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*****深草図書館棟

増築にあたって******

田北亮介

現在、新図書館棟が建設されています。この棟に

は、新たに学習用の閲覧室やAVホールなどが備え

られていますので、来年秋完成のときには、学生諸

君に現在より充実した勉学スペースを提供できるも

のと確信しています。

本来図書館は、図書や雑誌を利用者に提供する役

割を担っているものですが、今日では情報媒体が多

様化してきているだけに、たとえば視聴覚学習資料

や LL学習資料などの提供も必要になっております。

また、学習情報の膨大化や多様化に対応して、情報

検索も従来のカード検索から変化し、コンビュータ

ー検索が必要になっております。

このような利用者の新しい要望に応えることが今

日の図書館のあり方ですが、新しい棟の完成は、学

生諸君の期待に十分に応えることができるものと確

信しています。気楽に、そしてア ットホームな気持

で、親しみをもっておおいに図書館を利用きれるこ

とを期待します。 (図書館長)



正論文白書き方)
卒論と図書館一

卒論の良し悪しは、自己の主張や仮説を論証

する上て¥いかに多くの参考文献や資料にあた

ったかによってきまる 。 したがって卒論にかか

る時間の大半は、この参考文献の探索にあると

言っても過言ではない 漠然とした関心を明確

な問題意識に高めてゆく上で、多くの文献と対

峠することは不可欠のプロセスだからである 。

明確な問題意識を形成し、それを論証してゆく

上で決定的に重要な、導きの指針となる「金脈」

的参考文献を発掘するのに時聞がかかるし、ま

た十分かけねばならないのである 。

この「金脈」をあてるまで「新刊コーナー」

や「新聞コーナー」を足しげく訪れたり、書架

を丹念に見てまわるのも 一つの方法であろう 。

また、漠然とした関心の中で「キーワード」とな

る語を利用して、「書名目録」や「経済学文献季報」

にあた ってみるのも効果的かもしれない。ひと

たび「金脈」あるいはそれらしき文献をあてた

ら、是非各章の末尾にある参考文献一覧を丹念

… 度円

に見るべきである 。 よりい っそう大きな「金脈」

にあたるかもしれないし、自己の主張を深める

上で不可欠な、様々の異った主張に出会うから

である 。 こうしてひとつの「金脈」 をあてたら

文献の探索は非常に容易になる 。 その 「金脈」

を通してイモズル式に探すことができるからで

ある 。

必要な参考文献が載った文献や雑誌が本学図

書館にない場合でも、簡単に諦めるべきではな

い。図書館を通じて、他大学 ・研究機関から必

ず入手可能だからである 。 また、本学図書館に

は全国国公私大の 「紀要」 をはじめ、政府 ・諸

研究機関が発行した統計・調査資料の類も多数

所蔵されている 。 これらの所在、利用方法を含

め、何かわからないことがあれは¥積極的に図

書館員に尋ね、大いに活用すべきである 。

ともあれ、 卒論提出 1ヶ月前にな って 「何か

いい文献はありませんか」 という手遅れは、是

非とも根絶したいものである 。(経営学部教授)

: 「あんな看板こんな看板」 i 
j l月B時日 間 i 
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備文の書き方〕
卒業研究と図書館

