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「来・ぶらり」の創刊は1989年 11月。ちょうど私が文学部 3回生の

時でした。「来・ぶらり」というタイトルどおり、私にとって当時の大宮図

書館は、通うところであり、歩き回るところでした。

当時の蔵書検索の主役は図書目録カード。私は仏教学が専門なので、

例えば「唯識」に関する本を調べる場合、「Yui」に該当するカードボック

スを引き出し、「Yuishiki」にたどり着いたら、カードを一枚一枚めくりな

がら書名と請求記号をメモしていきます。カードのコーナーにはエアコン

がなかったので、夏は汗だく冬は凍えながらの作業でした。

カードに記載されている請求記号の上段が、「経論釈」や「印哲」など

と書かれているとちょっとホッとします。上段が漢字の場合、その本は書

庫の中でも学部生が自由に入ってよい場所にあり、原物を手にとって見る

ことができるからです。上段が数字の場合は、カウンターでお願いして取

ってきてもらわなければなりませんでした。

カードをメモし終わると、カウンターの横の木箱に学生証を入れて、靴

を脱ぎスリッパに履き替え、書庫に入ります。たまに小窓から迷い込んだ

ハチやハトに遭遇しながら、メモを片手にお目当ての本がある場所を目指

します。

本にたどり着いたら目的達成ではありません。ここからが本番です。メ

モには書名が「唯識」から始まる本しかありません。でも、目の前の書架

には「心意識論」や「世親」などから始まる本もあり、ここで「唯識」に

関係する検索ワードが一気に増えることになります。発見の連続です。急

いでメモして下に降り、新たな検索ワードのカードを調べます。　

こういった作業を何日も繰り返し、私と同じような書庫の住人たちと情

報交換していくうちに、オリジナル版「唯識関係著書論文目録」が完成し

ます。図書館を歩けば歩くほど情報量が増え、その内容を的確に分類し

処理できるようになっていく快感と実感がありました。その効果は一石二

鳥どころではありませんでした。

時代が変わり、検索システムは飛躍的に向上しました。でも、すべての

情報が電子化されているわけでもなく、システムが万能なわけでもありま

せん。検索はあくまで仮の手段です。検索システムが情報の有無や価値を

判断しているわけではないのです。自ら真の情報に接し、その情報と直接

的な関係性を築いていくためには、何よりも発見と創造の宝庫である図書

館に通い、歩き、原物と出会うことが大事です。これが今も昔も変わらな

い「図書館でしかできないこと」だと私は思っています。

経営学部教授
長谷川　岳史

図書館でしかでき
ないこと

〈TOPICS〉
「和顔愛語」について

　和顔館（わげんかん）は、仏教用語である「和顔愛語」（わ

げんあいご）から命名されたものです。出典は、浄土真宗

の根本聖典である仏説無量寿経にある「和顔愛語、先意承

問」という言葉であり、その意味は「表情はやわらかく、

言葉はやさしく、相手の心を汲み取ってよく受け入れる」

ということです。

　この度、赤松徹眞学長に、新深草図書館の開館を記念し

てこの言葉のご揮毫を賜り、1階エントランスに掲げさせ

ていただくこととなりました。図書館を利用する折々に、

この言葉に触れて、仏教者としての平常の生き方や心持ち

のあり方を学ぶ契機としていただければと願っています。
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　2015年4月1日、入学式で賑わう深草学舎において、新・深草図書館の開館式を実施しました。開館式は、学長の挨拶に
続き、学長・図書館長・ライブラリーサポーター代表の学生の3名によるテープカットが行われました。
　地上3階地下2階からなる図書館は、既存の8号館と連結して、これまで以上に充実したスペースと快適かつ利便な学
習環境を実現しています。フロアごとのゾーニングを図り、さらに多彩な閲覧席を設けることで、多様な利用方法に対応可
能です。
　その中でも特に地下1階を中心に展開するナレッジコモンズは図書館の豊富な学術情報を活用しながら自由かつアク
ティブに学び合える、“知の交流”空間、“学びのリエゾン”空間です。

