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本とデータベースとスチューデント・ライブラリアン 

 
文学部長  都筑 学 

 
 図書館と言えば、書架に本がずらりと並んでいる。そんな光景が目に浮かぶ。蔵書の量と質が、図書

館の価値を決める。そのことは、今でも変わらないだろう。同時に、紙の本だけでなく、さまざまな電

子媒体の「本」が幅を効かせている。それが現代の特徴である。 
辞書を例にとってみて考えてみよう。小学校や中学校の頃、誰もが国語辞典や英和辞典を使った経験

を持っているだろう。長い間に手垢がついたり、折れ目がついたりしていく。使い込んだ辞書には、独

特の風合いが出てくるものだ。そういう辞書には、自分の歴史が刻み込まれているような気がしてくる。

それは、世界に一つしか存在しない私の辞書なのである。 
他方、電子辞書はたいへん便利である。国語辞典、英和・和英辞典など、いくつもの辞書を同時に持

ち運ぶことができる。最近では、その辞書さえ持たなくても良くなってきている。ネットに繋いだノー

トパソコンやスマートフォンで検索するのだ。辞書の頁を繰りながら、目当ての単語を引く。そうした

アナログ的な行為は、もはや必要とはされない。いくつかの単語を用いて、いかに有効に活用して検索

するか。そのことが重要な意味を持つようになってきている。デジタルな情報を効果的に利用する能力

が求められるのである。 
図書館に行って、読みたい本を探す。そうした行為も、今ではデジタル化されている。中央大学では、

CHOIS（中央大学図書館蔵書検索システム）が、そのツールとなる。CHOIS では、キーワード、タイ

トル、著者名を利用した検索が可能である。図書と雑誌の全てにわたって、立ち所に検索結果が出てく

る。 
そのときに問題となるのは、どのような単語を入れて、検索するかである。部活に関連する本が必要

な場合、「部活」で検索すれば OK という訳ではない。「部活動」という語の方が適切かもしれない。

「中学生」「中学校」「高校生」「高校」というような補助的な語を入れる必要があるかもしれない。

いずれにしても、自分が何を探したいのか、それが明確であることが大切だ。「何かを調べたい」とい

う曖昧な思いでは、何もわからない。「これを調べるのだ」という明確な意図があってこそ、適切な情

報に到達できるのである。 
昨年 12 月 13 日に、スチューデント・ライブラリアンの活動報告会が開かれた。そのときに、この情

報検索に関する報告もあった。附属の杉並高校では、3 年生で卒業論文を書くことになっている。その

ときには、本や資料を探して、読まなければならない。その際にはデータベース検索が大いに役立つ。

そこでスチューデント・ライブラリアンが、便利な検索サイトなどを紹介したのである。 
私もこれまで知らなかった情報検索サイトの存在を知ることができた。高校生が、こうしたまとまっ

た情報を知ることは、とても貴重な機会になったと思う。これまで 2 年間のスチューデント・ライブラ

リアンの活動は、紙媒体の本が中心だった。3 年目にして、このような電子媒体としての「本」や情報

が初めて取り上げられた。このことは、ライブラリアンの活動の新たな一歩を示しているように思う。

これを契機にして、今後さらにスチューデント・ライブラリアンの活動が発展していくことを大いに期

待したい。 
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信頼し、任せるということ 

 

文学部長補佐 大田 美和 

 

読書家として知られる学生が「『文学部の学生は本を読んでいればいいんだから、楽だよね』と言わ

れてムッとした」と話してくれたことがあります。社会から見える文学部のイメージは昔も今も変わら

ないようです。「母語で書かれていれば読み方など教わらなくても理解できるはずだ」、「本は情報や

知識を与えてくれるメディアにすぎない」、「本は厳しい現実から逃避するための娯楽だ」……そんな

誤解や思い込みが、本当はもっとダイナミックな読書経験から私たちを遠ざけています。情報源として

娯楽としての読書はたしかに存在します。しかし、読書経験は情報獲得や娯楽にはとどまりません。読

書は、自分の頭で考えて自主的に行動する人間になるためにも欠かせないということを、高等教育機関

においても丁寧に語らなければならない時代になりました。 
文学理論を学んだ人にはおなじみのことですが、読書とは受動的な経験ではなく、能動的な経験です。

書物に対して、自他の経験やそれまでの学びを総動員し、驚き、反発し、問いかけ、考えることによっ

て初めて読書経験が成立します。それは読むたびに変化する経験でもあります。そのような読書経験の

魅力を、大学生が高校生にわかりやすい形で示す活動として、2014 年度にスチューデント・ライブラ

リアンの活動が始まりました。 
2016 年度、第 3 期スチューデント・ライブラリアンとして採用された学生は 3 名でした。4 月に面接

を行ったところ、図書館司書の仕事に対して、それぞれ異なる興味や関心を持った頼もしい学生たちで

した。この 3 名が中央大学杉並高校に出かけて、高校生有志とともに協同することによって、どのよう

な化学変化が生まれるだろうかと楽しみになりました。 
今年度は、緑苑祭の展示をゴールにして、活動を行うということを越え、読書会形式による読書活動

の活性化と、それを杉並高校の卒業論文という課題につなげるという活動が加わりました。LINE を利

用して、論文資料やレジュメを配布するという新しい試みも行われました。 
緑苑祭当日、図書館では、大学生が来校者に対して丁寧に説明する姿が見られました。展示は、高校

