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〈賛*無量寿経(光寿会本c))縦9，9cmX機26，5cm 龍谷大学図書館所蔵

|文|J?飢には、 「榊本Jと[光H会木Jと初、されるネハール勺:本がある これは「光J.i'会木jの'1'の一本である

州|χIli!iuj休F'と仏と!巴われる仏j主役で、!閃l上に/，/，j}で香力'を政じている

アルパ一タ大学の図書館の思い出 一」‘“"N下'N尚4向op仰M別別)ain討出ins町1凶s 束 中 核 代

「米・ ぶらりJというこの小IlIt子の命名はなかなかうまい

此ifiの・li bra1y目を ~1J3ヲと仮名で1，Wi し 、 「 まあー度、ぶらり

と 1':< 1 ， 1附1 を，ilJlいてごらんj 、とつど~I三浦君を 11.売っているようで

ある 学生，ì/'1 ./ tがこの訴いに采るかどうかは~;IIII'，J:mだとしても

ll-は本は1'::j(dJiなものだった オックスフォード大学の|χ1.'附iで、

鎖に黙がれた本を見たことがある。 表紙はj瓦で~i~には下氏紙

が{史われていた み;は持ち運ぶものではなく、そこにl坐って

読むべきものだった 今の11年代ではヴ:生諸.f'iは，1，今 ~t /}可の知l

の'j;:物を1':<1.'凶'{で.}/eんでもいいし、家(こJ-Itち'Mってもよいの

である ，ìr~ ~Jjはよき 11引にに 'I~ まれたものである

|立1.1Hn'， と Ifrl くと、市庁{ま大''(: 1>淀の11キに出'~;・した カ ナ ダはア

ルJ~ータ大学の 1 ::<1 ， '1 f!1'iのことをjιい ，'1'，す 。 自立的!こ "えば欧

米の'γ'1:，は11本の''t'I:，よりも1':<1，1 ~í'f[(をよ く 利川する Ji'Jこう

のお((¥lliIま11・々 にして長い参与ーえ:/likのリストを配る それらに

11を過 しておかないと勉伯についていけないし、いいレポー

トもiJW'，できない 参 )5' )ど/~kは必ず1χ1;1 ~ iif~ に ~III えてある :Hi 

~~に伐われる文/{ははM 1~1) も揃っている f";;o生であることJ
イコール日刈J?館{これくことjと， iってもよい 1':<1，11館にti
かないう;ソI~ を j.'i'っているのはドロ y プ ・ アウ ト の迎命である

教授たちは、|己主{で{~m}.'.tをつけ、，、;dl:は「登校犯行j ならぬ w

校禁止Jになる 思えば、そんな，泌き 1-1を見ることのない11

本の'下'1:"il'1./'，は、ドせである

11-1>:でも次第にそうなってきたが、アルパーヲ大学の1':<1，'1
古/'(1こはお(0と学牛の研究や勉伯に供するためのフロが(iof人も

l、た library science' ([叉| ， l?館学)という ， j' ~がぶすように、

|文lJ?館を.w営することはサイエンス(午:1，'¥])なのである

librarian' (日I，'J)は作敬され、 その腕1'[は吊:い 20世紀後、r
のイギリスの大詩人、フィリッフ -ラーキンは，，'1.

'
1を，'1ミの

( 1: ・ l ~ とした 《 信頼すべき， ，'1. 1 1 たちにえII日を委ねて、アルパー

タ大";;0の数日もつ--:生も |文I mn~にせっせと JW うのであ っ た

アルパータ大学では、同 じ11...j;.:のぷ人と夕食の後、よく同

t!?飢に通った 存1 "1が述ったので行く |析は yl~な っ た 1::<I，Ir-飢
は伐'1'の1211、Iまで聞いていた 叫川になると介|χ|のベルがなる

すると作l析からぞろぞろと大勢の'千住が1;年りて ~~る 友人と

Ttれi'1;1:.0')'01 Iで的ち介わせ、 ある附のプじ'Xトぷを党えながらy.f:に

ぼった r':iJ、ったのでお11¥1がすいた f llüì}，;~らないかいJ fぺ

こぺこだよ」といった会111~ が うどわされ、 '" IJ'~の，' l'oIìíjをとるこ

ととなる勺"Nopains， no gains" (内{正当5の附)という 災前の

必があるが、勉強(・pains')の後の'1'I!，~料J'H Iまことさら 行か

った('gains' ) 