施設概要

名　称 和顔館（わげんかん）
規　模 地上5 階 / 地下2 階

構　造 鉄筋コンクリート +鉄骨造
一部鉄骨鉄筋コンクリート

建築面積
5,721.66 ㎡
延床面積：27,612.37 ㎡
うち図書館：6,305 ㎡ 

設計監理 株式会社飯田善彦建築工房

施　工 株式会社竹中工務店

学生が主体的に
「調べ、考え、書き、作る」知の空間

和顔館は、第5次長期計画「RYUKOKU Vision2020」に示されている学生の主体的な活動の支援や優れた研究基盤の形成、
多文化共生キャンパスの実現等に資するとともに、国際学部の深草キャンパスへの移転（2015年 4月）にともない必要と
なる機能を整備した施設として計画しました。アクセスが容易な１階に人が集うスペース、地階には静寂な環境が求められる
講義室、２階・３階には主に小規模教室を配置することで「見える化」に対応し、4階 ･5階の落ち着いた空間に研究スペー
スを配置。また、キャンパス中央に近い南側には、学修、教育・研究の中核施設である図書館を配置しています。
和顔館は、床とコアで構成された「スラブタイプ」の建物であり、可能な限りコンクリ
ートの壁を減らし、ガラス壁を多く用い、内部の様々な活動を可視化することで開放的な
空間を整備しています。また、要所に赤レンガを採用することで既存の建物と調和するデ
ザインとしています。
屋上緑化や太陽光発電、遮熱性能の高い Low-e ガラスの採用等様々な省エネルギー対策

をおこなっています。
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①入退館ゲート
　入退館には、学生証（または図書館利用証）が必要です。忘
れた時は、カウンターのスタッフまでお声かけください。

②一般雑誌コーナー
　一般的な雑誌が約１５０誌あります。

③新聞コーナー
　国内外の主要な新聞が約５０紙あります。

④検索コーナー
　龍谷大学図書館所蔵資料を効率的に探すことが出来る蔵書検
索システム（R-WAVE）専用端末（２台）とインターネット専
用端末（４台）があります。
なお、蔵書検索システム（R-WAVE）は各フロアに配置してい
ます。

⑤展示コーナー
　新着図書の展示（もちろん、貸出 OK）や図書館の貴重書等
やテーマ企画、学生団体の活動成果などの展示を随時開催して
います。観るだけでなく、学生のみなさんが展示したい場合は、
スタッフにご相談ください。

1 階

①

②

③
④⑤

エントランス＆
　アトラクションエリア
気軽に立ち寄って図書館の魅力を体感できる“窓口”です。

Q: 図書館の使い方が知りたい！
A:    各階カウンター（1F、2F、B1F）のスタッフまでお

気軽にお問い合わせください。図書の貸出返却も各階
カウンターで OKです。

Q: 仲間同士でディスカッションがしたい！
A:   地下 1 階のナレッジコモンズは「会話 OK エリア」

です。ナレッジスクエアでは、机・イス・ホワイトボ
ードを自由に移動させて使えます。じっくり議論した
いときは、グループワークルーム（2階も含め計7室）
がお薦めです。

Q: 静に読書や学習がしたい！
A: 3階と地下2階の「静かなエリア」が最適です。

個人学習ブース、個人キャレル、カウンター席等、
多様な閲覧席があります。

Q: パソコンを使いたい！
A:   地下1階の AV＆ PCコーナーにパソコンが40台あ

ります。DVDなどの視聴のほか、データベースやイン
ターネットの利用、レポート・資料等の作成ができま
す。スチューデントコモンズの貸出ノート PC等の持
ち込みも OKです。

Q: 図書館の資料をコピーしたい！
A:  1階、2階と地下1階にコピー機があります。

館内資料をコピーする際には、著作権法の定めにした
がってご利用ください。

FUKAKUSA LIBRARY Q&A
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①児童書コレクション
　深草図書館が所蔵する花岡大学氏や中川正文氏の児童書コレ
クションを並べています。

