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加藤周一 『羊の歌─わが回想』
岩波新書、1968年

これを読んで、平井嘉一郎記念図書館の 
「加藤文庫」を訪れてみよう。

図書館長からのメッセージ

仲間とともに学び合い、
学びをひろげる図書館

高校時代の「勉強」から早く抜け出し、大学で「学修」活動に飛び込
む最初の扉が、図書館にあります。立命館大学には、京都、滋賀、大
阪の3府県にまたがって4つのキャンパスがあり、それぞれのキャンパ
スに学修、教育、研究の諸活動を支えるために計7つの図書館が設
けられています。
いろいろな学術資料に触れ、情報を集め、新たな知識を修得し、そ
して仲間と意見を交わして新しい知見を生み出す。こうした学びの
サイクルを実現させてくれるところが図書館です。
図書館では、視聴覚資料やオンラインデータベース、電子ジャーナ

ル、電子書籍など様々な媒体の厖大な学術資料を利用するための
案内・支援をカウンターで行っています。また、図書館ホームページ
では、図書館のルールに基づいた活用法、効率的に図書館を利用
するためのヒント、そして図書館が行う様々な講演会や展示企画、
ガイダンス等の諸行事等の情報を掲載しています。朝起きてスマー
トフォンの画面をタップしたとき、図書館のホームページをまずク
リックしてみてください。

人文科学・社会科学分野の資料を中心に所蔵�■閲覧室面積：14,585㎡��■閲覧席数：2,000席 自然科学分野の資料を中心に所蔵� ■閲覧室面積：5,922㎡　■閲覧席数：878席

社会科学分野の資料を中心に所蔵� ■閲覧室面積：10,690㎡　■閲覧席数：1,059席

社会科学・人文科学分野の資料を中心に所蔵�■閲覧室面積：8,477㎡　■閲覧席数：1,110席 法律・政治行政・教育分野の資料を所蔵� ■閲覧室面積：1,361㎡　■閲覧席数：309席

人文科学・社会科学分野の研究資料を所蔵
■閲覧室面積：2,271㎡　■閲覧席数：34席

人文科学分野の研究資料を所蔵
■閲覧室面積：842㎡　■閲覧席数：53席

衣 笠
キャンパス

図書資料	 約325万5千冊
雑誌タイトル数	 約6万4千タイトル
視聴覚資料	 約4万点
電子ジャーナル	 約4万9千タイトル

【	図書館基礎データ	】

図書館ホームページ
http://www.ritsumei.ac.jp/library/

図書館で学問を体験しよう

　新入生の皆さん、ご入学おめでとう。

　皆さんが衣笠キャンパスを訪れたら、まず真っ先に正門横に凛と
そびえる平井嘉一郎記念図書館を訪ねてみよう。ギリシャ建築のよ
うなエントランスをくぐり抜けると、そこにはLibrary Valleyと呼ばれる
空間が広がっている。Valleyとは「谷」──数知れない書籍が、まさ
に「谷間」のような高 と々した空間に圧倒的な存在感を発しながら
積み上げられている。この「書籍の谷間」をくぐる者は誰しも、その瞬
間、粛然とした気持を味わうことになる。図書館に集う目的は様々で
あろう。課題図書を探しに来たのかもしれないし、共同論文のディス
カッションの場を求めてやってきたのかもしれない。あるいは、統計
分析のためのデータベース検索にやってきたのかもしれない。目的
は違えど、すべての利用者がこの「谷間」をくぐる。そして、改めて思い
知らされる。長い長い人類の知の歴史を秘めた「学問」を体験し、実
践するために、わたしはここにいるのだと。
　若い人たちは、学習に精を出す。大人たちは、そんな若い人たちの
教育と、それを支える研究に精を出す。古代ギリシャのデルフォイの
神殿には「汝自身を知れγνω̃θι σεαυτόν」という格言が刻まれ
ていたという。学問とはすべからく、「汝自身」すなわちわたしたち人
間自身を深く理解しようとする営みである。生物学は、生命とは何か
を問うことであり、物理学は、物質とは何かを問うことであり、法学
は、正義とは何かを問うことであり、経済学は、価値とは何かを問う
ことである。学ぶことも、研究することも、すべて最後はここに帰着す
る──「人間とは何か」という問いかけに。この問いの前に、学部学
生、院生、教員の区別はない。学問を体験し実践するという一点に
おいて、すべての人が等価となる。
　大学図書館は、このような真理を追究するという等価性をもっと
もよく体現した機関であるということができよう。過去においても、現
在においても、大学キャンパスの中でもっとも権威ある建物は図書
館なのである。ここでは、学部を越え、分野を越えて人々が集う。し
かも、そのような人々のつながりが時間と空間を超えていることに注
目してほしい。過去の偉大な古典から現代の最先端技術まで、国境
や言語の壁を超えて集積された「知の宝庫」が、図書館なのである。
Library Valleyを高く見上げながら、誇らしい気持ちをかみしめて、学
習や研究に今日も邁進していってほしい。

