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さまざまな使い方、きめ細かいサポート、みんなで創る
文学部准教授 柳　勝文
　司書課程や司書教諭課程の科目などを担当しています。公共図書館や学校図書館などで働く専門職を
養成する課程です。今後の図書館のあり方を考えるうえで大切と思うことを「さまざまな使い方」「きめ細
かいサポート」「みんなで創る」と3つ挙げます。

　第 1に「さまざまな使い方」。専門書を精読する、雑誌をぱらぱらめくる、レポートをパソコンで書く、プレゼンテーションの
練習をする、ホワイトボードを使ってブレインストーミングする、など目的によって望ましい環境は異なります。精読のために雑
音のしない落ち着いた雰囲気がよいこともあれば、ブレインストーミングのために気兼ねなく話すことができる場所がよいこと
もあります。プレゼンテーションの練習のためにプロジェクタを使えた方がよい場合もあるでしょう。疲れたとき休息しやす
いところがあればうれしいでしょう。そういったさまざまな使い方を効果的にできるよう多様な場所が望まれます。また、
調べものが参考図書コーナーの辞典や事典などを使う方法からインターネット環境でデータベースなどを使う方法
へ移行しつつあり、雑誌論文を手に入れるのも書庫でバックナンバーをコピーする方法からインターネット環境で
アクセスしてプリントアウトする方法に移りつつあります。情報へのアクセス方法や作成方法が今後も変わり続け
るとすれば、可変性（変えやすさ）も必要でしょう。
　第 2に「きめ細かいサポート」。大学では分からないと思うことがいろいろあるでしょう。多くの人が分からな
いと思うことはサポートすることが望まれます。本や論文の探し方、パソコンの使い方などは、説明しやすく尋
ねやすいかもしれません。でも、テーマの設定や論点のしぼりかたなどは説明しにくいと、あきらめてしまいが
ちです。そういったことは多くの人が経験しているので、少し年上の4回生や大学院生なら相談しやすいし、そ
のもどかしさまで共感してサポートしてくれるかもしれません。さらには、勉強以外のことについても分かるよう
であれば、なおよいと思います。図書館は資料や情報と人を結びつけるのも目的ですから、勉強のことだけでな
く、学生生活一般のことや地域のことについても、その専門性を活かして資料や情報を集めて整理して提供しや
すいのではないでしょうか。
　第 3に「みんなで創る」。図書館のことが分かるようになってくると、単に利用者として使うだけではもっ
たいないのではないでしょうか。図書館を案内したい、使い方を説明したい、本を紹介したい、相談ごと
に助言したい、作品を展示したい、イベントをしたい、などしてみたいことを多様に受けとめてもらえると
よいのではないでしょうか。また、アルバイトやボランティアとして図書館の仕事を体験できるのもよいと
思います。意見箱には、してほしいことなどだけでなく、してみたいことをどんどん提案して、図書館職員
などと試行錯誤がさらにできるようになればよいと思います。できるだけ多くの人 と々「みんなで創る」図
書館であってほしいと思います。
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応募資格　  本学学生（龍谷大学　及び　龍谷大学短期大学
部学生）、但し大学院生は除く。

対象図書　本学図書館所蔵の図書であること。
応募要件　①字　数：本文800字以上 1,200 字以内とする。
　　　　　②  その他、書式等の詳細は、図書館ホームページ

