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1. 『バビロンの流れのほとりにて』 森有正著（筑摩書房 1968年、森有正エッセー集成1ちくま学芸文庫 1999年所収）
2. 『羊の歌: わが回想』 加藤周一著（岩波新書 1968年）

立教大学図書館だより

3. 『思想のドラマトゥルギー』 林達夫・久野収著（平凡社 1974年、平凡社ライブラリー2 1993年）
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4. 『宗教社会学論選』 マックス・ウェーバー著（みすず書房 1972年）
5. 『リーン生産方式が、世界の自動車産業をこう変える。: 最強の日本車メーカーを欧米が追い越す日』
ジェームズ・P・ウォマック、
ダニエル・ルース、
ダニエル・T・ジョーンズ著（経済界 1990年）

6. 『現代の二都物語：なぜシリコンバレーは復活し、
ボストン・ルート128は沈んだか』 アナリー・サクセニアン著（日経BP社 2009年）
7. 『C.クリステンセン経営論』 クレイトン・M・クリステンセン著（ダイヤモンド社 2013年）
8. 『How Google Works：私たちの働き方とマネジメント』

エリック・シュミット、
ジョナサン・ローゼンバーグ、
アラン・イーグル著（日本経済新聞出版社 2014年）

特集

図書館の一日

9. 『原因を推論する：政治分析方法論のすゝめ=Causal inference and political analysis』 久米郁男著（有斐閣 2013年)
10. 『データ分析の力：因果関係に迫る思考法』 伊藤公一朗著（光文社新書 2017年）
比較は経営学にも浸透している。
ウォマック他

「比較」
はもっとも人間的な思考法である。私たちは
「自分」
を知るために

5 は、日本の自動車産業

限られたサンプル
（経験）
を選び、
比較する。
この方法で戦後日本の知性が

がその柔軟な組織と経営思想によって米国を凌駕したケースの比較・検

を通して日本文化への洞察を深めた。
『バビロン』
と
『羊の歌』
には、
当時の

いった。組織の硬直化や権威主義的構造が、
いかに日本企業からイノベー

日本人が
「西欧文化」
を息をのむようにして見つめていた眼差しがある。林

ション能力を奪ったかは、
シリコンバレーの企業風土を比較分析したサク

くれる精神の自由は、今日、SNSメディアで
「post truth」情報が溢れる時代

か、
このことはクリステンセン7 が明らかにしている。
イノベーティブな組織

西欧文化を理解したのが、
森1、加藤

2 である。彼らは自らの「洋行」経験

3は知的経験によって西欧思想を比較し、それと対決した。彼らが教えて

証記録である。
しかしこの本の直後、
日本経済は
「失われた20年」
に沈んで

セニアン6 から類推できる。組織の硬直化がいかに企業から革新性を奪う

に生きる私たちにこそ必要だろう。三者とも著作集で読みたい。

の教科書として、
グーグルCEOのシュミット 8 は豊かな事例を示した。

ドイツ知識人たちもまた比較による自己確認を行った。
ウェーバー 4 は
その膨大な著作のエッセンスである。
ウェーバーの言う
「西欧文化」
にはド

について因果推論の考え方と統計解析的な手続きを説明していて、介入・

イツ的バイアスがあると後に批判された。
しかしウェーバーの壮大な比較

対照による比較思考の難しさと楽しさを教えてくれる。

最後に、厳密に考えるために、
久米 9と伊藤 10 はランダム化比較実験

比較思考は自己を相対化する作業である。生の意味はそこから改めて自

文明論を彼の理論的自伝として読む時、
これほど感動を与える本は他に

己を取り出す精神の自由に拠ることも忘れないでほしい。

はないと思う。

[Information]
埼玉大学図書館との相互利用を開始しました
2017年4月から、埼玉大学図書館と立教大学図書館は、協定により、紹介状なしで学生証/勤務員証による図書館利用
（閲覧・複写・貸出）が可能となりました。本学所属の利用者は以下を参照してください。
■埼玉大学図書館の利用サービス対象：本学の学部学生、大学院学生、専任教職員で学生証/勤務員証所持者

※左記以外の方は
利用できません。

■埼玉大学図書館で利用できる資料：利用可能な資料の範囲は、埼玉大学 OPAC 詳細画面で所蔵情報の「配架場所」が「図書
館（○○○）」
とある資料とします。
■埼玉大学図書館の利用方法：利用者は、以下の手続きに従って、埼玉大学図書館をご利用ください。

①入館の際には、埼玉大学図書館利用申請書を記入・提出の上、勤務員証又は学生証をカウンターの職員に提示してください。
②館外貸出を希望する方、継続して入館を希望する方に、図書館利用証が発行されます。

＜埼玉大学図書館での図書館利用証の発行手続き＞

1）埼玉大学図書館利用申請書を記入・提出の上、勤務員証又
は学生証をカウンターに提示してください。
2）利用証の発行は、原則として図書館が開館している平日の9
時〜12時15分、13時15分〜17時に発行します。平日の17時
以降及び土日祝日の開館時は利用証の発行はできません。
※利用にあたっての諸注意は、立教大学図書館ホームページからご覧ください。

http://library.rikkyo.ac.jp/service/saitama/
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図書館カウンターのお仕事
開館前

立教大学図書館で働くカウンタースタッフに密着取材！
利用者のみなさんに直接対応するカウンター業務以外にも
図書館を支える様々な業務があることをご存知ですか？その一部をご紹介します。

開館準備

こんなことも
当日の 新 聞 の 朝 刊を並
べます。利用者から人気
のある新聞を先に並べる
よう工夫しています。

督促

自動書庫

返 却 期 日ま で
に資料を返却
して い な い 利
用者に電話を
かけます。

自動書庫の資料
はカウンターの
後ろにあるス
テーションに届
きます 。コンテ
ナから資料を取
り出す作業はス
タッフが行って
います。

どの新聞が届いたかチェック中…

開館
午前

閉館

OPEN
ミーティング

夕方

館内の利用状況や問題

CLOSE

返本作業・シェルビング

点を共有したり、利用者

返却された資料や

からの要望について検

返本台に置かれた

討したり… 館 内 運 営 に

資料を元の場所に

は欠かせない時間です。

戻します。
資料の並びを整え
るシェル ビングも
行います。

昼

書架の掃除もします！

取り寄せ資料の搬入・仕分け
みなさんから取り寄せ依頼を受けた図書やDVDは毎日キャンパス間を配送されています。

図書館のあらゆる本棚の
高さが一目でわかるよう
にテープが貼られていま
す。
これで本の高さを測っ
て、指定の本棚に入るか
確認しています。

届いた資料は素早く提供できるよう、利用者の名前順に並び替えます。

新座図

書館

池袋図

書館

午後

新着図書の準備
毎日届く新着図書。多い時
は200冊を超えることも。
新着図書コーナーに置く
前に、配架場所を専用の

雨の日も雪の日も資料
を届けてくれる配送業
者さん。強い味方です。

新座から資料が届きました。あっという間
に仕分けられていきます。

端末で登録します。大切な
作業なので、間違いがな
池袋から資料が届きました。なかなかの
力仕事。

いか何度もチェックしなが
ら進めていきます。

秘密兵器のものさし！