立命館大学図書館長
国際関係学部教授・経済学博士

板木雅彦

おすすめ
本

～大学生活の最初に開ける扉～

平井嘉一郎記念図書館
Hirai Kaichiro Memorial Library

OICライブラリー
OIC Library

メディアセンター
Media Center

メディアライブラリー
Media Library

朱雀リサーチライブラリー
Suzaku Research Library

びわこ・
く さ つ
キャンパス

大 阪
いばらき
キャンパス

朱 	 雀
キャンパス

人文系文献資料室
Arts & Humanities Library

修学館リサーチライブラリー
Shugakukan Research Library

経済学博士。
2000年から立命館大学国際関係学部教授。
2017年度から図書館長として活躍されています。
先生のご専門は、国際経済学、国際過剰資本論です。

立命館大学図書館長　板木 雅彦 先生

「勉強」から「学修」へ─高校時代の学びと大学の学修はここが違う！！
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衣笠キャンパス文学部3回生　内藤	爽さんの場合

図書館と学びをつなげるサポーター役として「学生ライブラリースタッフ」(LS)が各キャンパスの図書館で活躍しています。
LSの先輩たちが、学生生活の一部としてすっかりとけこんだ図書館の活用法をみなさんと同じ目線で紹介・提案します。
みなさんも図書館をぜひ使って、自分自身のお気に入りの場所を見つけてください。

ライブラリースタッフ

7:00 起床

8:45
授業前にカシダスゲートで
本を借りる

11:00
レファレンスカウンターで
相談

12:00 どんな論文や統計を見れば
良いか相談に乗ってもらった！

他大学の資料を閲覧できることや、
データベースのことも知れて

助かったー！

Tully'sタイム

図書館入り口にある「Tully’s Coffee 」は
ぴあらの中でも飲めるよ※。

図書館の中で気分転換が出来る！

13:00
空きコマを活用して
図書館で学習！

14:40 ぴあら講演会 16:00
個人研究ブースで
教職の勉強！

LSも企画を行う
「ぴあら講演会」では、毎回様々な
テーマで新しい学びとの出会いを
提供しているよ。今回は卒業生との

座談会企画に参加！

17:00
映画上映会に
参加！

月に一度の映画上映会に！
シアタールームは音響も

設備も充実していて、
本物の映画館みたい！

LSの図書館生活
びわこ・くさつキャンパス　経済学部4回生　堀江翔太さんの場合

7:30 起床

9:00
図書館で
勉強！

図書館は
新聞の種類が豊富！
朝から目を通して

資格試験の勉強開始！

勉強でおなか
ペコペコ！ 今日は

ボリュームたっぷりの
チキンカツ！

12:20
食堂で
ランチ！

13:00
講義室で
英語ワークショップ

よし、切り替えて
授業がんばろう！14:40

図書館で
LS配架業務

16:20 LSプロジェクト活動

配架中に面白い本を
見つけた！

後で借りようっと！

図書紹介ポスターの
内容をメンバーでチェック！

本の魅力を伝える
作業は楽しい！

18:00
BKCジムで
リフレッシュ！

健康のために
定期的にジムで運動！

10:40
大学講義室で
「開発環境論」の講義

経済と環境の関係について
学んでいます。

時間が無いときも
「カシダスゲート」なら

本を持ったまま通るだけで
貸し出しが出来るから

便利♪

図書館には小中高の
教科書も所蔵されているから、
模擬授業の準備も出来る！
個人研究ブースは図書館

ホームページから事前予約が
できるから便利だな♪

お気に入りの窓際の
日当たりの良い席で

専攻している日本史の
勉強をしよう！

図書館活用の
エキスパート達！

※ 平井嘉一郎 
記念図書館のみ

完成したポスター
を掲示！
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しっかり切り替えて
LSとして業務に集中！

