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「虚幼記J(龍谷大学図書館所蔵)より

「これからの図書館像につt¥て」

高島 昌二

モダンな赤煉瓦の深草図書館の増築が完成した。これを機

会に、深草 ・大宮 ・瀬田各図書館の相互連携を密にして、分

散の利益を活かすべきである。例えばどの図書館からでも借

りられ、どこへでも返せるように 3つの図書館サービス網の

充実を図るとか、利用者のために午前中、必要な文献を申 し

込めば、午後には入手できる、といったサービスの質を高め

るべきで、あろう。そして、開架式はもっとf広充してよい。

必要な本を手際よく探し、また取り 出 したものを必ず元の位

置に戻すというエチケットも図書館の平棄の利用から生まれ

るからである。また、 本を探 し歩くことから、 偶然珍しい書

物に出くわし、これが自分の運命を支配する ことさえありう

るだろう。

図書館を見れば、その大学の学問的水準が判るというから、

図書館はその大学の顔といってよい。だから、わたしたちは

平素自分の顔を手入れするように、本学図書館に愛着を持ち、

大事に活用していきたいものである。

(社会学部長)
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一図書館システム入門編 -

『春』うららかな陽気と新たな学年のはじまりで、図書館へ通うぞ !と意気込んで

報があります。

というのも、今春より龍谷大学図書館システムが開始され、図書検索・貸出手続き

幅広く、そしてスピーデイに行うことが可能になるからです。

現在、龍谷大学には深草図書館 ・大宮図書館 ・瀬田図書館の 3図書館がありますが

お互いの図書所在情報の検索に手間取り、 3つの図書館の有機的な「つながり」をあ

ことができませんでした。

しかし、この図書館の「つながり」を追求した結果、今回の図書館システムの稼動

のです。

長い休館の問、読みたい図書が読めなかったR君は新装(!?)オープンした深草図書

れ、図書を探しに行ったのでした。

そこでR君の見たものは、大きく配置の変わった図磐と、多数の端末機器でした。

とりあえず探している図書;は見つかったのですが、貸出手続きが今までと違う よう

R 君 r経済学原論』と r中国仏教史』

の2冊を貸出したいのですが、館

外貸出票に書名と請求番号、学籍

番号、氏名を書けばいいんですよ

ね。

Kさん :今までは 「館外貸出票」と 「貸出

カー ド」 に必要事項を書いてもら

えばよかったのだけれど、この春

からの手続芦にはrRINS力一 ドl

R 君 :それではもう 「貸

要なくなるのです

Kさん:まだ 「貸出力ード

r中国仏教史』の.

町職胴
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ーコー ドシールの貼られていない

図書の貸出手続きを行う場合は、

今まで通り「館外貸出票」と「貸

出力一ド」に必要事項を記入しな

ければなりません。

R 君 :バーコードシールの貼られている

図書と貼られていない図書との遣

いは何かあるのですか。?

Kさん:/ '¥ーコー ドシールの貼られている

図書は、検索用端末で図書の所在

や書誌内容がわかります。

残念ながらこの検索用端末で調べ

ることができる図書は、龍谷大学

の3図書館全蔵書点数の1/6C約

210，∞0件)にすぎません。ですか

ら、探したい図書があるときは書

名・著者名カードと検索用端末の

両方を上手に使い分ければより正

確に探すことが可能になります。

R 君 :なるほど。検索用端末を使えば、

テーマ(主題)別に図書を調べるこ

とも簡単にできるわけですね。

Kさん:そうです。利用方法をマスターす

ればカード検索よりも便利になる

でしょうね。

*バーコードシールカず貼られている図書

「経済学原論』

日
合

U
グリーン

食バーコードシールカf貼られていない図書

『中国仏教史』

背ラベル

赤茶赤

R君以外にも、端末機器を用いた図書検索方法等の問い合わせがみれば、気軽にカウンタ ーをたず

ねて下さい。

さで、深草図書館は北側に「新館」が完成し利用できるようにな っています。R君も図書館「新館」

の様子にび、っくりして、キョロキョロするばかりです。さて、どのようになりますか?

6、 7ページに続きます。
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利用者のみなさんにライブ(Lib.)な
情報を提供するコーナーです。

O図書館利用サービス低下のお詫び。

約 2ヵ月間図書館利用サービスに多大な支障をきたしたことを深くお詫びするとともに、館内
ニューシステムにいち早く慣れ親しんでいただけるようスタ ッフ全員で努力していきますので、

よろしくお願い申し上げます。 一図書館スタ ッフ-

O図書館利用ツアーの強化を計る。

今年度は、 利用者全員に図書館ツアーを実施。有効に活用しよう !

