

こと と成った。

是より先、既に昨年末には新書庫の諸工事を

完 了し、 その完全乾燥を待つばか りと成ってい

たが、漸ゃく 3月30日から新書庫への貴重書移
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平春生

管作業を開始し た。

先づ手始めに、本願寺に因縁深い清朝王室版

の「龍蔵J (大蔵経)から移管し、次いでo2 1 

その他の貴重資料の移管を続け、併せて大谷探

検隊将来の西域文化資料 も西域文化研究会の協

力を得て移管し 5月15日に一応作業を完了した。

龍谷蔵の書架及びロッカー (何れも鋼鉄製)への

貴重書移管概況は下記の通りである。

1.一番奥 (北側)には片袖書架三連上六段 とそ

の下にはロッカ 一三個(A. B . C)があり 、

(1)書架上六段には大谷光瑞師が明治32年(1899)

清朝を訪問された際西太后から寄進された

清朝殿版の『龍蔵』が配架されている 。

(此の 『龍蔵」は次に述べる(BXCXDXE)の書架

上六段にも続けて配架されている。)昭和38

年この「龍蔵目録」を図書館で編集刊行し

た。

(2)ロッカ -Aの上段及びB.Cには、大谷探

検隊将来の西域出土古文書 ・古写経典類 ・

古美術資料類が収められている。(此の分は

吉川小一郎氏将来の資料が多い)持記すべき

ものに重文に指定されている 「李柏尺臆稿」

(東普戚和年間と推定)一巻や「伏事長女繭図」

「法華経神力品」断簡等 がある。(昭和28年

~38年刊行の 「西域文化研究」 六巻七冊に

資料の概況が収められている。)

(3)ロッカ - Aの中段以下には o2 1 (貴重書)

及び 021 ・1( 同 上 巻子巻軸)0 2 4・

1 0 1 (新潟字台文庫の巻子巻軸)0 2 4・3

(禿氏文庫中の巻子巻軸)以上の中には平安

朝浄土教の重要資料と して重文に指定され

た『念偽式』一巻(長承 4年 (1135)書写)や

親驚聖人真跡「聖徳太子和讃」断簡一幅、

同「浬繋経文断簡」 ー幅、並に 「恵信尼公



影像J (桃山時代と推定・木版画)等があ る。

尚同書架には本邦最古の平仮名交 り版とし

て学界に注目されている元亨版 『黒谷上人

和語燈録』七巻七冊、本願寺第三世覚如上

人 自筆「口伝紗」 三巻等も忘れ難し当もので

ある。

自国川一 時 iめ「叶
鶴一、 棺入'、g・〓h

1I.東側には、書架(A)(片袖 4連12段)とロ ッカ

一(D)一個 が並んでいる。

(1)書 架(A)には o2 1 (貴重書冊子本)を配架。

此の中には、西本願寺門主旧蔵の寓字台文

庫本 が多く含まれている。 前記及 び以下に

述べる各書架及びロッカーともに同様であ

る。

(2)ロッカー(D)には、 022・1(准貴重書の巻

子本)御本 山御代々之書付、御代々系譜、御

書案文等本願寺関係古文書類が多い。

皿.中央には、 両袖書架(3連12段)が東西に向

いて並列する。

(1)右側の書架(CXB)には、上三段は「龍蔵J -F 
六 段(B)面 には o2 1 (貴重書冊子本)の続き

を配架し、(C)面第五 ・六 2段は同 じく o2 

1を配架して いる。この(AXB)(C)三書架の中

で特記さるべきものは応安 4年(1676)沙門

覚ー駄文の「平家物語J 12巻12冊や、正平

版 「論語』を筆頭にする五山版の数々 、及

び慶長 4年 (1599)本願寺准如上人開版の

「浄土文類緊室長、J (古活字版)等 の古活字本

が多数収 められていることなどであ る。更

にC面左端七段以下には西域資料関係の堀・

渡辺 日記や橘瑞超将来敦煙写経、木簡等が

配架されている。

(2)左側の書架(DXE)には、 上六段は『龍蔵』七

段以下は両面共o2 2 (准貴重書冊子本)を
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配架。中には鳥飼流書道の祖、鳥飼道漸(慶

長頃の人)自筆の『謡曲集.!81冊が光 って

いる。

N.西側の書架(F)(四連12段)には、上四段 に、

(1)021(貴重書)中の蒙古文殿版「大般若経」

十五帳等が収められており 、

(2)第五段から七段までは o2 4・1(新寓字

台文庫)中の日本仏教史の先駆をなす『三国

伝燈記.! (承安 3年(1198)覚憲講信憲書

写) (三巻の内)二巻などの貴重書があり 、

(3)(F)書架の第九段以下は 024・3(禿氏文庫

中の貴重書)が配架 されているが、中でも

法隆寺旧蔵の 「百万塔」一基と塔内収納の

「自心印陀羅尼」ー紙は最も珍らし い。

v.南側 には、正面入口を中心に這入っ て右側

に上下二段のロッカー(E)と左側に書架一本

が配置さ れている。

(1)ロ ッカー(E)の上段は 021・1(貴重書巻軸)