生が書いた「オススメ本」のあらすじとコメントを模造紙にまとめて展示するという形を取り、高校生

が例年より多く参加した、今年度ならではのものとなりました。私は図書館の展示を見るだけではなく、

担当の駒ヶ嶺泰暁先生の担任クラスの演劇上演も観覧させていただきました。そして教師としての立場

から、生徒や学生を信頼して任せることで自主的な活動をどのように促すかということをあらためて教

えられました。12 月 13 日の活動報告会には、初めて高校生も参加して、スチューデント・ライブラリ

アンたちの堂々たる報告を聞き、この活動が年を追うごとに充実していることを実感しました。 
現代の若者は、成果主義、コストパフォーマンスの追求、SNS の発達などによって多忙感とストレ

スの多い時代に育っています。そのような高校生や大学生に、早く目に見える形で結果が得られない活

動に、エネルギーをそそぐ意味を理解してもらうことは、難しくなっています。スチューデント・ライ

ブラリアンの活動はささやかではあっても、現代の悩み多い教育現場に一石を投じるものとなりました。

高校に大学生を送り出すだけではなく、大学教育ではこのような地道な活動をどのように支援できるか

と考える機会ともなりました。これが高大連携であり、新しいつながりを作るために自らを開いていく

ということなのだろうと思います。スチューデント・ライブラリアンの活動に対して、ご尽力下さいま

した皆様に、厚く御礼申し上げます。  
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2016年度のスチューデント・ライブラリアン活動について 
 

中央大学杉並高等学校教諭 駒ヶ嶺 泰暁  
                                                       

意欲的な活動計画 
 新年度が始まり、文学部事務室より今期も司書課程の学生 3 名の応募があったと伺い、スチューデン

ト・ライブラリアン（以下 SL）活動も少し定着してきたのかなと少し嬉しく思いました。となると、今

度は高校生の動向が気になり出します。 

 高校生に対する動きは、昨年度と同様に大学生の作成する募集ポスターによる呼び掛けからスタート

するつもりでいましたので、5 月に行われた第一回の大学生のみの活動の時に「高校生に訴求力のある

力作の作成を」とお願いしました。果たしてその出来映えは素晴らしく、高校生の参加希望者もこれま

でで最多の 8名を数えることになりました。 

 また、前 2 期の活動概要を説明する中で、SL 活動は今期で第 3 期を迎え、今後の SL 活動の方向性を

定める重要なステップとなると思われるので、全力を尽くしてほしい旨も伝えました。 

 その上で大学生３人が考えてくれた活動計画は、文化祭参加のみならず、11 月までのおよそ半期以上

の長い期間に及ぶものとなり、1,「図書室のおすすめ本の紹介（含むリエゾン文庫の紹介）」2,「読書

会を行いその成果をまとめる」3,「卒業論文のサポート」というおよそ三つの柱が立ちました。そのう

ち「図書室のおすすめ本の紹介」についてはこれまでにも実施された企画であるので、今期のオリジナ

ルである 2と 3について触れてみたいと思います。 

 
「卒業論文のサポート」 
 今年度、新規に立ち上がった企画の一つが卒論のサポートです。本校が 3 年生で卒論を課すようにな

って 10 年以上経過しますが、人気のあるテーマには「少子高齢化問題」「子供の貧困」などの家族の

問題や、「再生可能エネルギー」「ゴミ処理問題」などの環境問題が上げられます。これらのテーマに

ついて基礎的な文献や研究者の紹介をし、高校生が研究に入りやすくしようというのが本企画の目的で

した。 

 これに加えて、各種のデータベースや学術サイトを横断的に調べることのできる検索エンジンなどを

まとめた一覧を作るなどもしました。 

 これらの成果は、本校作成の『論文ガイド』の来年度版に収録される予定です。まだまだ立ち上がっ

たばかりの小さな企画ですが、次期 SL に引き継いでもらい、より良いものに育てていってほしいと思

っています。 

 
「読書会を行いその成果をまとめる」 
 この企画は、各自の好きな「恋愛小説」を持ち寄り、内容を紹介し合ったのち、いくつかの観点から

ディスカッションを行うという形式で始まりました。大学生はワイルドの「サロメ」を持参し、高校生

は江國香織を持って来るといった具合で、なかなか話しを合わせることが難しかったようです。複数の

本について横断的に話し合い、成果を上げるのは大変なことです。夏までに読書会の方向性を見出すこ

とは難しかったように思います。しかし、なんとかその成果をまとめ、文化祭で発表するところまで頑

張りました。 
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 文化祭後の 10 月、11 月は、本校生徒が課題図書で読んでいた本をテキストに決めることになりまし