大阪いばらきキャンパス　経営学部4回生　吉津達也さんの場合
7:30 起床

9:00
大学講義室で
「製品開発論」の講義

魅力ある製品を
創り出すためには？

SWOT分析やSTPなどを用いて
新製品開発プロセスを学ぶ！

事前に図書館で作成した
資料をもとに、学園祭の備品、

施設や前日、当日の流れに
ついて打ち合わせ！

10:40
R-AGORAで
学校側と学園祭の打ち合わせ

12:10
スチューデント
ラウンジで
ランチ！

ランチを味わいながら
実行委員会で

学園祭の打ち合わせ！

13:00
図書館で
LS配架業務

16:20
図書館で
空きコマを活用して学習！

履修している製品開発論の
企画書執筆のため、

図書館から資料を借りて
早速読もう！

びわこ・くさつキャンパス　理工学部3回生　衣川友那さんの場合

8:00 起床

10:40
ゼミ教室で
理論物理学
セミナーの講義

朝からゼミの発表。
ちょっと緊張するけど

頑張ろう！

学食でご飯を食べました。
今日は鳥づくし丼！

12:20
食堂で
ランチ！

13:00 LSプロジェクト活動

14:40
図書館で
LSの配架業務

18:20
シーキューブで
夕食

今日も本が多いけど
時間内に終われるように

配架頑張ろう！

シーキューブの
限定メニューの

キノコドリアがお気に入り♪

16:20
ゼミ教室で
有志が集まってのゼミ

有志が集まって
結成したゼミに参加。

自分の興味があることを
勉強できるのは楽しい！

19:00
図書館で
課題をする

集中するために静かな図書館へ。
わからないところは本を読んで

確認できるので課題もはかどる！ 今日も一日
頑張ったなぁ。

23:00 帰宅

起床後すぐ入浴。
お風呂で音楽を聴きながら、

今日1日のtodoリストの
確認！

14:40
大学講義室で
「生産システム論」の講義

ものづくりの
メカニズムについて

講義で勉強！

18:00
大学講義室で
学園祭
マニュアル会議

学園祭当日の
マニュアルについて
OIC、BKC、衣笠の

3キャンパスをサテライトで
つないで会議！

22:00 帰宅

やっと帰れる～。

20:00
スチューデント
ラウンジで
学園祭準備

学園祭当日の
シフト作成！

図書館に掲示する新しい
ポスターを考え中！

アイデアを出しあってデザインを
考える作業はやりがいが

あって好き！

Facebook更新や
ミーティングを

することも

LSの図書館生活LSの図書館生活
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ぴあらは、仲間と共に協力し合って資料作成をしたり、声を出してディスカッションをしたり、プレゼンテーションの練習
をしたりと、学生の皆さんが能動的かつ創造的な学びを実現できる空間です。
平井嘉一郎記念図書館、メディアセンター、メディアライブラリー、OIC ライブラリーに設置されており、どの館も図書館
入口の横に設置されているためアクセスしやすく、自由に利用可能※です。明るく開放的な空間には、様々なメディア・資
料を活用した知の創造が行われるよう、情報機器やグループ学習に役立つ什器（可動式のテーブル、ホワイトボード等）
が配置されています。また図書館の資料の持ち込みも可能です。 ※一部利用予約が必要なエリアがあります。

仲間（Peer）と共に学びを深め、シェアする空間

を活用しよう！
図書館は一人で静かに読書をしたり、学習をしたりする場所、という 
イメージはありませんか？ ここ、「ぴあら」（Peer Learning Room）
は、大学での学びに欠かすことのできない、新しい空間です。 

ぴあらって
どんなところ？

ぴあらの施設案内、イベント情報の確認は、ぴあらホームページでCHECK！

OICライブラリーのぴあらではディスカッションエリアやPCコーナーなど、一人でも、グルー
プでも、目的や学習スタイルに応じて、日々たくさんの学生が様々な使い方をしています。ま
た、TED のプレゼンテーション映像を視聴できるのはOIC ぴあらだけ。その他、創造的な
学びに役立つ書籍コーナー、ぴあらカウンターでレファレンス・ライブラリアンが相談に応
じる等、アクティブな学習を応援します。ぴあら内での学習会等の開催も可能です。

メディアセンターとメディアライブラリー、それぞれのぴあらで毎日多くの学生が学習をして
います。メディアセンターのぴあらの壁面はホワイトボードになっていて、数式を書いて熱
心に議論をしている様子が毎日のように繰り広げられています。メディアライブラリーでは、
モニター等を活用してプレゼンテーションの練習を行うなど、学生の学びのスタイルに応
じて、様々な活用がなされています。

平井嘉一郎記念図書館のぴあらでは、イベントエリアやグループワークエ
リアで毎日沢山の学生がグループでの共同学習を進めています。またイベ
ントエリアでは「ぴあら講演会」企画を実施しています。これは学部・回生の垣根
を越えて学生同士が交流することができるよう、様々な分野から講師を招いて、ア
カデミックな講義やワークショップを行う企画です。図書館で自分の専門分野以
外の知識や新しい知見を得ることができます。今年度の開催もお楽しみに！

＊2017年度テーマ例：「恋愛社会学」、「ボランティア」、「落語」、「ヨガ」、「OBOGによる学
生時代の体験談」等

● 各 キ ャ ン パ ス の ぴ あ ら 紹 介 ●
衣笠

キャンパス

びわこ・
くさつ
キャンパス

大阪
いばらき
キャンパス

図書館の資料や各種データベースをどのように検索・活用したらよいか、お困りのことはありませんか？
立命館大学図書館では、学生の皆さんの学習・研究をサポートする専門スタッフによる

「レファレンスサービス」と「図書館ガイダンス」を実施しています。

図書館や図書館資料の活用方法を伝授！

レファレンスカウンター・
図書館ガイダンスへ行こう！

借りたい本が
立命館大学図書館にない。

どうしよう！

レポート作成のために
先行研究（論文）を調べたいけど、

方法がわからない！

企業情報を探しているけど
ホームページに載っていない。
他に探し方はないのかな？

ガイダンスの実施日程の確認や申込は、
「図書館ガイダンス」ホームページをCHECK！

サポートガイダンス
図書・雑誌の検索方法や、新聞記事、雑誌論文から必要な情報を効率
良く検索する方法についてなど、大学図書館の効果的な活用の仕方が
わかる各種サポートコースを用意しています。レファレンスカウンターに
て、パソコンを使った実習形式で行います。個人もしくは少人数で受け
ることができるため、個人のニーズに合わせて対応できます。