一利用サービススタ ッフー

企通信サービス等利用を大開放。

パソコン、CD-ROM、フロ ッピーの利用は、サービスカウ ンターまで。今年の図書館のツボ/

一情報通信サーピススタ ッフー

ムみなさんの声を下さいF
図書にかかわらず、 VIDEO、CD、LD等希望の声を聞かせて下さい。あなたの私の願いが届

くかも… 但し、モラルを持って選んでね。

注〈スタッフが贈るおもしろ図書情報〉

*三国志 諸葛 孔明(全3巻)(VIDEO)(シネマルネッサンス)本当の歴史が知りたい人は、これ !
(スタ ッフK)

*君はサンターバードを知っているか。(日本評論社)国際援助を考えさせるおもしろ本

*エイズとセックスレポートIJAPAN(日本評論社)あなたの認識に迫ります

*磯野家の謎 (飛鳥 新社)サザエさんの裏側を探るカルトな一冊

*アジアの人々を知る本(全5巻) (大 月 書 庖)ア ジアの生活を通して日本の豊かさを知る

一選書スタ ッフー

4月から大宮図書館も「ちょ っと」変わります !

どこが変わるかとい うと…

①研究室図書(開架図書)に属する和装本が別置されます

従来配置されていた場所には、代本板がはさまれています

このため図書館図書と同様の手続きを取らなければなりません

②従来の研究室図書の配置が変わります

① 4月からの新着図書は、全て紫色ラベルが貼られています

これらの新着図書は 1ヶ所にまとめて配置されます。

④研究室図書も龍谷大学十進分類法(RDC)によって整理、配置されます

昨年開設されたブラウジングルーム(軽説舎室)、視聴党室もご活用下さい

龍谷大学図書館主催展観も年 2回行っていますので、お楽しみに !!
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「図書館に捧げるノミラード」 隅 倉浩信

私の学生生活を振り返ってみるとき、図書館

とは切っても切れない縁にあります。

私が学部に所属していた頃、はずかしながら

大宮図書館の利用法が十分に把握出来ていませ

んでした。というのも書庫の存在がわからず

「大宮図書館には、閲覧室に置かれている辞典

類しかないのか ?Jと疑問に思ったりしながら

利用 していたからです。そんな疑問を図書館カ

ウンターの方に問い合わせたら、書庫の入り方

から図書の探し方まで親切に教えてくれました。

時には、私が無理な(?)質問をしたにも関わらず、

図書館の中を探し回って情報提供して戴いたこ

ともありました。本当に図書館職員の方やアル

バイト の方にお世話になりました。

さで、大宮学舎に於ける大宮図書館の位置づ

けは偉大なものです。つまり「待ち合わせの場

所」として図書館が活用されているからです。

図書館に行けば友人に会えるのが楽しみで、私

は図書館を利用 しています。今までの私なりの

図書館活用法が単に「図書」との出会いだけで

なく、「人」との出会いの場であ ったことが強

く印象として残っています。その出会いを通し

て私の研究に関する視野を広げることも出来、

そのことが縁で有意義な学生生活が送れている

のも確かです。

全く私にとって図書館は不思議な存在です。

これからも「図書館」と仲良くしながら自らの

研鎖を深めたいと思います。この「来・ぶらり」

を読んで、いる皆さんも「図書館」へ足を運んで

みて下さい。良き書物、良き友との出会いが、

まだ見ぬ自分を眠りから党ましてくれることで

しょう。

それでは最後にー曲

月いまも聞こえる館内のざわめきの音

僕に人生を教えてくれたあ~

やさしい 図書館β

(文学研究科D2年)

「学生スペースとしての図書館j 河本哲也

図書館は無限の知識の宝庫であると同時に、

大人にとっても子供にと っても、豊かな好奇心

を満たしてくれる最適の場所です。小学生の私

にと って、学校の図書室はお気に入りの場所の

一つでした。 特別に読書が好きだったわけでは

ありませんが、無尽蔵に並ぶ図書は見ているだ

けで、未知の世界を案内してくれる気がしまし

た。そしてそこは多くの子供にと って御機嫌な

プレイランドで、した。

龍谷大学の図書館は蔵書の数も多く、とくに

大宮図書館においては貴重な図書が多く所蔵さ

れ、他大学からも高い評価を受けるほどです。

ところで学校の図書館には、その様な研究施設

とは別の面もあります。それは学生スペースと

しての役割です。図書館には研究のために本を

探す人ばかりではなく、その日の夕刊がくるの

を楽 しみにしている人や友人と談笑する人もい

ます。そこからは試験前の喧騒とは一味違った、

「スクールライフ」を感じます。

残念ながら龍谷大学には三学舎ともに、休憩

時間や課外時間に学生が憩う事ができるスペー

スが少ない気がします。そこから考えても図書

館の果たす学生スペースとしての役割は、学生

にと って欠かせないものだと思います。

(法学部卒)
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- 図書館新館案内編-

4月からの大きな目玉は「図書館システムイしだけではありません。既にご存じの方もいるかと思い

ますが、深草図書館新館との接続工事が完了し、閲覧席をはじめとして諸施設が大きく変わりました。

R君も興味津々!深草図書館の新館内をウロウロしていると、閲覧係のKさんが新館を案内してく

れること になりま した。

R 君 :図書館新館ができ上がりましたが、

大きく「何」が変わったのですか?

