
私は専門が歴史学（日本政治史）であるため、本がなくて
は研究にならない。そのため、200万冊を超える蔵書を持つ
龍谷大学図書館の存在は、私にとって心強い存在である。
龍大の図書館を利用してみて素晴らしいと思う点は、学部
生も深草 8号館閉架書庫や大宮積層書庫に入ることができる
ことである。自分の目で本棚を探しに行けることは、研究に
おいて重要な経験である。
近年はデータベース検索が格段に向上し、Webからの調

査だけでも、主要な新聞や専門誌などを見ることができるよ
うになった。しかし一方で、デジタル化の進展に伴う問題点
も浮き彫りになってきた。特に学生を指導しているときに、そ
の問題を強く感じる。例えば、データベース検索の際のキー
ワードをうまく設定できないと、主要文献を見落としたりする。
CiNiiなどに論文自体がアップされていないと読まれる可能性
が低くなる。
学生に話を聞くと、図書館でコピーカードを使ったことがない

という答えが多いことに気づく。つまり紙の論文や本を見て、複
写したことがないという意味である。学生のレポートを見ている
と、デジタル化された紀要の論文を利用したものが多い。紀要
の論文は玉石混淆であり、できれば専門書や専門誌の論文を読
んでほしいと思うが、そこまで誘導することが簡単ではない。
そのため私は、基礎演習で図書館の利用方法を教える時
には、開架 1冊、閉架 1冊を指定し、さらに関連する文献を
1冊持ってくるようにという課題を課している。その際に学生
には、「図書館は「面」で使え！」と伝えている。
図書館が分類に従って本を並べているのは、関連する文
献がまとまって置いてあるという意味である。データベースを
使って捜した本だけを取ってくるのではなく、その周りを見る
ことが大切である。タイトルで引っかからなかった関連文献が、
周囲にはあふれている。論文が掲載されている雑誌も、その
同じ号に何が載っているかも見てほしい。その習慣を少しで
も身につけることで、先行研究の調査は充実したものになる
はずである。
図書館の利用方法のガイダンスは、もっと工夫が必要だと
個人的には感じている。専門に即した利用方法を、教員も図
書館も編み出す必要があるのではないだろうか。

法学部准教授

瀬畑　源

図書館は「面」で使え！
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　図書館では、初めての企画として、龍谷ミュージ
アム秋季特別展「アジアの女神たち」（会期 2021年
9月 18日～ 11月 23日）と連携して、深草・大宮・
瀬田の３館で連携展示「アジアの女神たち」展（会
期 2021年 11月 4日～ 11月 23日）を開催しました。
　龍谷ミュージアムが主催した「アジアの女神たち」
展は、地母神から観音菩薩に至るまで、アジア各地で
深く信仰された女神たちの多様な姿を紹介する展示で
した。図書館では、所蔵する資料の一部を龍谷ミュー
ジアムに出陳した他、今回の連携展示では、貴重資料
である「観音霊験記」をはじめとする古典籍資料とア
ジアの女神たちに関する図書を展示いたしました。
　図書館の展示を見て、龍谷ミュージアムの特別展
に興味を持って、見学に行かれた方や、龍谷ミュー
ジアムの展示を
見学したが、図
書館に関連する
図書があること
を知ったので、
借りてみたと
いった方がおら
れたようです。
２週間余りの連
携展示でした
が、反響のある
展示でした。

連携展示風景（深草図書館）

八臂弁財天像観音霊験記
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『徒然草』というと、「無常観」、隠者文学な
どと教わるが、近年研究の進展が著しく、鎌
倉後期から南北朝に至る動乱の時代を背景と
した思索のありようが注目されている。とも
に改革を唱える武家と貴族それぞれの政治へ
の視線、社会不安、政治的事件、また宗教者、
博打、芸能者、障害者への視線など、社会の
あらゆる要素に兼好が批評を加える。全 243
段のどこからでも読めるのも魅力である。

文学部教授　安井　重雄

「親ガチャ」という言葉が流行っていると聞く。
親の経済力等が子どもの人生を決めてしまう理不尽
を言い募る言葉だ。そうではなく、能力のある者が
努力したらちゃんと報われる社会こそが正しいはず
だ、と。この発想を「能力主義」という。だが本書
はその「能力主義」こそ間違いだと主張する。なぜ
なら、能力主義には必ず、「報われてない奴は能力
が無いか努力をしてないのだ」という負の主張を伴
うからだ。所謂「自己責任論」である。むしろ、人
生とは「ガチャ」であると認めることから始めるべ
きなのだ。あなたが龍谷大学に来たのも「ガチャ」
のなせるわざなのである。その幸運に感謝。

