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図書館の評価は何を基準に定められるのでしょうか。無論、様々な基準

が考えられますが、おそらく一番明白な判断材料は蔵書総数でしょう。私

たち龍谷大学図書館の蔵書総数は数年前に200 万冊を超え、最新の統

計 (2016 年 3月末 )では、約 215 万冊に達していますが、その前々年

の2014 年度統計で、すでに我国の大学図書館蔵書数ランキングで24

位となっていました。そのランキングの上位には旧国立大学や著名私立大

学が並んでいますが、200万冊を超える蔵書総数は十分に誇るべき数値

であると思っています。

図書館利用の利便性は単に蔵書総数によってのみ判断されるべきではあ

りません。開館時間・書庫配架の利便性に加え、閲覧室の採光や貸出業

務の円滑さ、そして蔵書内容そのもの等々、考慮されるべき要素が種々存

在します。私自身がかつてアメリカ合衆国と中国の著名諸大学の図書館を

見学し利用して来た実体験から判断すると、本学図書館の利便性は、間

違いなく上位に位置づけられると思います。現に何人もの内外の来館者か

ら褒めていただいた経験も有ります。

今後、大学図書館が目指すべき近未来の方向性は、どうあるべきでしょ

うか。多くの課題の中から敢えて課題を絞り込むとなると、最大級の課題

は IT 化への努力という一点に尽きるのではないでしょうか。そして急激に

増加している電子図書の取り扱いが当面の課題となるでしょう。私の専門

領域である中国学の領域では、中国と台湾両地域は言うまでもなく、漢籍

(中国古典書籍 )を収蔵する欧米の公蔵図書館でも、近年、急速に電子

書籍が普及し、その勢いは止まること無く急拡大を続けています。国内に

目を転じても、国立国会図書館の「国立国会図書館デジタルコレクション」

や各地の図書館のデジタルアーカイブ等、大きな潮流が感じ取れます。こ

の動向を見極めて適切に対処していくことが強く求められています。

本学図書館は「写字台文庫」「龍谷藏」等、多くの貴重書 ( 善本 )を

収蔵しています。すでに上記の諸課題に関しても相当な成果を上げて来ま

した。その成果や「ナレッジコモンズ」等の試みは高く評価されるべきで

すし、同時に今後も継続されるべきものと考えます。

また本学図書館は十年ほど前には500校余りの私立大学によって構成

される「私立大学図書館協会」の会長校・監事校としても重要な役割も

担ってきました。それだけに、今後、国内外の大学図書館との連携を一

層強めながら、本学図書館が果たすべき役割は決して小さくないと思いま

す。

大宮図書館築80周年・改修竣工10周年という記念すべき年に当たり、

若干の思いを記すとともに、その未来に大いに期待するものです。

文学部教授・
元図書館長
木田　知生
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深草図書館では、2011年10月13日に逝去された児童文
学者の中川正文氏（本学文学部卒業、京都女子大学名誉教授，
大阪府立国際児童文学館名誉館長）のご遺族から、氏が生前
に収集した蔵書を本学に寄贈したいとのご意向により、深草
図書館が受け入れました。そして、図書館では、2013年
から 2015年の 3年間にわたって、約 9,000 点の資料
を「中川正文文庫」として、利用者に提供できるよう整理
いたしました。
「中川正文文庫」蔵書は、戦後の占領期直後の1950～
2000年代までの児童書をほぼ網羅していること、児童書
ジャンルにおける豊富なバリエーションを有しているこ
と、現在では入手が大変困難な資料が含まれるなど、本学
における教育，研究上の有益性が非常に高いものです。
今後は、本学卒業生である中川正文氏の功績に、多くの
方が触れていただくことができるよう貴重な資料を活用し
た展示等を開催して参ります。