?ソ1::，1行イIも1:11くまで|χl.'Hn¥で勉強した後で、ヒサ'の，'l'，liijで

も ~i((んだらいかが そんな折りのl味の行さは市 行が，;fiけのい

ますから

(11ill探センター長 ・x.'、{・部数民)

アルパータ大学の図書館の思い出 国際センター長文学部教授 東中稜代 ……一， 1 

図書館ニュース・…・・………・・・………・…・・………・…・・………・…・・………・…・・ 2
・中国大連図書館と姉妹友好関係に ・大連フロフィール ・資料で見る大連

数字で見る図書館………… ………………………………一…………・・…・….6
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図書館の中の中国文化 (国際文化学部4回生) 夏 峰
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中国・大連図書館と姉妹友好関係に

....大連図書館

料で、日下その淵台.li)f究を進めて

いるところです。

il包作大'f:と大辿図3館とは、lIIi述

のように同知の 「写字台文庫」を保

管する囚縁を有し、また、アジア近

代史liJf究の主要資料であるInit，:j州統

治|時代の記録資料を有する点から、

昨秋、龍科大学図』館と中国 ・大述図苫館との聞で「姉妹

友好関係」を結びました。

1:1 本の私立大学図苫館と外国の公共図~I~f泊が友好関係を結

び、新たな学術交流を計るというケースは珍しいと注目され

ています。

大連|豆li!?館は、 1-1-1弔人民共和|主l成立後の1951年に、 「南iml

州鉄道株式会社大連図占官ru の}1~ -;1}45万冊を慕礎に設立され

たもので、 u本統治11寺代の図占や記録資料を多く含み、約

210万IIltの蹴占数をほこる rl11王|でも有数の公共図占館です。

中でも、 凶本願寺第22代門主大谷光端師が昭和16{ptl'iまでに

II::l ìi:m~引)(1 ~~館に寄贈したいわゆる「大谷丈庫I を所蔵する引.

で、有名です。

その「大谷文庫」

が 「写字台之政1';'J 
1能-，lH=1Iが掠1:11されているよ

うに、本願寺歴代門主のj政

Zf本であった「写字台丈

}J:jiJであるということです。

I16字台文庫」は、龍科大

学図，'Hil白にも約 4万点にの

ぼる)1者再が所}I有されており、

学術的にも極めて1~tiEな資

の大半

とL、う

メlXJJ友好的に閲覧等の便宜をはかり

合う必要性を 1，ií!苦し、このJ主のMj~沫

友好の協定を結ぶことになったのです。

なお、大谷光瑞(Iniによ って組織された大伴保険|添が、

1902 (明治35)年-1914(人-正 3)年の問 3mlにわたり、

中央アジアはもとより、インド・ネノTール ・チベ ットな

どの探検を行い、多大の収集品を 11本に持ち帰りました。

その資本|は光収川市の別宅であった神戸-.3j!2;，{Iこ集め ら

れliJf究されていましたが、 Z事lド川J'I↑附|

他)所折に杉ることになり、その一部が現:(T. Jjf<II~[IW物館にrJi

}I:まされています。大連|支l，!?館と姉妹友好関係を結んだこ

とはこの旅順問物館をも利)日できる近道にもなるという

ことで大変なl床があります。

大甚光碕が躍で肺結

3ftg大声市龍
ぷ:r:: )重 :1~ 大

山 ErJ図 21Z図
以 ti寸 書 Z逗;書

，日 館 好 館

r ~~ ;l~r~~~!~ 仏教、歴史分野で :J;F211
5!?出ド 学術交流に期待 ぷ5tiiji

iil!!!!;11!::;Flipi;j;;11ijiijlj 
....2000年12月12日 京都新聞朝刊

企調印を交す大連図普館・張館長(左)と
本学上山学長(右)
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大辿は遼東半J;Jの南端に位向し、 コ.11を海

に固まれたJ反の多い港IIITです。純度的には日

本の山)I:a~i~ 、常城県あたりですが、気fl美は海

洋'1'1:気候です。日本に比べると雨が少なく t吃

燥していますが以は涼しく、有名な避暑地と

して観光客で賑わっています。

1898年に情政ロシアの組借地となるまで

は小さなj魚、村にすぎなかったのですが、港湾

建設が始まり、 1905i.1三の日y.苦戦争後は大述の

利権は1-'本が受け継ぎました。そのため、大

-北京

旅順・・ 大 連

威海. 
賛海
(西海)

