
　誰しも図書館との付き合いは長い。小学生時代から

の幼馴染である。小学校の「図書室」は、はしゃぎ騒ぐこ

とが好きな子供たちも静かになる不思議な場であった。

小学校の「図書室」から始まるその付き合いを、現在大

学院生である私も大いに楽しんできた。

　これまで、いくつの図書館を訪れただろうか。数多く訪

れた図書館の中でも、逍遥館の愛称を持つ、ここ、吉田

南総合図書館は私にとってお気に入りの図書館の一

つである。その理由は、もちろんここが大学院総合生存

学館（思修館）の学生である私の所属する図書館だか

らでもある。大学院生の場合、開架からは10冊を１か月

間借りられる。かなりゆとりのある貸出期間である。これ

は、ここで本を借りる大きなインセンティブになる。しかし、

ここの図書館がお気に入りである理由はそれだけでは

ない。ここに通う人々の広く教養を高めようとする意志を

感じられることも理由の一つである。

　なぜ私は逍遥館に足を運ぶのだろうか。この問いをよ

く考えてみると、答えは実は「知識を求めて」ではない。

私が現在の経済の研究をする上で必要な知識は、基

本的にはインターネットからのアクセスが可能な論文や、

経済学研究科の図書室の方が、より集めやすい。では

なぜか。それは、この空間において、学問の垣根が低く

なっているからである、と考える。

　図書館は、書籍を分類し配架する規則を必ず有して

いる。日本では「日本十進分類法」という日本図書館協

会提供の分類法に基づいていることが多いのは周知

の事実であろう。この分類ではすべての書籍は大きくは

３桁の数字で分類される。例えば国際経済について調

べたければ「333」（より厳密には「333.6」）である。これ

が、大きな図書館だと、一つの区分だけで一つの本棚

が埋まることもしばしばである。また、各研究科の図書室

はその研究科の専門に関連する書籍が大部分を占め

る。そうした中で、逍遥館はこぢんまりとしていながらも、

広い分野の書籍が整っている。館内を少し歩くだけで、

多様な分野の本が目についてくる。自身の専門とは異な

る分野の書籍を容易に手に取ることができる。こうした

点が私は好きなのかもしれない。

　専門とする研究に没入すると、研究を深く掘り下げる

ことができる。これは研究者として不可欠なことである。

というよりも、もちろん、研究者はそうあるべきである。しか

し、今日の社会を見たとき、存在する問題の解決にはそ

れだけでは至らないことが多い。例えば、私が研究する

途上国の開発とエネルギー問題は、非常に複合的な領

域であると言える。単に経済学的アプローチだけでは

解決できない。「である」を分析するだけではなく、「すべ

き」を実行していくことも大切となってくる。

　私の所属する大学院総合生存学館はこうした意識

のもとに建てられた。学問のタコツボ化に警鐘を鳴らす

動きはかねてからある。しかし、それを統合的な学問体

系を構築するという動きとしては見いだせなかった。ま

た、学問・学者という職域のタコツボ化もよく言われる。学

問と社会にどうやって橋を架けるのか、ということである。

こうした現状に対処するための試みが、私が現在行

なっていることである。

　自身の専門を深化させながらも、その専門のみにとら

われずに、社会での実践を行うことができるようになるに

は、図書館を巣にして、幅広く知を身につけようとする志

が不可欠である。逍遥館を巣にして、分野を問わない

読書を基礎にしながら、自分の考えを社会で実践し、世

界へと旅立っていきたい。

（大学院総合生存学館 博士一貫課程）

羽尾 一樹

図書館を巣にして

声
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　Everybody has a long history with the library. It’s like an 

old friend from our childhood at the elamentary school. The 

elementary school’s library was a mysterious place in 

which even children who liked to be  noisy would become 

quiet. Now as a graduate student, I have enjoyed that 

frieudship with libraries which began from the elementary 

school days.

　 How many libraries have I visited by now？ Out of the 

numerous libraries I have visited, Yoshida-South Library, 

which is affectionately known as Shoyo-Kan is one of my 

favorites. Of course part of the reason is that it is the library 

which I belong to as a graduate student of Graduate School 

of Advanced Integrated Studies in Human Survivability 

(GSAIS). It allows graduate students to borrow up to 10 

books from the open stacks for a period of a month. This is 

a very generous lending period and certainly a big incentive 

to borrow books. However, that is not the only reason why 

I like this library. Another reason is that I really feel that 

the people who frequent this library have a desire to 

improve their studies in a broad way.

　Why did I decide to come over to Shoyo-Kan ? If I really 

thought about this question, the answer is not actually “to 

seek knowledge.” To get the necessary knowledge for my 

current research on economics, basically I could look up 

research papers on economics that are accessible on the 

Internet, or it would be easier to gather materials from the 

library of the Graduate School of Economics. So why, then? 

I think it because, in this space, it is easy to cross the 

borders between each discipline.

　A library always has rules for classifying and arranging 

books. It is a well-known fact that most libraries in Japan 

follow the classification method called the “Nippon Decimal 

Classification,” which is provided by the Japan Library 

Association. Under this system most of the books are 

classified under three-digit numbers. For example, if one 

wanted to look up something on international economics, 

the number is 333 (or more precisely, 333.6). At a large 

library, one bookshelf is often filled with books just for one 

classification. Also, the libraries of graduate schools are 

comprised mostly of books regarding that school’s course of 

study. Yet compared to those kinds of places, Shoyo-Kan is 

a compact library that has arranged books relating to a 

broad variety of disciplines. Just by walking a little through 

the library, you’ll see books on a variety of fields. One can 

easily pick up a book about a field that is different from 

their own specialty. This might be what I like about the 

place.

　When someone is immersed into specialized research, 

they get to develop the research deeper. This is essential as 

a researcher. Or rather, that is naturally what a researcher 

should be doing. However, when I look at today's society, 

there are many areas where a single discipline is not 

enough to resolve the problems we face. For example, in 

my research on the development of developing countries 

and energy problems, one could say that they are 

extremely complex areas. They cannot be resolved just 

with a simple economic approach. It is important not just to 

analyze "what it is" but how to implement "what should be 

done."

　GSAIS was established with this awareness. People have 

been sounding the alarm that science has become so 

specified that it could not be applied to other areas. 

However, we could not find any efforts to construct an 

integrated academic discipline to address that. It is also 

said that academia/scholars are too focused as jobs. What 

is important is how we build a bridge between academia 

and society. I am currently working on attempts to deal 

with this kind of situation. 

　Even as you deepen your own specialty, in order to be 

able to apply this to society without being constrained just 

by that one area, it is essential to have the desire to make 

the library a nest for the acquisition of a broad range of 

knowledge. I want to make the Shoyo-Kan as my own nest 

and based on reading books regardless of the field, and 

materials regardless of the field, put my own ideas into 

practice in society and travel through the world.

Ph.D Student at the Graduate School of Advanced
Integrated Studies in Human Survivability（GSAIS）

HAO Kazuki

Traveling from the Library

Voices
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