や館内掲示物、大学のポータルサイトで確認し
てください。

応募締切　2013年 10月31日（木）午後 5時（時間厳守）
提 出 先　  深草図書館、大宮図書館、瀬田図書館　カウン

ター
表　　彰　大　賞　1篇（図書カード1万円）
　　　　　優秀賞　4篇（図書カード5千円）
　　　　　参加賞　応募者全員〈受賞者以外〉（大学記念品）

今年も実施します！「私のお薦め本コンテスト－My Favorite Book－」



新聞記事検索系DBと就職活動のための情報収集に役立つDBを中心に
瀬田図書館　芝野　朋子

　図書館では、図書や視聴覚資料の他にも、様々なデータベース（以下 DB）を契約し、利用者の方に提供しています。DBは一
般の検索サイトと違い、企業等が管理・運営を継続的に行っていますので、常に信頼性の高い（質の高い）情報を入手すること
ができます。龍谷大学在学中に、DBを活用して、良質かつ適切な学術情報を入手する方法を身につけ、さらにそれを活用し自身
の考察・識見を深めること、レポート作成、ゼミ発表、卒業論文執筆や就職活動等の様々な場面で、より良いアウトプットができる
人に成長されることを願っています。今回の記事は、新聞記事検索系 DBと就職活動のための情報収集に役立つ DBを紹介します。
　
1．各種DBへのアクセス方法　　http://rwave.lib.ryukoku.ac.jp/hp/
　　図書館 HPの「資料検索ツール一覧」をクリックします。さらに使いたい DB名をクリックしてアクセスしてください。

【日経テレコン21】日本経済新聞社系記事検索＋企業情報検索
・「記事検索」から、日経四紙（日本経済新聞・日経産業新聞・
日経流通新聞 MJ・日経金融新聞）、日経地方経済面、日経プラ
スワン、日経速報ニュースなどの記事検索が可能。
・その他に企業情報や人事情報、統計データなどビジネス情報
を多く取り揃えているため、就職活動の企業研究にも使えます。

（学内アクセス限定）

【聞蔵Ⅱ】朝日新聞系記事検索
・「朝日新聞」の記事検索だけでなく、「AERA」・「週刊朝日」・「知恵蔵」・「人物検索」も
可能。
・「朝日新聞歴史写真アーカイブ」は、満州事変の前後から敗戦までの間、アジア各地へ
派遣された特派員や記者が撮影した資料的価値の高い写真約 1万枚を DB化。当時の研究
をされる方には大変おすすめです。

（学外からも全学統合認証で接続可）

【ヨミダス歴史館】読売新聞系記事検索
・読売新聞記事、「The Japan News」等を検索できる DB。
・「就活 ON!！」は、就職活動に直接役立つ記事ですので、ま
とめ読みがおすすめ。「Q＆ A・基礎からわかる」の連載は時事
問題をわかりやすく解説。
・「英語で読む社説」は、日本語訳もすぐにでてくるので、英語
と時事問題の両方の学習が可能。

（学内アクセス限定）
【東洋経済デジタルコンテンツライブラリー】
・東洋経済新報社が刊行する経済・企業情報誌（「週刊
東洋経済」「会社四季報」「就職四季報」等）をオンラ
インで検索・閲覧できる DB。
・就活企業サーチは、会社名を指定しなくても業種・
所在地・会社規模で企業群が検索できるので、地元で
の就職先を検討する際に大変便利です。

（学外からも全学統合認証で接続可　
さらに同時アクセス数無制限！）

【毎索】毎日新聞系記事検索
・2013年度から導入の新規 DBです。毎日新聞（本社・地方版・
別刷・号外）と「週刊エコノミスト」の記事の一括検索が可能。
・毎日ヨロンサーチでは、内閣支持率、政党支持率の変遷をグ
ラフでたどることができます。

（学外からも全学統合認証で接続可）

図書館データベース（DB）の活用

ここを
クリック！

よく利用されるDBは、
この下にも表示。すぐに
ログインできます。
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■毎索（毎日新聞のデータベース）
毎日新聞の創刊号（1872年）から現在までの新聞記事の検索・閲覧が
可能です。 （学外からも全学統合認証で接続可）

■Web『民力』
『民力』は、朝日新聞社が 1964年から刊行している地域データ集。
Web版は、1989年以降のデータを収録。

（学外からも全学統合認証で接続可）

■Factiva.com
ProQuest社が提供する新聞・雑誌・業界紙・ニュース速報など、日々
発信される世界の情報を出版の形態を超えて総合的に収録したオンラ
インデータベース。 （学外からも全学統合認証で接続可）