上海・

-来I車

-ソウJレ

朝鮮半島

済州島

東シナ海

日本海

.下関

-博多

連はロシア胤のíJi，ìf~みや上野駅に似せた大連駅、|日大連告祭器など FI 本人設計の洋風建築が数多く建て

られ、 1児在も当Hキのエキゾチックな建物がいくつも残っています。

大述市が粁済技術開発I;{に指定されてからは、fi'i柑的に外資と外同企業を誘致し、大辿及び東北地方

A遼寧省対外貿易経済合作庁(旧大連警察署)

A大連の街並み

の重要な工業地，liJ-と輸出窓uとして大きく成長し

てきました。今では日本のキャノン、オムロン、

東芝を始め1000社以上の 1:1系と外国企業が参入し

ており、 「北の芥港」を誕い文句に物流インフラ

の従Wiと金融 ・情報を性とする第二次版業の育成

に力を出ぎ、都市計画を推進しています。外資企

業の進1'1'，'自由市場の活況著しい大辿の変化は1=1

をみはるものがあります。状削や環境の変化に対

して、人々の考え方は依然として「大陸的」ですが、

H本人にはなじみのある土地柄です。 人-迎は中 I~I

北方でハルピンと、派んで、美人の多いところでも有

名で、服装も個性的で、車やかです。

大連のおもなイベン卜としては 5月 1"旬にIJHfffi

される 「大述アカシア祭りJ、9月中ir)の rltl同大

辿国際服飾節J、10月下旬の大連|到際マラソンな

どがあります。

では、図書館を活用して大連に関する資料を集めてみまし ょう。

-ー

総人口約540万人

総面積 12，573.83平方キロ

G D P 926.3億元

輸出入総額 74.6億米ドル(1998年実績)

平均収入 6，093元/年

気温 年平均10.3'C(最低-8.4'C最高32'C)

Lミー

市 内 人 口 約174万人

市街地面積 2，419.96平方キロ

GDP成長率 12.2%(1998年実績)

1元 約14.12円('01.1現在)

住宅面積 8，33m'/1人あたり
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資料で見る大連
みなさん、「図書館には難しい本ばかり並べうれている。jと思っていません

か?図書館は“情報の宝庫"です。みなさんの活用次第で、欲しい資料を手に

入れたり興昧あるテーマを見つけたり、楽しい空間に変わります。ことでは、

大連を中心に歴史・文学 ・芸術・語学と様々な分野を紹介します。

(詳しい資料の探レ方は「来 ・13iらりJ20.21号を参照してください)

1904年2月、日本とロシアは、朝鮮半島そして中国

東北地方の支配権を巡り激突。日露戦争が始まりました。

旅順にある、 二O三高地は激戦が繰り広げ5れた戦場と

して有名です。この戦争が、日本の植民地政策の加速度

を増す大きな要因となりました。皆さんはこの事実をど

の様に受け止めますか?

日露戦争/古屋哲夫著 中央公論社(中公新宮110)

Lushun 
• 

<瀬田図包館開架>

.‘・・ Dai 

旅順には軍港があるため、外国人に解放されているのは、二O三高地と水師営会

見所のみで旅順博物館は公開されていません。ところが、この旅順博物館と龍谷大

学は、大谷探検隊収集晶を所蔵しているという点で、深いつながりがあります。

1989年には本学創立350周年の記念事業の一環として、旅順博物館との共同研

究が進めうれました。この詳細は「龍谷 1996 NO.34Jに掲載されています。

大谷光瑞氏寄託経巻目録/小田義久、中田篤郎共編 龍谷大学仏教文化研究所

<大宮図fE館開架禁衛>
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大連ではアカシアが白い花を咲かせる5月下旬頃、

"アカシア祭り"が行われます。京劇、 書法コン

テスト、万人凧揚げ大会などが催され民族文化を

アピールするイベントが盛りだくさん!アカシア

といえば清岡卓行が「アカシアの大連jで芥川賞

(8.44)を受賞しています。かつて日本人が愛

した街は、今や世界告固からの観光害で賑わう街

となっているようですね。

アカシアの大連/清岡卓行着小学館(昭和文学全集30)

<深草図密館開架>

現在は鉄鋼・造船・機械・石油化学などといった産業が発

達した工業都市「大連」ですが、その背景には海外かう大陸

への玄関口として大連港の果たす役割は大きかったでしょう。

当時の産業を知る手がかりとして長尾文庫(社史・産業史・

団体史のコレクション)を所蔵しています。

大連汽船株式会社二十年略史

/大連汽船株式会社庶務課編輯 大連汽船

<深草図虫館閉架長尾文庫>

-5-

ガイドフ.ック

図書館では圏内外の各

種ガイド、ブックを取り揃

えています。観光旅行や

語学留学、調査旅行一 。

下調べは万全ですか?