卒業研究のスタイルは、学部 ・学科・指導教

授によって、かなり異なると思われる 。 ここで

は、個人的な意見として、卒業研究における図

書館の利用法について述べることにする 。

卒業研究のスタイルは、 3回生までに受けた

授業とは大きく異なっている 。その最たるもの

は、授業のように、どちらかといえば受け身的

な立場から、未知の世界を切り開くフロンティ

アとしての、能動的な立場への変身である 。 フ

ロンティアという精神論だけでは、卒業研究を

遂行できるものではない。 その裏には、「なぜム

「どうして」という、強い問題意識が必要で、あ

る。 これは卒業研究を始める、研究以前の問題

である 。

卒業研究は、 3回生までの実験とは違って、

まだ明らかにな っていない未知の世界の事 を明

らかにする研究である 。従 って、研究開始の時

点では、各自の問題意識の強い分野て(a )何
が既に明らかになっているのか、(b)何が未解

決の問題とな っているのか、を知る必要がある 。

そのためには、卒業研究テーマの設定と内容に

ついて、指導教授とよく議論することが大切で

ある 。 このとき 一方的に指導教授の話を聞くの

ではなく、自分なりに図書館で卒業研究のテー

マについて調べることが大事である 。

図書館には、研究に必要な和洋専門書をはじ

めとして、国内 ・国際学会や商業誌の論文、研

究会や全国大会の資料などかなりのものが集め

られている 。 3回生までの授業では、研究に必

要な基礎学力を教えているので、 3年間さは、っ

ていなければ¥専門書から勉強し直す必要はな

い。卒業研究のテーマが決ま ったら、次には、

( a )どういう手法を使って研究するのか、 (b) 
どういう理論をベースにして明らかにするのか、

( c )関連する研究は何か(サーベイ)等、またま

た図書館あるいは研究室にある関連資料に目を

通す必要がある 。研究を始める前には、こうい

研究がスタートすると、だいたいにおいて失

敗の連続である 。思 った通りにことが運ばない

ということがしょ っちゅうである 。 これには相

当タフな精神力を要する 。 どうして失敗したの

か、その理由を解きあかしながら、次への展望

をつないでいく 。研究していて一番楽しいとき

でもあり、苦しいときでもある 。経験からして、

なまじ秀才でない方がこの時期を楽しめるのか

もしれないと思ったりもする 。

研究が成果をあげて完成すると、めでたく論

文の発表となる 。 自分の行な った研究の意味づ

け、研究の新規性、関連する研究のサーベイ、

研究の内容の記述、手法の妥当性、結果の有効

性などを書く 。 この卒業研究終了の時点で、ま

たまた図書館や研究室の資料に目を通すことが

大事で、ある 。何故なら、研究を始めたときよる、

より高いレベルで考察し論文の質を高めるため

である。 (理工学部助教授)

$@l圃圏趨母
rGM帝国の崩壊」 草思社

7 リアン ・ケラー狩
鈴木 i，税訳

GMとL、えは、世界最大の白動車メーカー

ですが、このところ数淳にわたって低迷ド続

罪、現在もその域を脱していません。 GMの

衰退の原因、そして、再L、GMはかつての力

を取りもぜすこ色がでラるのか。著者は、膨

大なインタビュ一色調査によって、それを解

明しよう色してν ます。 GMや白動車産業だ

けでなく、アメリカの産業にもあてはまると

忠、、ます。

かなり厚みがあり、専門的な本ですが、小

説を涜t、ような面白ざで読める本です。

っ た周到な準備が大変大切である 。 (経営学部 4~ 園井謙一郎)
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あなたも名探偵.ノ…・ ・

