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新型コロナウイルス感染症が拡大する中、4月からキャンパスに入
構できないようになり図書館も一時閉館を余儀なくされました。ウイ
ルスの広がりから半年たった今も心配な状況が続いております。
本学図書館はこの新型コロナウイルス感染症に対して次のような対
応をしてきました。
　1. 来館せずに利用できる図書館サービスを一覧にして紹介
　2. Web 申し込みによる郵送／取り置きサービスの提供
　3. 電子書籍の試読およびリクエスト機能の開始
　4. 電子図書館サービス「LibrariE（ライブラリエ）」の導入
　5. データベース・電子ジャーナル・電子書籍の閲覧範囲の拡大
6月 1日からは滞在時間制限内での入館が可能となり、返却時には
書籍を消毒し、カウンターに感染予防の透明ビニールシートが設けら
れました。このようにして図書館スタッフによる対策が講じられ図書
館利用者に様々なサービスが提供されています。
今後、新型コロナウイルスの問題が落ち着いたとしても、社会生活
のあり方が以前とは変わるであろうと諸方面から言われています。図
書館もその例外ではないでしょう。
8月から国立国会図書館が分野横断統合ポータルである「ジャパン
サーチ」を本格運用し提供しています。あらゆる分野を含んだこのデ
ジタルアーカイブは、新たな価値創出をねらいとしています。本学図
書館の有するデジタル資源もその一端を担っていくと思われます。
「ジャパンサーチ」や本学図書館が利用契約する電子データベース
およびデジタルコンテンツが充実する中で、利用者がいかにそれをう
まく利用するかが課題になってくるでしょう。
電子データの中には仏教経典もあり、非常に多くの電子テキスト経
典がインターネット上で公開されています。文献研究ではそれらをデ
ータベースとして統計解析する手法があります。この手法を用いると
複数の経典を素読するだけでは困難であった研究結果を導き出すこと
ができます。
デジタルコンテンツを利用する一方で図書館の本を手に取りじっく
り読むことも学びと研究には不可欠です。テキストに向き合い、前後
の文脈をおさえながら時間をかけて入念に文献を読むことは大切で
す。例えば人文科学分野の研究であれば本学図書館の有する貴重文献
を実際に手にとって確かめることには大きな意義があります。デジタ
ル画像から伝えきれない気迫や感触を受けとることと思います。
提供されるデジタルコンテンツが増える環境の中で、図書館の本を
探し求め、デジタル本と本来の本との両方を上手に活用することがこ
れからの図書館利用のスタイルと考えます。

龍谷大学図書館長
道元　徹心

これからの図書館
利用のスタイル
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大宮図書館閲覧サービスカ
ウンター前でミニ展観を定期
的におこなっています。
2020 年度前期は以下の内
容を実施しています。
・『葵祭について』（6月 1 日
から7月7日）
葵祭は、祇園祭、時代祭と

共に京都三大祭の一つとされる祭です。葵祭は、上賀茂神社と
下鴨神社両社の例祭であり、5月15日（1884年以前は旧暦
の4月の酉の日）に行われます。
展示では、競馬神事を記している『日次記事』と路頭の儀が
出ている『都名所図会』を紹介しました。
・『病を治す～人と病気の戦い～』（7月8日から9月30日）
2020年初頭からの新型コロナウィルスの流行で大学ではオ
ンライン授業、図書館では利用制限が入るなどしています。
展示では、中国の漢の時代に作られた医書である『傷寒論』
と日本の江戸時代末期に作られた『コレラ病用薬度量略記』を
紹介しました。

2020年度後期（10月以降）
もミニ展観の展示内容を適宜
入れ替えながらおこないます。
展示内容は入れ替えの際に
図書館ホームページでおしら
せします。
御来館の際、ミニ展観を御
覧頂ければ幸いです。

