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昭和が終わり平成を迎えるころ、私は大学院の学生でした。図書館

の利用については、そのころと今とでは大きく変わりました。大学院

生の時は理系の高分子化学の研究をしていましたが、理工系では世界

で発表された最新の研究情報を得ることが極めて重要です。学部まで

は学生実験などの資料を収集したり関連書物の閲覧のために図書館に

行っていましたが、研究室所属となると自分の研究テーマに関する最

新の学術ジャーナル（このころは紙ベースものしかありませんでした）

の閲覧に足繁く図書館に通うことになります。理系の多くの分野で状

況は同じだと思いますが、高分子化学の分野でも基本的に英語で書か

れた学術ジャーナルが世界での最先端の動向を知る情報源となりま

す。私が主にチェックしていた英文の学術ジャーナルは 3誌ほどで

大体月に 1回か 2回の発行で実験の合間に閲覧に行きます。まず、

目次をざっと見て自分の研究テーマに関連するタイトルを探します。

見つかると本論を見て、参考になると判断するとコピーして研究室で

じっくりと読み込みます。

一方、龍谷大学に教員として赴任してからも、文献調査については

変わらない状況が続きましたが、学術ジャーナルの電子化は図書館の

利用方法を根本的に変えることになりました。研究室に居ながらにし

て、いつでも最新の学術ジャーナルを見ることが可能になったからで

す。例えば、それまでは夜遅くに学術論文を読んでいて、参考文献を

参照したいと思っても次の日に図書館が開くまで見ることはできませ

んでしたが、今では即座に研究室であろうと自宅であろうと入手して

見ることができます。さらに、紙ベースの学術ジャーナルは出版費の

関係からほとんどがモノクロでしたが、電子化されると色とりどりの

カラフルな紙面になりました。目次も以前は文字で書かれただけの味

気ない文字の羅列でしたが、今では多くの学術ジャーナルでは目次に

文字で書かれたタイトルに加えてグラフィック抄録という論文の中身

がわかるような図面やイラストが入っているので、視覚的に論文の要

旨の把握がしやすくなっています。最新の研究情報を得るための労力

は圧倒的に小さくなっていますが、出版される学術ジャーナルの数も

増えていて、必要な情報を取捨選択するのには苦労することになると

同時に深く読み込む時間がなくなっている気がします。

学術ジャーナルの電子化に伴って、図書館に足を運ぶことが少なく

なりましたが、ゆったりとした時間の流れの中で紙ベースの学術ジャ

ーナルの目次を繰りながら、色々なことに思索を思いめぐらせるのも

悪くないと今でも思います。

理工学部 教授
中沖　隆彦
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深草図書館では、
2019 年 6 月 4
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 11 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37名の学生が登録し、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、新入生歓迎イベントとして、スタンプラリー
を実施しました。学生の皆さんに深草図書館について、様々
な視点から馴染んでいただくことができました。
今後は、ビブリオバトルの開催やお薦め本の展示、学生
目線を基本にした広報誌『Libれぽ』の編集・発行などの
活動が計画されています。
任命式では、道元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、学生の視点を図書館の運営

に反映させるために様々な活動を行っています。関心のある
方は、biblio@ad.ryukoku.ac.jpまでお問い合わせください。



滋賀県大津市議会議員を対象とした
瀬田キャンパス施設見学および図書
館利用方法説明会を開催

地域社会貢献は、大学にとって重要なミッション（使命）のひとつであり、図書館においても、「本学が有する知的資
源の公開や施設の開放等を通じて、地域・社会に貢献する」という目標を掲げています。その目標を達成する施策のひ
とつとして、2016（平成28）年4月 1日より龍谷大学図書館は大津市議会議員および大津市議会局の利用受け入れ
を開始しました。
　今般、2019（平成31）年4月の大津市議会議員選挙の結果、11名の新任市議会議員が当選したことから、新任
市議会議員を対象とした瀬田キャンパス見学および瀬田図書館利用方法説明会を実施頂きたい旨の要請があり、以下の
とおり実施しました。

1．参加者（合計10人）
　初当選議員11人中8人
　　井内律子議員、笠谷洋佑議員、神田健次議員、田中知久議員、
　　出町明美議員、寺田英幸議員、鳥井義徳議員、中田一子議員
　随行：議会局職員2人