■Web of Science
Web of Scienceは、文献コンテンツを結びつけ、自然科学、社会科学、
人文科学にわたる学際的な情報を迅速に検索・分析できるよう支援する、
統合的研究プラットフォーム。EndNote Webは引用文献リストを簡単
に作成できるツール。 （学外からも全学統合認証で接続可）

　新聞は、日々のニュース（政治・経済・社会問題等）を網羅し、自分の知識・教養を広げる大変良い媒体です。それぞれの
新聞には同じニュース・時事問題に対しても、各新聞社の論調（主張）を独自にもっています。そのため、時事問題のある事
柄について、調査・レポートを作成する際には新聞記事検索系 DBを活用し、各新聞社の論調等を踏まえて自分の考え・主張
を構築することが肝要です。新聞の論調は主に社説にまとめられていますので、調べたい時事問題が起こった次の日の社説の
読み比べが大変効率的です。そういった新聞の読み比べを容易にできるのが、新聞記事検索系 DBです。また、過去の時事問
題を調査するのであれば、その時期の新聞そのものを複数紙集めるだけで大変な作業になります。自分が欲しい情報を、キーワー
ド検索等ですぐに取り出すことに新聞記事検索系 DBは長けています。
　いままで新聞記事系 DBを使ったことのない方は、是非、実際に DBを使ってみましょう。

　就職活動には業界・企業研究等の情報収集が必須です。企業や仕事に対する情報は、まだ知らないことは多いはず。知らな
い事柄に興味を持ち、かつ志望先にすることは大変難しいことです。業界・企業研究をする場合には、客観的な情報が掲載さ
れている DBの活用がおすすめです。
　たとえば、自分が注目した企業を「日経テレコン」「東洋経済デジタルコンテンツライブラリー」で検索してみましょう。「日
経テレコン」での企業検索の結果はその企業の関連記事も表示されます。「東洋経済デジタルコンテンツライブラリー」では「会
社四季報」・「就職四季報」等、種々の媒体から提供されている企業情報が掲載されています。関連企業も検索可能ですので、
それらも読んでみて、興味・関心を広げてください。
　そのようなことを繰り返すうちに、最初は自分の知っている一つの業界・企業しか興味を持っていなくても、どんどん視野
が広がります。イメージだけにとらわれないで、業界・企業を比較・分析し、他の人とは違う就職活動することができること
でしょう。

　まずは、図書館 HPから、今回おすすめし
た DBを検索・閲覧してみてください。
　ご紹介した DB以外にも龍谷大学では様々
な DBの利用が可能です。
　DBの説明・使い方は HPや図書館設置のパ
ンフレット、各図書館カウンター職員まで。

新聞記事検索系DBの活用法

就職活動のための情報収集

DBを活用するために

2013年度新規導入DB一覧　

各種 DBは同時アクセス数が限られ
ているものがほとんどです。利用
後は次の方のために必ずログアウ
トしてください。

DB利用時のお願い
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『歴史のための弁明
　―歴史家の仕事―』
マルク・ブロック［著］、松村 剛［訳］
岩波書店　2004年
文学研究科博士後期課程 1年生　八木原清登

　―歴史を学ぶこととは。
　ふとした瞬間、歴史学というものを考えた
とき、この問が私の脳裏に現れる。そんな私
に、マルク・ブロックの遺稿である『歴史の
ための弁明―歴史家の仕事―』はある道標を
示してくれた。現実に生きる我々にとって、
過去の事象を取り上げ考察する歴史学とは果
してどんな意味があるか。決して答の出ない
問ではあるのだろうが、歴史学に携わるもの
であれば必ずといっていいほどに直面する問
である。
　同書はこれからも歴史学に携わる身であろ
う私に、その答を形成するための、なにかきっ
かけを与えてくれたと、そう感じる。これか
ら本格的に歴史を学ぼうとしている方に、ど
うして歴史学に身を置いているのか疑問を抱
いている方に、この『歴史のための弁明―歴
史家の仕事―』をお勧めしたい。一読すれど
も明確な答は得られないかもしれないが、思
考を深める機会にはなるだろう。この機会に
是非手にしてみてはどうだろうか。