※展観の写真撮影等は不可です。御注意ください。

『日次記事』

『傷寒論』（上）と参考展示資料『浮
世絵　庾黔婁 (二十四孝の内五 )』（下）

＜Webからの貸出申込者への図書郵送作業＞



龍大生の
お薦め本★★

★

古代史のことを学んでみたいと思
ったとき、『物部氏と石上神宮の古代
史』をお勧めします。
物部氏といえば蘇我馬子との争い
で滅んだ物部守屋を思い浮かべる方
が多いのではないでしょうか。本書
は『日本書紀』の守屋と馬子の争い
の本質、守屋以前の物部氏の動向を
『日本書紀』を中心に明らかにし、さ
らにヤマト王権にとって重要な石上
神宮との関わりからも王権における
物部氏の性格に迫っています。そし
て何より著者の論には慣習法に基づ
く古代の世界観が前提にあり、神宮
や物部氏にまつわる神々については神話学の知見なども活用さ
れていることが特徴的です。
本書では古代の世界観を考えやすく、かつ史料は書き下し文
で掲載されており、漢文に不慣れな方も手に取りやすいと思い
ます。本書を通じて古代史に触れて頂き、さらに古代史の興味
を深めて欲しいと思います。

「フードバンク」という言葉を聞い
た時、皆さんはどのようなものをイメ
ージしますか。直訳すると「食料銀行」。
しかし、銀行のように利息や貸し借り
を食料に対して行っているわけではあ
りません。預かるものは、まだ十分に
食べることができるのに「売り物にな
らない」や「形がきれいではない」な
ど様々な理由で廃棄される運命にある
食品なのです。
本書では、フードバンクの発祥の
地アメリカを具体例に挙げつつ、日
本におけるフードバンクの実態を食
品に携わる人々の思いと実際の活動、
将来の課題をわかりやすく示してい
ます。また、廃棄されている実態が
あるにも関わらず皮肉なことに多くの困窮する人々や食べられ
ない子どもたちがいることを目の当たりにするでしょう。
この本を読み終えた時、フードバンクと貧困について新たな
発見が生まれるのではないでしょうか。

テレビで有名人のセレブな生活を垣間見た時、欲しいも
のがあるけど高価で手が届かなかった時、一度はこんな風
に思ったことがありませんか。「お金持ちになりたいなぁ」
物語の主人公”ケン”もお金持ちになりたいと野心を抱
く青年で、渡米し、ユダヤ系アメリカ人の大富豪の老人か
ら「本当のお金持ち」とは何かを彼と共に過ごしながら学
ぶことになります。ケンは、老人から課せられる無理難題
に挑みながら、その難題を解き明かしていく中で、金持ち
になる秘訣に気付いていきます。その秘訣の中の1つに、
「決断力の訓練のために、どんなことも意識して決める」と
いうものがあります。即決するのが苦手な私はこの言葉が
胸に刺さり、以来、日々の生活で実践しています。残り
16の秘訣も非常にためになるものばかりです。是非、一
読をお薦めします。

わたしもかつては世界の森羅万象を知りたくて、博物誌
を抱えた時期があった。けれども、昆虫の種類も、鉱物の
名前も、忘れてしまえば意味がない。わたしがほんとうに
求めるものは、知っていたら世界がちょっと人とは違って
見えるような、そんなもので、あてなく図書館を彷徨って
いるときに見つけたのが、この村上春樹氏の「村上ラヂオ」
だった。この本は１話４ページ程のエッセイ集であり、独
特な彼の文才は残したまま、よりやさしく読みやすくなっ
ている。すき焼きの話やローマの道路事情、旅することの
本質など、知らなくてもいいけど、知っていたらちょっと
ステキなことが書き綴られている。みなさんどうですか、
ドーナツの穴はなぜ空いているのか知りたくありません
か？そんなときはぜひ、この本をきんぴらごぼうを作る間
にでも読んでみてください。

みなさんは「イグ・ノーベル賞」を知っていますか？イグ・
ノーベル賞は、1991年に設立された世界で裏ノーベル賞
とも言われている、ユーモアのある研究や発明に贈られる
賞です。その評価基準は「いかに笑わせ、いかに考えさせ
たか」です。
日本人でイグ・ノーベル賞を受賞した発明をひとつ紹介
します。誰もが一度は育てたことのあるペット「たまごっ
ち」です！なんと、たまごっちを発明したバンダイの営業
の方は、「世界の数百万もの人々にバーチャル・ペットを
飼育させた功績」を称えられて、1997年に経済学賞を受
賞されています。
ほかにもおもしろくてつい笑ってしまう研究・発明がた
くさんこの本に載っています（コーンフレークがふにゃふ
にゃになるプロセスの物理学的考察とか）。外出自粛のお
供としてみなさんぜひこの1冊を読んでみてください。

