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私は出不精です。いくらでも自宅に籠もっていられます。とはいえ、

ときには旅行にも出かけます。美しい風景を眺めたり、荘厳な寺社に

参拝したり、想像力を刺激する史跡を巡ったりすれば、私だって感動

します。ただし、じっくり時間をかけて鑑賞するのがどうにも苦手で

す。展覧会などもそうです。すぐに見切ったつもりになるのです。一

見して、はいわかった、これで十分、次へ行こう、と落ち着きがない

のです。ですから、人からは全然愉しそうには見えないようです。

この春、大宮学舎に新たな校舎「東黌」が完成しました。それを記

念して 6月に開催したシンポジウムに、直木賞作家の角田光代さん

をお招きしました。進行役をすることになった私は、準備のためにシ

ンポ開催までの数ヶ月間、「角田光代な
0

日々」を過ごしました。私な

りに角田ワールドを読み耽る幸福な時間でした。小説はもちろん、エ

ッセイも抜群です。たとえば、『世界は終わりそうにない』（中公文庫）

というエッセイ集が放つ、光彩に満ちた珠玉のことばたちに、何度心

躍らされたことでしょう。一つだけ紹介します。「内面の美しさとい

うのは、善意や無垢さではなくて、外に向かって開かれていることを

意味する」―では、どうすれば外に向かって開かれた人間になれる

のでしょうか。

角田さんの短編小説集『さがしもの』（新潮文庫）に収録されてい

る「ミツザワ書店」のなかに、印象的なエピソードが語られています。

書店を開いていた祖母が孫から「本のどこがそんなにおもしろいの」

と訊かれて、「だってあんた、開くだけでどこへでも連れてってくれ

るものなんか、本しかないだろう」と答えた、というのです。ああ、

そうか。実際に見知らぬ地を旅して多くの経験を積んだり、さまざま

な人との出会いを重ねたりすることだけが、外に開かれる方法ではな

いんだ。いや、むしろ本を読み、その世界に浸ってあれこれと感じ、

じっくりと考える「時間」を持つ人こそ、かえって外に向かって開か

れることが可能になるのではないか。そんなことを考えます。たしか

に、「いつだって世界は言葉以上」（『世界は終わりそうにない』）かも

しれません。それでも本という言葉の世界には、私たちが現実に体験

できること以上の経験や、自分だけで考えること以上の思考を促して

くれるのに十二分な広がりと深みがあります。

本に籠もる。たっぷりと本のある図書館に籠もる。そして、本を読

むことを通じて多様な世界を旅し、多彩な人と出会う。つまり、籠も

ることで開かれる、あるいは開かれるために籠もる。学生のみなさん

には、大学図書館を存分に利用できるいまこそ、そんな経験をたくさ

んしてほしい。それが出不精な私の願いです。

文学部長
安藤　徹

開かれるために
籠もる
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瀬田図書館では、2018年 11月から、展観「平成を振
り返る」を実施しています。
バブル崩壊による経済の悪化、大きな災害や事故の発生、
一世を風靡したものの登場、多種多様な分野での技術革新
による暮らしの変化など、「平成」という時代の中では、様々
な事が起こりました。
そんな「平成」も2019年 4月末に終わります。この
企画では、自分たちが生まれ育ってきた「平成」という時
代を振り返り、数々の思い出を通して社会や文化、これか
らの新しい時代に思いを巡らせていただけるような図書を
展示しています。
また、毎年大人気の「レポート・論文～後期編～」も開
催しています。
レポートや論文をまだ書き慣れていない方や、更なるレベ

ルアップを図りたい方に向けたお勧め図書を展示しています。
どちらの展観も12月26日（水）までの企画です。
展観は深草図書館、大宮図書館でも開催していますので、
図書館へ是非お立ち寄りください。



私立大学図書館協会総会・研究大会　開催報告
第79回（2018年度）

図書館長　新田　光子

夏期休業期間中の8月 30日・31日、本学大宮学舎におきまして「第79回私立大学図書館
協会」総会・研究大会が開催されました。会場となったのは、本年3月に竣工した東黌でした。
両日は、加盟校図書館スタッフはじめ関係機関・団体、企業関係者など、延べ700人近くが参
加し、大盛会でした。大会は、記念講演（入澤崇龍谷大学学長による講題「龍谷の至宝」）と研