２階建の図書館
　大宮図書館が現在の場所に設置されたのは、今から100年以上前の1908（明治41）年になります。この時の建物は、
大阪南警察署を移築した建物でした。2階建の建物で現在よりもかなり小さい建物だったことが分かります。30年余
の間、図書館として利用されましたが、蔵書の増加により狭くなったため、その役割を終えました。
　建物は、本学の学友会事務所や浄土真宗本
願寺派宗務所として利用された後、現在は瀬
田キャンパスに移築され、「樹心館」の名称で
学内の礼拝の場として利用されています。

近代的な図書館を目指して
　学生数と蔵書数の増加により、2階建ての図書館では廊下にも蔵書
を置かなければならない状況になっていました。新たな図書館の建設
が切望され、1935（昭和10）年総工費50万円（当時の大卒初任給
は73円。『岩波 日本史辞典』1999年岩波書店による。）をもって起
工され、1936（昭和11）年 5月に竣工、11月に開館されました。
　大宮図書館は鉄筋コンクリートによる近代的な建物に生まれ変わり、
館内も図書館としての機能だけでなく、研究室も設けられ、蔵書をより

便利に研究に活用
できるようになって
いました。この他、
館内には、食堂も
設けられていて、図
書館を出ることな
く、一日中研究ができるように工夫されていました。

大宮図書館は、今からちょうど80年前の1936（昭和11）年に、現在の外観を持つ建物に新設されました。そして、
現在のような設備を持つ図書館に改修されて、10年が経ちました。
また、国宝である『類聚古集』をはじめ、『平家物語』といった貴重書、大谷探検隊の将来品などを多数収蔵する貴
重書庫「龍谷蔵」創設されて50年を迎えました。
2016（平成 28）年は、いろいろな面で大宮図書館にとって節目の年にあたります。そこで、「来・ぶらり」では大宮

図書館の歴史をふりかえる企画として、図書館の移り変わりや昔の利用の様子などを紹介したいと思います。

ふりかえる大宮図書館の歴史

大宮図書館の移り変わり

今から100 年以上前の図書館 現在「樹心館」として瀬田キャンパスに移築

竣工当時の大宮図書館。
現在は図書館の建物高さを越えるヒマラヤ杉が

人の背丈ほどしかありません。

←現在の大宮図書館１階閉架にあった食堂の風景。
　現在は、壁面のレンガ模様しか残っていません。
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積層書架だけの時代
　大宮図書館が建築された当初は、すべての資料は積層書架に収蔵さ
れていました。この当時は、利用者が積層書架に自由に入ることがで
きず、利用したい資料を出納係に依頼して出納してもらっていました。
そのため、興味のある本を自由に手にとって閲覧することはできません
でした。
　戦後しばらくして、積層書架にも利用者が入ることができるようにな
りましたが、本来閉架書架として設けられていたため、今のような空調
はなく、夏は暑く、冬は寒いといった過酷な環境でお目当ての資料を
探していました。一説には真夏は暑い場所で40℃、真冬は寒い場所
で10℃以下だったといわれています。

資料検索は先手必勝！
　昔の図書館の資料検索は、書誌情報や請求記号が記載された図
書カードが収められたカードボックスを一枚一枚めくって調べるカー
ド検索が主流でした。大宮図書館の廊下には、書名と著者名に分か
れて５０音順に並べられたカードボックスが置かれていました。
　今なら、調べたい言葉をR-WAVE（OPAC）で検索するだけで、

新たな大宮図書館へ
　大宮図書館は建築から数十年、その役割を順調に果たしてきまし
た。しかし、再び学生数と蔵書数の増加や設備面の改善が課題となっ
たため、図書館の改修工事が2003（平成15）年に起工されました。
改修は、図書館を開館しながらの工事となったため、2年半の歳月
を経て2006（平成18）年に竣工しました。

　中庭スペース
を図書館フロア
にする大改修に
より、延べ床面
積が増え、これ
まで積層書架し
かなかった開架
書庫スペースを
含めて増やし、より快適に利用できる図書館へと生まれ変わりまし
た。

