
調べる・語らう・くつろぐ
経済学部教授 田口 律男

　近現代の日本文学を専攻する私は、図書館のヘビーユーザーのひと
りであると自任しています。なぜなら詩や小説を吟味するには、その時

代のコンテクストを熟知しなければなりません。そのためにはモリモリ読書する必要があるから
です。昭和に活躍した横光利一は、『上海』という長編小説を書くにあたって、「四、五百冊」
ほど手に入れたと書いています。卒論以来 30年近く、その典拠を探しつづけて、ようやく決定
的な一冊に到達したのも深草図書館でのことでした。足を使って、コツコツ調べる。それは孤
独な、しかし濃密な時間です。そんな時、図書館は迷宮のようにも感じられます。迷子になら
ずに済んでいるのは、わずかな経験値と、アシストしてくれる図書館スタッフのお陰です。
　しかし学生のころは、孤独な作業に耐えられませんでした。そもそも自分が何を調べてい
るのかさえ、きちんと把握できていなかったかもしれません。そんなときは、ただひたすら
友だちと語り合っていました。いや一方的に喋りまくっていたというのが実情です。だれか
に聴いてもらうことで、混乱した思考を整理していたのでしょう。あとで気づいたことですが、
30年探し求めた資料は、じつは若いときに一度手に取っていたものだったのです。その
時の私は、その資料の価値や意味を理解できていませんでした。そんな未熟な自分を
鍛えてくれたのが仲間であり、図書館でした。
　さて、このたび深草図書館のエントランスに「グループ学習エリア」が設置されま
した。これは、新しい図書館空間のあり方を模索する「龍谷ラーニングコモンズ形成」
の一環として、試行的に実現されたものです。従来の図書館と違って、ここでは
仲間とディスカッションしたり、共同学習したりすることができます。もちろん
授業の合間にくつろぐ場としても活用できるでしょう。私が学生のころに
は考えられなかった新しい学習支援のかたちです。
　図書館はこれからも大きく変わっていくでしょう。それは時代の趨
勢です。とはいえ、便利で居心地のいい空間にカスタマイズしていく
のは、私たち利用者自身です。私はこれからも図書館のヘビーユーザ
ーとして、積極的に図書館にかかわりつづけたいと思っています。
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　「英語多読法」
という言葉を知っていま

すか？比較的難易度の低い英文をたくさん読むことで、読
解力や語彙力を向上させるという学習方法です。
　深草図書館では、この英語多読学習にぴったりの
「Penguin Readers」というシリーズを購入しています。 

「Penguin Readers」は、1冊の単語数によって細かくレベ
ル分けされているため、自分の英語力に合った本を選ぶこ
とができます。
　現在、深草図書館には、200単語レベルから、3000単
語レベルまで 7段階のレベルの本が 550冊ほど所蔵され

ています。200単語レベルの本
は、英検 4級に相当しており、
平易な英語で多読を始められま
す。レベルを上げても、『2001 : 

a space odyssey（2001年宇宙
の旅）』、『Anne of Green Gables

（赤毛のアン）』、『Romeo and 

Juliet（ロミオとジュリエット）』など、映画や小説で有名
なタイトルが多いため、ストーリーを知っている本を読み
ながら、無理のないレベルアップが可能です。
　「Penguin Readers」は、深草図書館 2階の文庫・新書
コーナーに配架しています。2012年度は、古くなった本
の一部を買い替え、CD付きの本を大幅に増やしました。
また、お勧めの本を紹介し、数か月に一度、展示の入れ替
えをしていますので、足を運んでみてください。大宮図書
館、瀬田図書館からも学内相互貸借ができます。
　ぜひ図書館を利用して、英文多読にチャレンジしてみま
せんか。

特集深草    深草図書館に、
『グループ学習エリア』が誕生 !!