究報告（メインテーマ「図書館とデジタルアーカイブ」）を中心に、大学図書館の現状と将来に向けての課題を話し合い、
有益な図書館情報を共有することができました。
　私立大学図書館協会は、戦前の1938（昭和13）年に設立され、設立には本学も大きく貢献しました。1940（昭
和15）年の第3回全国大会は、第1回、第2回の東京開催に続き、次はぜひ関西で開催したいという協会関係者の
意向により、本学開催が実現しました。本学は、1936（昭和11）年には新しく図書館（現大宮図書館）を竣工させ、
大学創立三百周年をお祝いしました。
　今年の大会開催は、78年ぶりの開催となります。協会設立時は私立大学20校に満たない加盟数でしたが、今年は
523校（8月現在）の加盟数にいたっております。日本全国の私立大学が一堂に会して大学図書館の現状と今後のあ
り方を考えることができる私立大学図書館協会の存在、そして総会・研究大会の開催は大変意義深いものがあります。
本学が、今年度大会当番校として少しでも貢献できましたなら、非常にうれしいことです。
　大会が成功裡に終わりましたのは、なによりも学内・学外多くの皆さまのご理解、ご協力によるものです。心から感
謝いたしております。

第79回（2018年度）私立大学図書館協会総会・研究大会
メインテ－マ：「図書館とデジタルアーカイブ」

8月 30日（木）　総　　会 8月31日（金）　研 究 大 会

10：00　受付開始
10：50　オリエンテーション
11：00　開会式
12：00　昼食・施設見学
13：30　総会
15：00　休憩
15：30　記念講演
16：40　閉会
17：30　意見交換会
   （会場：ホテルグランヴィア京都

5F「古今の間」

  9：00　受付開始
  9：15　オリエンテーション
  9：20　2017年度海外認定研修報告
  9：40　研究助成発表1
10：10　研究助成発表2
10：40　休憩
10：50　国際シンポジウム講演会＊

12：20　昼食・施設見学
13：40　講演 1
14：50　休憩
15：00　講演 2
16：10　閉会式
16：30　閉会
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2018年度に竣工した大宮キャンパス・東黌が会場となった。

龍谷大学学長　入澤崇「龍谷の至宝」

海外認定研修報告　法政大学図書館　七星浩也氏

研究助成発表（１）　明治大学図書館　
伊能秀明氏
「ＭＬ(Museum・Library)連携により大学所
蔵『近世史料』を学修・研究資料化する取組
み　―古文書解読ボランティア養成を通し
た翻刻出版と成果還元モデルの構築―」

特別展観「図書館の至宝」
龍谷大学大宮学舎本館にて開催

名城大学附属図書館長
（私立大学図書館協会会長校）　佐川雄二氏

来賓　国立情報学研究所
学術情報基盤推進部次長　江川和子氏

開会式の模様

大会初日には、入澤学長による記念講演「龍谷の至宝」が行われました。講演は本学の
歴史を俯瞰されたもので、写字台文庫や大谷探検隊のことも含め、詳細な内容でした。
参加者からは、「あらためて龍谷大学の歴史的蓄積の豊富さを知ることとなり、感動し
ました。」などの感想も頂戴し、充実した講演会となりました。また講演内容に併せて。
本館において「図書館の至宝」と題した特別展観も実施し、「李柏尺牘稿」（重要文化財）
をはじめとした大宮図書館所蔵の貴重資料を展示しました。
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研究助成発表（２）　東京家政大学図書館　鈴木恵津子氏
「西洋服飾関連稀覯書の豊かなる世界：東京家政大学図書館所蔵貴重資料の整備につ
いて」

国際シンポジウム講演会　Emily Gore（エミリー・ゴア）氏
The Digital Preservation Network, Director of Member Services

「Community-based library organizations in the US 

― 事例から見る、デジタル時代の『図書館共同体』の存在意義と今後の課題 ―」

講演２　国立情報学研究所 教授　高野明彦氏
「自発的な学びを育む知の結節点としての
大学図書館」

展観に見入る参加者

講演１　同志社大学大学院 総合政策科学研究科 教授　原田隆史氏
「デジタルアーカイブと図書館」

閉会式の模様
向かって右から、名城大学附属図書館長　佐川雄二氏、
龍谷大学図書館長　新田光子、
（次期当番校）帝京大学八王子キャンパス学術情報グループグルー
プリーダー・図書館課程非常勤講師　中嶋康氏