②マイクロ資料リーダー室
　深草図書館が所蔵するマイクロフィルム等を閲覧できます。
ご利用の場合は、地下１階のサービスカウンターにお申し込み
ください。

静かなエリア
静かな環境のもと、読書や学習に集中できます。

2階地
下

①

②

①入退館ゲート

②サービスカウンター
　図書の貸出返却の手続きのほか、
各種支援を行ないます。お気軽に
スタッフにご相談ください。

③ナレッジスクエア
　学生同士で自由に学び合える、アクティブなオープンスペー
スです。机や椅子、ホワイトボードを移動させて、自分たちに
ふさわしい学びの空間をデザインできます。

④グループワークルーム（３室）※最大定員12名
　グループで利用できます。壁面ホワイトボードを完備し、貸
出ノートＰＣ ･プロジェクターの利用も可能です。予約制です
が、空室があればすぐ使えます。申し込みは地下1階または
2階カウンターまで。

⑤ AV＆ PCコーナー（40台）
　視聴覚資料やデータベース、インターネットの利用のほか、
レポートや資料の作成もできます。

①
④ ②

③

⑤

会話ＯＫエリア［ナレッジコモンズ］
学術情報を活用しながら、自由かつアクティブに学
び合える「ナレッジコモンズ」です。

1 階地
下
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①
③

④

②

①入退館ゲート

②グループワークルーム（4室）  ※最大定員20名
　グループで利用できます。壁面
ホワイトボードを完備し、貸出ノ
ートＰＣ・プロジェクターの利用
も可能です。予約制ですが、空室
があればすぐ使えます。申し込み
は2階または地下１階カウンター
まで。

③リーディングテラス
　食事もできるテラス席です。

④学術雑誌・製本雑誌
　専門的な雑誌が約640誌あります。

①個人学習ブース（10室）
　個人で集中して学習したい人に最適の個室です。申し込みは、
２階または地下１階カウンターまで。

②個人キャレル
　個人空間を確保した照明付きのキャレル席です。 

③リーディングテラス
　食事もできるテラス席です。

④資格試験コーナー
　公務員試験をはじめとする各種資格試験の問題集を利用でき
ます。 

一般的な閲覧・学習エリア
資料を閲覧したり、PCを持ち込んで学習したりできる、
もっとも一般的なフロアです。

静かなエリア
静かな環境のもと、読書や学習に集中できます。

3 階

① ②

③①
④

2 階
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　この本の名前を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。
ある日不登校になってしまった中学生のまいは祖母である「西の魔女」のもとで過ご
すことになります。そこでまいは魔女修行の手ほどきを受けるのですが、その修行と
は規則正しい生活を送ることだったのです。
　私がこの本を初めて読んだとき、英国人であるおばあち
ゃんのどこか柔らかく優しい気持ちになれるような話し
方、生き方や全てに対する深い愛情にとても感動し、それ
以来何度も繰り返し読んでいます。生きること、生活する
ことの重み、死とはなんなのか、読んだ後にはきっと心が
温かくなっているはずです。決して量が多くない作品なの
で本を読むことは苦手だという人もサクサク読むことが出
来ると思うので、これを機に本を読むことを好きになって
くれれば幸いです。

法学部1年生　宮脇 葵

　すてきな男の振り回し方教えます。

　女性にとって、輝ける場は近年増えてきました。職業選択の
自由を手にしたことがその一つです。
　では、プロポーズの権利は？男を思いのままに動かす力はあ
るのに、未だに、男の方に力があるのは事実です。
　なら、どうしたらいいのか。答は
簡単です。そんな男をそれ以上の賢
さで使い回してやればいいのです。
それには魅力が必要です。そして、
教養も。それには、努力が要ります。
一つの所に落ち着かず、絶えず、自
分を磨くことは大変です。
　そんな女性の気苦労は、あまり、
目を向けられません。自分の今のパ
ートナーと元パートナーが出会うの
でさえ、空気が重くなるのに、そん
な傍からしたら、コメディーのよう
な状況が、織りなす結末は、一体、
いかなることでしょう。皆さんでご
確認ください。

文学部4年生　紅林 裕太

『西の魔女が死んだ』
梨木香歩［著］　新潮社　2001年　

『夫が多すぎて』
モーム［作］海保眞夫［訳］　岩波書店社　2001年　

深草図書館
文庫・新書コーナー
F-18
資料番号10305013905
資料番号10710004925　地球上で最も難しい試験の一つである「宇宙飛行士選抜試験」。

