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龍谷大学の図書館とは学生時代から40年以上のつきあいとなった。

ヒマラヤスギの木立の間から、隣接する本願寺の大屋根を望んで本を

開いていた旧大宮図書館での思い出は、今ではセピア色の風景の中で

しか思い出せない。

昔の大宮図書館には、先生たちの研究室があった。上階にある指導

教授の研究室を訪ね、下の階で手垢のついた図書カードを繰って、天

井の低い書庫に入り、書架に並ぶ本を手に取ったころが懐かしい。「研

究は足で稼ぐ」。よくゼミの先輩から言われた。それは図書館の書庫の

中を歩き回れということだった。今でも、新しくなった大宮の図書館

に残っている積層階の書庫に入るとその言葉がよみがえってくる。

1996年度に瀬田学舎に創設された国際文化学部で教えるようにな

り、学内で最新の設備を当時備えていた瀬田図書館を使うようになっ

た。図書は全てコンピューター登録されており、本は簡単に見つける

ことができた。学生たちに「研究は足で稼ぐ」とはあまり言えなくな

ったが、本を取りに行くときは必ず周りの面白そうな本のタイトルや

目次も手に取って見るようにと助言するようになった。新学部設置準

備委員の仕事をしていた関係で、学部開設1年前から、最初の学部関

連図書を、カリキュラム内容を見ながらカタログで大量に発注した。

国際文化学という、新しい学問分野で、学生たちにどのようなことに

関心をもってもらいたいのか。まだ見ぬその姿を想像しながら作業を

行った。その後、その図書がどれくらい手に取ってもらえたのか。少

し興味のあるところである。

2015年度からは国際文化学部（国際学部に改組）が深草学舎に引

っ越したことで、深草図書館との関係が深くなった。しかも、自分の

研究室が図書館の上階に与えられた。最新の設備と、コモンズという

空間を備えた深草図書館は、いい意味で自分にとってのこれまでの図

書館のイメージを壊してくれた。何よりも、図書館を利用する学生が

目に見えて増え、図書館という知の空間の中で、生き生きと学んでい

る姿を目にすることができるのはこの上ない喜びである。図書館に行

けば何か新しいことが発見できるだけでなく、友達と未知の情報や自

分の考えを共有・交換できる空間がある。コモンズのスペースは既に

瀬田図書館にも設置されているし、大宮図書館でも設置された。それ

なら、これからはもう一度、学生たちにまず図書館に足を運んでほし

いという意味で、「研究は足で稼ぐ」と伝えていきたい。

龍谷大学の図書館は、新たに進化しています。図書館にまず足を運

んでみよう。新しい知との出合い、そして自分の成長の空間がそこに

は待っています。

国際学部教授
嵩　満也

図書館にまず足を
運ぼう
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深草図書館では、2017年6月8日（木）にライブラリ
ーサポーターの任命式を行いました。今年度は新しく8名の
方の応募がありました。
ライブラリーサポーターは、2014年度から発足した制度

で、深草図書館では現在32名の学生さんが登録し、図書館
ボランティアとして図書館での様々な活動が行われています。
今年度は、新入生オリエンテーション期間中の図書館ガイ

ダンスにライブラリーサポーターの参加、新入生歓迎イベン
トとして脱出ゲームを実施、多くの新入生に図書館に馴染ん
でいただきました。今後は、留学生向けに日本の本や文化を
紹介する取り組みや、ビブリオバトルの開催やお薦め本の展
示、仏教書の読み聞かせなどの活動が計画されています。
任命式では、図書館長からライブラリーサポーターに任命

書とネームフォルダーが手渡されました。今後もライブラリ
ーサポーターの活動に期待してください。
ライブラリーサポーターは随時、募集しています。
関心のある方はbiblio@ad.ryukoku.ac.jpまでご一報くだ

さい。



2017（平成29）年8月27日、龍谷大学瀬田キャンパスにて全国高等学校ビブリオバトル滋賀県
大会を開催しました。
ビブリオバトルとは「人を通して本を知る。本を通して人を知る」をキャッチコピーに日本全国に広
がっている本の紹介コミュニケーションゲームです。小・中・高等学校、大学、一般企業の研修・勉強
会、公共図書館、書店、サークル、カフェ、家族の団欒などで広く活用されています。これまで、本学
では大学生を対象とした全国大学ビブリオバトルの地区決戦を行って参りましたが、今回は読売新聞社
からの依頼により、高校生を対象とした全国高等学校ビブリオバトルを実施するに至りました。活字文
化推進機構、読売新聞社、滋賀県教育委員会に
も協力をいただき、滋賀県内4校 6名の中で滋
賀県代表の座を争う書評バトルが繰り広げられ
ました。