　これまで図書館で話し合いながら学習できる場所は、2階
の「グループ学習室」だけでしたが、新たに 1階に「グルー
プ学習エリア」が誕生しました。
　仲間と相談しながら学習したり、講義準備のために共同で
作業したりすることができます。図書館の資料や個人のパソ
コンを持ち込んで学習することもできます。もちろん一人で
の利用も可能です。
　申込みなしで自由に利用できます。（授業等の利用で一部を
占有する場合は、カウンターでの申込み手続きが必要です。）
　話し合いながら学習したいときは「グループ学習エリア」、
静かに学習したいときは 1階北側・2階「閲覧席」をご利用
ください。（＊サークルのミーティング等には利用できません。）

図書館の
新しい使い方
－変化する図書館とその機能

「文学部アクティブ・ラーニング・
コーナー（ALC）」が設置（授業
期間中の月～金、12時 30分～
14時）され、文学部学生のため
の学習支援が行われています。

「Penguin Readers」の
ご紹介　
－図書館ではじめる
　英語多読－

深草

「グループ学習エリア」とは？
自由に話し合いながら、グループ
学習、ディスカッション等、自主
的に学習できる場所のことです。
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　これまでの図書館は、必要な課題がある時に調べ物をし
たり、あるいは定期試験前に集中的に勉強する場所として
の利用が中心であったと思います。そして、図書館は何よ
りも静かな環境であることが第一であり、落ち着いた学習
空間としての使われ方を前提としていました。
　しかし、これからの図書館は学習形態の変化によりグル
ープ学習等のアクティブラーニングに対応した機能も求め
られるようになってきました。このため、深草図書館に今

年度から「グループ学習エリア」を開設し、そのエリアは
他の利用者に迷惑にならない範囲での対話が可能な場所と
しています。また瀬田図書館では、「ライブラリーサポート
スタッフ」制度を立ち上げ、図書館利用に際しての学生相
互によるピアサポートを試行しています。
　主体的な学習ができる環境の提供とその支援の場として、
図書館は大きく変化し、新しい機能を深化させようとして
います。

瀬田    第 1 回ワークショップ
「瀬田図書館に消しカス入れをつくろう」を開催しました！

利用者の皆様の図書館での自主的な学習を
サポートする為に活動しています。

図書館アルバイトとして、経験を積んだ学
生スタッフですので、わからないことがあ
れば、お気軽にお声かけください !!

具体的には、館内案内やパソコンの検索補
助、資料探しのお手伝いなど、図書館の基
本的な使い方をアドバイスしています。

授業実施期間中の平日
12：00～ 17：00

基本的には、瀬田図書館本館 1Fの
自動化書庫カウンターで活動しています。

サポートの一環として瀬田図書
館内のグループ閲覧机に、　「消
しカス入れ」を製作・設置しま

した。これからは「消しカス」を気にする
ことなく、どんどん消しゴムを使ってくだ
さいね。

また、ワークショップでは企画から、ハコ
のデザイン、制作まで自分達で担当しまし
た。思った以上に時間と手間がかかりまし
たが、皆さんの学習活動に貢献することが
できれば幸いです。

ライサポでは、これからも皆さんがより快
適に図書館で学習できるよう、いろいろな
活動を展開したいと考えています☆

瀬田    ライブラリーサポートスタッフ
通称：ライサポ活動中☆

ミーティング

完成！

デザイン

製作

➡

⬅

ライサポ

とは ??

いつ・どこに

いるの???

学習

フ

社会学
４年生
新堂　

会学研究科
課程１年生
浅田夏菜子
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『ガリヴァ旅行記』
 スウィフト［著］　中野好夫［訳］

新潮社　1992年
文学研究科博士後期課程　1年生　末川洸介

　ガリバーの大冒険は誰でも知っている。小人
の国への冒険はあまりにも有名である。だが、
それ以外のガリバーの冒険に関しては案外知ら
ない人が多いのではないだろうか。
　そんな訳で私自身高校で初めて読むまでは知
らなかった、ガリバーについてちょっと紹介した
い。舞台は 18世紀。主人公のガリバー氏はイギ
リス人であり、世界の海を航海している。この設
定は書かれた当時のイギリスが世界へ進出して
いた、ということから出てきたのだろう。世界へ
の関心の高まりが物語の背景にあると思う。
　ガリバーはしょっちゅう航海に出て、毎回遭
難する。小人の国へも遭難して辿りついた。「小
人の国」の次は「巨人の国」へ、その次は「不
死人間の国」「魔法使いの家」「科学者の国」最
期に「馬の国」へ行って人間嫌いになって帰っ
てくる。特に何で人間嫌いになったかは中々考
えさせられる。他にも結構鋭い人間観察がある
ので是非ご一読を。 【深草所蔵】

