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無人島に持って行く一冊の本

文学部教授  杉岡　孝紀

　かれこれ十年になるのですが、私は毎年、担当してい

る「仏教の思想」の初回の講義に、「もしあなたが無人島

に行くとします。その際、一冊だけ何か本を持っていっ

てよいとしたならば、何を持って行きますか？」という

質問をしています。この「無人島に持って行く一冊の本」

という問いは古く、戦前から雑誌や新聞にもあったよう

です。最近ではネットで検索すると、類似の投票ランキ

ングを見つけることができます。先日もネット検索をし

ていたら、「無人島へ行く時、ひとりだけ一緒に行くとし

たら誰にしますか？」というのがありました。ちなみに、

「一人だけ一緒に行くとしたら誰？」と妻に尋ねると、私

を見つめ優しく微笑んで、そして「ひとりだけ置いてく

るんだったら、思いつくんだけど…」と返されました。

　さて、「無人島へ持って行く一冊の本」という質問に対

して、欧米の多くの人は聖書と答えるそうです。思うに、

おそらくイスラーム圏で同様のことを聞けば、その答え

の一位となるのはコーランなのではないでしょうか。と

ころで、日本ではどうかと言うと、どのアンケート結果

でも大抵一位になるのは辞書と百科事典の類です。ちな

みに今年度の学生（354人）へのアンケート結果でも、

４６人が図鑑・地図、２７人が辞書・辞典を挙げています。

　ところで、日本では何故、辞書・辞典が多いのでしょう

か。おそらくそれは、退屈な時間を過ごすのに適当な本

を考えてしまうからだと思います。私の場合、毎年この

質問を学生にしている理由には、大きく二つあります。

一つは、「無人島」という言葉からどれだけ "孤独 "とい

う状況を想像することができるかということです。孤独

を知るということは人間の存在のありようを知ることに

他なりません。そして二つには、死を予想せざるを得な

い絶体絶命の極限の状況ーそれは歯を食い縛って一文字

に口を閉じていても涙が自然と溢れてくる時ですーの中

で、あなたにとって灯となる言葉、たましいの、心の糧

を与える本に出遇っていますかということです。そこで、

毎年、『歎異抄』を挙げる学生が数名います。さすが龍大

生です。

　では、私は何を持って行くのかと言えば、親鸞聖人の

主著『教行信証』と答えます。『歎異抄』のように、読む

者に直ちに感動を与える真宗の聖典ではないのですが、

ここには聖人自らが深い絶望の中

で真実に出遇われた、その慶びが

述べられているからです。この世

はつらく寂しくしんどい、でも幸

せである、という声が聞こえてく

るのです。

　「あなたは無人島に一冊、何の本

を持って行きますか？」

無無

龍谷大学
マスコットキャラクター

ロンくん ロンちゃん



MyLibraryとは、図書館が提供しているWEB上のサービスや、インターネットを通じて
アクセスできる情報資源をまとめて整理・活用できる、あなただけのオリジナル図書館
（ポータルサイト）です。うまく活用して学習・研究活動に役立ててください。

①R-WAVE 検索
龍谷大学図書館蔵書の簡易検索ができ
ます。検索結果はMy R-WAVEに切り替
わり、キーワードも自動的に保存され
ます。⑤のブックマークを登録する場
合はここから検索します。

②図書館からのお知らせ
選択カウンターで指定した図書館
からのお知らせを表示します。

③図書館サービス
WEB上で利用できる図書館サービスです。
他キャンパス図書館の図書取り寄せや、貸出中の資料の予約をする場合
は、R-WAVE検索結果の詳細情報画面の予約ボタンから行ってください。

・貸出・予約状況照会 …………………  現在のあなたの貸出・予約状況や、今
までの貸出・返却履歴が見れます。

・文献複写・貸借申込み ………………  所属キャンパス図書館に探している雑
誌論文がない場合、他キャンパス図書
館や他大学図書館から雑誌記事のコピ
ーを取り寄せることができます（有料）。
また、本学図書館に所蔵していない