司会進行や受付などの運営は龍谷大学瀬田図
書館でボランティアとして活動しているライブ
ラリーサポーター（瀬田）の学生たちによって
行われました。

冒頭開会式では、龍谷大学図書館　新田光子館
長より開会に際しての挨拶があり、参加者の皆
さんは緊張した様子で聞いていました。

発表の順番はじゃんけんで決定され、発表順及び紹介する本は以下の通りとなりました。

発表順 紹介者 所属校 書名 著者

1 西倉　あや音 滋賀県立大津商業高等学校
ビジネスと人を動かす驚異の
ストーリープレゼン

カーマイン・ガロ

2 杉浦　睦海 滋賀県立玉川高等学校 七回死んだ男 西澤　保彦

3 前田　詩織 滋賀県立守山高等学校
おやつカフェでひとやすみ
しあわせの座敷わらし

瀬王　みかる

4 佐野　凜 滋賀県立膳所高等学校 終末のフール 伊坂　幸太郎

5 加仲　未知 滋賀県立玉川高等学校 浜村　渚の計算ノート 青柳　碧人

6 勝又　紗姫 滋賀県立膳所高等学校 ハッピーエンドにさよならを 歌野　晶午

受付の様子
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全国高等学校ビブリオバトル滋賀県大会を開催



発表者の高校生たちは、自らが選んだおすすめの図書を5分という時間制限の中で、時には言葉をつ
まらせながらも真剣に発表されました。
約30名の観戦者からは多くの質問が出され、大いに盛り上がった大会となりました。

投票の結果、チャンプ本に輝いたのは、滋賀
県立膳所高等学校の勝又さんが紹介した歌野 晶
午著『ハッピーエンドにさよならを』に決定し
ました。
勝又さんは、この図書は11編で構成されて
いるうち、全てが「ハッピーエンド」ではないが、
驚きの痛快な結末がある作品であると、11編
中の2つの編、殺された兄に対する弟からの手
紙の話と新しいところに移動したホームレスが
周囲の人に振り回される話を紹介されました。
勝又さんは観覧者の方々に問いかけをした
り、身振り手振りを使ったりと説得力のある発
表をされていました。

『ハッピーエンドにさよならを』をおすすめするポイントは3つあり、一つ目は驚きに対する態勢を
毎回凌駕すること。
二つ目は衝撃のラストであるから、もう一度読み返したくなること。
三つ目はラスト数行で怒濤の展開であるため、どんでん返しにとても引き込まれるところが魅力だと
紹介されていました。

なお、准チャンプ本には滋賀県立玉川高等学
校の杉浦さんが紹介した西澤 保彦著『七回死ん
だ男』が選出されました。

チャンプ本に選ばれた勝又さんと準チャンプ
本に選ばれた杉浦さんには、新田図書館長から
賞状が送られ、活字文化推進機構からは記念品
として図書カードが送られました。閉会式では
新田図書館長より「今日紹介してくださった図
書の他にももっとたくさんの図書を読んでくだ
さい。」との挨拶をいただき、2017年全国高
等学校ビブリオバトル滋賀県大会の幕を閉じま
した。

チャンプ本に輝いた勝又さんは2018年 1月 28日に早稲田大学井深大記念ホールで行われる決勝
大会（全国大会）に招待されます。滋賀県の代表として、決勝大会でも力を発揮し、グランドチャンプ
本獲得を目指してがんばっていただきたいと思います。

勝又さんの発表の様子

杉浦さんの発表の様子
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【8月28日 読売新聞 滋賀版 朝刊記事の紹介】
開催日翌日の読売新聞に、「勝又さん県代表 高校ビブリオバトル」と題し、記事が掲載されました。
記事の内容は、『勝又さんは、ミステリー短編集「ハッピーエンドにさよならを」（歌野晶午著）を紹介。
ホームレスが主人公の「尊厳、死」などの収録作品について、読者の意表をつく展開や、伏線の巧妙な
張り方などを挙げ、「どの作品にも驚きあふれ、もう一度読み返したくなる一冊」と力説した。
読み返したいと本として支持を集めた勝又さんは「下校時に降りる駅を乗り過ごしてしまったほどの
魅力を伝えられて良かった。決勝大会では新しいジャンルの本にも挑戦したい」と話していた』（記事
一部抜粋）と紹介されました。