　宇宙飛行士最終候補者10名は、2009年 1月 11日から最
終選抜試験を受け、 その合格は2月 25日に発表されますが、
本書は NHKで放映されたその密着ドキュメント番組を新書化し
たものです。宇宙飛行士という夢を仕事にすること、夢を仕事
にするからこそ見えてくる現実、命の保証はないけれども、そ
れでもと進む姿に感動します。
　特に印象的な場面であるのが、
1986年にスペースシャトル「チャ
レンジャー号」の打ち上げで、宇宙
飛行士だった夫を亡くした ローナ・
オニヅカさんと受験者の一人が言葉
を交わす場面です。家族にも、覚悟
をしてもらい、夢に挑むということ、
そのリスクについて考えさせられま
す。
　これから社会に出る私たちにとっ
て、夢を追い続ける姿を知ることで、
生き方というものについて考えさせ
られる一冊です。

経済学部4年生　大瀧 佳輝

深草図書館
文庫・新書コーナー
081/ ｺｳﾌ /467
資料番号11000016638

深草図書館
文庫・新書コーナー
081/ ｲﾜﾅ /254-9
資料番号10110054843

瀬田図書館
文庫本コーナー
081/ ｲﾜﾅ /4-254-9
資料番号30100137460

『ドキュメント
  宇宙飛行士選抜試験』

大鐘良一、小原健右［著］　光文社　2010年　

　今の私たちの豊かな生活を支えるために石油はなくてはな
らないものです。この本の主人公のモデルとなっているのは、
石油元売り会社「出光興産」の創始者・出光佐三です。この
本の主人公・国岡鐵造は２５歳で国岡商店を立ち上げました。
事業が軌道に乗ってきたとき、第一次世界大戦が始まりまし
た。鐵造は満州に進出しアメリカから満州でのシェアを奪い
ます。しかし、第二次世界大戦の勃発・敗戦により鐵造は海
外の資産を全て失い、残ったのは、膨大な借金だけでした。
彼は会社経営が厳しいにも関わらず社員一人たりとも解雇せ
ず、国岡商店は厳しい仕事をこなし、逞しく再生していきま
す。そしてストーリーは「日章丸事件」へと進んでいきます。
　全く興味のない分野を読めるか危惧したのですが、素人
でも読みやすい内容であったので、誰でも一回は読むこと
をお勧めする一冊です。

経営学部1年生　森山 春臣

『海賊とよばれた男』
百田尚樹［著］　講談社　2012年　

深草図書館
学生選書コーナー
081/2012/85
資料番号11210008510
081/2012/86
資料番号11210008521

大宮図書館
2F学生選書コーナー
081/2012/62
資料番号21210001434
081/2012/63
資料番号21210001445

瀬田図書館
本館 B1開架
913.6/ ﾋﾅｶ /1
資料番号31205042961
913.6/ ﾋﾅｶ /2
資料番号31205042972

　皆さんは魚が痛みを感じるか気にしたことはあるでしょうか？この本はタイト
ルの通り魚が痛みを感じるかを主題としており、著者
は魚類生理学者としてマスを対象として実験を重ね、
魚は痛みを感じると結論付けています。著者の考えは
魚が痛みを感じるという結果から「魚の福祉」まで及び、
釣り人のキャッチアンドリリースを問題としています。
それは、魚に何度も痛みを与えることになるので、リ
リースしない方が「魚の福祉」になるという考え方も
紹介しています。ですが、当然すべての魚をキープす
れば、魚の数が減るので、リリースにも意味があると、
あくまで科学者として中立的な意見も述べています。
　この本を読めば魚に対する見方がきっと変わってく
ると思うので、興味のある方はぜひ読んでみてください。