図書を他大学等の図書館から取り寄せる
こともできます。（有料、館内閲覧のみ）

・文献複写・貸借申込み状況照会 ……  申込みした文献複写・貸借サービスの
進捗状況を確認できます。

・メールアドレス登録・変更・削除 …  図書館サービスの通知に、日常よく利
用するメールアドレスを設定するこ
とができます。

④アラートサービス（新着資料通知サービス）　
あらかじめ登録した検索条件（キーワード）に該当する資料の新着情報を定期的に
メールで配信します。
関心のある作家や定期的に閲覧している雑誌の最新号を把握するのに便利です。

My Library でできること

My Library
～図書館ポータルサイト～
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My Library を利用するには

龍谷大学に所属している方（教職員・学生）はどなたでも利用可能です。利用するには、全学統合認証のＩＤ／パスワー
ドが必要となります。全学統合認証ＩＤ／パスワードを持たない卒業生・ＲＥＣ会員等の方は、図書館カウンターで発行

いたしますので手続きください。（※利用できるサービス内容は対象者により異なります）

My Library ログイン

図書館ホームページの「My Libraryログイン」からアクセスします。

My Libraryログイン画面の利用者ＩＤとパスワード欄に、全学統合認証ＩＤとパスワードを入力してログインします。
＜図書館 HP　http://rwave.lib.ryukokua.c.jp/hp/ >＜図書館 HP http //r a e lib r kok a c jp/hp/ >

＜ MyLibraryメニュー画面＞＜ MyLibraryメニュ 画面＞面＞

⑤ブックマーク
・ よく利用するWEBサイトを登録し、オリジナルリンク
集の作成・保存ができます。

　　→  “もっと見る” をクリックし、ブックマーク一覧
画面の「新規」をクリック、表示名、URLを
入力して登録します。

・ My R-WAVEで検索した資料をブックマークに登録す
ることができます。カテゴリごとに管理できるので、
資料情報の整理ができます。

図書館からあなたへメッセージ（罰則・延滞・予約など）があれば表示されます。

終了するときは “ログアウト” しましょう。

表示させるコンテンツや並び順など、

自分だけのページにカスタマイズできるよ。

詳細な利用方法は、

画面上の“ヘルプ”もしくは
『図書館利用ガイド2010  LIBRARY GUIDE』

を参照してくださいね。
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龍大生 
『階層化日本と教育危機　～不平等再生産から意欲格差社会へ～』

苅谷剛彦著　有信堂高文社　2001年　　文学研究科博士後期課程３年生　武田 猪久生
　教育学の研究領域において、「学力」をテーマとした研究は人気があると思われ、実際、本学においても、
毎年同テーマを扱った研究が卒業論文等の題目で見受けられる。
　本書はその「学力」の中でも「学力低下」問題について、階層的視点を用いて論じている。　
　著者は「学力」は以前と比べ低下しているが、その低下量は各階層によって差異があり、裕福な家庭の
子どもに比べ、貧しい家庭の子どもの方がその低下量は大きいと指摘し、「学力」の階層間格差が拡大し
ていると主張している。
　教育は、その理念においては平等・公正でなければならないが、実態として階層的不平等が存在してい
ることを、著者は「学力低下」問題を通して我々に訴えかけており、「学力」をテーマに研究を行う方は
もちろん、教育に少しでも関心がある方には是非読んでもらいたい一冊である。

『強権と不安の超大国・ロシア　～旧ソ連諸国から見た「光と影」～』
廣瀬陽子著　光文社　2008年　　経済学部３年生　中西 諒介

　みなさん、「ロシア」という国についてどんなイメージをお持ちですか？怖い、暗い、遠いなどという
ようなイメージを抱く方が多いのではないかと思います。しかし、BRICsの一国であり、経済的にも大
きくなってきており無視できない存在となっています。また、地図をよく見てみると、ロシアは日本の隣
国で、決して遠い国ではないのです。とはいっても、実際にテロや暗殺事件は起きているし、北方領土問
題だって解決していないという現実もあります。本書はそんなロシアを理解するための本です。
　本書では、ソ連が崩壊した後もKGB（ソ連国家保安委員会）という秘密警察と情報機関の体質が旧ソ連諸国に
残っており、それが暗い影を落としていることやロシアは「未承認国家」と呼ばれる「国」を利用して旧ソ連諸
国を自国の影響力が及ぶようにしていることが書かれています。一方、旧ソ連諸国には親日の国が多く、日本人
が思っている以上に日本への関心も高いことが示されています。今のロシアを知る上で読んでおきたい一冊です。