Kさん :まず 「閲覧席」が大幅に増えたこ

とです。以前は550席ほどしかな

かったのですが、 新館ができ上が

ったことによって約2倍になりま

した(1043席)。

R 君:それじゃ、これまでのように利用

したいときに 「席がなしりことも

少なくなりますね。

Kさん:そうですね。今までよりは 「席取

り」で皆さんに不自由をかけるこ

とは少なくなると思いますよ。

また図書 ・雑誌関係も今までと設

置場所が変わりました。これまで

図書館入口左側にあった雑誌・新

聞閲覧コーナーが新館2階に移り

ました。雑誌パックナンバー等の

「チャンピオンの哲学-51人の名声・お金・人生一」

(共同通信社)

共同通信社編

ブプ力、セナ、カンセコ、カール ルイスなど

スポーツ界の頂点、を極めたチャンピオン遠の人生

哲学が述べられている.彼らは各身の夢を実現す

るために挫折レながらもハングリ ー精神て努力レ

家庭やファンなどにも支えられながらチャンピオ

ンに成長していくのがよくわかる.チャンピオン

遠のプライベートな一面ものぞけるのが面白い.

夢に1句かつて頑張っている君/挫折レそうな君/

きっとこの本はあなたを励まレてくれるだろう.

(法学部卒藤原周平)
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問い合わせについても新館2階専

用カウンターが設置されています

ので、気軽に利用して下さい。今

まで以上に、短時間で見たい雑誌

記事を皆さんの手元に届けること

ができると思います。

R 君:新館2階にあるカウンターでは、

図書貸出・閲覧の手続きはできる

のですか?

Kさん:残念ながらできません。4月から

深草図書館内のカウンターが3つ

に増えたため、カウンターごとに

受付対象図書のエリアを設けまし

た。先にも話しましたが、「新館2

階のカウンター」 は雑誌閲覧カウ

ンターです。

_/'¥ ^ " 」γfτ~

「失われた時を求めて」
(ちくま文庫)

マルセル・フワトスト著 井上 究一郎訳

社会との関係を絶ち、 コルク張りの部屋に縫っ

て、執筆に約15年を要レたこの物語lふ「私」の

回想、形式て警かれている.現実l立記憶の中にのみ

形成されるという作者の所謂 r無意志的記憶J の

無数の積r買を通レて、人間心理の深層を採る.白

我という調性の崩壊を感じさせるような時もある

が、面白い作品.最近縮訳版も出て話題になった

カ号、 f万枚に愛んとする超大作、普く薦めるのは

首告かもレれないが、矢報リ無省略会長版に如くは

ない.

(文学部2年福倉光紀)



議議慈線路議議議議総薮滋薬務総
「旧館1階カウンター」では、

①学習用図書、 文庫本

の貸出 ・閲覧申込受付

②マイク口フィルム利用受付

③旧館AVルーム(視聴覚室)

の利用受付

④レファレンス

(他館文献複写申込、

紹介状作成など)

の4点について行っています。

「新館1階カウンター」では、 新

館書庫に収納されている研究室図

書や長尾文庫、有価証券報告書、

年鑑・白書類の各種申込の受付を

行っています。

いまお話しした3つのカウンター

を上手に使い分けて、新しくなっ

た深草図書館をさらに便利に利用

してほしいですね。

R 君:深草図書館が大きく様変わりした

のでびっくりしました。タイミン

グ良く「図書館システムの導入」と

「新館完成」は、利用する私たちに

とっても非常にありがたいです。

これだけ新しいものが一度にでき

上がると、勉強したくなるような

気がしますからね。案内どうもあ

りがとうございました。

Kさん:どういたしまして。これからもど

んどん図書館を利用して下さい。

Kさんの案内に大満足のR君 !R君のこれからの課題研究もき っとはかどるに違いありません。

ここでは話題に挙がりませんでしたが、新館にも収容人員54名のAVルームがあり、新館3階には

書庫が設置されています。これらの書庫が一杯になるときは蔵書冊数も 100万冊を超えていることで

しょう。

そして、何よりもこれらの図書は、「龍谷大学全員の持ち物」なのですから、今まで以上に活用し

て戴ければ幸いです。 一

新入生をはじめ、皆さんの来館をお待ちしています。 (匡丞tfJ図 書 館新館だ!f)

「教行証文類と相承の解釈」
(永田文畠堂)

大江淳誠著

本害は内容を 『教行証文類」の要旨と相承宗師

の教義の大きく分けてニZ努力、らの構成て成り立っ
ている.前半は九章よ り矯成されており、総序よ

り化巻へと)11買序立てて、わかりやすく詳レい注釈

がなされている.後半は浄土七祖の釈功を源空、

天親、曇鷲、善導、青直樹、道縛、源信の順序で詳

述されている.内容的には、前半を述べる中に広

く後半の内容にも触れる、といった 『教行吉正文類』

を学ぶ上て、是非一読レて戴きたい害物の中の一

つである.