レクチャーガイダンス
図書館で使える各種データベースの専門講師が、データベースの使い
方やより高度な活用法をわかりやすく解説します。また、図書館のレファ
レンス・ライブラリアンが、目的・主題別に様々なデータベースや図書館
資料を組み合わせた情報検索の方法についてレクチャーします。レク
チャーガイダンスは、情報教室にてパソコンを使った実習形式で行いま
すので、実際に操作を確認しながら分かりやすく説明します。

図書館が提供するガイダンス

図書館の「レファレンスカウンター」では、専門スタッフであるレファレン
ス・ライブラリアンが、探している資料の所蔵調査（他大学などの図書
館も調査します）、テーマに応じた情報の探し方など、図書館の利用方
法や活用方法に関する様々な質問・相談にお応えしています。図書館に
ついてわからないことがあればお気軽にご相談ください。

レファレンスサービス

図書館ホームページでは利用者からの
「よくある質問」を掲載しています。
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新入生

 歓迎！

図書館で活躍する各学部の学生ライブラリースタッフ（LS）に、
新しく大学生活をはじめる新入生に薦める一冊を紹介してもらいました。

国際関係学部 
3回生
Yao	Yiduoさん

新自由主義	その歴史的展開と現在
デヴィッド・ハーヴェイ著、森田成也 ほか 訳

（作品社）2007年

❶私たちは、新自由主義によるグローバル
化の時代に生きています。この本は、新自由
主義の歴史と現在を問いながら、新自由主
義は誰による、誰のための「自由」かを明ら
かにするものです。

❷LSの基本業務として本を元の場所に戻
したり、書架を整理したり、ぴあらで質問に
答えしたりしています。

産業社会学部 
4回生
濵口	怜子さん

山猫珈琲	
湊かなえ著（双葉社）2017年

❶湊さんの小説を一度も読んだ事が無い
人でも、気軽に読めるエッセイ本です。日常
の何気ない描写に心が温まれば、社会問
題について、考えさせられたり…この一冊
で、いろんな体験をしたような気分になれ
る本です。

❷私は、館内紹介プロジェクトに所属して
おります。自分の所属しているプロジェクト
では、特集本の紹介などの業務を行ってい
ます。

法学部 
4回生
荒谷	昌宏さん

これからの「正義」の話をしよう
いまを生き延びるための哲学
マイケル・サンデル著（早川書房）2010年

❶大学では答えのない問いについて学びま
す。この本は物事に対して様々な見地から
の意見とそう主張する理由が述べられてい
ます。この本が多角的に捉える視点を持ち
論理的に考えるきっかけになると嬉しいで
す。

❷図書館を案内するツアーではどのように
説明したら図書館に興味を持って頂けるか
考えながら行っています！

映像学部 
4回生
MAK		HAO		NANさん

マンガ脳の鍛えかた
門倉紫麻著（集英社）2010年

❶『週刊少年ジャンプ』を中心に活躍されて
きた漫画家の方々が、漫画においての技術
と発想法について語るインタビュー集です。
クリエイティブな職に就く人のみならず、皆
さんの発想力を鍛えられる一冊です。

❷私は所属している誘致企画プロジェクト
で、図書館内の映画上映会や企画のポス
ターデザインを主に担当しています。

文学部 
４回生
山本	紗葵さん

きみの友だち
重松清著（新潮社）2005年

❶大学ではこれまで以上にたくさんの出会
いがあります。この本の登場人物たちは「い
なくなっても一生忘れない友だち」に気づき
ます。あなたも自分にとって本当に大切な人
を見つけられますように…。

❷ぴあらではパソコンやコピー機について
の質問がよくきます。なるべく早く分かりや
すいアドバイスができるよう努めています。

経済学部 
3回生
浦野	紗也花さん

もういちど生まれる
朝井リョウ著（幻冬舎）2014年

❶恋人が嫉妬してくれない。好きな人に振
り向いて欲しい。大切な人の幸せを素直
に喜べない。美人な姉と比べられたくない。

「すごい」と言われたい。…5人の大学生が
それぞれ悩みを抱えながらも必死に足掻く
姿に、大学生だからこそ共感が止まらない
短編小説です。

❷利用者さんが快適に図書館を利用でき
るよう、本の返却や本棚の整理を速く正確
に行うように心がけています。

スポーツ 
健康科学部 
2回生
喜多	舜平さん

ヤンキースのユニフォームには
なぜ選手の名前がないのか？
鈴木友也著（日経BP社）2014年

❶この本では、メジャーリーグの事業価値
トップ3であるヤンキース、ドジャース、レッド
ソックスのこれまでの「経営戦略」と「ストー
リー」が書かれています。野球好きと経営に
興味がある人にはぜひおすすめの本です。