『大企業サラリーマン 生き方の研究　～何のために働くのか～』
山西均著　日本経済新聞出版社　2009年　　経営学部３年生　氣比田 成昭

　この本は就職活動用の、学生にやる気を出させたり、ポジティブにさせるための本ではありません。冒
頭にも書いてありますが、著者は 30歳くらいの中堅サラリーマンを対象としています。「ビジネスマン」、
「ビジネスパーソン」という言葉がある中、なぜ著者は一番ぱっとしない「サラリーマン」という言葉を
選んだのでしょうか。
　「サラリーマン」と聞くと、会社の犬、没個性の社会の歯車、過労死やワーカホリックといった良くな
いイメージとしばしば結びつけられます。実際には多くのサラリーマンが色々な事を我慢し、自分が実現
したい事を実現できずに我慢しているという現実があります。
　このようにネガティブな書き出しですが、著者が最終的に伝えたいメッセージは、個々人が経済的、精
神的に自立し「個として強く生きる」という事です。不況により就職が困難である今の時代だからこそ、
このような本を読み、一度立ち止まって自分の将来について考えてみるのも良いと思います。

深草図書館 本館開架　
３７１．３／カタカ　
資料番号：10100070396

深草図書館 軽読書コーナー　
０８１／コウフ／３３８
資料番号：10805000284

深草図書館 本館開架
３６１．８４／ヤヒタ
資料番号：11005023627

『2円で刑務所、5億で執行猶予』
浜井浩一著 　光文社　2009年　　法学部３年生　吉見 圭吾

　本書の中身は刑事政策に関するものです。簡単に言うと、日本の治安と犯罪対策、そして、刑罰につ
いて書かれています。例えば、昨今、日本の治安がさも悪化しているような報道をよく見ます。その度に、
人々のモラルの欠如や家族の絆の崩壊が原因である、といったような発言を聞きます。しかし、これは事
実なのでしょうか？統計資料で見ると、殺人の認知件数は昭和 30年から毎年減少傾向にあります。また、
最近話題の少年犯罪についても、毎年減少傾向にあります。本書では、こういった間違いや勘違いを統計
資料や数字を使ってわかりやすく訂正・解説しています。
　また、法律に興味のない人にも参考になるところがあります。例えば、統計資料の読み方・使い方です。
ゼミなどのレポート作成時には、客観的な根拠として様々な統計資料を使わなければいけませんが、その
時に、本書の統計資料の読み方・見方が大変参考になると思います。 深草図書館 本館開架

３２６．３／ハコニ
資料番号：10900025525

深草図書館　軽読書コーナー
０８１／コウフ／４２７
資料番号：10905056342

龍大生
が選ぶ
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のための本
『決定版 感動する化学　～未来をひらく化学の世界～』

日本化学会編　東京書籍　2010年　　理工学部２年生　大橋 和弘
　「感動する化学」。私たちの生活は多くの科学技術の成果により支えられています。とりわけ、「化学」
は物質の科学として、その中核を担っているといえます。皆さんの中にも、化学という言葉からプラスチッ
クや人口皮革などを連想する人が少なからずいるのではないでしょうか。
　本のタイトルから、化学の本、理系の本、のようなかたいイメージをもたれる方もいると思います。し
かしこの本ではそんな堅苦しい理論を説明するわけではありません。現在の最先端の科学技術が私たちの
生活にどのように役立っているかを、多くの写真を用いて読者にわかりやすく説明します。また科学技術
の利用が地球環境や人間に負荷をかけているという側面にも注目し、非常に興味深い内容になっています。
　この本には、中学・高校時代に読んだ理科の資料集のようなおもしろさがありました。ほんの軽い気持
ちで読むことができるので、機会があればぜひ皆さんにも読んでいただきたい一冊です。

『もし高校野球部の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』
岩崎夏海著　ダイヤモンド社　2009年　　社会学部４年生　大倉 直剛