　現在、図書館では、R-WAVE（OPAC）で大宮・深草・瀬田各図書館の蔵書をすぐに検索することができます。調べもの
もインターネットコーナーで手軽にできます。しかし、昔の大宮図書館は、外観だけでなく、中の設備もかなり異なっていました。
　皆さんの先輩方は図書館を利用するのも一苦労でした。その一端をご紹介したいと思います。

図書館の利用も変わりました・・・

改修工事竣工当時の大宮図書館。
もう10 年が経ちました・・・。

中庭を図書館フロアにして、
現在の中央階段とエレベーターが設けられました。

昔の積層書架。
当時は出納係だけなので、利用者は誰もいません。

←  現在大宮図書館に眠るカードボックス
これだけのカードボックスが揃って、書名と著者名で５０音順
に資料を検索できたのです。
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昔は閲覧するだけでも大変だった？
　閲覧スペースは、現在、図書館の2階～4階にそれぞれテーブル机と
椅子が設置され、閲覧できるようになっています。ところが、昔は図書
館の2階に閲覧室が設けられているだけでした。現在の2階フロアのご
く一部、請求記号０門の資料が置かれている209の書架から貴重書閲
覧室の辺りが該当します。
　今と比べるととても狭いスペースで、席を詰めて座っても100人も座
れないような状態でした。試験や卒業論文の時期は常に満席で、空調の
ない廊下のソファーで座りながら資料を読み、閲覧室の空きを待つ利用
者もいました。

現在の図書館の見取り図で見た昔の閲覧室。
本当にこれだけのスペースでした。

（昔の閲覧室）※網掛け部分のみが昔の閲覧室

昔の閲覧室の風景。
試験や卒論の時期はこの倍の人数になっていました。

　大宮図書館の１階にある書庫「龍谷蔵」は、図書館の貴重な資料を保存する目的で設けられました。国宝『類聚古集』
をはじめ、大谷探検隊が将来した資料、教科書の図版等で知られている『平家物語』などが収められています。
　「龍谷蔵」は誕生してちょうど50年になります。誕生から現在に至るまで、設置場所の変更などいろいろな出来事
がありました。普段は、皆さんが立ち入ることができない書庫ですが、収められている資料は、図書館のHPや展観な
どで見たことがあるかもしれません。

龍谷蔵の誕生

必要とするいろいろな資料を表示してくれます。しかし、カード検索はカードを一枚一枚調べないと必要な資料にたど
りつけません。カードをめくる手間はもちろんですが、他の利用者が同じ書名や著者名を調べていると、その間、カー
ドボックスが使えないという不便な点がありました。特に、研究のピークとなる10月以降、みんな開館一番に、カードボッ
クスに陣取って検索をしていました。遅れてしまうと、カードボックスが空くまで、ずっと寒い廊下で待たなくてはいけ
ませんでした。
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龍谷蔵の創設
　1950（昭和25）年に起きた金閣寺の焼失事件をはじめ、世間では、火災のために貴重な資料が失われるというこ
とが問題になってきました。大宮図書館でも、図書館建築 30周年の年である1966（昭和 41）年に、貴重資料を守
るため、館内に高さ数メートルの耐火金庫を建設し、「龍谷
蔵」と名付けました。
　当時の龍谷蔵の場所は、現在の図書館の2階、積層書架
の入り口前の男子トイレと女子トイレの辺りになります。ち
なみに龍谷蔵には、｢龍谷蔵 ｣と書かれた扁額がありますが、
これは当時の浄土真宗本願寺派宗主であった勝如上人が揮
毫されたものです。
　龍谷蔵は、貴重書を火災から守る点では大いに有用でし
たが、耐火金庫のため、温湿度の管理が難しく、特に梅雨
の時期は、除湿器を一日中運転させなければならない状況
でした。そこで2003（平成15）年から2006（平成18）
年の図書館改修時に、24時間温度管理と最新の防火設備
を備えた貴重書庫として、現在の場所に移されました。