た。10 月には吉本ばななの『TUGUMI』を、11 月には梨木果歩『西の魔女が死んだ』を読みました。そ

れぞれテーマを絞り、同じテキストについて議論をしながら読んでいくことが出来たと思っています。

特に大学生には夏前との違いが意識されたのではないでしょうか。 

 
次年度へ向けて 
 昨年もこの活動報告に書かせていただきましたが、これからの図書館のあり方を探るという目的を掲

げている以上、日常的な読書に関わる活動をどのように組み込んでいくかが今期の大きな課題でした。 

 これについては、期間を通して読書会を持つことで、とりあえず端緒に付くことができたのではない

かと思っています。 

 但し、この読書会については課題が多いことも確かです。担当の私や大山教諭は文学研究・教科教育

については学んできましたが、読書指導、特に読書の愉しみを普及することについては今ひとつ専門が

異なっています。ですから、読書会も本を読み込む方向にこそ向かえ、読書を愉しむ雰囲気を作ること

とは違ったアプローチをしたように思います。この点については、今後是非とも大学の司書課程の御指

導を仰ぎたいと思った次第です。 

 また、今の時代にマッチした図書室のあり方の模索という目標についてはまだまだ取り組みが足りな

いように思っています。これについてはやはり SNS 等のネットメディアの活用がまずは念頭に浮かびま

すが、ほとんど手付かずとなっています。これは、次年度以降の活動の中で考えていきたい課題です。 

 以上が今期の活動概要になります。おかげさまで、今期の活動もこれまでの成果を引き継ぎ、さらに

発展させていただいたと思っています。これも文学部長の都築先生、文学部長補佐の大田先生、文学部

事務室の大貫様、曽我様、これらの方々以外にもお世話になった方々に支えていただいたおかげと存じ

ます。本当にありがとうございました。今後とも宜しく御指導のほど、お願いいたします。 
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スチューデント・ライブラリアン 3 期生 活動記録 

 
 

2016年度  

応募期間 4月1日（金）～4月22日（金） 
選考方法 書類審査・面談 
面談日程 5月9日（月）、5月10日（火） 
応募者数3名 採用者数3名 
 
 
第 1回派遣 5月 21日（土） 

第 2回派遣 6月 18日（土） 

第 3回派遣 7月 30日（土） 

第 4回派遣 8月 12日（金） 

第 5回派遣 8月 25日（木） 

第 6回派遣 9月 15日（木） 

第 7回派遣 9月 16日（金） 

第 8回派遣 9月 17日（土） 緑苑祭（文化祭） 

第 9回派遣 9月 18日（日）  緑苑祭（文化祭） 

第10回派遣 10月 29日（土） 

第11回派遣 11月 19日（土） 

 
スチューデント・ライブラリアン経験者との交流会 7月 15日（金） 

 

活動報告会 12月 13日（火） 
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【スチューデント・ライブラリアン活動報告】 

  
経済学部 経済学科 3 年 

 
武藤 圭佑 

 
 

私は司書課程を履修している経済学部生です。学校図書館での仕事に興味があり、スチューデント・

ライブラリアンの企画に参加させて頂きました。私は日頃から大学で学んでいることを現場で実践して

みたいと考えていたのですが、文学部生ではないため司書課程の実習カリキュラムを履修することがで

きませんでした。そんなときにスチューデント・ライブラリアンの企画を知り、高校生と一緒に活動で

きるという点に興味を惹かれて応募しました。 
 
私たちの活動は、以下の３つに分けられます。 

 ・高校生との読書会（ディスカッション） 
 ・おすすめ本の紹介 
 ・高校生が作成する卒業論文のサポート 
  
まず「読書会」では、事前に杉並高校の課題図書から一冊を選び、みんなで同じ本を読んできてディ

スカッションをしました。活動当初は手探り状態で、特定のテーマだけを決めて各自がそのテーマに沿

って好きな本を読んできたのですが、異なる作品でディスカッションをするのは難しかったため、この

形に落ち着きました。高校生と読書の楽しみを共有することを目的にした活動でしたが、ディスカッシ

ョンを通して理解が深まり、様々な意見や解釈をきくことで読書の奥深さを知ることができるなど、当

初の目的以上に素晴らしい手ごたえを感じることができました。文化祭では「恋愛小説」をテーマに、

各自が読んだ本を簡単な紹介文を添えて展示しました。 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
次に「おすすめ本の紹介」について、これは「読書会」とは異なり活動当初から文化祭での展示を予

定していたものです。大学生はリエゾン文庫のなかから、高校生はジャンルを問わず各自が好きな本を

選び、その本のあらすじや魅力についての紹介を行いました。高校生が紹介してくれた本はどれも面白
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く新鮮で、多くの読書好きが集まっているにも関わらず、それぞれの好きなジャンルが違うことにも驚

かされました。文化祭では模造紙をつかって、その本の紹介文と図書室内での配架場所がわかるように

展示しました。 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
最後に「卒業論文サポート」について、これは３