また、この度の全国高等学校ビブリオバトル滋賀大会開催の受付や司会進行の運営にあたり、発表者
と観戦者の間に立ち支援者としておおいに盛り上げてくれたライブラリーサポーター（瀬田）の学生た
ちの協力がなければ、第1回ビブリオバトル滋賀県大会を成功裏に終えることはできなかったと思い
ます。

全国高等学校ビブリオバトル決勝大会（2018年1月28日（日）、早稲田大学井深大記念ホール）には、
一般の方も観戦を申し込むことができます。高校生たちの熱い書評バトルを是非ご覧ください。

【申込方法】　記載内容
件名：「決勝大会観戦希望」
本文：①氏名、年齢 ②職業（学校名・学年） ③郵便番号・住所 ④連絡先電話番号を記載し、
「活字文化推進会議事務局」宛にメールまたはファクスでご応募下さい。

【活字文化推進会議事務局】
●メール宛先 bib@yomiuri.com

●ファクス宛先　03-3217-4309

新田図書館長と勝又さん 多くの観戦者の中での発表風景
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「縮緬（ちりめん）本」という言葉は、あまり耳にしない言葉であり、初めて聞く言葉だという方
も多いと思います。また、「縮緬」は、織物の一種だということをご存じの方もおられるかもしれま
せんが、そこに「本」という言葉が付くと、一体どんな本なのかと思う方も多いのではないでしょうか。
「縮緬本」とは、和紙に活字を印刷し、縮緬織りと同様な感触になるように特殊加工して作られた
小冊子です。寛政年間（1789 ～ 1801）の前後より大正の頃（1912 ～ 1926）まで流行しました。
なかでも東京の出版業者である長谷川武次郎が刊行した、欧文による縮緬本などはその典型的なもの
です。
欧文による縮緬本には、『JAPANESE FAIRY TALE SERIES』といったタイトルで、シリーズ化さ
れたものもあり、桃太郎、舌切雀、猿蟹合戦、花咲爺、かちかちやま等、日本の昔噺を題材にして英
訳し、美しい色彩の挿絵がふんだんに描かれています。英文以外にもドイツ語などの言語で訳されて
いる本もあります。
明治以降、居留外国人の手で日本の昔噺・詩歌や風俗などが欧州地域の外国語に翻訳され、色摺木
版の挿絵をほどこした軽装本に仕立てられ、外国人観光客に人気の高い土産物になりました。欧米の
子供用絵本にラグブックと呼ばれる布製の絵本がありますが、縮緬本も本物の布に摺られた絵本と思
い、本国の子どもへのプレゼントに買われたこともあったようです。
今でも、海外から日本への観光ブームで、日本独特の絵やデザイン、物語などを題材にした土産物
が喜ばれていますが、およそ 150 年前の時代でも、同じような様子であったことがうかがえます。
現在、縮緬本は、刊行された年代にもよりますが、刊行から 100 年以上経過している本もあり、
日本の文化を海外に伝えた当時の資料として、年々その価値が評価され、貴重な資料とされています。
龍谷大学にも、桃太郎や舌切雀などといった昔噺を題材にした縮緬本が所蔵されています。これらの
縮緬本の一部は、2017 年 10 月に大宮学舎本館展観室で開催されました特別展観（10 月 12 日
～ 20 日開催）で公開しました。大宮図書館では今後も展観等で公開していきたいと考えています。

大宮図書館所蔵「縮緬本」について貴重
書紹
介

縮緬本（桃太郎）　（請求記号　022-682-1）
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学生がすす
める

この一冊 ★★★

　皆さんは経済という言葉を聞くとどのような印象を持つでし
ょうか？難しい？計算が多そうで嫌だとか思うかもしれません。
　本書はそういった経済学に触れたことがあまりなく、イメー
ジの経済学を持っている人にぜひ読んでほしい1冊となってい
ます。
　タイトルで誤解されがちですが中身はいわば経済学の説明書
とも言える内容です。250ページは
説明書にしては分厚いとか言われそ
うですが、人間の行動心理や統計学、
需要供給、オリンピックやビットコ
インなど多くのトピックについて分
かりやすくまとめてあるのでスラス
ラ読み進められます。気になった内
容についてはまた他に1冊参考書が
必要となるでしょうが、経済学とは
こういった使い方も出来るのかとい
う発見にも役立てていただければ嬉
しいです。