　制服姿の可愛い女の子が飾る表紙からは、想像も出来ないほど「マネジメント」に関する知識を得るこ
とが出来ます。
　主人公である高校野球部マネージャーを務める川島みなみちゃんは「野球部を甲子園へ連れていく」と
いう夢を実現するため、「マネジメント」についての勉強を始めます。そこで、「経営学の父」とも言わ
れるピーター・Ｆ・ドラッカーが書いた『マネジメント』という本を手にします。本から得た知識を基に、
野球部員と接することで、少しずつ野球部を変えていきます。果たして、みなみちゃんは野球部を甲子園
に連れていくことが出来るのでしょうか！？
　マネージャー（＝支配人。経営者。管理人）を務める人だけではなく、一つのチームに所属する人皆
さんに読んでもらいたい一冊です。自分たちのチームについて考える際に必ず役に立つはずです。

『旅にまなぶ　宮本常一著作集 31 』
宮本常一著　未来社　1986年　　国際文化学研究科修士課程２年生　櫻井 想

　著者、宮本常一は著名な民俗学者として知られている。民俗学とはおおまかにいえば、自国の文化を学
ぶ学問といえる。
「国際文化学」にとって、「文化」が重要なキーワードとなることは間違いないだろう。そして、「国際」
という言葉から複数の「国」あるいは「国家」を視野に入れる必要もありえよう。そのため、他国を知る
ことと自国を知るということは非常に重要である。民俗学の図書を推薦したい理由はそこにある。
　また「学ぶ」という行為は、机の上で難しい本を読むだけではない。特に「文化」を学ぶ際に「旅」は
非常に有効な手段である。自分の足で歩き、見、聞くことを通して文化を肌で感じる行為は、時には書物
より大切なことを教えてくれる。旅での学び、問題を発見する方法がこの本には書かれている。方法とい
うと堅苦しく聞こえるが、著者が伝えたいことは、旅での学びは楽しく、そして人生を豊かにしてくれる
ことだと感じた。是非皆さんも時間のある学生の間に良い旅をしてください。

『明日この手を放しても』
桂望実著　新潮社　2010年　　短期大学部２年生　東山 祥子

　１９歳で視力を失った潔癖症で完璧主義な妹、凜子。女にモテるが、振られてばかりの無遠慮で文句ば
かりの兄、真司。半年前に、家族にとって「太陽」だった母が心臓発作を起こした老人の車にひき殺さ
れてしまう。そして、漫画家の父は謎の失踪をとげ、２人きりの生活が始まる。物語は、兄と妹交互の
視点で進んでいく。近くにいると相手に合わせることさえ不満で、いつも喧嘩ばかり。しかし、父の残
した漫画「コスモス」を通して、いつしか相手のことを考え、無事を祈り、変わりたいと願うようになる。
決して派手ではないけれど、ぶつかり合う仲だからこそ生まれる兄妹の強い絆が描かれていて読み終わる
と暖かい気持ちになる。兄妹２人の仲はどのように変わっていくのか。ぜひ、一度読んでみてください。

瀬田図書館 本館２階開架　
４３０／ニホカ
資料番号：31005007358

瀬田図書館 本館Ｂ１開架　
９１３．６／イナモ
資料番号：31000016041

深草図書館 新館閉架
９１３．６／イナモ -Ｃ
資料番号：10900039841

瀬田図書館 本館１階開架　
３８０．８／ミツミ／３１
資料番号：38840016597

大宮図書館 １Ｆ閉架
５７０．８／２１／３１
資料番号：29650585673

深草図書館 軽読書コーナー
Ｆ／１８
資料番号：11000008935
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　本学の設立母体である浄土真宗本願寺派の第二十二代宗主鏡如上人（大谷光瑞師）が仏教の東漸伝播
ルートにおける仏蹟調査の為、派遣した探検隊のこと。
　1902（明治 35）年から 1914（大正 3）年にかけて三度派遣され、大量の古文書、遺物等を将来したが、
多くは散逸するか中国、韓国等の外国に取り残された。現在、日本国内で確認されている主要な将来品は
東京国立博物館と本学大宮図書館にある。

大谷探検隊とは 

　　  大谷探検隊将来品と個 
　大宮図書館 2010年度春季特別展観として、2010

年 5月 20日（木）～ 27日（木）に「大谷探検隊展─
将来品と個人コレクション─」を開催しました。（於
大宮学舎本館展観室）
　大谷探検隊将来品の一部だけではなく、大谷探検
隊に関係した方々の個人コレクションも含め、63