年次に卒業論文を書く中央大学杉並高校の生徒を

対象に、論文のテーマ設定に役立つ情報を提供す

ることを目的とした活動です。その内容は、「研

究者の紹介」と「データベースの紹介と利用案内」

の二つに分けられます。「研究者の紹介」では、

まず特定のテーマを決めて研究者を調べ、その経

歴と主な論文の概要を掲載したプリントを作成し

ました。研究者選びにあたっては全 11 回あった活

動日程のうち６回をつかって、高校生と話し合い

を重ねました。参加してくれた高校生は、ほとん

どが１,２年生だったのですが、とても意欲的に参

加してくれて、非常に有意義な議論ができました。

次に「データベースの紹介と利用案内」について

は、司書課程で専門資料を学んだ大学生が、卒業

論文で役立てそうなデータベースとその概要を掲

載したリーフレットを作成しました。 
 

約半年間の活動を振り返って、図書室内での企画立案や運営など、非常に貴重な経験をさせて頂きまし

た。参加当初の私は司書課程を履修して間もなかったこともあり、自分の乏しい知識で何かの役に立て

るだろうかと、期待よりも不安の方が多かったです。しかし先生方の温かいご指導や一緒に活動してく

れたメンバーの協力もあって、すぐに打ち解けることができました。このような素晴らしい学習の場を

いただいたことに、心から感謝しています。そんな私が今後参加される方に伝えたいのは、「案ずるよ

り産むが易し」ということです。司書・司書教諭課程をとっている方はもちろん、「読書が好き」「企

画立案に興味がある」という方でも、少しでも興味があったら勇気をだして、ぜひ参加されることをお

すすめします。  
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文学部 人文社会学科 国文学専攻 3 年 
 

鈴木 美沙輝 
 
 
 私がスチューデント・ライブラリアンに興味を持ったのは、実は前年度からでした。昨年の 4 月に司

書の科目に出席したときにこの活動の存在を初めて知りました。履修科目が土曜日にあることから昨年

は断念しましたが、ずっと「来年こそは」と思っていました。派遣先が自分の母校であること、司書課

程では専攻の関係で図書館実習が履修できないこと、高校生と関われる珍しいチャンスであることから、

参加に迷いはありませんでした。 
今回の活動は大きく分けて、①オススメ本の紹介、②読書会、③卒論に関するサポートの 3 本立てと

なっております。昨年の文化祭メインの活動を受けて、今回はリエゾン文庫の理解やメンバーの“読書愛”
を深める要素を盛り込みたかったためです。特に読書会については、本好きなメンバーが一堂に会して

いるので、外に向けて発信するだけでなく内に向けて深めていく側面を強くした活動でした。 
まず①オススメ本の紹介についてです。本は中杉図書室の蔵書から選びます。高校生はジャンル問わ

ず、大学生 3 人はリエゾン文庫の、オススメ本をそれぞれ 1 人 1～3 冊持ちより、集まりの際にあらす

じやおすすめの理由について述べるという形式です。高校生にリエゾン文庫について聞くと「学問書な

のでとっつきにくい」「読んだことがない」という意見が出ました。附属高校ならではの試みが行われ

ているにもかかわらず高校生に浸透していないのは大変勿体ないことです。この機会に少しでも身近に

感じてもらえるよう、大学生はリエゾン文庫から(特に自分の専門領域に関する)オススメ本を選定して

きました。高校生のオススメ本に関しては、高校当時の自分が読んだ本もあり、また最近読んだばかり

の本もありました。個々人はもちろん、年齢によっても感じることは全然違うということに気づかされ、

過去に読んだ本を再読したくなりました。自分が感じたことを言語化して共有していくことの難しさと

面白さを再認した活動でもありました。 
②読書会では、はじめは「恋愛」

というテーマのみ限定して好きな

本を 1 冊読んできて、集まりで共

通点を探っていく形式でした。し

かし、テーマを絞っているとはい

え読んでいない本の内容を把握す

るのは難しく、本を 1 冊課題図書

として出し、それについて議論す

る形式に切り替えました。1 回目

は『TUGUMI』、2 回目は『西の

魔女が死んだ』について議論しま

した。担当の先生方のお力を借り

ながら、どちらも熱い議論ができ、

読みを深められたと思います。こ
緑苑祭 「恋愛」小説の展示 



9 
 

の 2 冊は高校在学時の課題図書だったのですが、当時の読みと読書会後では全然印象が違うなと思いま

した。専攻がら作品の議論は馴染みがありますが、高校生と他専攻の学生とやる機会はなかなかないの

で、貴重な体験をさせていただけました。 
また、対外的な活動としては、活動報

告にかえて中杉文化祭での室内展示を行

うほか、③の活動結果として中杉卒論サ

ポート冊子を作成し、こちらを来年度の

中杉授業テキストに盛り込んでいただく

ことになりました。冊子では、講義で学

んだデータベースをまとめ、「少子高齢

化社会」などテーマを絞って研究者の紹

介をしています。 
 全体を通して内にも外にも活動できた

ので、達成感はかなり得られました。た

だ、初回から考えていた図書館の来館者

を増やす、という課題を解決できなかっ

たところが反省点です。図書館によく来

る、本好きな高校生に対してだけでなく、

平均的な生徒の需要を如何に知り如何に

答えていくかが、来年以降も課題になるだろうと思います。 
 学生になって、年上や社会人と活動する機会は以前より増えてきました。しかし高校生と「一緒に」

活動していく経験はなかなか得られないものだと思います。司書課程履修者しか参加できませんが、と

にかく新しい見方を学べる場所だと思います。ぜひ参加してほしいです。 
  

緑苑祭 オススメ本の展示 
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文学部 人文社会学科 日本史学専攻 3 年 
 