2．日　時
　2019（令和元）年7月17日（水）　13時30分～

3．タイムスケジュール

13時 30分 大津市役所出発

13時40分　～　14時20分　 ―　移動　―
14時30分　～　14時40分　 REC事業概要説明
14時40分　～　15時00分　 農学部取り組み説明
15時00分　～　15時30分　 農学部施設見学
15時40分　～　16時00分　 図書館利用説明および施設見学
16時00分　～　17時00分　 ―　移動　―
17時10分 大津市役所到着（解散）

4．実施内容

○ RECと大津市の連携事業報告
　REC事務部（滋賀）津秋課長より、本学と大津市各部局との連携事業につ
いて、RECレンタルラボ入居企業の使用料を一部助成する「大津市企業立地
促進助成制度」や大津市が後援する「夏休み子ども理科実験・工作教室」、「REC

コミュニティーカレッジ」、さらに2018（平成30）年度より開始した「大
津市まちづくりラボ」など、12事業について報告されました。
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○農学部の取り組み報告
　農学部教務課篠田課長より、本学農学部の特徴について説明さ
れた後、社会とつながる主体的な学びの事例として、「ハウス食
品（株）との製品開発プロジェクト」や（株）ローソンとの連携
事業である「新しいお米のカタチプロジェクト」について報告さ
れました。さらに、大津の伝統野菜である「坂本菊」、「近江かぶら」
の種子を大津市から譲り受け、農学部において栽培および地元農
家への栽培普及活動など大津市との連携事業についても報告され
ました。

○農学部の施設見学
　農学部教務課糸井課員より、全国の大学でも有数の規模を誇
る植物培養室（人工気象ユニット28機設置）や、主に食品栄
養学科の学生が実習に使用するオープンキッチンなどの施設に
ついて説明されました。

○瀬田図書館利用説明および施設見学
瀬田図書館職員松永氏より入退館の方法や図書等貸出方法、レ
ファレンスなど図書館のサービス内容および利用方法について
説明がなされました。

○記念撮影
　樹心館は、もとは1885（明治 18）年大阪南警察署の庁舎
として建てられました。その後、1908（明治41）年、本学の
図書館として生まれ変り、1936（昭和11）年、蔵書や学生数
の増加により現在の大宮図書館が完成すると、学友会事務所に
用途を転換しました。その後、西本願寺宗務所の役割を果たす
べく移築されました。
　再び本学に甦るきっかけとなったのが、瀬田学舎の開設であ
り、新しい学舎の誕生に伴い、礼拝堂として移築されました。
　この、樹心館にて記念撮影を行いました。
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龍谷大学創立 380 周年記念企画展

「龍谷の至宝－時空を超えたメッセージ－」から

　1639（寛永16）年に、龍谷大学の前身である学寮が設けられて、今年で380周年を迎えました。記念すべき年
に相応しく、龍谷ミュージアムで、記念企画展「龍谷の至宝－時空を超えたメッセージ－」が2019（令和元）年7
月13日～9月11日まで開催されました。企画展には、龍谷大学の至宝として、大宮図書館が所蔵する貴重資料が多
数展示され、真宗学、仏教学、文学、歴史学、自然科学、大谷探検隊将来資料など幅広い分野の資料が一度に展示され
るという、またとない機会になりました。
　今回は、展示された貴重資料の中から、特に注目された資料の一つである「須

しゅみ せ ん ぎ

彌山儀」と「縮
しゅくしょうぎ

象儀」の2点の資料を
紹介します。

○仏教の教えを護るために造られた「須彌山儀」と「縮象儀」
仏教の教えでは、地球の周りを太陽や月が回っているとする「天動説」による宇宙観が説かれていました。と
ころが、江戸時代の後半になると、西洋の文化や学問が入ってくるようになり、地球が太陽の周りを回っている
とする「地動説」が知られるようになってきました。
　天台の僧円通（1754～ 1834）は、西洋の「地動説」によって、「天動説」による宇宙観が正しくないとさ
れると、仏教の教え自体が間違いであるとされることに危機感を覚え、仏教の宇宙観を視覚的に表現した時計仕
掛けの天体儀「須彌山儀」を初めて考案しました。
円通の死後、「須彌山儀」の製作は弟子である環中禅機とその弟子の晃厳に受け継がれ、東芝の創始者である田
中久重によって1850（嘉永3）年に完成しました。
　また、「須彌山儀」に表現された宇宙観のうち、仏教の教えで、人間が住むとされる南贍部州（なんせんぶし
ゅう）だけを取り上げて、太陽や月の運行を示した天体儀「縮象儀」が併せて製作れました。
　龍谷大学には、明治時代に晃厳の次男である村上孝雄氏から寄贈され、その後修復されて、現在も貴重な研究
資料として所蔵されています。