点の展示資料を展示しました。初公開資料はそのう
ち 20数点あり、以前に開催された大谷探検隊関係
の展観とは趣向を変えたものとなりました。
　8日間に及ぶ開催期間中に学内外から 1,366名も
の方々のご来場があり、盛況のうちに展観は終了し
ました。



人コレクションを公開
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「伏羲女媧圖　Ｄ」　
　中国トルファン出土。1912（大正元）
年に第三次大谷探検隊に参加した吉川
小一郎氏により将来された。本学大宮
図書館に四図所蔵されているが、これ
は最も状態が良好なものである。
　死者の棺覆いに用いられたとされて
きたが、近年の研究では、墓室頂部に
木釘ではりつけられていたと考えられ
るようになってきている。

「堀賢雄日記」
　全五冊。堀賢雄は第一次大谷探検隊
に参加した人物で、1903（明治 36）年か
ら翌年にかけて中央アジアを探検した。
　中国クチャにある洞窟調査や、本学
図書館に現在所蔵されている資料の一
部を入手・将来していることが記され
ている。

「渡辺哲信日記」
　全十冊。渡辺哲信は第一次大谷探検
隊に参加しており、1902（明治 35）年
8月 20日から 1904（明治 37）年 4月
19日までの分が記録されている。

展示された資料の一部



深草図書館ミニ展観：百年前の関西の私鉄に注目！
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　今からちょうど百年前の 1910（明治 43）年 4月15日、
京阪電気鉄道株式会社（現京阪）は、京都（五条）と大阪
（天満橋）間の全線運転を開始、90分で結びました。
　南海、阪急、阪神、近鉄も、ほぼ同時期に、関西の主
要都市を結ぶ路線を開通させ、営業を開始しています。
　深草図書館で開催したミニ展観［5月 15日（土）～
7月 2日（金）］では、『関西の私鉄～明治から大正に
かけての沿線案内～』をテーマとして、その当時私鉄
各社が作成した沿線案内や広告チラシを展示、さらに、
南海が 1898（明治 31）年には難波と和歌山間の直通

運転を実現させたこと、近鉄が 1914（大正 3）年に当
時の我が国の広軌複線の鉄道としては最長となる生駒
トンネルを完成させたことなど、関西の私鉄各社が飛
躍的に発展していく様子をパネルで紹介しました。
　深草図書館が定期的に行っているミニ展観では、資
料を展示するだけでなく、展示資料を解説する案内パ
ンフレットを毎回作成、展観閲覧者へ配付しています。
このパンフレットには、参考文献も掲載していますの
で、展観のテーマに興味を持たれた方は、さらに参考
文献も閲覧して頂き見識をより一層深めてください。

　今回のミニ展観では、深草図書館が
所蔵する長尾文庫から資料を展示しま
した。
　株式会社大長水産代表取締役長尾隆
次氏が 1950（昭和 25）年から 1983（昭
和 58）年までのおよそ 30年間にわた
り個人的に収集されていたものを同年
に龍谷大学が購入。これを長尾文庫と
命名し深草図書館で所蔵するに至った
ものです。
　長尾文庫は、社史、団体史、産業史
における日本最大の総合コレクション
で、質・量ともに全国屈指のものであり、
近代日本の経営史における資料的価値
は高く評価されています。このコレク
ションは、現在もなお収集を継続して

おり、2010（平成 22）年 3月現在の所
蔵冊数は約 17,100冊となっています。
　従って、学生の皆さんが、就職活動
ための企業研究、業界研究をするにあ
たって最適の資料であると言えます。
　長尾文庫の各資料は、R-WAVE（龍
谷大学蔵書検索システム）から検索出
来るほか、図書館ホームページの龍谷
大学図書館コレクションに掲載する「長
尾文庫Web目録」で業種別に検索が可
能ですのでご活用ください。
　尚、長尾文庫の資料すべては、準貴
重書もしくは貴重書扱いとなっており、
「禁帯出資料」となっています。そのた
め、深草図書館でしか閲覧をすること
ができませんので、注意してください。

京阪電車開業当初の運賃案内　　［深草図書館所蔵：長尾文庫「京阪電車御案内」より一部抜粋］京阪電車開業当初の運賃案内 ［深草図書館所蔵：長尾文庫「京阪電車御案内」より 部抜粋］

長尾文庫：企業研究・業界研究に活用を！