経営学部准教授　竹内　綱史

本書は「答えのない問い」で読者の「思考を鍛錬
する」。「とくに日本人は生真面目で常識を疑わず、
考えもせずにルールに従い、体制に逆らわないとこ
ろがある」。「常に権威や社会常識に悪ガキのような
疑問を持って逆らっていく気持ちはとても大事で」、
「もうすこしみんなヤンチャな思考になってもいい」
（本書の「はじめに」より）。このような思考のクセ（問
う力）は、民法等の実定法の学び（や卒業後）にも
有益である（判例は唯一の正解でない）。

法学部教授　若林　三奈

SDGsが社会的なトレンドになっていますが、こ
の概念を最初に規定したのが、1987年に国連の通称
ブルントラント委員会が発表したこの報告書です。
読み物ではないので正直面白いものではありません
が、SDGsで取り組まれている全てのことが、実は
30年以上前からその必要性を指摘されていたこと
がわかります。人間社会の変革がいかに難しいこと
か、そしてだからこそ、あらゆる利害関係者が今出
来る最善を行うことの重要性を、ぜひ感じて頂けれ
ばと思います。

政策学部教授　的場　信敬

ベストセラーとなっている斎藤幸平（2020）
『人新世の「資本論」』（集英社新書）でも紹介
されているように、マルクスは「必然の国」
の上に広がる「自由の国」の可能性について
模索しました。漱石が『資本論』を読んでい
たことは知られていますが、この小説では、「高
等遊民」として「自由の国」に生きようとす
る主人公が、自分の内なる自然に従って友人
の妻との恋愛を成就させるやいなや「必然の
国」で破滅せざるを得なくなる姿を見事に描
き出しています。日本で資本主義が発達し始
めて間もない頃の作家の洞察力に驚かされま
す。

経済学部教授　佐々木　淳

『新版　徒然草　現代語訳付き』
兼好法師［著］　小川剛生［訳注］　KADOKAWA　2015年　

『実力も運のうち ： 能力主義は正義
か？』

マイケル・サンデル［著］　鬼澤忍［訳］　早川書房　2021年　

『あぶない法哲学
常識に楯突く思考のレッスン』

住吉雅美［著］　講談社　2020年　

『地球の未来を守るために』
環境と開発に関する世界委員会［編］　福武書店　1987年　

『それから』
夏目漱石［著］　岩波書店　2006年　

大宮図書館
大宮 .積層開架
914.45/YOS
資料番号 22100026853

瀬田図書館 .
瀬田本館 1F開架
361.8/サマシ
資料番号　32100010798

深草図書館
深草 .文庫・新書
081/コウタ /2571
資料番号　12000005682

深草図書館
深草 .和顔館開架 B1
519/カンチ
資料番号　18760022625

瀬田図書館
瀬田 .本館 2F開架
519.8/カンチ
資料番号　39600038871

深草図書館
深草 .文庫・新書
081/イワナ /W273
資料番号　10605043998
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学生に薦めたい
この一冊
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本書は、コロナ禍のなかでベストセラーに
なった本である。現在の持続不可能な社会を
何とかするためには、経済成長を求めること
なく、人間らしい豊さを実現する「脱成長」
という考え方へ移行すべきであり、そのヒン
トはカール・マルクスの思想にあるとする大
変刺激的な著作である。多くの経済学者や経
営学者には、この主張は安易な資本主義批判
に見える。しかし脱成長はすでに世界では実
践されつつあり、安易な批判と言っている人々
自身がその言葉を正面から受け止めなければ
ならない。

国際学部教授　斎藤　文彦

�自由と自立の家� を理念とする社会福祉法人福
祥福祉会・豊泉家が研究開発をした認知症高齢者へ
の革新的なケア・メソッドがイラスト付きで説明さ
れています。現場でのたゆみない研鑽から生みださ
れた「ロジカルケア」と「ラテラルケア」を駆使し
た画期的な対応法が事例付きでわかりやすく解説さ
れています。認知症高齢者のできることを引き出し
尊重する卓越したサービスが本書に集約されていま
す。これまでの社会福祉施設の既成概念をはるかに
超える斬新な豊泉家のサービス全体がイノベーショ
ンですが、その一端を本書からぜひ知ってほしいと
思います。社会福祉を学ぶ学生の必読の書として推
薦します。

社会学部教授　大塩　まゆみ

ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」に欠
かせない薬味であるワサビ。身近な食材であり、日
本で栽培化された植物であるにもかかわらず、その
来歴は謎に包まれている。著者は栽培植物起源学を
専門とする研究者であり、全国の自生地や栽培地を
訪れ、また古文献を網羅的に調査することにより、
ワサビの様々な謎に挑んでいく。ワサビと日本人の
関わりの歴史を紐解く文章から伝わってくる、著者
のワサビに対する熱量に圧倒される。

農学部教授　三柴　啓一郎

本書は、第 1次世界大戦を舞台にイギリス兵であ
るジョニーが、戦場で砲弾を受け、脳以外の身体の
ほとんどを損傷し、壊死により四肢をそぎ取られる
も、半狂乱の中から次第に自己を取り戻し、障害受
容をしていく様を描いている。そして、その果てに
自己の醜い姿をさらし者にして、「この生きる屍は、
神様が創ったのではなく、戦争という人間の愚かな
行為が創り出したものである。」とモールス信号で
訴え、反戦運動を行おうとするも、軍の力により、
彼の訴えは闇に葬られる。障害受容と反戦の二つの
見地からの興味深い書である。