■ 特別展観「龍谷の至宝」展示リスト

１：論語集解、２：算用記、３：備急本草、４：新鐫海内奇観、５：杜氏通典詳節、
６：古今游名山記、７：解体新書、８：大清三蔵（龍蔵）、９：仏説延寿命経、
１０：大谷尊由師画「飲中八仙歌」、１１：本如上人画　瓢之図・花鳥図、
１２：李柏尺牘稿、１３：西夏語六祖壇経、
１４：トランシット・高度計・懐中時計、１５：旅行教範、１６：菩薩頭部、
１７：ウイグル語収支決算報告書、１８：往生要集、１９：舎密開宗、
２０：全体新論、２１：反省会雑誌　

二日目の研究大会では、同志社大学の
原田隆史先生による講演１「デジタル
アーカイブと図書館」が行われました。
デジタルアーカイブの概要や意義・課
題、ライセンスの付与、オープンデー
タ化やデータ構造など、デジタルアー
カイブに関する基礎的事項の解説や、
大学図書館におけるデジタルアーカイ
ブ実現のための考え方を非常にわかり
やすく語られました。

続いて、国立情報学研究所の高野明彦先生による講演２「自発的な学び
を育む知の結節点としての大学図書館」が行われました。国内でも関心
が高まっているデジタルアーカイブの共有と活用のために大学図書館が
どのような役割を担っていくべきか、それを実現するためにはどのよう
に変わる必要があるのか、ユーザー目線でどういうことができるのかと
いうことを分かりやすく説明頂きました。
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深草図書館コレクション　「長尾文庫」

貴重な社史資料
　社史は一般的に企業の記念出版物として刊行されるため、

通常の出版ルートにはのらず、また発行されたという情報す
ら得がたく、その入手には困難が伴います。長尾氏が収集し
た資料のうち、「日本銀行沿革史」第三集（全20巻）、「稿本・
三井物産株式会社100年史」（上・下）、「（三菱商事）立業
貿易録」、「加賀屋敷経歴史」、「三井鉱山五十年史稿抜粋」（第
1巻‐第20巻）、「東洋拓殖株式会社創立顛末書」、「工部省
沿革報告」、「（未定稿）別府化学社史」（現製鉄化学）、「鈴木
商店支配人室重要書類綴」（84資料）、「大阪府漁業史」（未
完成　明治20年‐明治23年）等は、入手に大変苦労した
資料として伝わっています。

広告資料（引札・ポスター）
　「長尾文庫」には、江戸時代末期から明治時代初期にかけ

ての引札等の広告資料が約500点含まれています。引札は、
広告の歴史資料としてだけではなく、色鮮やかな美術品とし
て博物館等でも収集されています。コレクションから1つ
紹介します。

この引札は、1887（明治20）年、中島座で上演された歌
舞伎「大鼓曲獅子」の劇中に登場した「西洋菓子木村屋」の
チンドン屋を描いた芝居錦絵です。木村屋は、1885（明治
18）年、あんパンの宣伝のため、チンドン屋を編成し銀座
を練り歩き評判となっていました。この引き札は、フロック
コートに山高帽という洋風のいでたちの男性が描かれている
一方で、チョンマゲ頭の着物姿の人物や、三味線を抱えて洋
服を着た女性など、まさに当時の文明開化期の和洋折衷の風
俗を示しています。貴重な社史資料

西洋菓子木村屋の芝居錦絵

社史・団体史ご寄贈のお願い
龍谷大学図書館は現在、多くの方々のご協力を得ながら収集活動を継続しております。社史・団体史を発行予定の方、当図

書館未所蔵の資料をお持ちの方、また寄贈に関する情報をお持ちの方は、当図書館へご連絡くださいますようお願い申し上

げます。ご寄贈いただいた資料は将来にわたり、大切に保存し活用いたします。

 