『気にしない技術』
 香山リカ［著］　PHP研究所　2011年

経済学部 3年生　内田杏奈
　たくさんの悩みを持つ現代人に向けて、たくさんの自己
啓発本が発売されている。前向きでいなければならない、
頑張らなければならないと、それはどこか息苦しく感じて
いた。本書の著者は精神科医で、実際に診療に来た患者を
目の当たりにして感じた事をもとに作られているので、説
得力がある。「ふつうに生きるってそれだけでたいへん」と
いう言葉が強く印象に残った。目標を作り、背伸びをして
成長をしようと頑張っても、それにがんじがらめになって
押しつぶされてしまっては意味が無い。平凡に毎日を過ご
し乗り切っているだけで幸せであると著者は伝える。
　とても読みやすく、他にも著書はたくさんあるので是非
読んでもらいたい。ただ、本に書いてあること全てが正解
とは言い切れないので、自分にとって納得できた内容を信
じるのが一番だと思う。客観的な視点を忘れずに様々な本
を読んでもらいたい。 【深草所蔵】

『幸福王国ブータンの智恵』
アスペクトブータン取材班［編］　アスペクト　2009年

法学部 4年生　原　宏樹
　この本を読んで「何を持って幸福とするのか。」を考えさせら
れた。ブータンの場合、世界最貧国とも言える位の GDPなので
経済面という観点からだけだと、完全に幸せという規範からは外
れてしまう。しかしブータンでは、人びとが心豊かに暮らせる地
域社会を大切にしようとする「国民総幸福」（GNH）が国是とし
て掲げられており、国民の感じている幸福度は日本より遥かに高
い。また、民主化＝「全ての国民が望んでいることでは無い」こ
とにも驚いた。「国民に民主化を反対される国王」という構図は、
中東の民主化を求める動きとは、正反対だ。一方で国王を盲信す
るブータン人は、嫌味な見方をすれば国王に寄りかかり過ぎてい
たとも言える。民主化とは国民が国政の責任をひきうけるという
意味でもあるからだ。民主化により与えられていた幸福から自ら
勝ち取らなければならない幸福へと変わるブータン。変革期にあ
るブータンから、「幸せの価値」について学ぶ事ができる一冊です。
 【深草所蔵】

龍大生の龍大
お薦め本お薦

きた内容を信
ずに様々な本
【深草所蔵】

『幸福王国ブータンの智
アスペクトブータン

この本を読んで「何を持っ

『  ディズニー 7つの法則：
奇跡の成功を生み出した「感動」の企業理念』

 トム・コネラン［著］ 　仁平和夫［訳］　日経 BP社　1997年
経営学部 2年生　西田 弘之

　この本は、多くの企業が抱えている「顧客満足を高めるにはど
うすれば良いか」という課題をディズニーの企業理念を参考にし
て、どのように自分たちの会社に生かしていくのかということに
ついて書かれた著書です。
　また、ディズニーでは、来園者を「ゲスト」、従業員を「キャ
スト」と呼んでいます。そのキャストがゲストの心をつかんで放
さないためにどのようなことをしているのかを全編を通じて紹介
されています。そして、タイトルにもあるようにディズニーが成
功した要因には、7つの法則があり、どれも私たちが共感できる
内容です。また、この本は、物語形式になっているので、ディズ
ニーが好きな方は、もちろん、どの学部の方でも読みやすい内容
になっています。さらに、将来、起業を考えている方や経営学に
関心がある方にもおすすめの一冊であると思います。みなさんも
ぜひ、一度読んで見られてはいかがでしょうか。 【深草所蔵】

『 思春期をめぐる冒険：
心理療法と村上春樹の世界』

岩宮恵子［著］　日本評論社　2004年
社会学部　3年生　佐竹青空

　村上春樹さんの作品を読んだことがあるとい
う方はたくさんいるだろうし、名前を聞いたこ
とがあるという方がほとんどだと思います。私
自身も、村上春樹作品の熱心な読者の一人です。
村上春樹作品は、感情面の深い描写、現実と非
現実が混在するストーリーなど独自の世界観を
持っています。その独特の世界観を深く楽しみ
たい。逆にその世界観が苦手という方は、ぜひ
本書を手に取ってみてください。
　本書は、臨床心理士である著者が受け持った
実際の症例と村上春樹作品を通して思春期とい
うものを考え、心理療法の視点から村上春樹作
品を読み解くという内容になっています。自分
の生きていくヒント、物語の持つ意味が詰まっ
ています。
　本書が村上春樹作品を手に取る新たな魅力を
見つけるきっかけになってくれれば幸いです。
 【瀬田所蔵】
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『西の魔女が死んだ』
梨木香歩［著］　新潮社　2001年
短期大学部 2年生　徳重暁子