 
遠藤 いくみ 

 
 
私がスチューデント・ライブラリアンの活動を知ったのは、大学 2 年生のときでした。2 年次は土曜

の講義を履修しており、スチューデント・ライブラリアンの活動時間と被ってしまったため参加を見送

りましたが、今回ようやく参加することが叶いました。 
 参加を決めた理由としては、私は司書課程に加えて司書教諭課程・教諭課程も履修しており、実際に

高校の学校図書館に行き高校生と共に活動することで良い経験ができるだろうと考えたためです。そし

て結果、非常に貴重な体験ができました。 
 今年度のスチューデント・ライブラリアンの主な活動内容は、各々のお勧め本紹介、高校生の卒業論

文製作に有効な情報提供、課題図書を決めてのディスカッションの 3 つでした。また、緑苑祭では活動

内容を模造紙にまとめ掲示したり、恋愛小説をテーマにお勧め本の展示をしたり、リエゾン文庫の中か

らお勧め本を選び紹介カードを作成したりしました。 
 お勧め本紹介では、大学生も高校生も、多岐に渡る分野からそれぞれ一押しの本を持ち寄りました。

自分が普段手に取らない分野の本の魅力を知ることができ、和気藹々とした活動でした。メンバーと親

交を深めることができた一方、単なる本の紹介に留まってしまったというのが反省点です。 
 卒業論文関係の活動は、活動時間外での作業が主となりました。卒業論文製作のサポートをするとい

う目標で始まり、「少子高齢化」「晩婚化」「家族」をテーマに、研究者の紹介やその研究内容などの

紹介をしました。大学生が大学図書館や研究室で論文を用意し、事前に高校生にデータを配布して、卒

業論文製作に有用な論文かどうかを話し合いました。また、卒業論文製作のサポートになるデータベー

スをまとめ、簡単なプリントを作成しました。この活動では、高校生の意見を聞きつつ、目標に向けて

有意義な活動ができました。 
 課題図書を決めてのディスカッションでは、『TUGUMI』『西の魔女が死んだ』を読み、論点を立て

て話し合いを行いました。自分自身、本格的な読書会に参加したことは今までなく、細部まで小説を読

みこんだこともなかったので、この活動は非常に刺激的なものでした。先生方のアドバイスを頂きなが

ら意見を交わし、課題図書について様々な視点から読み込むことができました。高校生の皆さんからも、

本の読み方が変わった、難しかったが新たな視点を持てて楽しかった、という感想を聞くことができま

した。一方で、反省点も多々ありました。大学生側でディスカッションのテーマを立てても、そこから

どんな議論を展開するか、どんな答えを導き出すか、というところが不透明なまま当日となってしまい、

結局担当の先生方のお力にほとんど頼る形での活動になってしまいました。また、ディスカッションの

詳しい内容についても、議論が深まるにつれて、全体で認識を共有することなく話が進んでしまい、や

や理解度に差が生じてしまいました。 
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最後に、緑苑祭での作業の様子を載せます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
スチューデント・ライブラリアンの活動内容の概要を書いたもの、お勧め本を紹介したもの、活動の

感想を書き込んだもの、計 4 枚模造紙による掲示物を作成しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
また、OPEN/CLOSE の札など装飾物も作成しました。緑苑祭当日には、来場した保護者の方々に、

鈴木さんが展示の解説をして、学校外にも活動内容をアピールすることができました。 
 半年間ほどの、限られた時間の中での活動でしたが、「読書を楽しむ」という基本的で最も大切なこ

とを、改めて再確認できたのではないかと感じています。前述のように、反省点もありますが、参加メ

ンバーで協力し合い、充実した活動にできました。 
 来年度以降も、創意工夫を凝らして、実りある活動が続いていくことを願います。メンバーの皆さん、

ご指導いただいた先生方、活動をサポートしていただいた皆様、ありがとうございました。 
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リエゾン文庫書目一覧（2017年 3月 25 日現在） 

 

 

 