『お客様を 100%満足させる : 
　ソニーの「CS100」に学ぶ、
　伸びる会社の顧客戦略』
長谷川哲夫［著］　日本文芸社　2000年

経営学部 3年生　西田　弘之

　この本は、筆者自身がソニーグループで長
年、仕事をしてきた経験を踏まえて、お客様
を 100%満足させるには、どのようにすれば
良いのかということについて書かれた著書で
す。
　現在、日本の多くの企業は、長引く不況の
影響で、経営状況が厳しく、売上げを伸ばす
ことや顧客の満足度を高めるのが難しい状況
にあります。しかし、この本には、多くの企
業が抱えているこれらの問題を解決するため
の方法や事例が多く紹介されています。ソ
ニーの経営戦略はもちろん、それ以外の企業
の事例もいくつか紹介されており、どれも私
たちが共感できる内容で、今すぐにでも実践
できそうな経営戦略です。また、この本を読
むことで、私たち学生が企業に就職した際に、
現場で実際に役立つような内容もいくつか書
かれており、この本一冊で多くのことを学ぶ
ことができます。どの学部の方でも読みやす
い内容になっているので、ぜひ、みなさんも
一度この本を読んでみてください。

深草図書館
本館開架図書
201/フマレ
資料番号　10405017456

大宮図書館
3F開架図書
401/BLO
資料番号　20400013156

※ マ ル ク・ ブ ロ ッ ク
（1886.7 .6 -1944.6 .16）
……フランスの歴史学者。
第二次世界大戦において、
フランスが降伏した後も抵
抗運動を続けたが、ドイツ
軍に捕縛され、銃殺される。
他に著書として『奇妙な敗
北―フランス抵抗史家の日
記』、『フランス農村史の基
本性格』、『比較史の方法』
などがある。

深草図書館
本館開架図書
336/ハテオ
資料番号　10110006206

『ニッポンの刑務所』
外山ひとみ［著］　講談社　2010年

法学部 2年生　彦惣　啓佑

　皆さんは刑務所についてどのようなイメー
ジを持っていますか。刑務所のことがよくわ
からないという人も多いのではないでしょう
か。この本は約 20年に渡って刑務所の写真
を撮り続けてきた著者が、現在の日本の刑務
所の現状や問題点について述べています。ま
た著者が写真家のためたくさんの写真が載せ
てあり、通常文章で想像するしかない部分を
写真で補うことができるので、刑務所につい
て知る、考えるのに非常に有用な一冊です。
　著者は日本の刑務所には、刑務官の負担増
加、高齢者への対応、本来は独居（1名用）
の部屋に無理矢理 2名を収容している等の過
剰収容、刑務所の中でさえ格差ができてしま
い持てる者と持たざる者の差が大きくなって
来ているなど様々な問題点があることを指摘
しています。　
　私は、特に独居は 3畳程度しかないため、
2名入れば相当狭くなりプライバシーのかけ
らもないというのが問題ではないかとこの本
を読んで考えました。皆さんもこの本を読ん
で日本の刑務所について考えてみませんか。

深草図書館
文庫・新書コーナー
081/コウタ /2042
資料番号　11000004576

 大宮図書館
2F開架図書
081/KOU/2042
資料番号　21005003088

『京都の平熱』
鷲田清一［著］、 鈴木理策［写真］
講談社　2007年

経済学部 2年生　中嶋　太一

　「古都京都」と称されるように、京都には悠久の寺院・
仏閣があり、「学園都市」と称されるように、京都には
非常に多くの学生がいて、活気に満ち満ちているとい
う認識があります。京都という都市のブランド力は凄
まじく、京都にあこがれてはるばる国外から留学しに
来た友人を私は知っています。かく言う私もその内の
一人で、田舎出身の私は「観光都市」である京都に憧
れて上京したという節があります。
　さて、今回私が推薦する『京都の平熱』という本の
著者は、京都で生まれ京都に学び京都で育った生粋の
京都人です。この本にはそんな著者だからこそ知る、「観
光都市」というキャッチコピーの裏側にあるリアルな
京都の姿が、著者の生温い視線から描き出されていま
す。京都駅から市内を一周する定番のバス、京都市バ
ス 206号系統の線路沿いを東回りで一周するようにし
て京都の街並みが綴られており、みなさんも思わず散
策に出かけたくなること請け合いです。