「僕はおもうに、人聞の頭脳というものは、

もともと小さな空っぽの屋根部屋のようなもの

で、そこに自分の勝手にえらんだ家具を入れと

くべきなんだ 0 ・・・・・・手なれた工人は、 自分の頭

脳部屋へとりこむ品物については、非常に注意

をはらう 。仕事をするに役だつもののほかは、

決して手を出きず、とい ってその種類は非常に

多いのだが、これらを彼はきわめて順序よく、

きちんと整理しておく 。一・・・・」これはかの有名

な名探偵シャーロ ック・ホームズの言葉である 。

彼の言葉から考えると、図書館というものは

何人もの偉大な人物の業績が集められた大頭脳

と言 えるであろう 。 しかも、それは手なれた工

人によって整理された大頭脳である 。大頭脳を

利用する者の目的は様々である が、それぞれに

必要な品物はすべて頭脳部屋へとりこまれてお

り、きわめて順序よく、きちんと整理されてい

る。 また、その品物は誰かにと って必要なもの

であり、いらないものはない。

私の場合、高校までは学校の授業や宿題の参

浴林美香

考文献を探したり、勉強するために図書室 を利

用することはほとんどなく、おもしろそうな小

説をみつけるためになんとなく図書室に行くこ

とが多かった。 しかし、大学に通いはじめてか

ら多少なりとも必然的に図書館へ足を運ぶよう

になり、これが大学での勉強の仕方なんだと感

じることがある 。そのようなことを考えると、

私は本当に勉強をしていないなと今更ながら思

う。龍谷大学深草図書館の大きな建物を自の前

にして、私はこの図書館の価値をどれくらい理

解できているのだろうかと考える 。私達が図書

館を利用することによ ってはじめてその価値が

見えてくるのであり、そうでなければどんなに

すばらしい書物が揃っていても、それは意味が

ないのである 。

図書館の扉を聞けて一歩足を踏み入れるとそ

れだけで勉強したような気持ちになるのは図書

館という大頭脳が働き始めようとしているせい

かも知れない。 ( 短期大学部2年)

強電通画圃昼3母
スタイリ、ソシュ・キッズ、 j可出書房新社

鷺沢蔚

この本の表紙の色が邑ても;.I(L、、で、だか

らこの本を読み始めました。 Z人の大学生の

1 .5手生の夏から 3.5手生の夏までのことを力川、

てあります。大学の半分の2.51'-聞がおわり、

あとの半分1-;1始めの半分よりずっ色はやく過

Fてしまう。何も忘れたくない、全部宏之て

、、たい。この本の中の大学生がそんなふうに

言ってじます。時闘が過F去って、何もかも

思い出になるのなら、その思い出だけでも、

全部定えていたい色思いました。

(理工学部3淳佐竹邦子)
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悦惚の人 新i朝文庫

有吉佐和子

痴呆老人の茂遣色、彼を献身的に介護する

長男の妻、そして家庭内の煩い 、ことは避け

て通ろうとする長男たちの、茂遣が死ぬまで

の姿を描νている。誰もがL、ずれ持つ可能性

のある痴来老人問題、その家族介護の限界、

又、自分自身の老後の生活のことなぜを真剣

に考えると予、この本の膨響l;i大きく、又、

これらの問題の教科書ともなる本だと思いま

す。是非一度読んでみて下ざい。

(文学部4回生安堂久美)



レファレンス・コーナー

図書館の思い出“レフアレンスコーナー にて"

私が学生時代を過ごした大学の理学部にある

図書館分室 は 1 ・2 ・半地下の 3階にまたがっ

ており、書庫には外国雑誌や専門の辞典類がぎ

っしりつまっていた。半地下のうす暗い書庫の

隅に机がならべてあ ってそこではいつも外国専

門雑誌の中の論文を一生懸命ノートに書き 移し

ている人々がいた。

大 学 2年生の時学生実験で、ある化合物の沈

澱を作 ったところそれは酸に容易に溶けると

指導書に書いであるのに自分のはいっこうに溶

けなかった。おかしいと言って実験助手の人に

質問したら失敗だろうという 。それでも間違い

ないと頑張ったら、それならよい機会だから図書

館へいって Gmelinの辞典があるから調べてごら

んと云われた。早速図書館へいったもののその辞

典が何処にあるのかわからない、事務の人に聞

いてたどりついたのが半地下の書庫であった。

や っ とその化合物を見つけてその頁を聞いた。

相手は独語である 。辞書を頼りに何とか沈澱の

ことについて詳しく書いた Originalの文献があ

りそうなことが分かった。 しかし何か略して文

献雑誌名が載せてあるのでチンプンカンプンで

ある 。そこであつかましくそこにおられた年を

とつだ人にどうして調べていったらよいのか尋

ねた。するとその人は君は何年生かと聞かれた。

“2年です"と言うと“あ、そう"“ついて来給

え。"とい ってこつこつと歩いていき、古い学会

誌の製本書を一冊取り出し、ぺらぺらと ページ

をめくって“これではないかな"と渡してくれ

た。 “あのーどうして分かったのですか"“え"