(文学研究科門2年 中村笑龍) 2階平面図
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一経済学部の設置と
深草図書館誕生-

成山雅康

本学は1922年に大学令による設立認可をうけ

て大学に昇格し、龍谷大学と改称した。以後、

文学部のみの単科大学としで発展してきたが、

1955年、学部増設による「総合大学」への発展

方向が確認され、その実現への第一歩として、

1958年 7月2日開催の理事会で「商経学部」の

設置が決議された(後に経済学部に変更)。

しかし、大古学舎のキャパ シティーでは対応

出来ないため、第 2の学会確保が緊急、の諜題と

なったが、種々の経過を経て、現在の深草学舎

を取得した。 これにともない、文学部専門課程

と文学研究科は大古学舎、文学部一般教養課程

及び経済学部を深草学舎と定められた。経済学

部の開設に先立って、 1960年 5月16日より文学

部一般教養課程の授業が開始された。

経済学部は、 1960年度開設を目指していたが、

諸般の事情で l年遅れの1961年度開設に変更さ

れ、諸準備が進められた。図書館では、設置申

訪図書雑誌の準備(図書選定・購入・整理・申請

目録作成)・新図書館の準備(建物の改造計画 ・

運営方式の検討 ・移管図書の準備作業・搬入 ・

整備)等を同時並行で進めた。「大学設置基準」

の定めるところにより、経済学部専門図書とし

て10.509冊 (内図書3‘537冊、外図書6，972柵)、

学術雑誌350極 (内国誌229程・外国誌121誌)を準

備することとな った。就任予定教員の協力のも

と、文学部より経済学部に移管する図書・雑誌

の選定を経で、残りの図書雑誌7，784情272種を

選定の上、丸善に一括発注した。 この内絶版等

の図書については、教員による東京神田神保町

古書街での直接古書貸付ーけ等で収集したという。

図書収集の進捗につれ、作業場が必要とな っ

たため、大宮図書館 1I階閲覧室を真中で間仕切

り、奥を整理作業場とした。図書整理の開始に

先立ち、分類は日本十進分類法の最新版の第 6

版の採用を決定した。大宮図書館は日本十進分

類法第 2版準拠の分類法(龍谷大学十進分類法;

R D C)を採用しているが、龍谷大学十進分類

法は真宗学や仏教学図書の分類を重視して、大

幅な変更を加えており、社会科学関係図書の分

類には適さないため、共通分類法の採用は見送

らざるをf母なかった。

龍谷大学が文学部のみの単科大学で、社会科

学とりわけ経清学や経営学に精通した図書館員

が少ない上、人数的制約もあ って図書選択や分

類作業は永田先生を中心とした就任予定教員・

社会学助手や大学院生(戸上 ・笠原両先生ほか)

に大きく依存して進められた。 経済学部設置申

請舎の提出、現地審査を経て認可を受け、 1961

年 4月 1日深草学舎に開設された。

経済学部の開設に先立ち、文学部一般教養諜

程の講義が深草学舎で開講されるため、 1960年

9月12日、旧 5号館(現在なし)を臨時の書庫及

び閲覧室にあて、深草図書館として開館した。

一般教育関係図書は、すべて大宮図告ー館より移

すとの決定を受けて、 1959年より図書の選定を

開始した。図書選定にあたっては、深草図書館

に移管するものと貸出するものとに区分の上、

整理等の必要な作業を経て、ようやく 9月 9日

に搬入された。移管図書4，866冊が書庫に納めら

れ、 50の閲覧席でスター卜した。

1961年 4月 1日、図書館をようやく改造な っ

た旧 1号館(現在なし)に移し、経済学部 1期生

及び文学部 1. 2年生への閲覧業務を開始した。

(法学部事務長)

お詫びと訂正 吉ij号第 7号にて、氏名等の間違いがあ

りました。深くお詫び申しあげます。 .J

(誤)井上i膏蓑 ~凸~

- aλ¥¥Ia)わ司
(正)井上清5E dfb当配べ〉

(誤)育路大学図戸館の歴史£‘九f

(正)龍谷大学図書館の歴史1， ， 
らい
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