経済学部１年生　高井 琳太郎

『経済学的にありえない』
佐々木一寿［著］　日本経済新聞社　2015年　

深草図書館
深草 .和顔館開架
331/サカケ
資料番号11505013901

　今回、私が紹介させていただくのは、戦後の日本中世史の大
枠を形成した、佐藤進一氏の名著『新版 古文書学入門』である。
　「古文書」とは、佐藤氏によれば、「甲
から乙という特定の者に対して、甲
の意思を表明するために作成された
意思表示手段」であるという。つまり、
古文書には必ず差出者と受取者が存
在し、受取者 (特定者 )に対して意思
表示を行う点こそが古文書の本質な
のである。そして、古文書に関する
知識を整理・体系化し、学問として
扱ったものが「古文書学」である。
　本書は古文書の伝来から始まり、
古文書の様式や、実際の史料の用例
とそれに付随する重要語句など、古
文書学に関する内容の詳細な説明を
行ったものであり、古文書学を学ぶ
上で必携の一冊であるといえる。特
に、初めて古文書を扱う人には是非
一度、手に取っていただきたいと思
う。

文学研究科修士課程１年生　宮田 涼平

『古文書学入門　新装版』
佐藤進一［著］　法政大学出版局　1997年　

深草図書館
深草 .和顔館開架
210.02/サシコ
資料番号 19710021950

大宮図書館
大宮 .３Ｆ開架図書
410.09/ＳＡＴ
資料番号 29700021803

瀬田図書館
瀬田 .自動化書庫
210.02/サシコ
資料番号 39700048523

　TEDとは、主に様々な分野で活躍する著名人が、講師とし
て舞台に立ち、伝えたい分野に関するプレゼンテーションを行
うものです。この本は、実際に TEDに参加した方が思う、プ
レゼンテーションにおける重要ポイントが凝縮しています。
　「プレゼンテーションをする機会なんてない」と思っている
方もいるかもしれません。しかし大学の授業では、大多数の中
でパワーポイントを説明する機会が数多くあります。特に経営
学部では、授業だけでなくゼミにおいても、多い時では週に一
回以上プレゼンテーションをこなす必要があります。
　物事は経験といいますが、その前に是非プレゼンテーション
の極意に触れてみてください。人の前で発表することが苦手
な方も、この本を通して、思わず見入ってしまうプレゼンテ
ーションに近づくことができれば、より充実した大学生活を
送ることができます。将来にも役立つ一冊として、手にとっ
ていただけると嬉しいです。

経営学部４年生　梅原 知明

『TED驚異のプレゼン　人を惹きつけ、
心を動かす9つの法則』

カーマイン・ガロ［著］土方奈美［訳］　日経 BP社　2014年　

大宮図書館
大宮 .積層開架
809/GAL
資料番号　21405025211

瀬田図書館
瀬田 .本館 B1開架
809.4/カカテ
資料番号　31505007304

　人は誰しも一度は挫折したり現実から逃げたくなったりした
経験があると思います。この物語では、森で暴れ回っている虎
が実は行方不明だった人間であったり、対処に来た友人に自分
が変化した原因について語りだしています。この虎の自己分析
の中身こそ、苦悩について描かれていると思います。
　元から優秀で賢いが故に自己中心的な考えしか持てなく自意
識の高い人間であったので、自身が虎になった事について
<自尊心の塊が原因で醜い姿になった >と表現しています。
　そこから自意識が高いからこその悩みという事が分かります
が、この苦痛は多くの人は共感できるのではないでしょうか。
　従って現在理想と現実の差を感じてる人、かつて悩んだ人
に是非読んでほしいです。