短期大学部教授　安井　豊子

近年の環境意識の高まりにより、行政だけ
でなく、市民レベルでも様々な環境保全活動
への取り組みが活発に行われています。しか
し、実際に活動をする上で、活動対象となる
環境の状況を把握し、活動の効果を定量的に
評価することはなかなか難しいものです。
本書では、市民活動など専門家以外の方の
利用を想定し、水域の環境保全活動で利用可
能な簡易な分析・測定方法を紹介しています。
著者の山田先生は生協での環境保全活動から
青年海外協力隊を経て大学教員となられた方
で、ご自身の経験を踏まえ、市民との協働を
意識して本書を執筆されています。環境学習
や環境 NGOなどの活動まで、水域の環境保全
活動を実践する上で是非ご一読されることを
お薦めします。

先端理工学部教授　岸本　直之

『人新世の「資本論」』
斎藤幸平［著］　集英社　2020年　

『認知症イノベーション』
阿久根賢一［著］　プレジデント社　2020年　

『わさびの日本史: 鮨・蕎麦・刺身… 
和食との出会いを探る』

山根京子［著］　文一総合出版　2020年　

『ジョニーは戦場へ行った』
ドルトン・トランボ　［著］　信田英男［訳］　角川書店　1971年　

『水しらべの基礎知識
環境学習から浄化の実践まで』

山田一裕［著］　オーム社　2009年　

深草図書館
深草 .文庫・新書
081/シユウ /1035
資料番号　12000016526

瀬田図書館
瀬田 .本館 1F開架
369.26/アケニ
資料番号　32100006543

瀬田図書館
瀬田．本館 2F開架
657.86/ヤキワ
資料番号 32005023508

深草図書館
深草 .和顔館開架 2F
993/トトシ
資料番号　12100039402

深草図書館
深草 .和顔館開架 B1
519.4/ヤカミ
資料番号　10905056706

瀬田図書館
瀬田 .本館 2F開架
519.4/ヤカミ
資料番号　30905051705
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図書館システムのタグ検索機能
　図書館の蔵書検索（OPAC）は探したい資料のキーワードを入力するだけで様々な資料を検索してくれます。書名や著
者名、件名等の書誌情報から図書館システムが自動的に検索語を切り出して登録することにより、瞬時に検索結果を提供
しているのです。詳細検索を使えば出版年や言語、分類などの項目で絞り込むことも出来て、大学生としての学修になく
てはならない必須アイテムとなっています。しかし詳細検索の画面で用意されている項目では検索できないケースもあり
ます。例えば「龍大出身者の著作」で絞り込みたい場合などです。書誌情報には著者の出身大学の情報は持っていませんし、
この本の著者が龍大出身かどうかを判断できるほど図書館システムは物知りでもありませんし、賢くもありません。
　そこで図書館スタッフが「龍大出身者の著作」というタグを設定して書誌情報に紐づけて検索できるようにしています。
図書館システムには現在 200種以上のタグが登録され、約 8万冊の資料にタグが設定されています。どのようなタグが登
録されているのかは下記の手順で表示させてみてください。この記事ではその中からいくつかのタグをピックアップして
紹介します。

「龍大出身者の著作」
　龍谷大学出身者が政治、経済、教育、芸能、スポーツあらゆる分野で活躍しています。著作を出版される方もたくさん
おられます。直木賞作家の川越宗一さんやタレントの故やしきたかじんさんの著作も見つかります。皆さんの先輩方が執
筆された著作を読めば、それに込められた熱意が感じられることでしょう。そして皆さんも将来、本を出版されたら後輩
のために図書館へ寄贈をお願いします。
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「龍谷出版物」
　大学の役割の柱の一つが研究です。先生方の日々の研究成果を出版物という形で社会へ還元しています。商業ベースに
乗りにくい学術書は、その経費の一部を大学が助成し出版することがあります。本学にも出版助成制度があり、研究所が
出版する叢書シリーズなどが該当します。難しく感じるかもしれませんが、授業では参考文献に指定されたり、プリント
が配付されたりすることもありますので、皆さんの身近な資料でもあります。

「芥川賞受賞作」 「直木賞受賞作」
　皆さんよくご存じの日本を代表する文学賞です。1935年に創設され、芥川賞は純文学、直木賞は大衆文学から年に２回
選考されます。現役大学生の宇佐見りんさんの『推し、燃ゆ』の芥川賞受賞や前述の龍大出身者の川越宗一さんの『熱源』
の直木賞受賞は記憶に新しいところです。新聞などでも大きく取り上げられ、ベストセラーに成長しました。もちろん本
学でも所蔵していて、貸出が多い図書です。