『物部氏と石上神宮の古代史
ヤマト王権・天皇・神祇祭祀・仏教』

平林章仁［著］　和泉書院　2019年　

『フードバンクという挑戦： 
貧困と飽食のあいだで』

大原悦子［著］　岩波書店　2008年　

『ユダヤ人大富豪の教え：
幸せな金持ちになる17の秘訣』

本田健［著］　大和書房　2003年　

『村上ラヂオ』
村上春樹［文］;　大橋歩［画］.　新潮社　2003年　

『イグ・ノーベル賞 : 大真面目で奇妙キ
テレツな研究に拍手 !』

マーク・エイブラハムズ［著］;　福嶋俊造［訳］　
阪急コミュニケーションズ　2004年　

大宮図書館
大宮 .3F開架図書  410.1/
HIR 
資料番号 21905011306

深草図書館
深草 .和顔館開架  611.3/オエフ
資料番号 10805034308

瀬田図書館
瀬田 .本館2F開架  611.3/オエフ
資料番号 30805037192

瀬田図書館
瀬田 .本館 B1開架  159/ホケ
ユ  
資料番号　30300078246

深草図書館
深草 .文庫・新書　F/18
資料番号　10315002413

深草図書館
深草 .和顔館開架  049/エマイ
資料番号 10500010541

文学研究科修士課程2年生　安達 恵祐

経済学部2年生　高木 雄太

経営学部4年生　清末 佳那

政策学部3年生　成瀬 星羅

法学部3年生　桃田 あかね
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「ふつう」とは何でしょうか。自分は「ふつう」だと思いますか。
この本は、誰もが持つ「ふつう」の概念をもとに、様々な「特別」について書か
れています。
「血縁関係に縛られない家族のかたち」、「LGBTとして
生きること」、「合理的配慮」等は、「ふつう」が存在する
上で成り立っています。それゆえに、「ふつう」を巡って
対立が起こり、やがて差別や排除につながります。世の
中の「ふつう」はだれが考えたのでしょうか。
2020年、ウイルスや人種差別により、「ふつう」の日
常が変化しようとしています。そんな時代を生きる皆さ
んに、「ふつうってなんだろう」と考えながら読んでほし
い一冊です。自分が持つ「ふつう」を問い直すことによ
って、新しい景色が見えるかもしれません。

本を選ぶとき、何か基準がありますか。私は装丁や手
触りで選んでいます。書店にある数多くの本の中、小説
棚にあった一冊の本が目にとまりました。コンクリート
の色のように無機質な色をした背景に、数冊の本が薄く
描かれている装丁。触るとざらりとした、無骨でどこか
暖かみのあるカバー。それが私とこの本の出会いでした。
これは主人公のストーナーが大学で文学に出会い、教
師になるその一生を描いた本です。その中で彼は戦争 ･
家庭内の不和 ･恋…、自分ではどうしようもない大きな
力に巻き込まれていきます。自分の置かれた立場に苦し
みながらも、彼は誠意を持って物事に臨み人生の歩を進
めます。この物語を悲しい話だと言う人もいると思いま
す。でも私はこの本を美しいと思いました。一度読んで
みてください、読後にしっかりと熱を持つ本です。

皆さんは、世界一つよい女の子を知っていますか？
それは、スウェーデンの小さい、小さい町の町外れの
古い家に住む、ピッピ・ナガクツシタという名の女の子
です。現実では、ありえないことがたくさん起こり、思
わず突っ込みたくなるような作品です。毎日が冒険の世
界がとても新鮮で年齢問わずわくわくできると思います。
私はこの児童文学を読み、自然と笑みが溢れ元気になり
ました。私がもし、ピッピだったらどんなことをするだ
ろう？とたくさん考えました。きっと毎日がすごく楽し
くて、なにをするかを考えるだけでも楽しいのだろうな
と思いました。現実では、ピッピのように世界一強い女
の子にはなれませんが、力強く、明るく、元気に毎日生
きようと思いました。児童文学は、一度現実を忘れて素
敵な世界に入ることができる魔法の本のようなものです。
みなさんもぜひ読んでみてください。