【社史・団体史ご寄贈に関する連絡窓口】

龍谷大学　図書館事務部（深草）　〒612-8577　京都市伏見区深草塚本町67

電話 :075（645）7885　FAX:075（645）8691　E-mail:f-lib@ad.ryukoku.ac.jp

長尾文庫とは
　龍谷大学深草図書館では以前より社史・団体史を重点的に収集していました。1983年、大阪の実業家、長尾隆次氏より約
8,000点に上る貴重な社史・団体史を譲り受け、「日本一の社史コレクション」と言われました。
このコレクションは、「長尾文庫」として所蔵し、現在も収集を継続しおります。2018 年現在約 19,000 点に達し、社史、
団体史、産業史における日本最大級の総合コレクションで、質と量ともに全国屈指のものであり、近代日本の経営史における
資料的価値は高い評価を受けています。
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龍大生の
お勧め本★★

★

「室町幕府・将軍について一度きちんと勉強したいけれど、
なんとなく分かりにくそうで手を付けられない。」と思っている
方は、皆さんの中にいらっしゃるで
しょうか。そういった方に是非読ん
でいただきたいのが、『室町幕府将軍
列伝』です。
足利将軍15人と、その関連人物

5人について分かりやすく書かれた
この本は、室町幕府を学ぶ導入書に
最適です。しかし、この本の最も注
目すべき点は、中身の重厚さにあり
ます。一般向け書籍のような見た目
に騙されることなかれ。平易な文章
ながら内容は堅実で、最新の研究成
果をふまえています。それもそのは
ず、執筆者はそれらの成果をあげて
きた研究者本人たちなのです。
室町期研究の最前線に立つ一流の

研究者たちが、手ずから最新の足利
将軍像を描出する良書です。是非一
度、お手に取ってみてください

あなたは、人に尊敬されたい、人の上に立ちたい、人を支配
したい、そんな事を思った事がありませんか？でも自分は頭は
悪いし、顔も悪いし貧乏人の負け組
だから無理だと何かと理由をつけ勝
手に諦めていませんか？難しい夢で
はありますが、悲観する事はありま
せん。大勢の人を支配する立場は幾
つかありますが、本書が特に勧める
のは宗教の教祖です。本書に従えば
凡俗なあなたでも教祖となる事は可
能です。特別な才能や資格はいりま
せん。ベツレヘムで生まれた大工の
息子や、中年のロリコン商人、近年
で言えば甲高い声のイタコ芸人や、
浮かぶ汚いおじさんですら教祖とし
て成功できたのです。本書は様々な
分析から構築された科学的なマニュ
アルです。科学的なので怪しくはあ
りません。本書を信じなさい。本書
を信じるのです。本書を信じれば救
われます。

人は誰しも何らかの組織やチームに属しているものだと
思います。例えば、部活やサークル、ゼミやアルバイトな
どです。この本ではそういった組織やチームをバスに例え、
そのバスが成果を挙げる為のポイントが書かれてありま
す。
特に何かの目標を複数人で達成しようとする場合には、
人間関係に悩むことが多々あります。そんな悩みを解決さ
せるコミュニケーションの方法を示してくれる本です。
就活を例にとって見ても、企業が学生に対して重要視し
ている点として「コミュニケーション能力」は上位に挙げ
られています。そういった「コミュニケーション能力」に
磨きをかけたい人はもちろん、所属している組織やチーム
内において自分のペースを上げたい人、メンバーのペース
を上げられるように励ましたい人におすすめできる一冊で
す。

あなたはなぜ選挙権が「18歳」という年齢に引き下げ
られたか説明できますか？
政治や選挙と聞くとなんとなく難しいものだ、と身構え
てしまうかもしれません。しかし、この本は、新しく主権
者となった高校生がいる教育現場の状況や東日本大震災の
被災地復興といった比較的身近なテーマを織り交ぜながら、
18歳選挙権とそれを取り巻く社会環境についてわかりや
すく書かれています。
「大人」と「こども」の狭間にある私たち大学生が、今ま
でどのような主権者教育を受けてきたかを振り返ることが
でき、また、未来の子ども達へどのように今後の日本を託
すかを考えるきっかけになる一冊です。
冒頭の質問の答えはこの本を読んで、見つけてみてくだ
さい。