須彌山儀　田中久重製作　1850（嘉永3）年完成 縮象儀　田中久重製作　1850（嘉永3）年完成
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　深草図書館では、2018年度から、本学非常勤講師の近藤正憲先生のご協力により、「やさしい日本語」講座を開催
しています。「やさしい日本語」とは、文法形式や語彙に人為的な制限や加工を加えて誰にでもわかりやすくした日本
語のことを言います。「やさしい日本語」を学ぶことは、就活で注目される「コミュニケーション能力」の向上にも役
立つといわれています。
　この度、講座を担当いただいた近藤先生から、「やさしい日本語」が求められる背景や、これから学生の皆さんに求
められるコミュニケーション能力について語っていただきました。

「やさしい日本語」講座で
やさしい心を
近年日本には外国人労働者が数

多く居住するようになり、様々な
労働現場でその活躍を目にするこ
とが多くなりました。働く外国人
を見ない日はほとんどありません。
また、京都をはじめとする日本の

観光地には外国人観光客が押し寄せ、その数は年々増え
ています。
高齢化が進み、急速な人口減少が目前に迫った日本に

おいて、外国人とのコミュニケーションは、私たちにと
って非常に身近で大きな課題ですが、必ずしも私たちが
英語を使わなくてはいけないというわけではありませ
ん。むしろ、日本に在留している外国人の中には、「英
語よりも日本語の方ができる」という人の方が多く、日
本人が少し工夫をすれば、日本語を使って多くの外国人
と意思疎通をすることができるのです。
阪神淡路大震災をきっかけに、研究されはじめた「や

さしい日本語」は、外国人にもわかるレベルの簡易な日
本語を使って、外国人に情報提供することを目的として
発展してきました。今では、各自治体を中心に、災害時
の住民対応や平時における行政サービスの情報提供に広
く利用されており、一部では観光や町おこしに利用する
動きもあります。
私は龍谷大学の図書館で2018年の 6月から単発の

「やさしい日本語」の講座を断続的に行いました。そし
て2019年 4月から6月まで、5回シリーズの「やさ
しい日本語」講座を企画し、日本人学生のみならず、留
学生、教職員の方々にもおいでいただきました。2019
年度前期にご参加いただいた方の人数は延べ40人を超
えます。今後は「多言語翻訳アプリ」を利用して、より
多くの人に「やさしい日本語」に親しんでもらいたいと
思います。

さて、話は変わりますが、浄土真宗の特徴を考えると、
これを「やさしい仏教」と呼ぶことができるのではない
でしょうか。権力者の繁栄のためではなく、今そこにい
る民草の救済を目的とすること。難行苦行を通じた一握
りの僧侶の悟りを求めるのではなく、大衆に向かって念
仏を唱えることをすすめる「易行」と示された。これら
の特徴をもって「やさしい仏教」と表現することは的外
れではないように思います。そう考えると浄土真宗と「や
さしい日本語」には不思議な共通点があります。私は「や
さしい日本語」は龍谷大学にふさわしい取り組みだと思
うのです。
「やさしい日本語」と言う名前には、 従来から、「複雑
ではなく簡易である」という意味の「易しい」の他に、
相手に対する「思いやりに満ちた」という意味の「優しい」
も含まれていると考えられてきました。しかし私はもう
一つここに「他者に対して寛容である」という意味を付
け加えたいと思います。それは、相手のたどたどしい、
下手な日本語に耳を傾け、その意図を探ろうとする心こ
そが、「やさしい日本語」に最も必要なものだからにほ
かなりません。そして、今ほど寛容の心を必要とする時
代はないのではないでしょうか。ぜひ多くの方々に「や
さしい日本語」へのご興味をお持ちいただければと思い
ます。

「やさしい日本語」講座の様子

「やさしい日本語」講座について

本学非常勤講師
近藤 正憲
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龍大生の
お勧め本★★

★

高校までの日本史で学んだ、天下統一に至る歴史を思い出し
ていただきたい。東海の一大名であった織田信長が、将軍足利
義昭を奉じながら、自身の支配領域
を拡大。やがて、険悪な関係に陥っ
た室町幕府を滅亡させ、新たな政権
を確立させる。その後継者豊臣秀吉
は、「惣無事令」を発令し、「太閤検地」
や刀狩を執行。日本一国の統一を成
し遂げた。しかし著者は、こうした
天下統一像を「賞味期限切れ」であ
るとする。
信長と秀吉を「軍神」や「英雄」