中の長尺物が配架されているが、中でも明

代建文 4年 (1402)筆写の世界図 「混一彊理

歴代国都之図」 ー幅や、本学の大宮学舎本

館(当時の本願寺大教校)が、重文に指定さ

れた際に、 その付属資料 と成った 「大教校

建築設計図」二幅及び「建築仕様書類」 が

主要資料の一部である。

(2)ロッカ ー(E)の下段は同じく 021・1(貴重

書巻子巻軸)を収めているが、蓮如上人自筆

書状ー幅をはじめ、実如、顕如、証如等室

町期の本願寺歴代門主の書状等が種々収め

られている。

(3)入口左側書架には桐製の整理箱を最めこみ

024・31- 32(禿氏文庫中の未装版画・

拓本類を配架、中でも鎌倉時代版の 「聖徳

太子影像」 や鎌倉から江戸期へかけての

「諸国寺院境内図」 等 は注目に値する。

以上龍谷蔵の書架 ・ロッカーに配架収納せら

れた貴重書類 の 現況 を概観し て きたが、;忽々

のこととて、書き落しゃ誤記も多分に在ること

と思う。この点は後日の訂正を期し 、大方の御

諒読をお願しミ致したい。(平成 2・7・20)

(元本学図書館次長)



• 

自さ1~@
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大宮図書館はこうして

貴重書の宝庫となった!
ーその2-

成山 雅康

今回は普通教校 ・文学寮を中心 とした仏教図

書館建設運動について紹介しよう 。

本願寺は文化摂取のため殴州に派遣した学僧

の進言にもとづき、 明治 9年本願寺学制の大改

革を行った。それは各府県に小教校を1校以上、

各教区に中教校を 1校 、最高学府として大教校

の設置を図るものであった。新学制により従来

の学林は大教校に指定された。更に明治18年 に

は普通学に重点をおく普通教校が設置された。

この普通教校は文学寮 ・仏教高等中学を経て、

明治35年高輪仏教大学へと独立 ・発展した。

明治19年、普通教校の教授及び学生有志を中

心に禁酒 ・進徳を標傍する「反省会」 が結成さ

れ、翌20年に機関誌『反省会雑誌」が発刊され

た。会の発展にともない本部を東京に移し、こ

の雑誌は『反省雑誌』 を経て、明治33年日本で

の総合雑誌の端緒とも言われる『中央公論』に

改題し、今 日に至っている。

その「反省雑誌」第 8年第 9号(明治26年)に

社説「図書館の設立を望む」 が掲載され、「仏

教徒が率先其勢力の中心たる六候の近傍に仏教

的大図書館を設立し、博く内外の書籍を蒐集し、

以て今日の必要に応ずべきは必須の急務なりと

云うべし」と仏教図書館の設立を訴えている。

こうした伏線を経て、普通教校の後身たる文

学寮が明治30年、文学寮付属図書館の拡張によ

る本格的仏教図書館の建設運動を開始した。 9

月、文学寮は仏教図書館建設の趣意書を頒布し

た。 その実現のためには「天下志士仁人」の後

援なくしては不可能であり、先ず個人蔵書の図

書館への寄贈を、更に有縁の人々 に広めてほし

いと訴えている。 この趣意書が発表されるや、

真宗関係者の賛同が寄せられ、知名宗門人を先

頭に多くの方々から和漢洋党文に及ぶ図書や図

書購入資金が寄付された。明治33年 には寄贈図

書は10.000冊を超えたという 。

ところが、文学寮は仏教高等中学と 改称し、

東京に移転、高輪仏教大学に発展した。高輪で

は仏教図書館建設の初志を貫徹するべく 、学校

経費から可能な限りの図書購入を進めるととも

に、関係者へもその助成を懇請している。 また、

夏期休業で帰省する学生に多く の人 に仏教図書

館の必要性と図書金品の寄贈を訴えるよう依頼

したと 言う。学生も卒業記念とし て図書を寄贈

する等、全学一体とな った運動が展開 された。

こうした文学 寮 ・高輪仏教大学の図書館の必

要を徹底させた功績は大きい。しかし、高輪仏

教大学は諸般の事情で閉鎖の止むなし に至り 、

仏教図書館建設を目指し て収集された図書 は、

仏教図書館建設の夢と共に、全て仏教大学図書

館(龍谷大学の前身)に収蔵さ れた。

大宮図書館の蔵書は文学寮 ・高輪仏教大学関

係者の熱意とこれに応えた多くの真宗関係者の

助力 に支えられ、現在の如き世界に比類な きコ

レクションに成長したと 言える。

いま、大宮図書館が本学の教職員 ・学生にと

どまらず、図書を求める人々 に対し門戸 を大き

く開けてい るの も、こ うした先人の夢を実現す

るものである。(瀬田図書館課)

らい
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