❷本の配架や書架整理はもちろん、利用者
の質問にできるだけ丁寧に答えられるよう
がんばっています。

理工学部 
4回生
LIU		Zongpeiさん

自然がつくる不思議なパターン	
なぜ銀河系とカタツムリは同じかたちなのか	
フィリップ・ボール著（日経ナショナル ジオグラ
フィック社）2016年

❶この本は自然がつくりだす形について共
通する原理を写真で解明しています。地球
上だけではなく宇宙でも同じ現象が起こっ
ていて、すべては相似形なのかと思わせる
本です。自然が好きな人におすすめです。

❷長期休み期間中は、特に不明本調査（所
在がわからなくなった本を探し出す作業）
が行いやすいので、毎回1冊見つけられるよ
うに頑張っています。

情報理工学部 
4回生
吉田	優太さん

アクアマリンの神殿
海堂尊著（KADOKAWA）2014年

❶コールドスリープという技術が実現した
社会。その眠りから目覚めた少年が直面す
る現実とは。技術の進歩に対する社会の反
応などをリアルに描きつつ、一登場人物の
視点に立って考えさせられる小説です。

❷図書館のことについて何でも答えられる
ように、日々学び続けています。わからない
ことがあれば、近くにいる緑色のエプロンを
身に着けたLSまで。

生命科学部 
4回生
藤原	彩乃さん

最後の授業	ぼくの命があるうちに	
ランディ・パウシュ, ジェフリー・ザスロー著

（ランダムハウス講談社）2008年

❶幼少期の夢を実現するにはどうすればい
いか、著者が体験談を交えながら面白おか
しく語ってくれます。大切なのは『人生をど
のように生きるか』だと気づかせてくれます。
Youtubeにも最後の授業の様子が載ってい
ますので、興味を持った方はぜひ。

❷本の配架や書架整理、不明本調査など
様々な業務がありますが、どれも丁寧に取
り組むように心掛けています。

学生ライブラリースタッフから
新入生へ贈る一冊

❶ 新入生への図書紹介　❷ 図書館での活動で頑張っていること
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みなさんが快適に図書館を利用できるよう、返却された本を棚に戻すなどの、	
図書館環境整備をしています。また、利用者と図書館の架け橋となるよう、	
図書の紹介や広報活動、イベント企画等も行っています。

薬学部 
3回生
影山	奈未さん

天盆
王城夕紀著（中央公論新社）2017年

❶『天盆』というのはこの本に出てくる架空
の盤戯で将棋に近いものです。圧倒的疾走
感に胸が高鳴り、硬い駒音の奥には熱を感
じることでしょう。勉強や部活でやる気が出
ず、もう一度戦う勇気がほしい人におすすめ
です。

❷図書紹介プロジェクトの特集ポスター
で、たくさんの本を利用者に知っていただけ
るように頑張っています。

経営学部 
3回生
西脇	早紀さん

料理でわかる	
ヨーロッパ各国気質
片野優、須貝典子著（実務教育出版）2016年

❶ヨーロッパ各国の国民性の違いがどのよ
うに形成されたのかを、食文化と歴史から
解説している一冊です。ユニークで読みや
すいので多様な価値観に触れたい、新しい
ことに挑戦したい皆さんは是非手に取って
みて下さい。この本を読めばきっと旅に出た
くなりますよ。

❷広報プロジェクトの業務として、ドリンクポ
リシーの掲示物を作成しています。利用者
の方が快適に図書館を利用出来る環境を
整えることを心がけて、日々活動しています。

総合心理学部 
3回生
石原	佳奈さん

もっとヘンな論文
サンキュータツオ著（KADOKAWA）2017年

❶大学生になると論文を読む機会が増え、難
しくて読みたくないという人も多いのではない
のでしょうか。この本では、プロ野球選手と結
婚する方法や、かぐや姫を見つけたおじいさん
の年齢など、面白そうな論文が紹介されていま
す。論文に対して難しいイメージを持っている
人は是非読んでみてください！

❷私は図書紹介プロジェクトに所属し、図
書の紹介を頑張っています。紹介コーナー
で立ち止まって本を手にとってもらえるよう
な図書紹介ができるように心がけています。

❷今期はホームページプロジェクトの活動で、教授にインタビューを
行いました。今後はプロジェクトリーダーとして利用者が増加するよう
Facebookを通し、広報に力を入れる所存です。

政策科学部 
3回生
中田	遼太さん

伝え方が9割
佐々木圭一著（ダイヤモンド社）2013年

❶私は、この本を読んで「伝え方」を少し工
夫するだけで、コミュニケーション力が上が
るだけでなく、伝えた相手の捉え方を「NO」
から「YES」に変えることが出来ることを知り
ました。これは、頼み事やデートに誘う際に
役立ちます。大学に入ると今まで以上に人
との出会いや、頼み事をする機会が増えて
くると思います。この機会に読んでみてはい
かがでしょうか。

学生
ライブラリー

	