「本屋大賞受賞作・ノミネート作」
　芥川賞・直木賞は現役作家が選考委員を務めるのに対し、本屋大賞は書店員の投票によってノミネート作品および受賞
作が決定される文学賞です。創設は 2004年、比較的新しく、ノミネートされると芥川賞・直木賞よりも売り上げ部数が
伸びる傾向にあり、映画化される作品も多いです。確かに読んでみるとどれも面白く、途中で止められなくなります。テ
ストの前日に読み始めないことをお勧めします。

「書評リンクあり」
　皆さんはどのようにして読む本を選んでいますか。稀代の読書家として有名な出口治明さん（ライフネット生命創業者、
現立命館アジア太平洋大学学長）は新聞の書評欄を活用して読む本を選んでおられるそうです。書評委員として選ばれた
一流の先生方が署名入りの書評を書くのですから特に良書を選んで、その面白さを端的に紹介している、とご著書で紹介
されています。また出口さんご自身もたくさんの書評を書かれています。
　新聞や雑誌に掲載された書評は、最近ではWebにも転載され、過去の書評にも簡単にアクセスできるようになっていま
す。また書評専門のサイトもあります。書評サイトに掲載された本には、そこへのリンクを貼って、「書評リンクあり」の
タグを付けて紹介しています。OPAC画面の最下段に書評サ
イトへのリンクを貼っていますので、皆さんが読む本を選
ぶ際の参考にしてください。
　書評というのは決して専門家だけが書くと決まっている
わけではありません。例えば書評専門誌の「週刊読書人」
には『書評キャンパス』というコラムが連載されています。
これは大学生書評家を育てることを目的に現役大学生が自
ら選書、書評する企画として 5年ほど前から始まりました。
年度毎にまとめて『書評キャンパス at読書人』という書籍
になって出版され、図書館にも所蔵しています。皆さんと
同じ大学生がどんな本を選び、どんな書評を書いているの
か、興味ありませんか。『書評キャンパス』では応募を随時
受け付けていますので我こそはと思う方は是非応募してく
ださい。
　本学でも実施しているビブリオバトルや昨年 10回目を迎
えた「私のお薦め本コンテスト」も知的な書評合戦です。
こちらも皆さんの積極的な参加をお待ちしています。
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https://opac.ryukoku.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=v3search_view_main_init&op_param=gcattp_flag%3Dall%26holar_flag%3Dall%26hollc%3D%26srhclm1%3Dtag%26valclm1%3D%25E9%25BE%258D%25E8%25B0%25B7%25E5%2587%25BA%25E7%2589%2588%25E7%2589%25A9%26optclm1%3DAND%26srhclm2%3Dtitle%26valclm2%3D%26optclm2%3DAND%26srhclm3%3Dauth%26valclm3%3D%26optclm3%3DAND%26srhclm4%3Dpub%26valclm4%3D%26year%3D%26year2%3D%26isbn_issn%3D%26ncid%3D%26bibid%3D%26rgtn%3D%26lenid%3D%26cln%3D%26code_type%3D%26code%3D%26cntry%3D%26lang%3D%26cls%3D%26holph%3D%26sortkey%3Dsyear%252Csauth%252FDESC%26listcnt%3D20%26startpos%3D1%26fromDsp%3Dcatsrd%26searchDsp%3Dcatsrd%26initFlg%3D_RESULT_SET%26hitcnt%3D%26searchsql%3D%26combsearch%3D%26searchhis%3D%26akey%3D%26sdi%3D%26fct_gcattp%3D%26fct_auth%3D%26fct_pub%3D%26fct_year%3D%26fct_cls%3D%26fct_sh%3D%26fct_lang%3D%26fct_holar%3D%26fct_campus%3D%26fct_tag%3D%26fct_range_year%3D%26fct_stamp%3D%26fct_user1%3D%26fct_user2%3D%26fct_user3%3D%26fct_user4%3D%26fct_user5%3D%26fct_holstat%3D%26words%3D%26title%3D%26auth%3D%26pub%3D%26sh%3D%26rev%3D%26tag%3D%26user1%3D%26user2%3D%26user3%3D%26user4%3D%26user5%3D%26hollc_l%3D%26holph_l%3D%26holsc_l%3D%26year_y%3D%26year_m%3D%26year_d%3D&block_id=363&tab_num=0&search_mode=detail#searchlist-0-11114053dXqmO13iLs
https://opac.ryukoku.