貴重資料画像データベース「龍谷蔵」への展開
　龍谷蔵により、大宮図書館は今日まで、貴重資料を維持し、
研究や学習に役立てることができました。その一方、利用手
続きが必要なため、手軽に利用できないこと、それにより、
貴重資料について知らない利用者も多いといった課題もあり
ました。
　そのため、大宮図書館では、1998（平成10）年より図書
館のHP上で貴重資料画像データベースを設け、毎年徐々に
公開数を増やしてきました。現在ではデータベースの名前も｢
龍谷蔵 ｣と名付け、2016（平成 28）年 7月現在、2000点
余りの貴重資料を公開しています。

現在の龍谷蔵書庫入り口並びに書庫内。
多数の貴重書が収蔵されています。

http://www.afc.ryukoku.ac.jp/kicho/top.html

貴重書はいつから定められたのか?
　「龍谷蔵」の説明の前に、貴重書という基準がいつ頃か
ら設けられたのかについて触れておきたいと思います。現
在、貴重書には｢021｣、準貴重書には｢022｣の請求記号
が付与されます。しかし、1929（昭和 4）年に刊行された
図書館の目録では、貴重書の請求記号はなく、「別置」と
表示されていました。恐らく貴重だったので特定の場所に
別置されていたようですが、はっきりとした貴重書のカテゴ
リーがあったようではないと思われます。
　やがて、1936（昭和11）年、新築した大宮図書館の開
館に合わせて『龍谷大學圖書館善本目録』が刊行されました。
この時には、それまで「別置」と表示されていた貴重書に「021」
という請求記号が付与されていたことが確認されます。恐ら
く、新しい大宮図書館の開館に伴い、貴重書にも基準が設けられたのではないかと思われます。

『平家物語』（覚一本）
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学生がすす
める

この一冊 ★★★

　「いいね！」を強要する上司に慰謝料を請求できるのか？人気俳優の「結婚報道」ショ
ックで「今日は会社休みます」は許される？
　このような身近に体験しそうな「労働」や「仕事」に関する
疑問やトラブルに対して、弁護士が法律的に答えた事例が数多
く掲載されています。
　本書には就職活動、インターンシップ、アルバイトなどに関
する事例もあり、大学生の中には、それらに似たブラックな問
題に直面したことがある人もいるかもしれません。「仕事」にま
つわるブラックなエピソードに対する弁護士の回答は、身近な
法律の知識と少しばかりの勇気を与えてくれるでしょう。就職
活動に不安を感じている人やアルバイト中に辛い目にあったこ
とがある人など、多くの人に読んでほしい一冊です。

法学部3年生　竹鼻 智也 

　文化大革命で生き残った一人の中国人がいた。彼は太平洋戦
争以前、家族とともに日本から満州へと渡り、一家離散した残
留孤児であった。戦後70年を経てなお、残留孤児の問題は根
深く残る。唯一無二の妹と生き別れ、
中国という広大な地で育った男の半
生を克明に描いている。
　本作品は史実的テーマとは他に、
「家族の在り方」について我々に提起
している。父と子、兄と妹――交錯
する「家族」の糸は、現代の我々に
も決して無関係なものではない。「血
縁」であるゆえに渇望する反面、我々
は必然として何らかの葛藤を抱き、
苦悩する。
　実際の取材記録を基にした虚構で
あるため、専門用語が多く用いられ
る等、理解に難を要する箇所も散見
される。しかしそれ以上に、本作品
の文体・描写は人間の心髄を貫くも
のであり、読み手の情感を否応なく
誘発させる。