スタッフとは

この平井嘉一郎図書館で活動を始めて2年目に
なりました。閲覧・勉強に使うのはもちろん、自身
の活動に合った多様な使い方ができるのがこの
図書館の魅力です。その魅力を発信し、より多くの
方に利用していただけるように活動していきます。

衣笠	
キャンパス
文学部 
3回生
内藤	爽さん

びわこ・くさつ	
キャンパス
情報理工学部 
3回生
正田	千晴さん

大阪いばらき	
キャンパス
政策科学部 
4回生
児島	由理さん

私たちBKC学生ライブラリースタッフは、メディア
センターとメディアライブラリーの二館で活動をし
ています。これからも、快適な図書館環境を整備
していくために、普段の業務や広報活動に力をい
れていきたいと思います。何かありましたら、よむり
すエプロンを付けた私たちに気軽に声をかけてく
ださいね。

OICライブラリーは今年で開館4年目を迎えます。
OICライブラリーらしさや他の図書館とはちがう
良さを引き出していくために、様々な国籍、学年、
学部のメンバーが、一丸となって日々活動してい
ます。

❶�新入生への図書紹介　❷�図書館での活動で頑張っていること

立命館学術情報システム（RUNNERS）は2018年3月に新システムに更新し、2018年度より新たな
RUNNERSに生まれ変わりました。新しい機能と旧システムから新システムへの移行に伴う運用面での 
変更/注意点をお知らせします。

▎OPAC（オンライン蔵書目録）が新しくなります

画面構成が新しいデザインになります。PCでもスマホからでも自動的に画面
サイズに最適化されたレイアウトで表示されるようになります。検索結果を
他の検索サイトでも検索する連携機能は、連携先サイトが増えるなど機能
が強化されます。また、OPACの検索結果に関連する資料を紹介する機能が
新たに加わります。
例えば、
● 類似資料�： 書誌の件名/分類と一致度が高い資料を表示します。
●�この資料を見た人はこんな資料も見ています�： 新システムの検索履歴

データを元に、OPAC詳細画面へのアクセス頻度が高い順に資料を表示
します。

●�この資料を借りた人はこんな資料も借りています�： 貸出履歴データを
元に、利用頻度の高い順に資料を表示します。

▎MyLibraryが新しくなります

MyLibraryは立命館大学の皆さんがインターネットを通じて資料・資源・検
索ツールなどを自分の書斎や勉強部屋のように整理しておけるWeb上の図
書館です。これまで通り、資料の予約取寄せ、貸出状況の照会、貸出期間の
延長手続き、図書購入リクエストなどの各種手続きを行うことができます。 
MyLibraryも画面構成が新しいデザインになり、新たに蔵書検索に役立つ
図書館機能が活用できるようになります。
例えば、
●�新着案内�： 資料の種類（図書、雑誌、AV資料）ごとに、1ヶ月以内に図書

館に届いた資料がリストアップされます。
● アクセスランキング�： OPAC検索ワードのアクセス数をランキングで表示

します（2018年度秋学期からサービス開始の予定です）。

▎「MyLibrary」は自動的には
▎ログアウトされません
自身の個人情報を守るため、使い終わったら必ず各自でログアウトを行って
ください。 

▎返却期限日は曜日等に関係なく
▎開館日に設定されます
土曜や日曜・祝日でも図書館の開館日であれば返却期限日になります。
日程に余裕を持って返却してください。

新RUNNERSがスタートしました

▲OPAC検索結果のサンプル画面
（開発中画面のため完成時とは異な
る場合があります）

OIC 2F読楽
コーナー
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配架場所

請求記号
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＊特別コレクションはほかにもまだまだあります。また、白川静文庫、加藤周一文庫はそ
れぞれのコーナーに配架されている資料は誰でも見ることができます。その他の特別コレク
ションは公開していないものもありますが、デジタルアーカイブで閲覧可能なものもあります。
興味のある人は図書館 HP をご覧ください。

物理学を変えた二人の男
ナンシー・フォーブス、ベイジル・メイホン　(岩波書店)

THE 理系古典を読む！

　自然科学の発展は、「自然現象」に向き合った人々の経験、
発見、発想、試行、思考、構想そして不断の努力とともにあり
ます。その発展の過程は一様ではなく、幾つかのエポックメ－キ
ング ( 時代を転換させる出来事の収斂 )により特徴づけられてい
ます。1800 年代にも物理学の観点を一大転換させた数々の貢
献による収斂がありました。「Aha!」という気づきを追いながら、
それらを観てみましょう。