　これは、一人の少女とおばあさんの物語です。少女は、
不登校になってしまったことがきっかけで、田舎のおば
あさんのところで一カ月ほど暮らすことになります。そ
こでの生活は、少女にとって初めての体験があったり、
苦しい出来事にあったりと、一つ一つのことに真正面か
ら向かい合い、考えていくことの連続でした。また、少
女の家系が特別な力を持つ「魔女」の家系であるという
ことで、魔女になるための修業を始めるのです。様々な
体験の中で少女は、成長し、元気を取り戻していきます。
　この本を読んで、家族の大切さや「生と死」について
改めて考えることが出来ました。何気なく過ごしている
日常の出来事にも意味があり、大切な時間であることに
も気づかされました。様々なことを考えさせられますが、
文章は分かりやすく、スラスラと読み進めることが出来
る一冊になっています。ぜひ皆さんも一度読んでみてく
ださい。 【深草所蔵】

『 「手紙屋」：
僕の就職活動を変えた十通の手紙』

 喜多川泰［著］
ディスカバー・トゥエンティワン　2007年

国際文化学部　3年生　仲森友紀

　私は図書館に行くことが好きです。本に囲ま
れていると、本の数だけさまざまな人生、思想
があることを感じることが出来るからです。今
回紹介したい本、『手紙屋』はそんな図書館の魔
法に導かれたように偶然見つけた本です。就職
活動に悩む主人公が手紙屋と呼ばれる方と 10

通の手紙を通して大きく成長していく物語。私
たち大学生が就職活動というものに対して意識
せざるを得ないこの時期にこの本は社会との関
わり方、自分の人生の生き方のヒントが書かれ
ていると思います。「出会いは人生における何物
にも代えがたい財産です。」この本を読んだ後、
きっとすがすがしい気持ちで自分の人生を一歩、
踏み出すことができるのではないでしょうか。
きっと自分の大切なあのひとに手紙を書きたく
なるような、そんな一冊です。
 【瀬田所蔵】

龍大生の生の
お薦め本め本

『西の魔女

なる うな、そ な 冊 す。
【瀬田所蔵】

『 ファンドレイジングが社会を変える：
非営利の資金調達を成功させるための原則』

 鵜尾雅隆［著］　三一書房　2009年
政策学研究科修士課程 1年生　今里美香

　震災をきっかけに募金や NPOに関心を持った人は少
なくないのではないでしょうか。本書のタイトルとなっ
ているファンドレイジングとは NPOなどが事業に必要
な資金を社会から集める手段のことを指します。
　本書は日本社会の変化の兆しを伝えることや、NPO

で資金集めに役立つアイデアやノウハウを提供すること
を目的に、NPOで活動する人向けに書かれています。
　日本の NPOの資金調達を考えることは日本社会の成
り立ちを考えることになります。自分のお財布の中身を
全く減らさないで寄付をする方法や買い物を寄付につな
げる方法など、すぐにできる寄付の方法がいくつも紹介
されています。NPOを立ち上げたい、NPOで働きたい
と思っている方はもちろん、NPOがどうやって活動資
金を集めているのか気になった方や気軽に社会貢献した
い方にもぜひ読んでいただきたいです。 【深草所蔵】

　深草図書館に入ってすぐに学生選書コーナ
ーはあります。読書をするきっかけになれば
との思いから、今までの大学図書館には無い
ジャンルの本を中心に他の利用者にも是非読
んでもらいたいという本を、学生スタッフが
書店で直接選書して並べています。また、選
書した本については、本の内容やオススメす
る理由を書いた書評 POPを作製し、本と一緒
に掲示していますので、選ぶ際の参考にして
みてください。