深草図書館
新館閉架図書
291.62/ワキキ -S
資料番号　11100055797

瀬田図書館
本館 B1開架
291.62/ワキキ
資料番号　30705046282
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『原発に頼らなくても日本は成長できる：エネルギー大転換の経済学』
円居総一［著］　ダイヤモンド社　2011年

政策学部 2年生　谷山　来輝

　東日本大震災から 2年経過した今もなお、決着のついていない原
子力発電所問題。この問題についての議論は「命か金か」の両極端
になっているのが現状である。確かに今回の震災で原発の安全神話
は崩れたとはいえ、人体に影響を及ぼすからといって脱原発を叫ぶ
「だけ」というのは、具体的方策に欠けており説得力のあるものと
はいえないのもまた事実である。
　この本には、原子力をはじめとした各発電手段のコストや送電手
段、また政府の経済政策などに触れて、筆者の考える今後のエネル
ギー転換の方策が示されている。
　電力に関しては、経済はもとより国民生活そのものに関わるもの
であるため、発電手段のみに観点を置いてはならない問題である。
そのため、「原発」問題を考える人には読んでほしい一冊である。
原発をどうするかについての結論を自分なりに導き出すのに、この
本を参考にしていただけると幸いである。

『脱常識の社会学：
　社会の読み方入門』

ランドル・コリンズ［著］　井上俊、磯部卓三［訳］
岩波書店　1992年

社会学部 2年生　小林　愛

　学問の魅力とは、発見することだと思いま
す。自分が分からなかったことを知る喜びは
大きいと思います。もしそれが当たり前だと
思っていたことを当たり前になくすること
だったら =脱常識、よりおもしろいのではな
いでしょうか。例えば、権力は実は確実な成
功を収める者よりも、不確実な者にあるとい
う話や、犯罪というものは社会が必要として
いるものなのだという話などこの本には、常
識を覆す理論がいろいろ載っています。私も
この本を読んで今まで自分も "社会 "という
集団の中でなんとなく生きていたことに気が
付きました。そして、その中で起きる出来事
も当たり前のこととして、考えていました。
しかし、"社会 "には常識を超えた一定の法
則があり、原因があるのです。私はそのこと
を知り今までの自分を振り返って今後の生き
方について考えることが出来ました。
　本書は特に「社会学ってなんだろう」と思っ
ている大学 1、2回生におすすめしたい社会学
の入門書です。また、社会学を語る上では外
せないデュルケムやウェーバーの議論のエッ
センスも垣間見ることができます。そして社
会に対する疑問の糸口となると思います。

『兎の眼』
灰谷健次郎［著］　長新太［画］　理論社　
1983年

短期大学部 1年生　小池美乃梨

　誰もが一度は読んだことのある本かもしれ
ません。小学校の新任教師になった小谷芙美
先生と子どもたちの成長日記として、ぜひま
た新たな感覚で読んでいただきたい本です。
　小谷先生の学校は工業地帯にあり、学校裏
の塵芥処理場から通う子や知的に障がいのあ
る子がクラスにいました。直面する様々な問
題に泣いてばかりいた彼女でしたが、正しく
相手を理解し向き合おうとしてからは、子ど
もたちや教師との距離が縮まっていきまし
た。そんなある日、塵芥処理場とそこに住む
人の住宅の移転が決定し、子どもたちの転校
も余儀なくされます。物語では、子どもたち
との繋がりの中で小谷先生の心が成長してい
くのが読み取れます。子どもが問題を起こし
た時、何気なく叱ってしまうことはないで
しょうか。繊細な子ほど殻に籠り、気付かな
い大人は子どもの心を理解できないまま、ま
た叱ってしまいます。相手に自分の考えを押
し付けてはいないか、相手を正しく理解する
こと、気持ちに沿うことの大切さを改めて感
じることができる作品です。