法学部３年生　横江 彩乃

『中島敦全集　第１巻』『山月記』
中島敦［著］　新潮社　1978年　

深草図書館
深草 .文庫・新書
F/18
資料番号　10210014653

　飲んだくれの農場主によって過酷な労働環境に置かれていた
動物たちは、団結と連帯をもって革命を起こし、農場主を追い
出して理想的な共和国を築こうとします。初めはリーダーであ
る豚の指揮下の下、順調に生活を営んでいた動物たちですが、
次第に豚が独裁者と化していき、恐怖政治へと変貌していく過
程を描いた物語です。
　この物語は２０世紀前半に台頭した全体主義やスターリン主
義への痛切な批判・風刺を寓話的に描いたものであり、なぜ歴
史は繰り返されるのか、「権力」とはいったい何なのかという
ことについて、時代を超えた普遍性をもって深く訴えています。
　政治や権力を題材にした小説ながらも大変読みやすく、ぜ
ひ多くの方に手に取っていただきたい一冊です。

政策学部３年生　冨上 佳乃子

『動物農場：おとぎばなし』
ジョージ・オーウェル［著］川端康雄［訳］　岩波書店　2009年　

深草図書館
深草 .文庫・新書
081/イワナ /262-4
資料番号　10905037508

瀬田図書館
瀬田 .本館 B1文庫
081/イワナ /4-262-4
資料番号30900010555
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　この本は、白雪姫やシンデレラなど幼い頃から多くの人々が
触れる有名な童話を、学者の様々な解釈を参考にしてその当時
の歴史的背景やストーリーに隠された深層心理を分析をして、
作者なりの解釈を加えて大胆にデフォルメして書かれた本であ
る。内容はタイトルにもあるように
非常に恐ろしく、人間の闇の側面が
赤裸々に描かれて、怖い話が好きな
人には非常にオススメだ。白雪姫と
鏡の女王は実は血の繋がった親子だ
った、白雪姫を目覚めさせた王子様
は実は死体愛好家だったために白雪
姫を引き取った……等驚きの事実が
描かれている。各話の最後に作品に
対しての説明が入っている点もオス
スメするポイントである。有名な童
話を深く掘り下げているので、普段
本をあまり読まない人でもさくさく
と読むことができる。是非読んでみ
て欲しい。

国際学部２年生　村田 優美

『本当は恐ろしいグリム童話〔1〕』
桐生操［著］　KKベストセラーズ　1998年　

深草図書館
深草 .和顔館開架
940.28/キミホ /1
資料番号　10010002472

瀬田図書館
瀬田 .自動化書庫
940.28/キミホ /1
資料番号　39900041462

　伊坂幸太郎の魅力の一つでもある短編集というジャンル、今
まで読んだことがないという方も多いのではないでしょうか。
　一冊の本の中に5つの物語がありどれも時間や場所はバラバ
ラなのですが一つだけ共通している部分があり、それは「語り
手から見た“陣内”という男」というところ。どの話にも決ま
って登場しているのが「陣内」という強烈な個性を持った男で、
とにかくかっこいい。陣内が放つ言
葉の一言一言が私の心をぐっと掴み、
大人とはどうあるべきかについて考
えさせられます
　取り扱っているテーマ自体は重た
いものなのですが、それを軽くて楽
しい作品に仕上げているのが伊坂幸
太郎のすごさです。
　私が読んだ伊坂幸太郎作品の中で
も最高傑作です。皆さんが「陣内」
のかっこよさに気づいていただけれ
ば幸いです。

理工学部３年生　尾瀨 翔健

『チルドレン』
伊坂幸太郎［著］　講談社　2007年　

瀬田図書館
瀬田 .本館１F学生選書
081/2015/100
資料番号31500038276

　私は、この本の「かけがえのない人間」という題名に引かれ
ました。
　この本には、著者である上田さんとノーベル平和賞受賞者の
ダライ・ラマとの対談や上田さん自身の生い立ちからの考え方
などが書かれていました。
　現代社会の人たちは、私でなくてもいい、自分のようなもの
はどこにでもいるだろうと自分の存在を否定的に捉えがちです
が、決して私たちは交換可能な人間であるわけでもなく、誰も
が使い捨てであるわけでもない。「かけがえのない人間」なの
です。
　自分がそのような「かけがえのない人間」になるには、愛
されることを待つのではなく、自ら愛し行動を起こすことで
自らの「かけがえのなさ」を強化する…？
　あなたは自分自身をどのように思っていますか？
　この一冊を読んで、自身の価値観を広げる機会にしていた
だけたら、うれしいです。