皆さんは、夏休みをどのように過ごしていますか。花火
を観たり、お祭りに行ったり、友達と遊んだり等とても楽
しい時間だと思います。
私が紹介するこの本は、9歳の五月ちゃんが過ごした夏
休みの4日間の物語です。五月ちゃんは或る日突然殺され
ます。仲良しの女の子に殺されてしまうのです。五月ちゃ
んの死体をいかにして隠すか、幼い兄妹による奮闘が描か
れています。ここで注目して欲しいポイントがあります。
この本の話し手が、死体になってしまった五月ちゃんだと
いうことです。
タイトルを見たとき「え、死体って…」と思った方もい
るかと思います。私自身、初めは怖そうだと思いました。
しかし、実際にこの本を読んで、恐怖感とともに、「すごい」
と思いました。皆さんも是非一度この本を読んで「すごい」
を感じてみてください

『室町幕府将軍列伝』
榎原 雅治、清水 克行［編］　戎光祥出版　2017年　

『完全教祖マニュアル』
架神 恭介、辰巳 一世［著］　筑摩書房　2009年　

『ムーブ　ユア　バス』
ロン・クラーク［著］　橘 明美［訳］　SBクリエイティブ　2016年　

『「18歳選挙権」で社会はどう変わるか』
林 大介［著］　集英社　2016年　

『夏と花火と私の死体』
乙一［著］　集英社　2000年　

大宮図書館
大宮 .3F開架図書
410.51/EBA
資料番号 21705015831

深草図書館
深草 .文庫・新書
081/チクマ /814
資料番号 10905062054

瀬田図書館
瀬田 .本館 B1文庫
081/チクマ /814
資料番号 30905043261

深草図書館
深草 .和顔館開架
336.3/クロム
資料番号 11605012684

深草図書館
深草 .文庫・新書
081/シユウ /838
資料番号 11600019338

瀬田図書館
瀬田 .本館 B1開架
913.6/オツナ
資料番号 30805038320

文学研究科修士課程2年生　阿部 匡伯

経済学部3年　加藤 大吾

経営学部3年　前田 吉將

法学部4年生　蜂谷 純加

政策学部1年　山内 裕貴

0606 LIBRARY NEWSLIBRARY NEWS



きみの友だちとは一体だれのことなのだろう。「きょう、
母さんが死んだ。」という一文から始まるカミュの代表作、
異邦人。しかし主人公であるムルソーは本当のところ、
母親が死んだのは今日だったのか、それとも昨日だった
のかを分かっていない。私を愛しているかと尋ねる恋人
に彼は、愛してはいないと思う、と答える。そして人を
殺して、「太陽のせい」だと言う。
ムルソーはほんとうにただの冷たい人間なのだろう
か？私たちは彼のことを理解できるだろうか？「先生」
と一緒に異邦人（よそもの）を読む。既に読んだことの
ある人にも、ない人にもおすすめの、現代文の授業のよ
うな一冊。

まるで灼熱の炎で街を溶かすかのような、禍々しくも
美しい朱色の夕陽が告げる。
『ばれるわけないって。殺してしまえ。』
今回の事件は火村の教え子・貴島朱美から二年前の未
解決事件を再調査してほしいと依頼されたところから始
まる。そして彼らの前に次々と現れる朱色のモチーフ。
真実はその中に隠されていた…。

 臨床犯罪学者・火村英生と推理作家・有栖川有栖が繰
り広げる本格ミステリー。ドラマ「臨床犯罪学者 火村英
生の推理」の原作である作家アリスシリーズの一編です。
最高にクールな火村先生と関西弁で親しみやすくどこ
か抜けているアリス（有栖川有栖）の掛け合いがまるで
現代のホームズとワトソンのようでとても面白くつい夢
中になって読んでしまいます。
ぜひ一度手に取って読んでみてください。

この本は、3.4.5 歳児の指導計画の例がとても細かく
記載されています。各年齢をまとめた保育方法ではなく、
その年齢の4 月から3 月までの月ごとの適した保育方法
として記されているので、季節ごとの保育内容を考える
際にとても助かります。
また、各月ごとの子どもの発達の特徴や保育のポイン
トについても例を用いたり、イラストが付いていたりし
て詳しく記載されているので実際の場面を想像しやすく
なっていて、初めての指導案作成の際にとても頼りにな
る1 冊です。私も、初めての実習で指導案を作成する時、
とても不安でしたが、この本のおかげでなんとか乗り切
ることができました。指導案作成に必要な情報がこの1 
冊で全て知ることができるので、ぜひ活用してもらいた
いです。