文学部3年生　藤本 幸音

『大地の子』
山崎豊子［著］文藝春秋 1991年／新潮社 2005年　

深草図書館
深草 .学生選書
081/2015/34
資料番号11500050574

　「お・も・て・な・し」
　東京２０２０年オリンピックの招致の時に滝川クリステルさ
んがスピーチで使い、話題になった言葉です。この言葉に好感
を抱き、日本に対する誇りを感じる人も多いのではないでしょ
うか。その「おもてなし」が、現場では喜ばれているはずの観
光業などをダメにしているというのです。
　おもてなしの国と評判になってい
るのに、世界的にみたら日本のサー
ビス産業の業績は低迷しており、旅
館などは廃業が進んでいます。
2020年を過ぎたあとも生き残るた
めには「おもてなし」に依存するの
ではなくどうしたらいいのか。
　おもてなしという単語に魅かれて
手に取り、読み進めているうちに「な
るほど、それはそうだ！」と何度も
思いました。問題解決の方法はサー
ビス業だけではなくいろいろなこと
に応用できるのでぜひ読んでもらい
たいです。

経済学部3年生　生島 麻亜子

深草図書館
深草 .和顔館開架  
689.8/ ｱﾏｵ
資料番号11505021114

深草図書館
8号館閉架図書
913.6/ ﾔﾄﾀ -C/1～ 3
山崎豊子 [著 ]
文藝春秋　1991年
資料番号 19642515383
 19642515394
 19642515406

瀬田図書館
B1開架図書
913.68/ ﾔﾏｻ /1-19～ 20
山崎豊子 [著 ]
新潮社　2005年
資料番号 30505014951
 30505019295

『「おもてなし」依存が会社をダメにする
  観光、ホテル、旅館業のための情報産業』

青木 昌城 ［著］文眞堂　2015年　

『「いいね！」を強要する上司に
  慰謝料を請求できるのか？　働くみんなの法律相談』

弁護士ドットコム ［著］　扶桑社新書　2015年　

　老人と海は、アメリカの小説家アーネスト・ヘミングウェイ
によって執筆された小説です。主人公の老漁師サンチャゴは弟
子の少年と共にメキシコ湾で漁を行うが、獲物が取れず、不漁
が続く。少年はサンチャゴを心配しながら、別の漁師のもとへ
移る。サンチャゴは、一人で漁を行い、巨大なカジキマグロが
仕掛けにかかり、三日間にわたる駆け引きが始まる。
　ヘミングウェイのキューバ滞在期間から得た地元の漁師の話
や自身の体験を基に描かれるこの作品は、メキシコ湾や港の情
景がありありと感じられます。
　また、不運に見舞われながらも、漁を行うサンチャゴの言動
や考え方には哀愁が感じられますが、その一方で困難に挫け
ない男性的な力強さが表現されています。
　そして、私がこの本の中でそれを象徴するサンチャゴの台
詞を挙げたいと思います。「だが、人間負けるようにはできて
ない。ぶちのめされたって負けることはない。」

経営学部2年生　藤崎 慎太郎

『老人と海』
ヘミングウェイ［著］小川高義［訳］　光文社　2014年　

深草図書館
深草 .文庫・新書
081/ ｺｳﾌ /1
資料番号11500001324

瀬田図書館  
本館2F開架
081/ ｺｳﾌ /205
資料番号31500039701

　「どうして選挙の投票に行かなければいけないのか」、「自分が行くことで何か変わるの
か」そう思う皆さんに読んでほしい絵本があります。
　始まりは、猫の増加問題への対応策。お国の科学者たちが
行った、あらゆる選別テストの結果を通して茶色以外の猫を
処分することになった。そのとき、違和感のようなものを感
じながらも話の中の世界の人々はその流れを受け入れてしま
った。その後も様々なものが茶色になり、ついには過去や朝
まで茶色に侵されていく…。
　これはフィクションです。でも、あり得ないことではない
のです。とても短くて読みやすい内容ですが、レポートにも
書けてしまうようなとても考えさせられるお話です。是非1
度手に取ってみてください。