“いや Gmelinの中の何処からこれが分か ったの

池田重良

ですか"“ああ君はまだ 2年生でしたね"とい っ

て辞典から原書へたどる道順を教えてくれた。

私に教えたあと"ああそろそろ阿部さんが帰

る頃だ。私も帰ろう"とつぶやかれて小さな階

段をこつこつと上って行かれた。すると一生懸

命文献をしらべていた人々が一勢に立って軽〈

会釈をした。 こうして見送るや否や私の処へ来

て、“君、あの方は野村名 誉教授だよ 。先生は

余り人とお話をきれない方なのによく君に教え

てくれたねえ"とわたしの心臓の強さに感心し

たようであ った。そして窓の方を見て、ああ阿

部先生が小宮先生とお帰りだ"とささやいた。

阿部先生とは“三太郎の日記"を書かれた阿部

次郎教授で、もう 一 人は夏目撤石のお弟子さん

といわれている小宮豊隆教授であるという 。二

人は静かな大学の夕暮れの中に消えてい った。

私に話しかけた先輩はそのあと、一緒にな っ

て沈澱の溶けない理由を調べてくれた。その論

文によると沈澱を作ってから時聞が経つと結晶

形が α 型から不溶性のβ型に変わ ってしまうん

だそうである 。 これで私が沈澱を前日作ってそ

のまま帰ってしま ったのがばれたわけである 。

自然はごまかせないものだと思った。 この短い、

わずかな数時聞の聞に私はい ろいろの著名な

人を知り、良い先輩とも出会ったわけである 。

そして化学の辞典の調べ方も教えられた。それ

以来私はこのコーナーが好きになり、よくここ

に来ては文献を読んで何となく分か ったような

気になるのが楽しみにな ってきた。親切だった

先輩とも親しくなり、研究室 を訪ねたり、コー

ヒーブレークに誘われたりするようにな った。

(理工学部教授)

「易制}tvt~をι」
期間平成3年 11 月 25 日目)~30日比)

時間 午 前10時から午後4時

場所 龍谷大学大宮図書館展観室(京都市下京区七条大宮)
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『リーガルベース」操作法 田中正彦