『日本語おもしろい：脳にウケるたの
しい雑学』
坪内忠太［著］　新講社　2010年

国際文化学部 2年生　竹本　嘉子

　「さいさきが悪い」という言葉はよく使われています
が、実は間違っているのを知っていましたか。「さいさ
き」は漢字で「幸先」と書くので、後に続くのは「いい」
でなくてはなりません。私は、この本を読むまで「さ
いさきが悪い」という言葉が間違っていることを知り
ませんでした。この文章を読んでいる皆さんの中にも、
知らなったという人はいらっしゃるのではないでしょ
うか。この本には、このような日本語の誤用の他にも、
言葉の成り立ち、もともとの意味などの説明が書かれ
ています。この他にも、「紅白歌合戦で最後に歌う人を、
なぜ『トリ』というのか」、「同じようでまったく違う
ことを『月とスッポン』というが、なぜスッポンなのか」
など、意味は分かるけど、どうしてこのような言い方
をするのか分からないという言葉の説明がこの本には
たくさん書かれています。意外な言葉の成り立ちをし
ているものがたくさんあってとても面白いですし、説
明も分かりやすいので読みやすいと思います。今日で
は英語などの外国語が重要視されていますが、今一度
自分の国の言葉についての理解を深めてみませんか。

『沿岸の環境圏』
平野敏行［監修］　フジ・テクノシステム　
1998年
理工学研究科修士課程 2年生　奥村　浩気

　この本は執筆者 149名、ページ数 1597ペー
ジという非常に分厚い本です。本書には、「沿
岸域の定義や特性」といった基本的なことか
ら「沿岸生態系における物質循環モデル」な
ど専門的なことまで書かれています。また、
現場経験の豊富な多くの研究者が執筆してい
ることからも分かるように物理学、化学、生
態学など様々な視点から沿岸域をみることが
できます。そのため沿岸域の研究を行ってい
る私は分からないことがあると思わず手に
とってしまい、図鑑のように使用しています。
私は沿岸域のことをこれほどまでに丁寧に書
かれているものは日本には無いと思います。
また、本書の良いところは多くの参考・引用
文献が示されているところです。本書だけで
はよく分からない箇所があっても、引用文献
を読むことで理解できることが多々ありま
す。普段何気なく眺めている沿岸でどのよう
な現象が起こっているのか知ることができ、
初心者から環境科学の専門家にまで幅広くお
薦めできる奥の深い一冊です。

深草図書館
本館開架図書
540.93/エソケ
資料番号　11105050188

瀬田図書館
本館 2F開架
540.93/エソケ
資料番号　31200016160

深草図書館
本館開架図書
361/ ｺﾗﾀ
資料番号　10400097032
資料番号　19260009071

瀬田図書館
本館 1F開架
361/ ｺﾗﾀ
資料番号　30400060761
資料番号　39240046262

瀬田図書館
本館 B1開架
913.6/ハケウ
資料番号　30905053558

瀬田図書館
本館 B1開架
810.4/ツチニ
資料番号　31005058657

瀬田図書館
本館 2F開架
468.8/エンカ
資料番号　31300007957
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　教育のトレンドが、「Teachingから Learningへ」となったことにあわせて、図書館においては、ラーニング・コモンズに代
表される共同学習（グループ学習）を前提とした施設計画が各大学において展開されています。
　このように図書館には大きな変革が求められる時代となりました。本学においても、深草図書館を含めた新 1号館の建築工
事が開始され、新たな施設計画が展開されています。充実した変革・変化には、適確な現状分析が重要となります。そこで、
本学図書館の利用状況について、過去 5年間にわたり 3館別の実態と特徴を下記のとおりまとめてみました。