題目 著者名 出版社 配架先＊

　国文学専攻

2014年度　第17号　宇佐美ゼミ報告集 宇佐美毅 杉並、横浜

宇佐美ゼミ 第十六号 報告集 文学部国文学専攻2013 宇佐美毅 宇佐見ゼミナール報告集 杉並

学研まんが　日本の古典
まんがで読む万葉集・古今和歌集・新古今和歌集

吉野朋美　監修 学研 杉並、横浜

慶安の触書は出されたか (日本史リブレット) 山本英二 山川書店 杉並

後鳥羽院　コレクション日本歌人選 028 吉野朋美 笠間書院 杉並、横浜

西行全歌集 久保田淳・吉野朋美　校注 岩波文庫フェア 杉並、横浜

大学授業がやってきた！　知の冒険 桐光学園特別授業 水曜社 杉並、横浜

中央大学國文　第56号 中央大學國文學會 横浜

中央大学白門國文　第57号 中央大學國文學會 横浜

テレビドラマを学問する 宇佐美毅 中央大学出版部 杉並、横浜

中島敦とその時代 山下真史 双文社出版 杉並

中島敦「李陵・司馬遷」図版篇 中島敦 中島敦の会 杉並、横浜

中島敦「李陵・司馬遷」定本篇 中島敦 中島敦の会 杉並、横浜

白門國文　第26号 中央大學國文學會 横浜

白門國文　第27号 中央大學國文學會 横浜

白門國文　第28号 中央大學國文學會 横浜

白門國文　第29号 中央大學國文學會 横浜

白門國文　第30号 中央大學國文學會 横浜

白門國文　第31号 中央大學國文學會 横浜

武士の家計簿 ―「加賀藩御算用者」の幕末維新 磯田道史 新潮新書 杉並

村上春樹と一九八〇年代 宇佐美毅・千田洋幸　編 おうふう 杉並、横浜

村上春樹と一九九〇年代 宇佐美毅・千田洋幸　編 おうふう 杉並、横浜

　英語文学文化専攻

愛の技法　クィア・リーディングとは何か 中央大学人文科学研究所編 中央大学出版部 杉並、横浜

アメリカ太平洋研究　Vol.16 March 2016
東京大学大学院総合文化研究科
アメリカ太平洋地域研究センター

杉並、横浜

アン・ブロンテ　二十一世紀の再評価 大田美和 中央大学出版部 杉並、横浜

英国小説研究　第22冊 「英国小説研究」同人 英潮社 杉並、横浜

英米文学研究　第31号 兼武道子　他 中央大学文学部英米文学会 杉並

大田美和の本 大田美和 北冬舎 杉並、横浜

きらい　大田美和歌集 大田美和 河出書房新社 杉並、横浜

葡萄の香り、噴水の匂い 大田美和 北冬舎 杉並、横浜

ブロンテ姉妹の世界 内田能嗣 ミネルヴァ書房 杉並、横浜

北冬　No.013 北冬舎 北冬舎 杉並、横浜

ミッキーはなぜ口笛を吹くのか 細馬宏通 新潮選書 杉並



13 
 

 

題目 著者名 出版社 配架先＊

夜のミッキー・マウス 谷川俊太郎 新潮文庫 杉並

レクイエム 田口智子・絵、大田美和・短歌 エディションq 杉並、横浜

　ドイツ語文学文化専攻

クレーの絵本 谷川俊太郎 講談社 杉並

ジビレ・レヴィチャロフの小説『ブルーメンベルク』
文化史と不死性（ドイツ文化　第六十七号抜刷）

縄田雄二 中央大学ドイツ学会 杉並

ドイツ語資料から見た留学期の斎藤茂吉
（ドイツ文化　第五十五号抜刷）

縄田雄二 中央大学ドイツ学会 杉並

ドイツの歴史教育 川喜田敦子 白水社 杉並

ドゥルス・グリューンバイン詩集
墓碑銘・日本紀行

縄田雄二　編・訳 中央大学出版部 杉並

マルセル・バイアー講演 翳
（紀要抜刷　文学科第九十号）

縄田雄二 中央大学文学部 杉並

　フランス語文学文化専攻

九十三年（上下） ヴィクトル・ユゴー 潮文学ライブラリー 杉並

ゴヤ　啓蒙の光と影で T.トドロフ、小野潮　訳 法政大学出版局 杉並

ジャン＝ジャック・ルソー　自己充足の哲学 永見文雄 勁草書房 横浜

十九世紀フランス文学を学ぶ人のために 小倉孝誠 世界思想社 杉並

西洋美術への招待 田中英道　監修 東北大学出版会 杉並

対訳　フランス語で読む「赤と黒」 小野潮 白水社 杉並

中大仏文研究　第45号 中大仏文研究会 横浜

中大仏文研究　第46号 中大仏文研究会 横浜

フクシマ・ノート　忘れない、災禍の物語 ミカエル・フェリエ、義江真木子 新評論 杉並、横浜

フランス19世紀絵画 阿部成樹　他 ホワイトインターナショナル 杉並、横浜

フランス革命と文学 ベアトリス・ディディエ 白水社 杉並

　中国言語文化専攻

現代中国のポピュラーカルチャー 飯塚容　他 勉誠出版 杉並

現代中国文化の光芒 中央大学人文科学研究所　編 中央大学出版部 杉並、横浜

死者たちの七日間 余華、飯塚容　訳 河出書房新社 杉並

中国故事 飯塚朗 角川ソフィア文庫 杉並、横浜

中国人エリートは日本人をこう見る 中島恵 日経プレミアシリーズ 杉並

中国動漫新人類
日本のアニメと漫画が中国を動かす

遠藤誉 日経BP社 杉並

中国の「新劇」と日本　「文明戯」の研究 飯塚容 中央大学出版部 杉並

富萍 上海に生きる 王安憶、飯塚容・宮入いずみ　訳 勉誠出版 杉並

霊山 高行健、飯塚容　訳 集英社 杉並

　日本史学専攻

３・１１複合災害と日本の課題 佐藤元英、滝田堅持 中央大学出版部 横浜

外務官僚たちの太平洋戦争 佐藤元英 NHKブックス 杉並、横浜

魏志倭人伝の考古学 佐原真　 岩波書店 杉並

市民の考古学4　考古学でつづる日本史 藤本強　 同成社 杉並

縄文社会研究の新視点　-炭素14年代測定の利用- 小林謙一 六一書房 横浜

昭和初期対中国政策の研究　田中内閣の対満蒙政策 佐藤元英 原書房 杉並
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題目 著者名 出版社 配架先＊