として捉える戦前の歴史観。「信長中
心史観」による室町幕府滅亡にまつ
わる誤認。存在が疑問視される「惣
無事令」と、その画期性が問われる「太
閤検地」。もはやこれまでの常識は、
根底から覆されているといえよう。
これらを払拭した先に見えるものと
は？織豊期研究を牽引してきた著者
が描き出す、新たな天下統一像。

皆さんは、大学生活をどう過ごしているでしょうか。真面目
に勉強する、飲み会やサークルを楽しむ、バイトに勤しむ…色々
な過ごし方があると思います。
私が紹介する本は、仙台の大学へ
進学した主人公の北村くんがそこで
出会った個性溢れる４人の学生と大
学生活を楽しむという物語です。彼
らはファンタジーに巻き込まれたり
ひと夏の大冒険をしたり、なんてこ
とは全くありません。飲み会に参加
したり、ボウリングや麻雀を楽しん
だり、時には合コンに励む…。そん
なごく普通な、だけど楽しげな大学
生活を送ります。
そんな彼らの楽しそうな日常をお
っていると、自分がなにげなく大学
で過ごしている時間が人生でどれほ
どかけがえのない時間であるかが分
かります。ぜひ皆さんも大学生であ
る内にこの本を読んでみてください。

人は死に直面した時どのように考え、どのように死や生
に対して向き合うのか。私達は普通に生活していて常に死
を考えて生きていることは無いと思います。しかし、いざ
自分の前に「死」が近づきその輪郭が見えてくるようにな
ったらどうでしょうか。
本書では、癌により余命を宣言された著者が「死」につ
いて向き合った1冊です。宗教的・哲学的な観点から「死」
ということを論じる本はあります。しかし、本書ではそう
いった観念的な視点からではなく、実際に死に直面した著
者の心の変化をありのままに表現されています。
死ぬことは消滅することではなく生命に対する「別れ」
と考え、その別れがくるまでは一日一日を、生き甲斐を感
じられる目標に向かって、懸命に生きる。「死」を考える
ことで自分の生活や生き方を考えることが出来た1冊で
す。

旅行に行きたいけど「お金がない」「時間がない」そのよ
うに思ったことはありませんか？
本作は、33歳独身の浅見光彦を主人公とした大人気旅
情ミステリの通算111作目の作品です。本業はルポライ
ターでありながら名探偵の側面を持つ光彦が日本各地を取
材する傍ら、数多くの難事件に巻き込まれます。本作では、
京都府天橋立で発生した殺人事件と山形県鶴岡市の宿坊を
繋ぐ奇妙な因縁が描かれており、ひょんなことから光彦は
事件を捜査することになります。全国各地の知られざる名
所なども事件の舞台として登場するので、旅行好きの方に
は非常にオススメの作品です。
ちなみに、「名探偵コナン」で少年探偵団の一員として
登場する円谷光彦くんの「光彦」という名前は本作の主人
公が由来となっており、名のある名探偵であることが窺え
ます。

皆さんは「鞍馬の火祭」をご存じですか？今回は毎年
10月 22日に由岐神社で行われている京都3大奇祭の一
つである「鞍馬の火祭」から始まったお話を紹介したいと
思います。
主人公が学生時代に通っていた英会話スクールの仲間の
一人、長谷川さんが「鞍馬の火祭」で姿を消しました。彼
女は一体どこへ行ったのだろうかという疑問を残し10年
という月日が流れ、主人公は長谷川さんを除く仲間たち５
人と再び「鞍馬の火祭」に行く計画を立てました。そこで
集まった5人は、尾道・奥飛騨・津軽・天竜峡で起こった
出来事を語っていきます。その時浮かび上がった「夜行」
と呼ばれる連作の銅版画、仲間たちの身に起こった不思議
な出来事、10年前長谷川さんが姿を消した事件。主人公
とその仲間たちに起こる数々の謎を皆さんも読み解いてみ
ませんか？