政策学部2年生　美濃部 昂

『魚は痛みを感じるか？』
ヴィクトリア・ブレイスウェイト［著］　高橋洋［訳］　紀伊國屋書店　2012年　

深草図書館
和顔館開架
487.51/ ﾌｳｻ
資料番号11205008155

学生がすすめ
る

この一冊
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　もし友人に「私ポテチを食べることがやめられなくて困っ
てるの」と相談されたらあなたならどう言葉をかけますか？
　スナック菓子は“ソフトドラック”として認知されている
チョコレートのように薬理作用はありません。しかし、どこ
にいても自分の欲しいときに手に入るスナック菓子はその安
い価格と人が好む味付けゆえに依存してしまう人が多いのも
事実です。
　なぜ彼らはスナック菓子を食べることをやめられないの
か？自分の「やめよう」という意思が弱いからだと自分自身
を責め、苦しむ人がいます。彼らの話を直に聞き、治療を施
してきた管理栄養士の著者が啓発する現代の食事事情。最近
お菓子を食べすぎだなぁと思っている人、人の体や心の健康
に携わる職業に就こうと考えている人。そんな皆さんにぜひ
読んでほしい一冊です。

農学部1年生　中野 智美

　読書の秋。のんびりとした空間で新感覚のコメディはいかが
ですか。
　諸事情で京都から能登の実験所に派遣された主人公は、実験
の傍ら文通武者修行と称して複数の人物と手紙のやり取りを始
めます。最初こそバラバラだったそれぞれの手紙の内容も物語
が進むうちに一つとなり、やがてある事件を引き起こします。
　物語は書簡体で進められており、読者は主人公視点の手紙の
内容しか読むことはできませんが、
その手紙から文通相手の感情や行動
が読み取れるようになっており、語
り手は一人なのに他の登場人物の人
物像が出来上がっていくという不思
議な感覚を味わうことができます。
　本を読み進めることが「楽しい」
と思える一冊です。様々な人物との
文通を通して主人公が見つけた「恋
文の技術」とは何なのか。それも併
せて、ぜひ一度この世界観を楽しん
でください。

国際文化学部2年生　米原 庸子
『ポテチを異常に食べる人たち：
  ソフトドラック化する食品の真実』

幕内秀夫［著］　WAVE出版　2010年　

『恋文の技術』
森見登美彦［著］　ポプラ社　2009年　

瀬田図書館
本館２階開架
498.5/ ﾏﾋﾎ
資料番号31000043820

大宮図書館
2F学生選書コーナー
081/2013/75
資料番号21310001152

　『PM2.5』という言葉は、皆さん一度は聞いたことあると思
います。PM2.5と聞くだけで、「体に悪い物質」や「マスク着用」
等、あまり良いイメージを持たれないのではないでしょうか。
環境問題として取り上げる場合は、大気中に浮遊している小さ
な粒子を示します。2.5という数字は、2.5µm(マイクロメー
トル )の粒子の大きさを示します。
例として、人間の髪の太さが、50
～ 150µmなので、かなり小さいと
いうことが分かります。
　本書では、PM2.5がもたらす大気
汚染や健康被害等を正しく理解して
いる人は少数と言われている中で、
最大の発生源である中国において集
塵ろ過、排ガス対策、電気自動車開
発など日本が誇る技術で市場を拓く
機運が熟してきている動向が整理し
て書かれています。
　目に見えない大気の世界に飛び込
んで、日本と大気について深く考え
てみませんか。

理工学部4年生　鳥羽 一至

深草図書館
8号館閉架
519.3/ ｲｹﾋ -H
資料番号11505035838

瀬田図書館
本館2F開架
519.3/ ｲｹﾋ
資料番号31505015177

『PM2.5危機の本質と対応
  日本の環境技術が世界を救う』

石川憲二［著］　日刊工業新聞社　2015年　

　私たちが学生生活を送るなかで自然と“居場所”がつくら
れると思います。では、あなたにとっての“居場所”はどこ
にあるでしょうか？ゼミ、サークル、といった学内だけでな
く、アルバイト先、地元と人それぞれ違った居場所があるの
ではないでしょうか。また、居場所について悩んだ経験を持
つ人もいると思います。
　この本は非正規労働者や就活に失敗した大学生、介護労働、
家族、恋愛という視点から著者自身の居場所探し体験も織り
交ぜながら“居場所”だけでなく、現代社会の生きづらさに
ついて書かれています。誰かと一緒にいるからといって、居
場所があるわけではなかったり、居場所はその人にとっての
“いのちづな”になっていることは私自身も改めて気づかさ
れました。あなたも当たり前だと思っていた“居場所”につ
いて考えてみませんか？