　これまで、本学学生の図書館利用状況について、入館者数や貸出冊数を中心に概観してみました。これらの数値のみで、図
書館の充実度や利用者の満足度が計れるものではありませんが、これらの数値を一定に維持・向上していくことは、やはり重
要な要素となります。そのため、図書館では今後も、利用者の増加に向けて、様々な施策を計画していきたく思います。これ
からも学生の皆さんの積極的な図書館の利用に期待しています。

本学学生の図書館利用実態
数値で見る

　2009 年度に落ち込んだ入館者数は、2012 年度にグループ学習エリ
アを開設したこともあり、徐々に回復しています。しかし、貸出冊数
は未だ回復傾向とはいえず、継続した読書啓発が必要と思われます。

　次に、参考までに俗にいう「関西 8大学」の学生 1人あたりの貸出冊数を比較して
みました。この数値は、学生に貸し出した冊数を利用対象の学生数で割った数値です。
8大学の平均は、9.5冊です。本学は 8.1冊ですから、平均からやや低いともいえます。
しかし、この数値は、大学全体の学生数による積算ですから、たとえば学部別等で見
ればまた違った傾向が現れてくるかもしれません。

学生 1人あたりの貸出冊数一覧
大学名 貸出冊数／学生
龍谷 8.1
関西学院 7.5
関西 9.8
同志社 13.9
立命館 14.3
甲南 3.2
京都産業 11.3
近畿 7.8
8大学平均 9.5

＊出典：『大学ランキング　2014

年版』（週刊朝日編）

深草図書館深草図書館

大宮図書館大宮図書館

　入館者数は回復傾向にあるのですが、貸出冊数は減少傾向にありま
す。理工系の学生は冊子体よりも、電子ジャーナル等を利用すること
が多くなっていることもその一因かもしれません。
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瀬田図書館瀬田図書館

　入館者数はゆるやかに減少傾向が続いています。しかし、貸出
冊数は 2012 年度に大きな伸びを見せています。もともと文学部は
読書意欲の高い学生が多いところですが、大宮図書館でも学生選

書が始まり、さらに読書への関心が高まったと
思われます。
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深草図書館
順位 貸出回数 書　　　名 著者名 出版社（者） 出版年