語学教材

あなたは何語に挑戦し

ますか?入門編か5応用

編まで幅広く語学テキス

トを用意しています。授

業・旅行さうには留学 ・

語学資格取得でスキルア

ップ!

....深草図書館視聴覚室



図書館では、皆さんのニーズに応じた様々な情報やサービスを提供しており、それう

をいかに使いこなすかが学修を進めていく上でとても大事な乙ととなってきます。そこ

で今回は図書館が提供するサービスの一部を、数字を使って皆さんにと紹介します。

c.、 ぺ7、 ~
呈三仁>~布寸伺璽Z
三己主メコ入~li!Þ~:~

この数'-r:は他行人Jytの学部生 1人あたりが 1'.下川にrn.りる資料の平均|冊数です。

よからもわかるよ うに、学ぶ範H.tlがより 1，ll-.I"WJとなる 3・4阿佐になるとIZI;~加の資料を利川する ことも多くなり ま

す 大学での午:修と|ヌl，!?館とは切り雌せない|央|係で、中小ノ|三市を送る上で|叉1.作品1が人A きな昧jjとな ってくれるはずです。

i";.l'止からわからないことがあったら同11} fr(~ に Jcをむけるような習慣をもち、いざ必~となったときには|ヌl ， !?館が提供

するサービスを jid人下;Nに利 )1 1 し、ょ1<めている資~FJ や1!ì 1j'縦にたどり JEけるようになっていたいものです。

(冊数1

25 

1人あたりの年間貸出冊数(学部/園生別)

20 

15 

10 

5 

。
文 経 済 経 営 法 理工 社会

1回生 6.7 3.0 2.6 5.0 5.0 7.8 

2回生 10.2 4.3 3.6 7.0 7.3 69 

3回生 15.2 8.5 4.9 11.3 10.8 22.6 

4回生以上 15.2 5.0 5.0 6.8 8.5 17.3 

平均値 11.9 5.3 4.1 7.5 7φ9 12.8 

i児科大学には 3つの|χls!?館 (深草 ・大山 ・瀬川)があり 、符さんは自分

が通うキャンノfスの医1.1日(((こいながら、日IJキャンハスの|χlJ?飢から資料を

取り寄せることができます。この数字はそのサービス(，、戸1)州IIITWDの

1 "1・II'，Jの利川件数です。

(抑lえば、全学内11の 11111生がJiti修する「仏教乍」。いずれのキ ャンパスの

|火| 川市(にも仏教|品|係のJ，~fiJt的な資料は揃えていますが、文学.'';11の学生が利

川する大内|χll!?航には、より専門的な仏教関係の資料を揃えています。そ

-6-

学部生の年間貸出冊数

学部生数

1人あたりの貸出冊数

国際 短期
文化 大学部

11.1 9.9 

11.8 11.4 

13.1 

12.2 

12.1 I 10.7 
(1999年度データより)

ぶ寸MーL 盆Eコと

深草
大宮→深草

瀬田→深草

大宮
深草→大宮

瀬田→大宮

瀬田
深草→瀬田

大宮→瀬田

正ロ』 計

貸出数 言十

1，288 
3，693 

2，405 

1，648 
2，594 

946 

2，416 
2，927 

511 

9，214 

( 1999~手度デー タより)



れらの資料は自分が通う |χli!?館のカウンターで取り寄せ請求がで、き、次の日には人-常国1l?館から資料が!市いています。

もちろん臼分が通うキャンパスの|χ13飴ーで返却もできます。

このように、 自分が通う キャンパスの図;1.1ff( !:-t料だけの利川にとどまらず、龍谷大学の 3 つの!ヌI~H泊が所蔵する資本|

約150万IIItを 上干に使いこなして下さい。

この数字は深草図tl}館に設問されているインタ

ーネット専用端末の 11::1あたりの平均利用有数で、

す。各国占師ではインターネット県川端末を設け

ており、皆さんは向由に使うことができます。

i設近では峨々な'l'i';械がインターネットを通じて

J2供されており、本からの情報収集だけではなく

なってきました。このようなインターネットを利

用した.'"'; ~限人千万法は、 J受;tでワえられた課題の

調官や就服部・rVJなど大'芋:生にとっても必要不可欠

なものとなっています。

2000年

利用者数

1日平均利用者数

入館者に占める利用者率

韮草野ケ

(手間者数} インターネット端末 利用者数

4000 

。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月

(2000年深草図書館デ タより)