CD-ROMによる判例検索システム『リーカ。ルベース.!(要旨版)が法窓文庫として法学部同窓会から

深草図書館に寄贈されたことは、前回の 「来 ・ぶらり」でお知らせしました。その後、好評を得て法

学部の学生を中心に、 たいへんよく利用されています。

この『リ ーカリルベース』は、戦後の裁判所で発行された公式判例集に登載された全審級、全分野の

判例を CD-ROMに記憶させたものです。24項目のキーワード(下表参照)のどの項目からでも検索可

能です。

リーカ、、ルベースの操作手順を判例 「島田事件」を例にとって、右図に検索例として示しま した。

「島田事件」とは幼女に対する強姦致傷、殺人被告事件につき、犯罪の証明がないと して、再審請

求により無罪が言い渡された事件です。

次に検索条件の入力について説明します。よく使用される検索項目の入力例と出力件数を「島田事

{牛」を例にとり下表に示し、備考欄に入力例の説明をしました。多くの入力例を示しましたが、実際

に検索する時は、出力件数が20件程度以下な らば各項目の追加条件の人力の必要はありませんが、そ

れ以上だと 2-3項目を掛け合わせ、条件を絞 り込んでいくとよいでしょう。絞り込みがうまく出来

ていれば出力件数は少なくな ります。この例では、任意語キーワー ドの「島田 @Jや裁判年月日 、当

事者、事件番号からの検索は、一項目だけの入力で検索可能です。

では、皆さんが「リーガノレベース」にチャレ ンジきれることを期待しています。

I頁 目 検索条件入力例 件 数 イ蒲 考

任意語キーワード 島 田@ 8 @=任意一致

任意語キーワード 強姦致傷*殺人 20 * = AND条件

任意語キーワード 再審*無罪 22 

実務分野別コード 18-14 * 18-12 30 18-14=再審関係

法令・条文(漢字) 刑訴336 456 刑事訴訟法336条

法升野別(漢字) 刑訴 10，699 

裁判所(漢字) 地:静岡/判決 256 静岡地方裁判所判決

事 件番 号(漢字) S 581.こ| 4 

裁判年月日(数字) 19890131 " 1989年|月 31日

当事者(漢字) 赤堀政夫 5 

):>):>):>)J)J)J =じi):J)J):>)J):>)J):>):>):>)J):>):>):>):>)J):>):>)J)J)J):>)J):>)J)0):>):>)0)0)0)0):>):>):>):>):>)J )0)J):>):>)J):>):>)J)J):>):>)J)J); 
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操作手順検索例ー「島田事件」

(1)検索条件画面

項 目 条 イ牛

任意語キーワード 強姦@

任意語キーワード 殺人*無罪

実務介野介コード 18-14 

0ファンクションキーを選択して下さい。

|検索 11 へルフ。11ォ-)レクリア11 終了 |

(2)検索状況画面

I頁 目 フ*之 件 件数

任意語キーワード 強姦@ 876 

任意語キーワード 殺人 910 

任意語キーワード 無罪 957 

実務分野別コード 18-14 168 

0今回の保存件数は2件でした。

|一覧 11 へルフ。11 印刷 11 終了 |

(3)結果一覧画面

前固までの件数 :2

No. 内容

S 5300731地:青森/判決(S42た 1) 

強姦致死〔青森老女殺し事件再審判決〕

2 H 010131 地:静岡/判決(S58た 1) 

強姦致傷、殺人〔島田事件再審判決〕

0出力番号を入力 (2)

!詳細 11 へルフ。1I 印刷 1[終了 |

(1) Iリーガルベース」を起動させると、オープニング

画面となるので I ~ I (リターンキー)を2回押し、

ファンクションキーの F1直亙を押せは¥検索条

件画面となる。

次にカーソルを検索条件としたい項目に合わせ画

面例のように入力し (各項目の入力例は前項下表

に示した)F 1 [i至]、F1[A歪3と続いてキーを押

し、保存する。

o I殺人*無罪」のように 2語の聞に *( and)または

+ (or)を入れ、 1つの検索項目に同時に 2つのキ

ーワードで検索することができる。

(2)画面下に保存件数が表示されるが、

①件数が少なければ、そのまま F1I-~ I を押す。

②件数が多ければ、 F10医亘を押し 、追加条件

を入力し、絞り込む。

o I@Jは、検索の範囲を拡張する記号で、入力した

語を含むすべての言葉を検索することができる。

(3)一覧中からの出力判例番号を入力し l.__.jIを押す

と判決の詳細画面 (判例要旨等)が見られる。

印刷する時は F9匝圃を押す。

検索の終了は F10医亘 を押す。

o (1)-(3)の画面表示は、 実際の画面を簡素化し、わ

かりやすくしました。

(深草図書館課)

:(c(c(c(e司く寸くe(S寸くs(c( c( c(o(c寸くe:(c( c(o( c(o(C紅s(c収寸く寸くS(c(c(e寸くゴくc(c( c( c( c( c( c( c(e工C奴ゴくゴく寸(寸くqくqくs(c( c( c( c(c【S(c(c(c(c(c(c(
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白色~@
団自白@095