政策学部3年生　篠島 和子

『茶色の朝』
フランク　パヴロフ［著］ヴィンセント ギャロ［絵］藤本一勇［訳］　

　大月書店　2003年　

瀬田図書館
本館 B1開架
953/ ﾊﾌﾁ
資料番号　30500053673
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　誰しも「悩み」というものをお持ちではないでしょうか。この本で著者は「悩み」
を解決するための考え方、それで実際に悩みを克服した人々
の体験談、あるいはそれに関する有名な学者たちの名言など
を紹介しています。「悩み」というものは、病気を引き起こし、
人生を台無しにし、さらには自殺に追い込んだりもするので
す。だから、「悩み」に対する戦略は知っておく必要がある
でしょう。そして「悩み」を克服した上で今度は「喜び」を
得ましょう。人生というものは本当に短いです。その短い人
生の中でいかにして多くの「喜び」を得るのかについても本
書に書かれています。私はこの本を読んで考え方が変わった
ので、是非皆さんにも読んでいただきたいです。

農学部2年生　西井 咲貴

　永久戦争は、アメリカの SF作家のフィリップ・K・ディック
によって書かれた小説のうち、戦争にまつわるものを集めた短
編集です。
　収録作品は、地球防衛軍・傍観者・歴戦の勇士・奉仕するもの・
ジョンの世界・変数人間、の6作で、どの話もディックの奇抜
なアイディアや、大ドンデン返しがあり、読んでいて飽きるこ
とはありません。個人的なお気に入
りは、変数人間で、ディックの突飛
なアイディアが特に光っている一作
だと思います。
　ディックの作品は、奇抜な独自設
定や世界観が何の説明もないまま採
用されていたりするので、少し読み
辛いものもありますが、こちらの短
編集は比較的入り込みやすい物ばか
りですので、初めて PK.ディックを
読むという人におすすめです。

国際文化学部3年生　田坂 大輝

『道は開ける』
D・カーネギー［著］香山晶［訳］　創元社　1986年　

『永久戦争』
P・K・ディック［著］浅倉久志［訳］　新潮社　1993年

　

瀬田図書館
本館 B1開架
159/ ｶﾃﾊ /2
資料番号 38940147645

深草図書館
深草 .文庫・新書
F/18
資料番号　19310019786

　あまり本を読むことがない私でも途中で飽きることなく、サ
クサクと読み進めることができた小説を紹介します。
　物語は作家である『僕』によって語られる。イギリスの証券
会社で働くストリックランドは、さえない、退屈な人間だった
がよき夫で、その妻エイミーも、親切で愛想のよい女性であり、
誰が見てもその家庭は円満であった。
しかし、ある日突然ストリックラン
ドは、理由も告げず家族を置いてパ
リへと行ってしまう。エイミーから
彼を連れ戻してほしいという依頼を
受け、『僕』はパリに向かうことにな
る。ストリックランドが妻子を捨て
てまでパリに向かった理由とは…
　この本の語り手である冷めた主人
公、本性は皮肉屋でエゴの塊のスト
リックランド、他の登場人物も不可
解で存在感があります。読んでいて
自然と物語に引き込まれていく、そ
んな作品になっています。

理工学部4年生　林 拓郎

瀬田図書館
文庫本コーナー 
081/ ｲﾜﾅ /4-254-2
資料番号　30500027944

深草図書館
文庫・新書　
081/ ｲﾜﾅ /254-2
資料番号　10505033686

『月と六ペンス』
モーム ［著］行方昭夫［訳］　岩波書店　2005年　

『グリム童話の世界
  　―ヨーロッパの深層へ』

高橋義人［著］岩波書店　2006年　

　新書というと苦手意識が強い人も多いかもしれませんが、
本書で取り扱うのは「シンデレラ」「ヘンゼルとグレーテル」
など、幼い頃に読んだことがある人が多いであろう「グリム
童話」です。　
　グリム兄弟が編纂したメルヘンを、一遍、一遍丁寧に読み
解いていくと背景にあるのは、キリスト教以前に土着してい
た信仰や「冬は早く去ってほしい、早く夏が来てほしい」と
いう農耕文化、理不尽な理由で二度と会えなくなってしまっ
た人にもう一度会いたいという愛情など、民衆の人々の心で
す。
　メルヘンはなぜか必ずハッピーエンドで終わります。でも
それは飢饉や戦災といった災厄に見舞われた人たちが夢を見
るために紡がれていった物語だったからなのです。読めばこ
の先グリム童話の見方が変わるかもしれない1冊、秋の夜
長のお供にいかがでしょうか。