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=v3search_view_main_init&op_param=gcattp_flag%3Dall%26holar_flag%3Dall%26hollc%3D%26srhclm1%3Dtag%26valclm1%3D%25E8%258A%25A5%25E5%25B7%259D%25E8%25B3%259E%25E5%258F%2597%25E8%25B3%259E%25E4%25BD%259C%26optclm1%3DAND%26srhclm2%3Dtitle%26valclm2%3D%26optclm2%3DAND%26srhclm3%3Dauth%26valclm3%3D%26optclm3%3DAND%26srhclm4%3Dpub%26valclm4%3D%26year%3D%26year2%3D%26isbn_issn%3D%26ncid%3D%26bibid%3D%26rgtn%3D%26lenid%3D%26cln%3D%26code_type%3D%26code%3D%26cntry%3D%26lang%3D%26cls%3D%26holph%3D%26sortkey%3Dsyear%252Csauth%252FDESC%26listcnt%3D20%26startpos%3D1%26fromDsp%3Dcatsrd%26searchDsp%3Dcatsrd%26initFlg%3D_RESULT_SET%26hitcnt%3D%26searchsql%3D%26combsearch%3D%26searchhis%3D%26akey%3D%26sdi%3D%26fct_gcattp%3D%26fct_auth%3D%26fct_pub%3D%26fct_year%3D%26fct_cls%3D%26fct_sh%3D%26fct_lang%3D%26fct_holar%3D%26fct_campus%3D%26fct_tag%3D%26fct_range_year%3D%26fct_stamp%3D%26fct_user1%3D%26fct_user2%3D%26fct_user3%3D%26fct_user4%3D%26fct_user5%3D%26fct_holstat%3D%26words%3D%26title%3D%26auth%3D%26pub%3D%26sh%3D%26rev%3D%26tag%3D%26user1%3D%26user2%3D%26user3%3D%26user4%3D%26user5%3D%26hollc_l%3D%26holph_l%3D%26holsc_l%3D%26year_y%3D%26year_m%3D%26year_d%3D&block_id=363&tab_num=0&search_mode=detail#searchlist-0-11114141SnteOr0Jfq
https://opac.ryukoku.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=v3search_view_main_init&op_param=gcattp_flag%3Dall%26holar_flag%3Dall%26hollc%3D%26srhclm1%3Dtag%26valclm1%3D%25E7%259B%25B4%25E6%259C%25A8%25E8%25B3%259E%25E5%258F%2597%25E8%25B3%259E%25E4%25BD%259C%26optclm1%3DAND%26srhclm2%3Dtitle%26valclm2%3D%26optclm2%3DAND%26srhclm3%3Dauth%26valclm3%3D%26optclm3%3DAND%26srhclm4%3Dpub%26valclm4%3D%26year%3D%26year2%3D%26isbn_issn%3D%26ncid%3D%26bibid%3D%26rgtn%3D%26lenid%3D%26cln%3D%26code_type%3D%26code%3D%26cntry%3D%26lang%3D%26cls%3D%26holph%3D%26sortkey%3Dsyear%252Csauth%252FDESC%26listcnt%3D20%26startpos%3D1%26fromDsp%3Dcatsrd%26searchDsp%3Dcatsrd%26initFlg%3D_RESULT_SET%26hitcnt%3D%26searchsql%3D%26combsearch%3D%26searchhis%3D%26akey%3D%26sdi%3D%26fct_gcattp%3D%26fct_auth%3D%26fct_pub%3D%26fct_year%3D%26fct_cls%3D%26fct_sh%3D%26fct_lang%3D%26fct_holar%3D%26fct_campus%3D%26fct_tag%3D%26fct_range_year%3D%26fct_stamp%3D%26fct_user1%3D%26fct_user2%3D%26fct_user3%3D%26fct_user4%3D%26fct_user5%3D%26fct_holstat%3D%26words%3D%26title%3D%26auth%3D%26pub%3D%26sh%3D%26rev%3D%26tag%3D%26user1%3D%26user2%3D%26user3%3D%26user4%3D%26user5%3D%26hollc_l%3D%26holph_l%3D%26holsc_l%3D%26year_y%3D%26year_m%3D%26year_d%3D&block_id=363&tab_num=0&search_mode=detail#searchlist-0-20110226Ep7pCuLM3p
https://opac.ryukoku.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=v3search_view_main_init&op_param=gcattp_flag%3Dall%26holar_flag%3Dall%26hollc%3D%26srhclm1%3Dtag%26valclm1%3D%25E7%25AC%25AC18%25E5%259B%259E%25E6%259C%25AC%25E5%25B1%258B%25E5%25A4%25A7%25E8%25B3%259E%25E5%258F%2597%25E8%25B3%259E%25E4%25BD%259C%25E3%2583%25BB%25E3%2583%258E%25E3%2583%259F%25E3%2583%258D%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2588%25E4%25BD%259C%26optclm1%3DAND%26srhclm2%3Dtitle%26valclm2%3D%26optclm2%3DAND%26srhclm3%3Dauth%26valclm3%3D%26optclm3%3DAND%26srhclm4%3Dpub%26valclm4%3D%26year%3D%26year2%3D%26isbn_issn%3D%26ncid%3D%26bibid%3D%26rgtn%3D%26lenid%3D%26cln%3D%26code_type%3D%26code%3D%26cntry%3D%26lang%3D%26cls%3D%26holph%3D%26sortkey%3Dsyear%252Csauth%252FDESC%26listcnt%3D20%26startpos%3D1%26fromDsp%3Dcatsrd%26searchDsp%3Dcatsrd%26initFlg%3D_RESULT_SET%26hitcnt%3D%26searchsql%3D%26combsearch%3D%26searchhis%3D%26akey%3D%26sdi%3D%26fct_gcattp%3D%26fct_auth%3D%26fct_pub%3D%26fct_year%3D%26fct_cls%3D%26fct_sh%3D%26fct_lang%3D%26fct_holar%3D%26fct_campus%3D%26fct_tag%3D%26fct_range_year%3D%26fct_stamp%3D%26fct_user1%3D%26fct_user2%3D%26fct_user3%3D%26fct_user4%3D%26fct_user5%3D%26fct_holstat%3D%26words%3D%26title%3D%26auth%3D%26pub%3D%26sh%3D%26rev%3D%26tag%3D%26user1%3D%26user2%3D%26user3%3D%26user4%3D%26user5%3D%26hollc_l%3D%26holph_l%3D%26holsc_l%3D%26year_y%3D%26year_m%3D%26year_d%3D&block_id=363&tab_num=0&search_mode=detail#search_list-0
https://opac.ryukoku.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=v3search_view_main_init&op_param=gcattp_flag%3Dall%26holar_flag%3Dall%26hollc%3D%26srhclm1%3Dtag%26valclm1%3D%25E6%259B%25B8%25E8%25A9%2595%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25AF%25E3%2581%2582%25E3%2582%258A%26optclm1%3DAND%26srhclm2%3Dtitle%26valclm2%3D%26optclm2%3DAND%26srhclm3%3Dauth%26valclm3%3D%26optclm3%3DAND%26srhclm4%3Dpub%26valclm4%3D%26year%3D%26year2%3D%26isbn_issn%3D%26ncid%3D%26bibid%3D%26rgtn%3D%26lenid%3D%26cln%3D%26code_type%3D%26code%3D%26cntry%3D%26lang%3D%26cls%3D%26holph%3D%26sortkey%3Dsyear%252Csauth%252FDESC%26listcnt%3D20%26startpos%3D1%26fromDsp%3Dcatsrd%26searchDsp%3Dcatsrd%26initFlg%3D_RESULT_SET%26hitcnt%3D%26searchsql%3D%26combsearch%3D%26searchhis%3D%26akey%3D%26sdi%3D%26fct_gcattp%3D%26fct_auth%3D%26fct_pub%3D%26fct_year%3D%26fct_cls%3D%26fct_sh%3D%26fct_lang%3D%26fct_holar%3D%26fct_campus%3D%26fct_tag%3D%26fct_range_year%3D%26fct_stamp%3D%26fct_user1%3D%26fct_user2%3D%26fct_user3%3D%26fct_user4%3D%26fct_user5%3D%26fct_holstat%3D%26words%3D%26title%3D%26auth%3D%26pub%3D%26sh%3D%26rev%3D%26tag%3D%26user1%3D%26user2%3D%26user3%3D%26user4%3D%26user5%3D%26hollc_l%3D%26holph_l%3D%26holsc_l%3D%26year_y%3D%26year_m%3D%26year_d%3D&block_id=363&tab_num=0&search_mode=detail#searchlist-0-20110315577M2tVV67
https://opac.ryukoku.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=v3search_view_main_init&block_id=363&direct_target=catdbl&direct_key=%2542%2542%2533%2532%2531%2532%2536%2539%2530%2530&lang=japanese#catdbl-BB32126900
https://library.ryukoku.ac.jp/bbses/bbs_articles/view/117/2a6c4cc70a4a54aae9999df99d61e141?frame_id=554
https://library.ryukoku.ac.jp/bbses/bbs_articles/view/117/917eb4d6c2fca3f35fde85acc37aa4bc?frame_id=554