Aha! 1：方位磁石（コンパス）を机の上に置くと、中にある針 ( 磁
針 )は南北の方向を指します。北を指す磁針先には通常赤色が
塗ってあります。コンパスを揺らして磁針を動かすと、少し振動し
ますが、すぐに元の南北方向に戻ります。これは、地球が帯び
ている地磁気の影響を受けて、南北の方向に戻そうとする力が
磁針に働いているからです。15世紀からの大航海時代には、コ
ンパスは大変重宝されました。
Aha! 2：コンパスの磁針に触れないように、その真上に同じ方
向に1本の電線を張って電気（電流）を流してみます。すると
磁針の向きは、南北方向からずれてゆきます。電流を徐 に々大き
くすると磁針はどんどん東西方向へ向かってゆき、最後には東西
方向を指して動かなくなります。すなわち、磁針（東西方向）と
電線（南北方向）は直角交差するようになります。エルステッド(デ
ンマーク；1820)は、電流が空間を介して、電線と直角交差す
るように磁針に力を与えていることを見出しました。
Aha! 3：一定の距離を保って二本の電線を平行に張り、同じ
方向に電流を流してみます。そうすると、二本の電線はお互いに
近づこうとします。次に、片方の電線に流れる電流の方向を逆に
してみます。今度は二本の電線はお互いに離れようとします。ア
ンペール (フランス；1821)は、流れている電流が二本の電線
間の空間を介して、近づこうとする力（引力）や離れようとする力
（斥力）を与えていることを見出しました。
Aha! 4：一本の長い電線を丸棒の周りに螺旋状に巻き付け、
最後にその丸棒を抜き取ると、中が空洞になった電線の螺旋リ
ング（コイル）が出来上がります。螺旋リングの電線に触れない
ようにその空洞に棒磁石を近づけてゆくと、電線に電流が流れ
始めます。空洞の中に入ってもいいので勢いよく近づけてゆくと、

より大きな電流が発生します。しかし、棒磁石の動きが止まると
電流は流れなくなります。次に、棒磁石を引き出すと、逆向きの
電流が発生します。ファラデー (イギリス；1831)は、運動する
棒磁石の磁力が空間を介して電流を発生させよう( 誘導しよう)
としていることを見出しました。
Aha! 5：マクスウェル (イギリス；1864)は電流と磁力の相互
誘導作用を理論化し、ヘビサイド(イギリス；1884) がその内容
をより簡潔な4つの方程式にまとめ上げました(マクスウェル方
程式 )。電気と磁気の複雑な相互現象の全てが取り込まれた、
そして洗練されたこれらの方程式は「科学のモナリザ」と呼ばれ
るようになりました。
Aha! 6：ファラデーとマクスウェルは、「物体を取り巻く空間『場』
が、力を媒介し、エネルギーを蓄える」ことを見出しました。これは、
「物体がエネルギーを保有し、力を及ぼす」というニュートンの
観点とは大きく異なった見解であり、「自然科学の新たな時代が
始まった」大転換でした。以降、電磁気が作用する空間「場」
の力学は、ヘルツ(ドイツ；1988)による電磁波の発見を経て、
アインシュタイン (ドイツ；1905,1915) の ( 特殊／一般 ) 相対
性理論へと展開してゆきました。

　一つ一つの自然科学を理解して学んでゆくためには、自ら「自
然」に向き合い、試行と検討を重ね、不偏的結論と現象の整
合性を思考する姿勢が本来必要です。しかし一方で、科学のパ
イオニア達による生 し々い軌跡が語られた書籍を介して、果たす
ことが出来ない経験を追体験することも役立つのではないかと思
います。傑出なる自然科学者ニュートン (イギリス；1676)自身
も次のように述べています。「私が遠くを見ることができたのは、
巨人たちの肩の上に立っていたからである。」

自然科学の大転換〜「場」の発見〜

工学博士。2002年から立命館大学理工学部
教授。2015年度から図書館副館長として活
躍されています。先生のご専門は、センシング
ネットワークシステムです。

副館長からの読書提案

立命館大学図書館副館長　
高山 茂 先生

西園寺文庫：  立命館大学の学祖である西園寺公望自身が収集した資料、西園寺家伝来の
資料、公望宛に寄贈された資料などのコレクションです。

白川静文庫：  本学名誉教授で漢字の研究で知られる白川静教授の膨大な蔵書等を所蔵し
ています。衣笠キャンパスの平井嘉一郎記念図書館 2 階に「白川静文庫コー
ナー」を設置し、文庫の一部を配架しているほか、貴重な手書きノート等の
展示も行っています。

加藤周一文庫：  立命館大学国際平和ミュージアムの初代館長で評論家として知られる加藤 
周一氏の御自宅に所蔵されていた厖大な蔵書と遺稿・ノート類からなる文庫
です。白川静文庫と同様、平井嘉一郎記念図書館 2 階に「加藤周一文庫コー
ナー」を設置しています。

図書館ホームページ	http://www.ritsumei.ac.jp/library/

本学図書館では、教育や研究に必要な学術書のほか、多くの「特別コレクション」を所蔵しています。
以下にいくつか代表的なものを紹介します。

　普段、モバイル端末等で小説や雑誌を読まれている方も多いのではないでしょうか？　本学
図書館でも紙媒体の図書や雑誌だけでなく、電子ジャーナルや e-Book（電子書籍）といった
電子資料の充実を図っています。もちろん、みなさんのスマホやモバイル端末から 24 時間閲覧
することができます（学内パソコン以外からは別途 VPN 接続が必要）。
　学習に役立つ各分野の学術書はもちろん、語学学習や資格取得のための参考書も
数多く取り揃えています。図書館 HP では e-Book（電子書籍）だけを検索することも
可能です。
通学時間やちょっとした空き時間を有効に活用しましょう！