あなたは技能実習生に対してどのようなイメージを持ってい
ますか？
技能実習生とは、発展途上国の人材育成や日本技術の移転を
目的として全国各地の農業や建設業などで働く人々です。テレ
ビなどでは彼らについて、「最低賃金
以下」「劣悪な労働環境」「奴隷のよう」
「失踪」などの負の側面ばかりを強調
して伝えています。しかし日本に滞
在する技能実習生は、約 41万人を
超え、なおも増加しています。どう
して彼らは借金をしてまで、多くの
リスクを抱えてまで、日本に来るの
でしょうか。そこには、若者達が希
望を抱き、自らの意志で制度に則り、
夢に向かう姿がありました。
この本では、ベトナムの実習生へ
の密着取材を通して、実習生の実態・
複雑な技能実習制度を知ることがで
きます。技能実習生のイメージを代
えさせてくれる本です。

ミステリーと聞くと大きな事件のようなものを思い浮かべる
のではないでしょうか。この本はそういったミステリーとは違
い、日常に潜む不思議な謎を次々に解き明かしていくというも
のです。
この本は、なりゆきで古典部とい
う部活に入部した高校生の少年が仲
間に依頼され不思議な謎を解決して
いくという物語です。いつの間にか
密室になっていた教室や毎週必ず借
り出される本などの小さな謎であり
ながら本格的なミステリーを楽しま
せてくれます。青春とミステリーを
合わせたほろ苦いような作品です。
この作品自体はアニメ化されたこ
ともあり、知っている人もいるので
はないでしょうか。古典部という設
定に個性豊かな登場人物が出てくる
夢中になれる作品です。ぜひ一度読
んでみてください。

『ふらっとライフ：それぞれの「日常」
から見える社会』

ふらっと教育パートナーズ［編］　北樹出版　2020年　

『STONER（ストーナー）』
ジョン・ウィリアムズ［著］, 東江 一紀［訳］ 作品社 , 2014年　

『長くつ下のピッピ』
アストリッド・リンドグレーン作 ; 大塚勇三訳 .　
岩波書店 , 2006. -- (リンドグレーン作品集 ; 1).　

『ルポ 技能実習生』
澤田晃宏［著］　筑摩書房　2020年　

『氷菓』
米澤穂信［著］　角川書店　2001年　

瀬田図書館
瀬田 .　本館１F開架
316.1/フラフ
資料番号 32005006358

瀬田図書館
瀬田 .本館 B1
933/ウシス
資料番号　31505036652

深草図書館
深草 .8号館閉架図書
949.83/リアリ -S/1
資料番号　11705045106

深草図書館
深草 .文庫・新書  081/チクマ
/1496
資料番号 12000004635

瀬田図書館
瀬田 .本館 B1学生選書
081/2013/117
資料番号　31310009530

社会学部4年生　中尾　美玖

農学部4年生　久田 莉子

国際学部4年生　松田 侑子

理工学部4年生　鷹野 雄基

短期大学部2年生　橘 日和
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瀬田図書館
オンラインミニ展観の実施について

　本学が新型コロナウイルスの影響で入構制限をしているなか、少しでも利用者の皆さまに大学図書館の雰囲気を感じ
ていただき、読書の楽しさを知ってもらえるよう、オンラインで電子書籍を閲覧頂くミニ展観を企画・開催いたしました。
　閲覧方法は、以下のとおり、龍谷大学図書館ホームページの「行事」から、【瀬田ミニ展観】―ONLINE―をクリッ
クいただきますと、展観書籍の一覧が表示されます。皆さまが気になった書籍を手に取る代わりに、オンラインで書籍
の閲覧が可能です。
　なお、学外からご利用の場合、VPN接続が必要となりますので、閲覧ができない場合には、先にVPN接続を完了願
います。
　また、次ページでは、～瀬田図書館ミニ展観・出張版＠来・ぶらり～と題して、おうち時間を充実させてくれる本を
紹介します。
　瀬田図書館では、今後もミニ展観にて多数電子書籍をご紹介して参ります。職員一同、皆さまのご利用をお待ちいた
します。

実施期間：2020年7月1日（水）～10月3日（土）
　　　　　なお、オンラインでの電子書籍の閲覧については、期限はありません。

実施場所：  龍谷大学瀬田図書館本館1階ミニ展観コーナー
および龍谷大学図書館ホームページ

龍谷大学図書館ホームページトップ画面

①   VPN接続が必要な場合は、動画
「学外から電子書籍を読む方法」
を視聴ください

②  【瀬田ミニ展観】―ONLINE-

をクリック
③リンクにアクセス
④ IDENT欄から電子書籍を読む

【瀬田オンラインミニ展観】―ONLINE―をクリ
ックいただくと、右の画面に遷移します。
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図書館オリエンテーション動画をアップしました