「動機はいろいろ」
川口　　  今回、ビブリオバトルに参加されたきっかけはなんで

すか？

小西　　  ビブリオバトルは存在すら知らなかったけれど、軽い
気持ちでチャレンジしました。

松本　　  中学生のときに図書委員をやっていて、ビブリオバト
ルを経験済みです。大学生になると趣味、指向とかも
変わってくるので、どんな雰囲気か体験したくてエン
トリーしました。

西城戸　  私は、1年生のときにも参加したことがあります。今回
後輩の松本くんが参加するというのを聞いて、一緒に
参加したら助けになるかもと思い久しぶりに申し込み
ました。

篠崎　　  僕は横溝正史が大好きで、その魅力を伝えたいという
のが参加動機です。就活をとおして、人前で発表する
ことが楽しいということに気づきました。

川口　　  4人それぞれ、参加動機が違いますね。ビブリオバトル
でどういうことを伝えようと思ったのですか？

「伝えたいこと」
松本　　  同じ本でも、人によって着眼点がちがう。自分の好き

なジャンル以外にも、本に向き合うきっかけとなるの
がいいですよね。

小西　　  ビブリオバトルでは文芸、小説をとりあげる人が多い
ですよね。短時間で物語のあらすじを紹介することは
難しい。なので私は違うものとして、『ホーキング、宇
宙を語る』を選びました。文系の私には一読するだけ
では理解できなくても、何回か読み返すとわかるとこ
ろが増えます。車椅子に座っているホーキング博士の
ことを知っていても、実際にはそれほど読まれていな
いかと思って。

篠崎　　  私は『八つ墓村』を紹介しましたが、横溝正史と出会っ
たのは中学生のとき。最初は映像からですが、エンター
テインメントとして圧倒的に面白い。その感動をみん
なにも知ってほしかったんです。

川口　　  篠崎君は、ビブリオバトルでのディスカッションでも
答える内容がマニアックで、観戦している側にも横溝
が大好きだというのが伝わってきました。

西城戸　  私が選んだ『追想五断章』は結論だけが先にあっ
て、本編となる本を探してね、という構成で、読書好
きにはウケるのではと思いました。米澤穂信という
名前は知らなくても、アニメ化、映画化された『氷
菓』は知ってるという友達が多いです。「こんな作
家がいるんだよ」というのも伝えたいと思いました。 
編集者注： 米澤穂信は第 166回直木賞受賞だが、この座談会は
その発表前。

松本　　  『罪色の環』は、あとがきが衝撃的でした。テーマは冤
罪です。一方が決めつけるだけでは司法が成り立たな
い。好きな本のなかでもビブリオバトルで紹介するな
らこれだ！と。

「あらすじをどこまで説明するか」
川口　　  では、実際にビブリオバトルでは、どのようなことを

意識して発表しましたか。

篠崎　　  あらすじの言い過ぎにならないよう、まずは横溝の説明、
そのあとに物語の内容にふれ、感想をしゃべりました。

松本　　  帯になるようなインパクトのある言葉を探しました。
あらすじから観戦者にとっかかりをつかんでほしくて。

西城戸　  推理小説なので、あらすじをどこで止めるか、ネタバ
レにならないよう気を付けました。あらすじをどこま
で説明するかは、重要なポイントですね。その点、小
西さんは小説ではありませんでしたがどう工夫されま
したか？

小西　　  予選会、決戦会、全国大会の 3回で話し方を変えました。
内容が難しい本なので、まずみんなが共有できるものを
簡潔にしゃべってから、中身を伝えるようにしました。

竹内　　今回、オンライン開催で苦労した点とかありますか？

小西　　  発表者からは自分とタイマーだけが見える状態なので、
伝わってるのかどうかわからなかったです。

竹内　　  オンライン講義をするときも生徒役をおいてる場合も

座談会座談会
～ビブリオバトルを終えて～

今回、龍谷大学での予選会、決戦会を経て、小西さんが「大
学ビブリオバトル・オンライン大会 2021」に出場されました。
そこで、予選会参加者から有志に集まっていただきビブリオ
バトルの魅力などを語っていただきました。

※学年表記は2021年度。座談会は2m以上の対人距離をとり、マスク着用で行いました。

松本　晴陽
経営学部 1年

小西　一穂
文学部 2年

篠崎　剛蔵
法学部 4年

西城戸　月海
文学部 4年

川口　典男
図書館事務部次長

竹内　真彦
図書館長
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あるみたいですし、対面授業では反応を見ながら進め
ています。一緒ですね。聞き手の反応がパフォーマン
スには必要です。一方的にしゃべるのとは全然違う。

川口　　みなさん、楽しかった？

全員　　はい！

川口　　  今回ビブリオバトルを観戦して、学生のみなさんが本
について楽しんでしゃべる姿をみて、図書館スタッフ
として元気をもらいました。みなさんにとってビブリ
オバトルに参加する魅力とは何でしょう？

「ほかの人の好きに触れる」
小西　　  知ってる本なら自分とはリンクの仕方が違うことを発

見できますし、読んでいない本でも距離が近づく。い
ろんなジャンルが自分に近づく。そういう面白さがあ
ります。

篠崎　　  Amazonのレビュー 30件より、顔が見えている人の紹
介の方が説得力あります。生産者の顔が見えるのに似
ています。

松本　　  ほかの人の好きに触れることが楽しい。好きをぶつけ
合う瞬間、いろんな思い、そういうものがビブリオバ
トルにはあります。

西城戸　  就活において、ほかの人が集団面接で深堀りされるの
が楽しかった。その人の人生がわかるようで。ビブリ
オバトルはそれに通じるところがあるなぁ、と。どこ
にスポットライトを当てるかとか、他人との違いが楽
しい。ゼミ発表や卒業論文もいきなりまとめようとす
ると難しいけれど、「好きなものを伝えたい！」という
ところから入っていったらいいと思います。