あなたは手紙が好きですか？この本には、手紙を共通のモチ
ーフとする、ひとつの大きなミステリーといくつかの小さな優
しい物語が描かれています。
手紙に関する品物を売る雑貨屋『お
たより庵』を営む主人公の詩穂は、
中学時代の友達、響子の死をきっか
けに事件に巻き込まれ、手紙を通し
て真相に近づいていきます。『おたよ
り庵』を訪れる人の小さな物語はミ
ステリーに息がつまりそうになる読
み手の心を落ち着かせてくれます。
読み進めるうちに、きっとあなた
も大切な誰かに手紙を書きたくなり
ます。いつでもすぐに連絡を取り合
うことができる今の時代に、あえて
手紙という手間も時間もかかる方法
を用いることで、受け取る相手に他
のツールにはない何か特別なものも
一緒に届けられるような気がします。
この本を読んで、誰かに手紙を書い
てみませんか？

本書は、動物行動学者でありノーベル賞受賞者でもあるコン
ラート・ローレンツの作品である。副題には「動物行動学入門」
とあるが、そのような堅苦しい本で
は全くなく、筆者の動物への愛に満
ちたエッセイ集となっている。
本の内容は、筆者が長年観察して
きた魚や鳥達の生態や、家で飼う様々
な動物達との生活を描いているが、
そのエピソードが面白い。ガン達の
親になりその泣き声をまね、巣から
はなれてしまった若いカラスを救う
ために屋根の上で大声を上げて旗を
振り回し、果ては危険な動物を飼う
時に、動物を自然体でいさせるため
に動物を檻に入れずに自分の娘を檻
に入れる…。そのような筆者の、動
物への深い愛情とユーモアあふれる
作品である。
動物好きはもちろんそうでない人
にもおすすめしたい、動物の生態を
楽しく学べる一冊。

『カミュ『よそもの』きみの友だち』
野崎 歓［著］　みすず書房　2006年　

『朱色の研究』
有栖川 有栖［著］　角川書店　2000年　

『幼稚園わかりやすい指導計画作成の
 すべて』

柴崎 正行［編・著］　フレーベル館　2001年　

『拝啓 彼方からあなたへ』
谷瑞 恵［著］　集英社　2014年　

『ソロモンの指環
　　　　　動物行動学入門』

コンラート・ローレンツ［著］　日高 敏隆［訳］
早川書房　2006年　

瀬田図書館
瀬田 .本館 B1開架
950.28/ノカカ
資料番号 30600032522

瀬田図書館
瀬田 .本館1F学生選書
081/2017/148
資料番号 31700015901

深草図書館
深草 .和顔館開架
376.15/シマヨ
資料番号 10110041277

深草図書館
深草 .学生選書
081/2016/41
資料番号 11600065791

瀬田図書館
瀬田 .本館2F開架
481.78/ロコソ
資料番号 30605026478

深草図書館
深草 .和顔館開架
481.78/ロコソ
資料番号 18760025834

社会学部3年生　末永 葵

農学部２年生　原田 真佑

国際学部2年生　一角 茜

理工学部3年生　松本 甚洋

短期大学部1年生　松山 蘭々
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大宮図書館は、文学部3年生以上及び文学研究科・実践真宗学研究科の大学院生が主たる利用者になります。この為、

オリエンテーションは新3年生を基本に各学科・専攻の演習単位でおこなっています。

大宮図書館は古典籍・漢籍資料を多数所蔵していること、これらの資料を「貴重資料画像データベース」での公開を

すすめていることを、図書館所蔵資料のOPAC検索方法などの概略とあわせて説明しています。これまでのオリエンテー

ションでも館内各所の案内時に簡単に説明をしていましたが、2018年 4月より、2017年 9月に設置したナレッジ

コモンズで座学にて説明後、館内案内をする方式に変更しました。今年度のオリエンテーションは、試行的なものですが、

より改善を加えていくと閲覧担当は意気込んでいます。

龍谷大学大宮図書館
新たなオリエンテーションの試み

ナレッジコモンズでの上映による説明

2018年 8月20日に更新した入退館ゲート
（深草、瀬田両図書館同様に入退館時いずれも利用
者カードが必要となりました）
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