深草図書館のミニ展観

今春、図書館オリエンテーション動画を HPにアップしました。例年、4月第1週の新入生オリエンテーション期間や、
ゼミ単位での図書館ツアー &講習会でお伝えしていた内容をまとめたものです。2020年度第1学期は、キャンパス
での対面授業がなく、対面でのオリエンテーションもなかったため、とくに新入生のみなさんにはご覧いただき、最大
限ご利用いただきたい内容です。

図書館の資料をいろんな視点から紹介する活動として、ミニ展観を行っています。
学習・研究以外にも図書館をご活用いただき、大学生活全般を充実させていただきたいと願っています。

2019年度は下記のラインナップで紹介しました。
＜テーマ展示1階＞
4～ 5月「ニャンとワンだふる」　6～7月 AIってなにもの？
8～9月映画の原作を読もう　10～11月英雄 /Zero

12～ 1月名作豊作ザックザク　2～3月音楽
＜テーマ展示2階＞
4～ 6月大学生活＋留学＆ NIPPON　7～8月絵巻物の世界
9～10月卒論・プレゼン　11～12月暮らしを守る
1～2月これ読んだ？／オリンピック
＜常設展＞
就活展（就活に役立つ資料を展示）
＜特集展示＞
10月　AIDSフォーラム in京都2019（レッドリボン大作戦連動企画）
1月～　SDGsについて考えてみよう

2020年度は下記のラインナップを実施中です。
＜テーマ展示1階＞
4～ 9月「京都×楽しむ」寺社、観光、歴史など、京都の楽しみ方を紹介
10～3月「おいしい×トリビア」料理、食材、地域、雑学など、おいしいに関連する資料を紹介
＜テーマ展示2階＞
4～ 9月「いろは（前）」新入生向けに大学生活のいろはについて紹介
10～3月「いろは（後）」卒論・プレゼン関係、生活面での備えに関する展示
＜常設展＞
就活展（就活に役立つ資料を展示）
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旧深草図書館の解体が始まりました

　1973年に竣工、2015年まで図書館として使われた7号館の解体工事が始まりました。
深草キャンパスの中心の建物ということで、今後の景色も変わります。
深草図書館の歴史（『龍谷大学三百五十年史　通史編　下巻』）より、深草図書館の変遷を辿ってみましょう。陸軍第
16師団武器部倉庫の跡地にできたキャンパスですので、既存建築などを利用して始まった図書館が現在の図書館の形
になるまでには歴史があります。

旧5号館内　1960年 9月12日、旧5号館に臨時の閲覧室及び書庫を設置し開館
旧1号館内　  1961年 4月 1日、旧1号館に図書館開設（陸軍の兵舎を改造し、書庫と閲覧室を設置）、以後旧1号

館内でスペースを拡充しながら運営
　　7号館　1968年 12月、図書館建設委員会が発足
　　　　　　1969年 1月末、図書館建設委員会から学長に答申
　　　　　　1969年 8月、図書館建設実行委員会が発足
　　　　　　大学紛争を経て、
　　　　　　1972年 8月7日、起工式　設計：中村建築設計事務所　施工：清水建設
　　　　　　現場より弥生式土器の破片が発見され、一時工事中止
　　　　　　1973年 11月 17日、竣工、記念式典挙行
　　　　　　2015年 2月、深草図書館7号館部分の利用が終了
　　8号館　1993年、深草図書館の新館（8号館）竣工
　　和顔館　2015年 2月、和顔館・深草図書館竣工 ※現在の深草図書館は和顔館と8号館のそれぞれ図書館部分から成り立っています。

　深草図書館の歴史については、来ぶらり No. 51に「深草図書館の開設と深草学舎の歴史」「写真で辿る 深草図書館
の今昔」という充実した記事がありますので、ご興味のある方はぜひご一読ください。

竣工当時の7号館図書館（「龍谷大学350年の歩み」より転載）

7号館2階から見た1階入口跡（2020年 7月撮影） 7号館2階の様子（2020年 7月撮影）

解体作業が始まった7号館（2020年 7月撮影）

0707LIBRARY NEWSLIBRARY NEWS



貴 重 資 料 を 見 て み よ う
　コロナウィルスの影響で、何かと家にいる日が多くなって
います。TVや雑誌でも料理や DIYなどお家でできることを
いろいろ取り上げています。今回は、図書館のホームページ
にある貴重資料画像データベースについて紹介したいと思い
ます。