社会学部３年生　清水 彩加

『居場所の社会学 :生きづらさを超えて』
阿部真大［著］　日本経済新聞出版社　2011年　

深草図書館
8号館閉架
361.6/ ｱﾏｲ -C
資料番号11300057737

瀬田図書館
本館1階開架
361.6/ ｱﾏｲ
資料番号　31200004941

　戦争が終わって７０年の月日が経とうとしている。第二次
世界大戦は多くの犠牲をもたらした。私たちは義務教育の過
程でも戦争を学習し、二度とあんな悲惨な戦争をしてはいけ
ないと強く誓ったことだろう。しかし、戦争がどのようなも
のかは理解しているが、どうして戦争が形作られたのか考え
たことはあるだろうか。
　この本は、「情緒的」な戦争と平和の違いについて「論理的」
に展開していくといったものである。改めて戦争と平和を理
解すること、そして、どのようにして戦争のシナリオは描か
れたのかといったところにも着目している。国のリーダーは
「平和主義」を掲げ、メディアにより情報を操作し、国民は信
じてそれを疑わないという図も、実例をふまえてわかりやす
く解説されている。今まで学んだ戦争の裏側の心理的側面に
ついて考えさせられる一冊だ。

短期大学部1年生　日隈 春菜

『なぜ戦争は伝わりやすく平和は伝わりにくいのか：   
  ピース・コミュニケーションという試み』

伊藤剛［著］　光文社　2015年　

深草図書館
文庫・新書ｺｰﾅｰ
081/ ｺｳﾌ /765
資料番号11500035416
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2015年 9月14日に瀬田図書館にナレッジコモンズ（瀬
田）が開設しました。2015年度前期には図書館本館地下
1階に配架していました人文科学系の図書のうち、約半数
の図書を自動化書庫や別のフロアーに移動するとともに、
夏期休暇期間中に入退館ゲートやフロアなどの改修工事を
行いました。4月に開設された深草図書館に続き、学術情
報を使いながら、自由かつアクティブに学びあえるナレッジ
スクエアと個室形態のグループワークルームが瀬田図書館に
も完成しました。
ナレッジスクエアは、もともと個人キャレル約100席が
ありましたが、一部を新館に移し、改修工事の結果、約
150席を確保することができました。ナレッジスクエアの
面積は、約300㎡あります。グループワークルームは、6
室ありますが、特に改修工事は行っていません。従来の学
習室からグループワークルームに名称変更し、ナレッジスク
エアと同じ什器に入れ替えを行い、6名から18名まで収容
できる大小の部屋として新しくなりました。
設備関係は、机 (自由に移動可能な台形型 )や椅子の他に、
スクリーンを兼ねたホワイトボード、プリンター、生協コピ
ー機を設置し、プロジェクターの貸し出しも行います。また、
隣接するスチューデントコモンズ (智光館地下1階 )との出
入りが可能となる出入り口を設置しました。学生の動線とコ
モンズ間の連携を図ることをも視野に、ナレッジスクエア
に無線ＬＡＮを敷設し、学生がノートＰＣやプロジェクター
を智光館にある情報メディアセンターから借用することも容
易にしています。
今回の改修工事に伴い、瀬田図書館全体のフロアをゾー
ニング化し、ナレッジコモンズは、「会話ＯＫ」、それ以外は「静
かなエリア、もしくは、一般的な閲覧・学習エリア」に区分
しました。
瀬田図書館とスチューデントコモンズを結ぶテラスも改修
し、学生の憩いの場とするとともに、ナレッジコモンズ (瀬
田 )の利用者にすぐに対応できるようカウンターを設け、サ
ービス体制も整えました。日毎にナレッジスクエアの利用
者が増えてきており、学術情報の収集・利用・創造・発信
ができるようワンストップで支援する「知の広場」としての
図書館へ歩み始めました。

瀬田図書館

ナレッジコモンズ開設！
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