中央史学　創刊号 中央史学会 横浜

中央史学　第2号 中央史学会 横浜

中央史学　第3号 中央史学会 横浜

中央史学　第4号 中央史学会 横浜

中央史学　第5号 中央史学会 横浜

中央史学　第6号 中央史学会 横浜

中央史学　第7号 中央史学会 横浜

中央史学　第8号 中央史学会 横浜

中央史学　第9号 中央史学会 横浜

中央史学　第10号 中央史学会 横浜

中央史学　第11号 中央史学会 横浜

中央史学　第12号 中央史学会 横浜

中央史学　第14号 中央史学会 横浜

中央史学　第15号 中央史学会 横浜

中央史学　第17号 中央史学会 横浜

中央史学　第19号 中央史学会 横浜

中央史学　第20号 中央史学会 横浜

中央史学　第21号 中央史学会 横浜

中央史学　第22号 中央史学会 横浜

中央史学　第23号 中央史学会 横浜

中央史学　第24号 中央史学会 横浜

中央史学　第25号 中央史学会 横浜

中央史学　第27号 中央史学会 横浜

中央史学　第29号 中央史学会 横浜

中央史学　第31号 中央史学会 横浜

中央史学　第32号 中央史学会 横浜

中央史学　第34号 中央史学会 横浜

中央史学　第35号 中央史学会 横浜

中央史学　第36号 中央史学会 横浜

中央史学　第37号 中央史学会 横浜

日本の中世12 村の戦争と平和 坂田聡、榎原雅治、稲葉継陽 中央公論新社 杉並

発掘で探る縄文の暮らし　中央大学の考古学 小林謙一 中央大学出版部 杉並、横浜

苗字と名前の歴史 坂田聡 吉川弘文館 杉並

民衆と天皇 坂田聡、吉岡拓 高志書院 杉並

　東洋史学専攻

アジア史における制度と社会 中央大学東洋史学研究室　編 刀水書房 杉並

池田雄一教授古稀記念アジア史論叢 中央大学東洋史学研究室　編 白東史学会 杉並

イスラム世界論 トリックスターとしての神 加藤博 東京大学出版会 杉並
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題目 著者名 出版社 配架先＊