この数字は深草岡i!?館で「イ<1王資料J(行Jj不lり lの !:j~q")となっている資料のIllt数です。

(ì~ßFI:I Iχl i! ?館では 1791件、ともに2001年 1 月現在)

図 1~1N';にある全ての資料はその開き場所が決まっており、 「イザE資料」 とな っ た資料

はあるべき所に資料がない状態です。

このような不在資料をなくすためには、 -)直 ~1 1 ~UJから取り出した資料はそのまま I~H!"I

に灰すのでなく、 必す返本台に戻すようにして下さい。

また、「ィ，11:資料jの111には少なからず 「出世fUにあった資料もあります。巨"11館の

外へ 削:1を{、同川すJM合は必す‘貸出手続をして下さい。 あなたがその資料を

必蝶としたように、その他大勢の利川者がその資料を必要としています。

図 書館の資料はルールを守り、 大切に利用しましょう。
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図書館の大切さ

今 jJJ~ り返 っ てみると、大学H寺代には図占舶を十分に利

川せず、 |文|汗踏の大切さゃありがたさが分からなかった

思いがする。中国の大学は全寮制の大学で、向習するた

めには、毎晩夕食前凶;!?館に場所取 りに行かないと勉強

することができず、 l'KI，!i-館の場所取 りは印象的で今でも

良く党えている。そして日本語を勉強していた私は、 社

会に1'1'，て日本|具l係の本を探 しまわっていたが、住んでい

る都市は大都会ではなかったため、医171?館に行っても日

本関係の凶苫を干にすることが殆どできなかった。

そういう体験をしていた私は、 11木で勉強している今、

殆ど似日図占館に足を運び、 「本を読むjという目的以

外に「木を子にするj来しみを感じている。 しかも、中

図書館の中の中国文化

現在、図，lHlnには|世界各国を紺介した木やビデオがあ

る。教者とJiって、好きなものが自由に選べる空1M]であ

る。有限な11年間に無限な知識の海洋で、i永ぐことは決して

夢ではなp。その'-1-'に一歩足を踏み入れたら、自分が関

心を持つイドが必ず現れると私は{弓じている。

数多く世かれている本やビデオの中から、どれを選ん

だらよいのか悩んでいる人、また外国のことを勉強した

L、人には日本と一衣帯水の隣国である巾国をおすすめし

たい。本学の作図;!?館では中同に|刻わりのある資料が約

一万IlItにも及び、}'d')JIIし続けている。それらは、 'i11到の

天文 .J山J~Hから人文 ・ BN~j まで!よ L 巾包囲に波る 。 中でも

夜、はrl1匝lの経済の光展および山境問題に|某|する本に注H

したい。また世界遺p's.と認定された北京の万出長城をは

次号に掲載するエ ッセーを募集 します。本や図書

館をテー マと した エ ッ セー (600~650字) なら、な

んでも結構です。

*採用された方には粗品を差し上げます。

詳しくは各図書館カウンターまで。

. . ・...........................................................t 

月""'
失 日尭 寧

固にいる私と同じ様な体験をもっ友人に、関係資料をコ

ピーして郵送するのは争11型な勤めだと思っている。

「光|位、矢の女LIし」、 H本に米て、まもなく 二年になる。

そして後 -年、慣れ親しんできた大宮図古館に 「さよう

なら」を青 う日が近づいているが、適当な言葉が見つか

らず切ない気判ちになる。 しかし、最近新聞で 「龍大図

芹館と中岡大連図苫館が姉妹友好を結ぶ。仏教、!涯史分

野で学術交流にIY!待。」というニュースを見た。いつか「図

苫館の全面的な交流・グローパル社会の実現j ができる

と信じている。

(文学研究利修士課程 11旦|生)

夏 H華

.砂

じめ、 rl'国の長い歴史の中には数え切れないほどのえ・化 -

辿跡が残されている。もし、"，匝を旅行しようとする人

がいるならば、巾凶を品目介するビデオや、「一人で行く

rl1国旅行J(I'!?I芹)、「中同旅行会話J(カセ ット)などを

見ていれば、実際行くと必ず役に立つと思う 。中華料理

に対して関心を持っている人は料理の本を参考に しなが

ら、挑戦してみたらいかがだろうか。中国の他にもいろ

いろな同の文化を紹介する木がi古かれている。またイン

ターネ ットコーナーも設国されている。向分が今まで勉

強した知識をさらに広げようと思う人は図』飢を利川し、

より盟かな大学生活を送ろう!

( I到|探文化学部 0"1ノ|て)
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