社会学部４年生　福納 知香

『かけがえのない人間』
上田紀行［著］　講談社　2008年　

深草図書館
深草 .文庫・新書
081/コウタ /1936
資料番号 10805000730

大宮図書館
大宮 .２F開架図書
081/KOU/1936
資料番号 20805000413

瀬田図書館
瀬田 .本館 B１開架
159/ウノカ
資料番号30805005386

　この本のタイトルをみると、いつもと変わらない当たり前の
日常を思い浮かべるのではないでしょうか。しかしこの本を読
んで私が感じたテーマは「生と死」でした。
　夫を亡くしてからも、義理の父“ギフ”と二人で暮らす主人
公テツコ。恋人の岩井さん。笑えなくなったキャビンアテンダ
ントのムムムなど、この小説は、悩みを抱えながらも生きる様々
な登場人物一人一人にスポットライトを当て、大切な人につい
て、生きる意味についてを考えさせてくれます。
　哀しい気持ちになり、温かい気持ちにもなる。頑張ろうと思
ったり、少し立ち止まろうと思ったり、読んでいると様々な気
持ちが今を生きていることを実感させてくれました。人生は
一言では言い表せません。この本を読んで当たり前に生きる
今についてもう一度考えてみてはいかがでしょうか。

農学部３年生　貝瀬 文

『昨夜のカレー、明日のパン』
木皿泉［著］　河出書房新社　2013年　

瀬田図書館
瀬田 .本館 B１開架
913.6/キイユ
資料番号 31305036191

　この本は、何かから逃げ出したくなったり、すぐに動けなく
て諦めてしまったり、そんな自分を変えたいと思う人にお勧め
します。
　また、自分のメンタルが強いのか弱いのかがわからない人も、
メンタルの強さやどのような考え方に陥りやすいのかを判定し
てくれるちょっとしたテストがあります。自分の思考方法に気
づき、新しいとらえ方を知るひとつの目安として活用すること
もできます。
　私のメンタルはあまり強いとは言えず、逃げ出したくなる時
もあります。でもこの本を読むことで今までのネガティブ思考
を断ち切り、ポジティブ思考に変えていくことができると分
かりました。
　したがって、「今、何かから逃げたい」、「諦めるしかない」、
「どうしようもない」、とマイナス方向に考えがちな方には、
ぜひプラスの方向へと考えを変えるため読んでほしい本です。

短期大学部１年生　北野 綾菜

『メンタルで負けない自分になる本
－ピンチをチャンスに変える心理学－』

渋谷昌三［著］　大和書房　2014年　

瀬田図書館
瀬田 .本館 B1開架
159/シシメ
31405036821
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龍谷大学　大宮図書館所蔵　国宝『類
るいじゅうこしゅう

聚古集』
龍谷大学図書館貴重資料画像データベースにて公開

龍谷大学大宮図書館は、古典籍・漢籍資料を多数所蔵しており、史資料・文献等の収集を継続と同時に所蔵資料の一部に
ついて、本学図書館貴重資料画像データベースでの公開をすすめ、既に約4千冊分の資料画像を公開しています。
2017年1月下旬より、龍谷大学図書館所蔵資料で唯一の国宝『類聚古集』を本学図書館貴重資料画像データベースにて
公開（モノクロ画像）しています。
＜URL＞　http://www.afc.ryukoku.ac.jp/kicho/top.html

資料の引用、二次利用については、本学図書館への所定手続（学内者の方は閲覧窓口で御相談。学外者の方は所属機関、
公共図書館経由で御相談ください）と館内審査での許可が必要となりますが、通常非公開の国宝資料を画像データベースで
公開することにより、インターネット利用環境下において、幅広く御覧頂くことができます。

『類聚古集』の概要は以下のとおりです。

『類聚古集』全一六帖　　藤原敦隆編　　平安時代成立　　写本　　縦二二・三 ×横一四・二 cm

〔大宮図書館請求記号　021－580－16〕　　1953（昭和28）年国宝指定

『類聚古集』は、一定の配列方法の見つけにくい『万葉集』の歌を、長歌・短歌・旋頭歌（せどうか）という歌に分け、さら
にそれぞれを春・夏・秋・冬・天地・山水などの題材により分類・配列するよう編集し直したものです。
本書の貴重さの第一は現在に伝えられている『類聚古集』の写本が確認されているものが本書だけです。第二は『万葉集』
の歌を分類・編集した最初の書物です。第三は万葉仮名で記された各歌の本文の伝わり方や当時の読み方が知られることです。
巻三、四などの巻末には、「一見了」として伏見天皇の宸筆といわれる花押があります。
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