環境から解く古代中国 原宗子 大修館書店 杉並

菊池英夫教授山崎利男教授古稀記念アジア史論叢 中央大学東洋史学研究室　編 刀水書房 杉並

サラディン　イェルサレム奪回 松田俊道 山川出版社 杉並、横浜

中央大学　アジア史研究　第37号
白東史学会
中央大学文学部東洋史研究室

横浜

中央大学　アジア史研究　第38号
白東史学会
中央大学文学部東洋史研究室

横浜

中央大学東洋史学専攻創設五十周年記念アジア史論叢 白東史学会 刀水書房 杉並

明代中国の疑獄事件 川越泰博 風響社 杉並

遊牧民から見た世界史　増補版 杉山正明 日本経済新聞出版社 杉並

四字熟語歴史漫筆 川越泰博 大修館書店 杉並

　西洋史学専攻

英雄詩とは何か 中央大学人文科学研究所　編 中央大学出版部 杉並

近世ヨーロッパ軍事史 Ａ・バルベーロ 論創社 杉並

広義の軍事史と近世ドイツ
―集権的アリストクラシー・近代転換期

鈴木直志 彩流社 杉並

　哲学専攻

愛の哲学、孤独の哲学
アンドレ・コント＝スポンヴィル、
中村昇、他　訳

紀伊國屋書店 杉並

ウィトゲンシュタイン『哲学探究』入門 中村昇 教育評論社 杉並、横浜

ウィトゲンシュタイン　ネクタイをしない哲学者 中村昇 白水社 杉並

小林秀雄とウィトゲンシュタイン 中村昇 春風社 杉並、横浜

ささやかながら、徳について
アンドレ・コント＝スポンヴィル、
中村昇訳、他　訳

紀伊國屋書店 杉並

シーシュポスの神話 カミュ 新潮文庫 杉並

色彩について
ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン、
中村昇、他　訳

新書館 杉並

どこでもないところからの眺め
トマス・ネーゲル、
中村昇、他　訳

春秋社 横浜

母の発達 笙野頼子 河出文庫 杉並

ベルクリン＝時間と空間の哲学 中村昇 講談社選書メチエ 杉並、横浜

ホワイトヘッドの哲学 中村昇 講談社選書メチエ 杉並、横浜

　社会学専攻

【改訂版】戦後日本青少年問題考 矢島正見
一般財団法人
青少年問題研究会

杉並、横浜

家族革命 清水浩昭、森謙二、岩上真珠、山田昌弘 弘文堂 杉並、横浜

「家族」難民 生涯未婚率25％社会の衝撃 山田昌弘 朝日新聞出版 杉並、横浜

家族の衰退が招く未来
「将来の安心」と「経済成長」は取り戻せるか

山田昌弘、塚崎公義 東洋経済新報社 杉並、横浜

家族のリストラクチュアリング
21世紀の夫婦・親子はどう生き残るか

山田昌弘 新曜社 杉並、横浜

高校生のための人気学問ガイド 矢島正見 旺文社 杉並

「婚活」時代 山田昌弘、白河桃子 ディスカバー携書 杉並、横浜

少子社会日本　もうひとつの格差のゆくえ 山田昌弘 岩波書店 杉並、横浜

女性活躍後進国ニッポン 山田昌弘 岩波書店 杉並、横浜

震災婚　震災で生き方を変えた女たち
ライフスタイル・消費・働き方

白河桃子 ディスカバー携書 杉並、横浜

新平等社会　「希望格差」を超えて 山田昌弘 文芸春秋 杉並、横浜



16 
 

 

 

題目 著者名 出版社 配架先＊

旅をして、出会い、ともに考える―
大学ではじめてフィールドワークをするひとのために

新原道信 中央大学出版部 杉並

中央社会学　第22号　2013 中央大学文学部社会学会 横浜

中央社会学　第23号　2014 中央大学文学部社会学会 横浜

なぜ若者は保守化するのか
反転する現実と願望

山田昌弘 東洋経済新報社 杉並、横浜

パラサイト社会のゆくえ
データで読み解く日本の家族

山田昌弘 ちくま新書 杉並、横浜

パラサイト・シングルの時代 山田昌弘 ちくま新書 杉並、横浜

ワーキングプア時代
底抜けセーフティーネットを再構築せよ

山田昌弘 文芸春秋 杉並、横浜

　社会情報学専攻

うわさとは何か
ネットで変容する「最も古いメディア」

松田美佐 中公新書 杉並、横浜

うわさの謎
流言、デマ、ゴシップ、都市伝説はなぜ広がるのか

松田美佐、川上善郎、佐藤達哉 日本実業出版社 杉並、横浜

ケータイのある風景
テクノロジーの日常化を考える

松田美佐、岡部大介、伊藤瑞子 北大路書房 杉並、横浜

ケータイ学入門
メディア・コミュニケーションから読み解く現代社会

松田美佐、岡田朋之 有斐閣 杉並、横浜

Ｃ言語によるスーパーLinuxプログラミング 飯尾淳 softbank creative 横浜

ＳＦ映画で学ぶインタフェースデザイン
アイデアと想像力を鍛え上げるための141のレッスン

NATHAN SHEDROFF,
CHRISTOPHER NOESSEL

丸善出版 横浜

インターネットが壊した「こころ」と「言葉」 森田幸孝 幻冬舎ルネッサンス新書 杉並

ケータイ社会論 松田美佐、岡田朋之 有斐閣 杉並

社会情報学ハンドブック 吉見俊哉、花田達朗 東京大学出版会 杉並

情報貧国ニッポン～課題と提言 山崎久道 紀伊国屋書店 横浜

図書館・アーカイブズとは何か 粕谷一希、菊池光興、長尾真　編 藤原書店 杉並

　教育学専攻

イチから始める　外国人の子供教育 臼井智美　編 教育開発研究所 杉並

教育学をつかむ 木村元、小玉重雄、船橋一男 有斐閣 杉並

まんが　クラスメイトは外国人―多文化共生の物語
「外国につながる子供たちの物語」
編集委員会編

明石書店 杉並

　心理学専攻

面白いほどよくわかる！臨床心理学 下山晴彦 西東社 杉並

小学生の生活とこころの発達 心理科学研究会 福村出版 横浜

心理学論文の書き方　おいしい論文のレシピ 都筑学 有斐閣アルマ 杉並、横浜

中高生のためのメンタル系サバイバルガイド 松本俊彦　編著 日本評論社 杉並

やさしい青年心理学 白井利明、都筑学、森陽子 有斐閣アルマ 杉並、横浜

やさしい発達心理学
乳児から青年までの発達プロセス

都筑学 ナカニシヤ出版 杉並、横浜

　その他

アジア史における法と国家 中央大学人文科学研究所 編 中央大学出版部 杉並

アルス・イノヴァティーヴァ 中央大学人文科学研究所 編 中央大学出版部 杉並

イデオロギーとアメリカン・テクスト 中央大学人文科学研究所 編 中央大学出版部 杉並

埋もれた風景たちの発見
ヴィクトリア朝の文芸と文化

中央大学人文科学研究所 編 中央大学出版部 杉並
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配架先* 杉並＝中央大学杉並高等学校  横浜＝中央大学附属横浜高等学校 

 

  

題目 著者名 出版社 配架先＊

芸術のイノヴェーション 中央大学人文科学研究所 編 中央大学出版部 杉並

ツァロートの道　ユダヤ歴史・文化研究 中央大学人文科学研究所 編 中央大学出版部 杉並

民国前期中国と東アジアの変動 中央大学人文科学研究所 編 中央大学出版部 杉並
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