『天下統一　信長と秀吉が
成し遂げた「革命」』

藤田 達生［著］　中央公論新社　2014年　

『砂漠』
伊坂 幸太郎［著］　新潮社　新潮社　2010年　

『死を見つめる心 ガンとたたかった十年間』
岸本英夫［著］　講談社　1973年　

『黄泉から来た女』
内田 康夫［著］　新潮社　2014年　

『夜行』
森見登美彦［著］　小学館　2016年　

深草図書館
深草・文庫・新書 
081/チユウ /2265
資料番号 11400015487

瀬田図書館
瀬田・本館1F文庫 
081/チユウ /2265
資料番号 31400010841

深草図書館
深草 .文庫・新書
F/18
資料番号　11000019095

深草図書館
深草 .和顔館開架
114.2/キヒシ
資料番号　11500000196

大宮図書館
大宮 .4F開架図書
690.7/KIS
資料番号　29450371134

深草図書館
深草 .文庫・新書
F/18
資料番号　11400001903

瀬田図書館
瀬田 .本館1F学生選書
081/2016/106
資料番号　31600019390

文学研究科修士課程１年生　西尾 大樹

経済学部１年生　辰巳 春人

経営学部1年生　石田 奈海

法学部2年生　篠崎 剛蔵

政策学部2年生　瀬間 友梨
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山野内荒野12歳、パパは恋愛小説家。中学の入学式
の日、荒野は電車で自分を助けてくれたクラスメイトの
少年、神無月悠也に惹かれ始める。
その日、眼鏡のせいでクラス委員に選ばれてしまった
荒野は、新しくできた友だちに背中を押されて少年の家
である眼鏡屋さんへコンタクトレンズを買いに行く。ア
ーケード街の奥、さびれた眼鏡屋さんにいた、日本人形
のような女性、神無月悠也の母親はパパの再婚相手だっ
た。
家にたちこめる新しいお母さんの気配。庭の離れに住
む少年は「荒野をめざす」。
鎌倉の大きなお屋敷で12歳、14歳、16歳と大人に
なっていく少女を追う。桜庭一樹によるビルドゥングス
ロマン3部作。

天王寺七坂をご存知でしょうか。天王寺七坂とは「清
水坂」「愛染坂」「源聖寺坂」「口縄坂」「真言坂」「天神坂」
「逢坂」の大阪中央にある七つの坂のことを指します。坂
の上から見える夕陽が美しいことからこの辺り一帯は夕
陽丘と呼ばれています。
幻坂はこれら七つの坂それぞれを舞台に描かれる怪談
短編小説集です。どこか懐かしく、どこか切ない誰かの
人生の一場面が艶のある文章で記されています。
山茶花と妹のような少女の清水坂、すれ違った恋人た
ちの愛染坂、絵の中の少年の源聖寺坂、女子高生と猫の
口縄坂…………どれも不思議な余韻の残る短編です。
『第5回 大阪ほんま本大賞』に選ばれた一冊。天王寺
七坂に行ったことのある人も行ったことのない人も、ぜ
ひ一度手にとって読んでみてください。きっとお気に入
りの一編が見つかるでしょう。

「死んだ人間と生きた人間を合わせる窓口。僕が使者（ツ
ナグ）です。」
これは本書に出てくる使者が、初めて依頼者と会う際
に言うフレーズである。現実では考えられないと思う一
方、もし、本当に存在するなら私は誰と会うことを願い、
その場になったらどんな決断をするだろうと考えた。た
とえ会えてもその行動が望むような結果になるとは限ら
ない。相手をより一層深く傷つけることになるかもしれ
ない。それでも人々はツナグに思いを託し、たった一度
の機会を彼らなりに有意義な時間にする。
当たり前に過ごしている今も、いつ奪われるかわから
ない。そうなった時多くの人が後悔をするだろう。
この本を読み、私はこの当たり前に過ごしている今の
幸せを改めて感じ、後悔をしないよう、一日一日を大切
に過ごしていきたいと強く思った。

「小鳥さんはね、お墓をつくって埋めてあげよう。ほら、みん
なも泣いてるよ。お友達が死んじゃって寂しいね。ね、かわい
そうでしょう？」
「なんで？せっかく死んでるのに」――
幼少期から世間の常識とどこかズ
レた感覚を持つ古倉恵子は、家族や
友人のように「普通」になれないま
ま大学生になってしまった。周囲と
は違う「異質」な自分を治さなくては、
と思っていた矢先に新しくできるコ
ンビニのアルバイト募集のポスター
を見つけ、コンビニ店員として働き
始める。コンビニのマニュアル化さ
れた世界によってはじめて自分が世
界の一部となり、「正常な人間」とし
て生まれたことを実感する。
第155 回芥川賞受賞作。「コンビ
ニ」という身近な題材でありながら、
「常識」「正常」と
いったものの恐ろしさも感じさせ
られる一冊です