特 別 コレクション

電子資料、e-Bookについて
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「岩波文庫・創刊90年記念展」

読
どく

楽
がく

コーナーは、学生のみなさんが幅広い教養を身につけ
られるような資料、世界の最近の様相を知り、考えを深めら
れるような資料を収集し、配架しています。

読楽コーナー内に設置された「Beyond Borders」コー
ナーでは、現代社会の様相について問題意識を持ち、知る、
考える、行動する、など、自らの世界を広げて次のステージへ
と飛躍する一助となるような資料を収集、配架しています。ま
たこのコーナーでは、最新の時事トピックスに基づいたテーマ

（2017年度は「カオス」「35億！」）を設定しています。読楽コー
ナーは各図書館に設置されていますのでぜひご覧ください。

学生ライブラリースタッフ�Facebook絶賛更新中！

学生ライブラリースタッフ（LS）の
Facebook では、図書館の新着図書の紹
介や LS がテーマを決めてお薦め本を紹
介する特集図書紹介、教員インタビュー
などを更新しています。また図書館で行
うLS 企画についても広報しています。
ぜひフォローをお願いします！

LSのFacebookはこちら

「読楽コーナー」紹介

立命館大学図書館だより─ Library Navigator ─ Vol.121  2018年3月
発行：立命館大学図書館　〒603-8577　京都市北区等持院北町56-1
TEL：075-465-8217　FAX：075-465-8219　http://ritsumei.ac.jp/library/

Library�Navigatorは最新号・バックナンバーともに
図書館ホームページでもご覧いただけます。 立命　図書館だより 検索

展示スペースを備えた平井嘉一郎記念図書館および OIC ライブラリーでは、普段手に触れにく
い所蔵資料を広く公開し、学内機関との連携も図り、展示を企画し開催しています。

平井嘉一郎記念図書館で所蔵されている「ケルズの書」（複製版）の展示は京都シネマが「ブ
レンダンとケルズの秘密」を上映するのにあわせて行い、大きな反響がありました。平井嘉一郎
記念図書館とOIC ライブラリーのリレー展示である『岩波文庫・創刊90年記念展』や OIC ライ
ブラリー独自の「『加藤周一文庫』と『夕

せき

陽
よう

妄
もう

語
ご

』の世界」では、読書の楽しさを再発見しました。
これからも、展示を通じて図書館や立命館大学の魅力を伝え、学びの世界を広げてくれる様々

な企画を行っていきます。今後図書館を活用するきっかけづくりのひとつとして各図書館の展示に
足を運んでみてください。各展示には、感想ノートを置いていますので、展示を見て考えた、感じた、
みんなに伝えたい気持ちをぜひ書き込んでください。

図書館の展示を楽しもう！

2017年度の主な図書館展示
岩波文庫・創刊90年記念展
展示期間 	〈平井嘉一郎記念図書館〉2017年4月3日(月)～5月29日(月)	
	 〈OICライブラリー〉2017年7月3日(月)～9月22日(金)
協力：株式会社岩波書店

京都の春・夏・秋・冬 ～絵地図・案内記・パンフレット～
展示期間 	2017年7月11日(火)～9月28日(木)
展示会場 	平井嘉一郎記念図書館
協力：文学部2017年度前期開講科目「京都学応用研究Ⅰ」授業（文学部地域研究
学域助教	須藤	圭	先生ご担当）の一環として同先生の企画・協力のもとに実施。

特別展示 『ケルズの書（The Book of Kells）』
展示期間 	2017年8月9日(水)～8月31日(木)
展示会場 	平井嘉一郎記念図書館

世界子ども救援キャンペーン報道写真展 
「輝き探す闇 ～東南アジアの零細金採掘」

展示期間 	2017年11月1日(水)～12月21日(木)
展示会場 	平井嘉一郎記念図書館
協力：公益財団法人毎日新聞大阪社会事業団

新入生歓迎企画 「自校史～立命館の歩み～」
展示期間 	2017年4月1日(土)～4月30日(日)
展示会場 	OICライブラリー
協力：立命館史資料センターオフィス

茨木市在住・版画家 田主誠展 
「いい日本みつけた ～ 『ふるさと』 を胸に～」

展示期間 	2017年5月15日(月)～5月31日(水)
展示会場 	OICライブラリー

ふくしまの「今」を考える
展示期間 	2017年6月1日(木)～6月29日(木)
展示会場 	OICライブラリー
協力：立命館大学災害復興支援室

「加藤周一文庫」 と 『夕
せき

陽
よう

妄
もう

語
ご

』 の世界
展示期間 	2017年10月3日(火)～10月31日(火)
展示会場 	OICライブラリー
協力：立命館大学加藤周一現代思想研究センター