社会学部3年生　石川 沙希

瀬田図書館　
本館 B1文庫本コーナー
081/ ｲﾜﾅ /4-1041
資料番号　30600030815

深草図書館
文庫・新書
081/ ｲﾜﾅ /1041
資料番号　10605062640

大宮図書館　2F
開架図書
081/IWA/1041
資料番号　20605019821

　人間が幸福にいきていくうえで、もっとも大切なものは、人と人との絆を結ぶ能力
であり、人格のもっとも土台の部分を形造っている愛着です。愛着の問題は、子ども
の問題として扱われることが多かったけれど、近年、子ども
だけでなく大人にもみられる問題として考えられています。
なぜならうつやパーソナリティー障害、離婚や家庭の問題、
虐待などの要因になるのは愛着の問題と考えられているから
です。また、「発達障害」の背景にも愛着の問題が関係して
いると考えられています。愛着の問題には様々なスタイルが
あり、そのスタイルによって症状も様々です。愛着の形成に
は親の存在や幼い頃の親子関係が重要です。スティーブ・ジ
ョブズや太宰治など著名人の愛着の問題も書かれています。
保育職や福祉職に就こうと思っている人だけでなく、人との
関わり方に悩んでいる人やこれから親になる人にも読んでほ
しい一冊です。

短期大学部1年生　高田 真波

『愛着障害
  子ども時代を引きずる人々』

岡田 尊司［著］　光文社　2011年　

深草図書館
深草 .和顔館開架  
081/ ｺｳﾌ /540
資料番号11100035760
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本年9月19日から稼働した第5次図書館システムは、学術情報資源の増大と利用者の多様性に対応し、利用者が必要と
する資料や情報を入手できる検索機能の強化やナレッジコモンズの運営や活性化にもつながるような利用者サービスを強化す
ることを最大の目的としています。
今回、新たに導入する資料検索機能（ディスカバリーサービス）についてご紹介します。その他の機能についてはホームペー
ジ等で紹介する予定です。

学内で所蔵している図書や雑誌、電子ジャーナル、データベース、電子ブックの情報を「まとめて一度に検索できる」サービ
スです。ディスカバリーの利便性は、様々な資料を一度に探せることや取りあえず広く情報を探したい等の場合に検索・閲覧
可能です。紙の図書・雑誌から電子ブックや電子ジャーナル、個別の論文の情報など様々な形態の資料を一度にまとめて検索
することができるため、利用者が探しているものが「図書」「雑誌」「論文」のどれにあてはまるかが分からないときなどにも
有効です。

◯ディスカバリーサービス検索対象

R-OCEANとは、「Ryukoku university Online Catalog for Education 
& Academic Navigation system」の頭文字から表現しています。愛称名：

図書館システムリプレイスについて

OPAC
検索対象：
龍谷大学
所蔵の雑誌、
書籍の目録

OPAC以外の検索対象

　電子ブック

　雑誌記事

　新聞記事

　辞書・辞典

　など
機関リポジトリ

ディスカバリーサービスの概要

とりあえず探しものをスタートしたい時

R-OCEAN
◯関連度順表示
◯論文など様々な資料が探せる
◯本文中のキーワードも検索

探す目的がはっきり決まっている時
R-WAVE（OPAC）
◯所蔵資料だけを探せる
◯予約ができる
◯ ILL、購入の申し込みができる
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