一戦争と図書館一
成山雅康

昭和11年の現大宮図書館の新築により本学関

係者の念願であった仏教図書館が一応の完成を

みるとともに、龍谷大学図書館の近代的図書館

としての歩みが始まったが、その完成にはまだ

幾多の年月を必要とした。今回は第 2次世界大

戦下の状況を報告したい。

思想統制 中国大陸での慢性的戦時状況が続く

中で、治安維持法や国家総動員法をてこに政治

.社会・産業 ・工業 ・教育等のあらゆるものが

戦争遂行に向けて再編された。特に強化された

のは非「国策」思想にたいする弾圧であった。 そ

の内容は学生思想、の日常的取締、非「国策」思想

者の収監・追放、検閲による図書 ・雑誌の削除

・出版禁止等であった。図書館に対しでも既刊

図書の閲覧禁止指定 ・図書の没収が日常化し、

特高課員の来館による学生の閲覧傾向調査等が

戦況の悪化に伴いより強化された。龍谷大学で

も美濃部達吉著『憲法撮要』他55冊が警察に押

収されている上、多数の禁止図書を抜き出し書

庫の奥深くへ別置する等、図書館の自己規制も

手伝い思想統制lが完遂された。

利用者のいない図書館 戦争の劣勢化につれ、

政府は国家総動員体制の強化に向けて、教育面

では授業に代わる勤労奉仕作業への従事時間を

徐々に拡大きせ、 1944年 3月には授業の停止に

まで至った。1943年には文科系学生の徴兵猶予

の停止 ・学生出陣が実施されており 、学生は学

業に代えて戦地に赴くか、軍需産業への勤労奉

仕作業に従事するかのどちらかで、大学から学

生の姿が見えなくなり、わずかに勤労作業や徴

兵を免除された学生または勤労奉仕として防空

壕堀りに従事する学生を見るのみとなった。勿

論教職員の多くは徴兵され、老人や女性 ・徴兵

免除者を残すのみとなり、大学としての機能は
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全く停止した場面を迎えた。

図書館防衛 1941年 12月 3日「龍谷大学図書館

防空計画」が決定された。これは空襲警報発令

に伴う防空警備の任務と防空のための事前準備

について述べたものである 。1944年に入って空

襲必至の状況を受けて政府も強制疎開 (学童集

団疎開を含む)や灯火管制等の防空政策を打出

したが、本学でも上記の防空計画を改定してい

る。今回は実際の爆撃を想定した消火や非常持

ち出し等の任務内容が詳細に記述されている 。

幸いなことに本学は 1度も爆撃を受けることは

なかったが、法政大学を始め、多くの大学図書館

が被災している 。

1945年には空襲が日常化し図書館全体を防護

することが不可能な状況を迎えた。本学では他

大学と同様、せめて貴重書だけでも戦火から守

りたいとの必至の思いで空襲のなさそうな地域

への貴重書疎開することとなり、第 1次計画と

して3780冊を対象として京都南部への疎開を実

施している 。更に第 2次計画が策定され、旧図

書館の床板をはがして輸送箱を作成したが(経

費は当時の図書購入費の55%)、空襲の拡大によ

り安全な場所が激減しており、疎開先が未決定

のまま敗戦を迎えた。

その他の状況 出版状況も最悪で、あった。出版

禁止や紙の配給制度による専門書の出版激減状

況や部数制限による入手困難な状況に加えて、

戦火や敵性図書禁止による洋書の入手が不可能

となる等多くの困難があ った。 また、戦争遂行

のため金属の供出が強制され、図書館では書架

の鉄板やドアの取っ手等が取り外された。

利用者のいない図書館、新刊図書のない図書

館、施設や貴重書の守りに力点を置いた図書館

禁止図書が抜き出される図書館一…・・・一一。 とて

も近代的図書館とはいいがたい状況にあ った。

社会全体が狂信的状況にあ ったことを考えれば、

止むを得ないとはいえ、図書や思想、教育にと

って最悪の時代であ った。 ( 瀬田図書館課)
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