小西　　  他人に伝えようとすることで、「自分はここが好きだった
んだ」と気づきますね。自己分析することで、将来に向
けての人生のきっかけやヒントになるかもしれません。

篠崎　　  ビブリオバトルに向けて、あらためて読み返せたので、

より横溝が好きになりましたし、自分の中で消化でき
ました。　

「読み返すこと、繰り返しプレゼンすること」
竹内　　  篠崎さん以外の方も、紹介本を読み返したはず。教員目

線ですが、「いかにたくさんの本を読むか」と「いかに
何度も読み返したか」ということは全然違います。同じ
ものをくり返し読むことで得られるものは大学での学び
においてもとても大切です。「好きなものについて語る
ことが、とっかかりになる」というのも重要ですね。

西城戸　今どきの言い方では「推しを布教する」ですね。

竹内　　  全国大会を観戦していると、勝つためにミステリーを
選んでいる方が多かったですね。私にとっては、龍谷
大学内の予選会の方が面白かった。本選は「勝つため
にどうするか」というのが明け透けで…。それに対して、
本当に良い学内予選だった。学内決戦会で『化石探し』
をとり上げた学生さんがおられましたね。あれも面白
かったです。

松本　　  大学生になって参加するビブリオバトルは中学生のと
きとは違って、先輩方は言葉の使い方が巧みで、段取
りが定まっているなと感じました。それができれば、
本の魅力を余すことなく伝えられると思うので、私も
その方向を目指したいです。

竹内　　  機会があったら、同じ本でもう１回やったらいいかも。や
り直したとき、どう改善するかという実践になります。2
度目の再プレゼンは教育としても大事なんだと思います。

西城戸　  時間内にまとめて、要点を入れるというトレーニング
ですね。

川口　　  ビブリオバトルの観戦、本日の座談会を通じて龍谷大
学の学生は、自分が推す本をこんなにうまく、楽しく
伝えることができるんだと嬉しくなりました。この経
験がいろんな発想などにつながっていけばいいなと期
待しています。本日はありがとうございました。

小西一穂さんは、龍大生として初めて「大学ビブリオバトル・オンライン大会 2021」の準決勝（12月 12日開催）に出
場されました。

【「大学ビブリオバトル・オンライン大会 2021」全国大会出場大学】
龍谷大学、青山学院大学、大阪経済大学、大阪成蹊大学、鹿児島大学、九州女子大学、皇學館大学、甲南女子大学、郡山女子大学、
四天王寺大学、城西大学、大東文化大学、千葉大学、鎮西学院大学、筑波大学、帝京大学、東海大学、東京大学、東洋大学、東北学院大学、
奈良女子大学、人間環境大学、広島大学、広島修道大学、茨城女子短期大学、大阪成蹊短期大学、日本赤十字九州国際看護大学、福岡女子短期大学。

ホーキング、宇宙を語る 化石探し八つ墓村 罪色の環追想五断章
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大宮図書館には、国宝『類聚古集』をはじめ、貴重資料が数多く蔵されています。貴重資料は、学術研究
などに活用されていますが、資料をより充実したものにするために、収集を続けています。
今回新たに「オーレル・スタインからフィリッポ・デ・フィリッピへの手紙　全 73通　1913-1938年」を

購入・収蔵しました。
本資料は、20世紀初頭に中央アジアの探検を行い、多くの仏教文物を持ち帰ったことで知られるオーレル・

スタイン（Marc Aurel Stein, 1862-1943）による 73通の書簡です。スタイン自筆で、末尾に署名もなされて
いるものもあります。
書簡の宛先となったのは、イタリアの登山家フィリッポ・デ・フィリッピ（Filippo De Filippi, 1869-1938）です。

デ・フィリッピは、アラスカ、トルキスタン、カラコルムへ探検し、バルチスタン、ラダック、中国領トル
キスタンにおいて地理調査を敢行した人物です。彼は、仏教伝播ルートとも関係の深い地域を調査している
ことから、この書簡の日付に先立って実際に現地を探検したスタインの知見や実経験が、非常に有益であっ
たことがうかがわれます。
現在大宮図書館には、スタインと同じく中央アジアを探検した大谷探検隊が収集した資料や大谷探検隊に

関する資料が 9,000点以上収蔵されています。スタインをはじめヘディン、ペリオといった、同時代の欧州
の探検家の事績は、周辺の動向を知る上で重要な意味を持っています。例えば、73通の書簡の内、第 1書簡
（Srinagar発）は、1913年 2月 2日付となっていますが、この日付は、直接の言及はないものの、大谷隊の
第三次探検（1910-1914）の時期と重なっています。従って、これらの書簡は、本学で行われている大谷探検
隊関連の学術研究の周辺を埋める可能性のある資料として期待されています。

書簡 73通を収めるケース 第 1書簡（1913 年 2月 2日付）

の紹介
新規収集貴重資料新規収集貴重資料
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