貴重資料画像データベース「龍谷蔵」とは・・・？
　貴重資料画像データベースは、図書館が所蔵している貴重
資料をWEB上で公開しているデータベースです。公開され
ている貴重資料は、全頁閲覧することが出来ます。通常なら、
貴重資料を利用するためには、事前に申請しなければいけま
せんが、データベースでは、そうした手間がなく手軽に閲覧
できるので、研究や学習に大いに役立てられています。
（URL　 http://www.afc.ryukoku.ac.jp/kicho/top.html　）

　ここまでの紹介だと、デ
ータベースは、研究や学習
のための難しい本ばかりで、
あまり面白くなさそうに思
われるかもしれません。し
かし、データベースには、
面白い資料がたくさんあり
ます。

教科書・問題集で見たあの資料が・・・！！
　貴重資料画像データベースに登録されている資料には、『解
體新書』や『平家物語』、『混一疆理歴代国都之図』（こんい
つきょうりれきだいこくとのず）のように、教科書や問題集
の図版に採用された資料があります。中学生、高校生時代に
図版で見た資料がどんなものか、見てみるのも
面白いと思います。

見て楽しめる貴重書
　また、データベースには、見て楽しめる資料も登録されて
います。例えば、『北斎画苑』（ほくさいがえん）は、皆さん
も知っている葛飾北斎が著した絵手本ですが、鳥などの動物
や植物、人物などが描かれていて、見るだけでも楽しい資料
です。この他、源氏物語を題材にした絵巻『源氏画』（げん
じえ）では、『源氏物語』54帖の各場面が鮮やかな色彩で描
かれていて、その美しさを味わうことができます。

分　野 資料名 請求記号 内容
文学 今昔續百鬼 913.64-5-w-3 妖怪画集
文学 奈良絵本　竹取物語 021-578-3 奈良絵入り竹取物語
文学 三十六歌仙絵巻 021.1-185-2 三十六歌仙の絵巻物
真宗 大谷本願寺親鸞聖人之縁起 021.1-182-4 親鸞聖人の絵伝
真宗 報恩列聖図画 024.101-27-1 西本願寺歴代宗主図画
真宗 滴翠園十勝 024.1-100-1 西本願寺庭園図
仏教 地獄・極楽図絵幅 021.1-184-2 地獄・極楽絵図
仏教 二河白道図 024.3-294-1 浄土の教えを説いた図
仏教 世界大相図 023.1-358-1 仏教による世界図
医学 全體新論 690.9-150-1 中国清代の西洋解剖書
理学 須弥山儀 ; 縮象儀 021.1-187-2 仏教天体儀の絵図
理学 天球図 021-267 江戸時代の西洋星座図
理学 華陽皮相 680.9-1-3 馬の図解解説書

分　野 資料名 請求記号 内容
芸術・芸能 和漢衆畫苑 720.9-38-W-5 絵図集
芸術・芸能 浮世三編立斎画譜 720.9-61-W-1 浮世絵絵図集
芸術・芸能 金玉畫府 720.9-41-W-6 絵図集
哲学・宗教 古蘭天経 021-378-1 コーランの写本
哲学・宗教 浮世絵二十四孝見立絵合 024.301-45-1/9̃9/9 二十四孝の浮世絵集
哲学・宗教 阿弥陀峯豊太閤御墳堂図 024.301-22-2/50 秀吉墓碑等絵地図
歴史 和朝名勝画図 491.06-20-W-4 江戸時代の名勝画集
歴史 北斎道中畫譜 024.3-717-W-1 北斎による東海道図画
歴史 蝦夷島奇観 022.1-175-1 蝦夷地風俗絵巻
社会科学 異國船図 587.4-1-1 江戸末期の異国船絵図
社会科学 七十一番職人歌合 022.1-211-1 職人を題材とした歌合
社会科学 天工開物 591-1-W-9 中国明代の産業技術書

以下、見るだけでも楽しめる貴重資料を幾つか上げてみました。この機会に、貴重資料画像データベースでご覧ください。

（『解體新書』請求記号 690.9-356-5） （「混一疆理歴代国都之図」
請求記号021.1-103-1）

（『北齋画苑』
請求記号 720.9-62-W-3）

（「源氏画」 請求記号 021.1-188-3）
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