1 29 債権各論 第 3版 内田貴 東京大学出版会 2011

2 27 イタリア・ファシズム体制の思想と構造 高橋進 法律文化社 1997

3 25 憲法　第 5版 芦部信喜 岩波書店 2011

4 24 1Q84 : book1 村上春樹 新潮社 2009

5 23 An historical atlas of Islam Hugh Kennedy Brill 2002

6 22

正信偈の意訳と解説 高木昭良 永田文昌堂 1972

「話す」「書く」「聞く」能力が仕事を変える ! 池上彰 PHP研究所 2007

京都産業学を創る 龍谷大学大学院経営学研究科付置機関京都産業
学センター「京都産業学を創る」編集委員会 晃洋書房 2011

9 21

1Q84 : book2 村上春樹 新潮社 2009

20歳のときに知っておきたかったこと ティナ・シーリグ著 ; 高遠裕子訳 阪急コミュニケーションズ 2010

神様のカルテ 夏川草介 小学館 2009

大宮図書館
順位 貸出回数 書　　　名 著者名 出版社（者） 出版年

1 37 歎異抄 梯實圓 本願寺出版社 1994

2 34 教行信証を学ぶ : 親鸞教義の基本構造 村上速水 永田文昌堂 1996

3 29
往生要集綱要 北畠典生 永田文昌堂 1992

浄土教入門 : 法然上人とその門下の教学 浅井成海 本願寺出版社 1989

5 27 日本中世の社会と仏教 平雅行 塙書房 1992

6 25 親鸞聖人御消息 霊山勝海 本願寺出版社 2006

7 24
浄土三部経の研究 藤田宏達 岩波書店 2007

親鸞の生命観 : 縁起の生命倫理学 鍋島直樹 法藏館 2007

9 23 本願寺史　第 1巻 本願寺史編纂所編纂 浄土真宗本願寺派宗務所 1961

瀬田図書館
順位 貸出回数 書　　　名 著者名 出版社（者） 出版年

1 36 国際開発論 : ミレニアム開発目標による貧困削減 斎藤文彦 日本評論社 2005

2 24 有機化学（下） 第 7版 John McMurry著 ; 伊東椒 [ほか ] 訳 東京化学同人 2009

3 22 ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方 石井一成 ナツメ社 2011

4 17
もし高校野球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 ダイヤモンド社 2009

5 16

新しい日本語研究を学ぶ人のために 玉村文郎 世界思想社 1998

Five children and it Edith Nesbit ; retold by Diane Mowat Oxford University Press 2000

大都市のひとり暮らし高齢者と社会的孤立 河合克義 法律文化社 2009

8 15

物理学 3訂版 小出昭一郎 裳華房 1997

現代女性の労働・結婚・子育て : 少子化時代の女性活用政策 橘木俊詔編著 ミネルヴァ書房 2005

有機化学（中） 第 7版　 John McMurry著 ; 伊東椒 [ほか ] 訳 東京化学同人 200900920

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 2012年度（2012年 4月 1日～ 2013年 3月 31日まで）の
貸出回数をもとにしたランキングを発表します！

―龍谷大学図書館―

COMMENTNNTTCCOOMMMMMMMMEENNNTT
図書館からのコメント
　大学の各図書館での貸出回数をもとにランキング
をしてみました。2012年度の年間貸出冊数は合わ
せて約 20万冊になります。授業等に関わる参考文
献や手軽に読むことのできるものが多いのが特徴的
ですね。
　レポートや卒業論文作成等に必要な「学習用図書
の購入」を申し込む制度があります。ぜひ活用して
みてください。
http://rwave.lib.ryukoku.ac.jp/hp/service/konyu.html



龍谷大学図書館が、NCC（北米日本研究図書館資料調整協議会）の「日本研究の
ための MLAアクセスガイド」に登録されました。
　北米日本研究図書館資料調整協議会（North 

American Coordinating Council on Japanese 

Library Resources；NCC）は、北米における日
本研究を情報や資料の面からサポートすること
を目的として 1991年に設立された米国の学術
協力団体です。
　NCCの「日本研究のための MLAアクセスガ
イド」は、海外の日本研究者等を対象としてお
り、日本の博物館・美術館（Museum）、図書館
（Library）、文書館（Archives）等 100機関に関
する情報が英語で掲載されています。この HP

への掲載により本学が所蔵する古典籍や貴重書
のコレクションがさらに広く認知され、幅広い
日本研究に利用されることが期待されます。な
お、同ホームページには併せて龍谷ミュージア
ムも掲載されており、MLA連携（Museum・
Library・Archives）の拠点としての本学の注目度がより高まっています。

大宮図書館に「展示コーナー」が新設されました。
　大宮図書館では、5月、「展示コーナー」を新設しました。このコーナーは、決められたテーマに沿って、図書館の蔵書を展
示して、普段気づくことのできなかった図書の新たな魅力を知ってもらい、レポートや課題をはじめ、利用者のみなさんの学
修を支援することを目的としています。今後も展示コーナーを使って様々な展示をおこなって、図書の新たな魅力をお知らせ
していく予定です。
　また、隣の「新着図書コーナー」も、随時新着図書を紹介しておりますので、併せてご利用ください。

夏休みに滋賀県下の高校生・中学生へ瀬田図書館を開放しました！
　滋賀県下の県立工業高等学校との高大連携事業推進および大学施設の地域開放政策の一
環として、夏期休暇期間中に滋賀県下の高校生・中学生へ瀬田図書館を開放しました。
　暑かった日々にクールスポットとして、調べものや学習に利用いただきました。

新着図書コーナー

　第一弾企画は、今年度図書館長に就任
されました安藤徹館長のおすすめ本でし
た。おすすめ本は、全 24冊で、それぞ
れの図書に安藤館長のコメントが記され
て、コメントを参考にして、おすすめ本
を利用していただくことができました。
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