皆さんは、琵琶湖の中に縄文時代の遺跡や、地震による地殻
変動により水没した村など、様々な時代の遺跡が存在すること
はご存じだろうか。
瀬田近辺でも石山遺跡や蛍谷遺跡
があり、縄文時代の人々が魚や肉類、
貝等を食べて暮らしていたことがわ
かっている。現代では、家が建ち並び、
車が道路を走り、人々が近代的な暮
らしを営んでいる瀬田で、1万年前
の人々は、魚や鳥や獣を狩猟して暮
らしていたのである。
本書は、滋賀県立安土城考古博物
館で2009年に開催された記念シン
ポジウム「びわこ水中考古学の世界」
やそれに伴う博物館講座の講演録等
から構成されており、話し言葉で書
かれているため、スラスラと読むこ
とができる。
滋賀県に住む方はもちろん、他県
から龍谷大学に通う方にもお勧めし
たい琵琶湖を中心とした滋賀県の歴
史を感じられる1冊。

『荒野』
桜庭 一樹［著］　文藝春秋　2008年　

『幻坂』
有栖川 有栖［著］　KADOKAWA　2016年　

『ツナグ』
辻村 深月［著］　新潮社　2012年　

『コンビニ人間』
村田沙耶香［著］　文藝春秋　2016年　

『びわこ水中考古学の世界』
滋賀県文化財保護協会 , 滋賀県立安土城考古博物館編集　

滋賀県文化財保護協会　2010年　

瀬田図書館
瀬田・本館 B1開架
913.6/サカコ
資料番号30805035895

瀬田図書館
瀬田・本館1F学生選書
081/2017/153
資料番号 31700015945

深草図書館
深草 .文庫・新書
F/18
資料番号　11200039196

瀬田図書館
瀬田 .本館1F学生選書
081/2015/50
資料番号　31500037776

瀬田図書館
瀬田 .本館 B1開架
913.6/ムサコ
資料番号　31605033616

瀬田図書館
瀬田・本館 B1開架
202.5/シカヒ
資料番号 31005003536

社会学部４年生　末永 葵

農学部3年生　原田 真佑

国際学部3年生　喜田 ちはる

理工学部4年生　松本 甚洋

短期大学部２年生　齋藤 あや
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大宮図書館　軽読書室の今昔

　右手前に円卓机が見えます。
　右側奥に週刊誌、月刊誌、政府系刊行物等の書架、左手
前側に新聞の書架があります。

2017（平成29）年9月11日に大宮図書館内の旧視聴
覚資料室スペースを転用してナレッジコモンズが設置されま
した。その余波で軽読書室内の形状も一部変更されています。
　旧視聴覚資料室スペース内にあった大型書架が軽読書室
へ移設され、元々そこにあった円卓机と椅子は3階閲覧席
の一角へ移されました。
　書架には、キャリアアップコーナー及び学生選書コーナ
ーがあり、各々の資料が配架されています。

　大宮図書館ナレッジコモンズと軽読書室に限り、蓋付き
ペットボトル飲料水の館内利用が認められています。その
為なのか軽読書室は比較的混雑していることが多いです。
空席のある時は“ラッキー”と利用者がつぶやかれている
のを耳にすることがあります。皆さんも“軽読書室”をお
おいにご利用ください。
　なお、ナレッジコモンズのように大きな声で話したりす
るゾーンではありませんので、ご留意ください。

　大宮図書館は1936（昭和11）年末に竣工した建物です。老朽化対応で改修工事を実施し、2006（平成18）年春に改
修竣工しています。
　改修工事により増床と耐震補強がなされ、空調及び照明機器設備、書架、什器等も更新されました。バリアフリー対応とし
てエレベーターも2台設置されました。
　軽読書室は改修竣工時に大宮図書館2階北西の一隅に設置されまし
た。床面積は約90㎡です。
　改修前の大宮図書館にはそのようなスペースが無く、利用者各位から
も好評で今日に至っています。
　大宮図書館の軽読書室は歴史的には浅いですが、利用度の高さもあり、
今回ご紹介します。
　出入口の扉はなく、軽読書室であることを示すレリーフが柱に掲げら
れています。

■ ナレッジコモンズ設置（2017年 9月）以前の軽読書室 ■ 現在の軽読書室
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