　学生選書コーナーには現在136冊の資料があります。開設以来、大変人気が高く、
いつも貸出中であったり、中には予約 20人待ちといった本もあり、みなさんの
関心の高さがうかがえます。反面、貸出を待って頂かなくてはいけないなどご迷
惑もおかけしております。今後とも充実をはかっていきますので、ご期待ください。
　また、学内相互貸借もできますので、このコーナーにある本をきっかけにして
大学図書館に所蔵されている他の本にも興味を持っていただければ幸いです。

読書する楽しみを ～学生選書コーナー～

『 化学者たちの感動の瞬間：
興奮に満ちた 51の発見物語』
有機合成化学協会［編］　化学同人　2006年

理工学部 3年生　大橋和弘

　「感動と喜びこそ、研究活動の出発点であり終
点である」。「仕事が大好きで、のめり込めば自
ずと道は開ける」。「日頃の小さな発見と喜びが、
明日の糧となる」。「感動が次の研究へのドライ
ビング・フォースを生む」。本書は、化学関連の
優れた成果をあげられた方々、および現在も研
究の第一線で活躍している研究者の方々の研究
物語集である。研究活動における失敗や苦労、
さらには発見の感動や成功の喜びなどの生々し
い体験が、51人の執筆者によりまとめられてい
る。本書を、化学者を目指す学生だけでなく、
研究者を目指すすべての人に是非目を通してい
ただきたいと思う。また、現在何か打ち込める
ものを見つけたいと思っている学生にも手にと
っていただきたい。なぜなら、実際に私も本書
によって勇気づけられた一人だからだ。少しで
も多くの学生に、この感動を味わってもらえた
ら幸いである。 【瀬田所蔵】
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　図書館のデジタルアーカイブは、貴重
書を中心にして、デジタルデータとして
長期に渡って保存するとともに、HPでの
公開や目的に応じた高精細画像データの提供によ
り、皆さんに利用しやすい形で公開し、教育や研究
に役立てることを目指しています。

図書館のデジタルアーカイブは、
どうやって作られるの？

　図書館では、学内の研究機関である
古典籍デジタルアーカイブ研究センタ
ーの協力により、貴重書を中心にデジ
タル化して保存・公開する作業を行っ
ています。

これまでは・・・・
　→貴重書をそのまま利用
▶ 時間が経過すると劣化や破損がおきる。
▶ 閲覧するまでに手続きが必要。
▶ 利用場所が限られている。（館内での閲覧のみ。貸出不可。）
▶ 他の人が利用していると利用できない。

デジタルアーカイブによって・・・
　→資料をデジタル化（画像データ）として保存
▶ デジタル化した時の状態のまま保存、利用することが
できる。
▶ 図書館 HPからの画像データの公開により、閲覧など
の利用場所は問わない。
▶ 画像データを公開することで、貴重書でも手続きをし
なくても閲覧ができる。
▶ 画像データを公開することで、一度に複数の人が利用
できる。

デジタルアーカイブの

デジタルアー

貴重書である奈良絵本『竹取物語』も画像データなら、
図書館HPで簡単に閲覧することができます。

提供によ

2
デジタルアーカイブについて
説明を受けています。

どうしてデジタルア
ーカイブにするの？

資料の形状によっ
て、カメラやスキ
ャナーで撮影され
ます。

補正処理され、
保存された画像です。

デジタルアーカイブとは？
「デジタルアーカイブ」とは、耳慣れない言葉か

もしれませんが、簡単に言えば、記録や古文書、美術品
などをはじめ、有形・無形の文化資源をデジタル化して
記録・保存することです。

11
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　図書館では、1999年より「龍谷大学図書館コレクション」
として、所蔵する貴重書のデジタル画像のインターネット
公開を開始しました。現在では、所蔵する貴重書を中心に、
デジタルアーカイブの保存・公開・利用を行っています。
　今回は、デジタルアーカイブを知って頂くために、3人の
学生の方に、図書館のデジタルアーカイブ業務を探検して
もらいました。

デジタルアーカイブは、
どんな形で公開されているの？

　所蔵する貴重書の一部
は、図書館の HP上で閲
覧することができます。
　教科書などでも取り上
げられている『解体新書』
をはじめ、多数の貴重書
が公開されています。

　貴重書のデジタルデータの一部は、こんな
ところにも利用されています。
　大宮図書館には『平家物語』の覚一本の最
善本が所蔵されています。エレベーターのガ
ラス壁面に巻頭部分が原本と全く同じ姿で写
されています。

世界世界をを探検探検しようしよう
浅田 佳奈 
社会学部３年生

丹羽 俊介
国際文化学部４年生

華 京碩
社会学研究科博士後期課程３年生

デジタルアーカイブの
ーカイブの

図書館の貴重書 HPアドレスは http://www.afc.ryukoku.ac.jp/kicho/top.htmlです。

＊ 図書館の HP以外にも、2004年
から本学が加盟している国際敦
煌プロジェクト（IDP）の HP
（http://idp.afc.ryukoku.ac.jp/）
で、所蔵している「大谷文書」
が公開されています。

33
撮影された画像は、
パソコンで補正処理され、
保存されます。

保存された画像は、
図書館のHPなど利用者
の皆さんの目的に応じた
形で加工され、利用され
ます。

ホームページ上の公開
だけでなく、いろんな
かたちで利用されてい
るんですね。

デジタル化作業の流れ
資料の選定

撮　　　影

撮影したデータの補正

利用できる形で提供
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龍谷大学図書館　貸出ランキング

深草図書館
順位 貸出回数 書　　　名 著者名 出版社（者） 出版年

1 33 屍鬼 小野不由美 新潮社 2002 新潮文庫
2 24 西の魔女が死んだ 梨木香歩 新潮社 2001 新潮文庫
3 18 火車 宮部みゆき 新潮社 1998 新潮文庫
4 17 日本社会の歴史 網野善彦 岩波書店 1997 岩波新書

5 16
日本の思想 丸山真男 岩波書店 1961 岩波新書
方法序説 デカルト著 ; 谷川多佳子訳 岩波書店 1997 岩波文庫

大宮図書館
順位 貸出回数 書　　　名 著者名 出版社（者） 出版年

1 18 大唐西域記 玄奘著 ; 水谷真成訳注 平凡社 1999 東洋文庫
2 17 続日本紀 : 全現代語訳 宇治谷孟訳 講談社 1992-1995 講談社学術文庫

3 16
日本霊異記 景戒著 ; 中田祝夫全訳注 講談社 1978-1980 講談社学術文庫
モンゴル秘史 : チンギス・カン物語 村上正二訳注 平凡社  1970-1976 東洋文庫

4 12 魏書釈老志 魏収撰 ; 塚本善隆訳注 平凡社 1990 東洋文庫

5 10
経済学原理 J.S.ミル著 ; 末永茂喜訳 岩波書店 1959-1963 岩波文庫
高僧伝 慧皎著 ; 吉川忠夫 , 船山徹訳 岩波書店 2009-2010 岩波文庫

瀬田図書館
順位 貸出回数 書　　　名 著者名 出版社（者） 出版年

1 15 子どもの貧困 阿部彩 岩波書店 2008 岩波新書
2 13 明治維新と西洋文明 田中彰 岩波書店 2003 岩波新書
3 12 外国語学習の科学 白井恭弘 岩波書店 2008 岩波新書
4 11 日本の英語教育 山田雄一郎 岩波書店 2005 岩波新書

5 10
カフェ 渡辺淳 丸善 1995 丸善ライブラリー
宮崎駿の「世界」 切通理作 筑摩書房 2001 ちくま新書

http://rwave.lib.ryukoku.ac.jp/hp/bestreader/bestreader.html

深草図書館・大宮図書館・瀬田図書館
龍谷大学の各図書館での昨年度
（2011年 4月 1日～ 2012年 3月 31日まで）の
貸出回数をもとに、文庫・新書の貸出ランキングを発表します！

図書館からのコメント
　昨年度の貸出ランキング「文庫・新書版」は各図書館
の特徴を表した結果となりました。専門の入門書として
の使い方もありますね。

　さて、みなさんは図書館 HPの貸出ランキングをご存
じですか？
　ここでは、年間約 20万冊借りられる図書を「文庫・
新書別」や「テーマ別」、「学部別」といったさまざまな
切り口から集計しています。
　その中でも、「文庫・新書別」は約 10年間という長期
統計となっています。一時的なブームに終わった本だけ
ではなく、長く読み継がれている本もランキングされて
いるのが特徴です。
　一度のぞいてみてください。読書習慣を身につけるよ
いきっかけになるかもしれませんよ★

文庫・新書版

COMMENT
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