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特集
中央大学の文人教授たち／大学教授と文筆家、二足の草鞋を履いた人々

My CUL編集部

本学は三年後の2010年に創立125周年を迎えようとして
いますが、本学の教壇に立った数多くの教授の中には、大学
教授（助教授）としての本業の傍ら文芸評論、エッセイ、小説
などを書き続け文筆家としても名を成した人々がおります。
本号では、このうち辰野隆（元文学部教授）、磯田光一（元

文学部助教授）、佐々木基一（本名：永井善次郎／元理工学部
教授）、高橋健二（元文学部教授）を取り上げ、当館に所蔵す
る関係資料と共にプロフィールを紹介いたします。
なお、本誌刊行と同時に開催する「企画展示」では、このほ

か高橋幸雄（元法学部教授）、平田次三郎（元商学部教授）の関
係資料も展示する予定です。ワープロ原稿全盛となった今、
著者肉筆の署名入り本や自筆の生原稿など文字通り「肉筆」の
持つ息づかいやほとばしる「声」に耳を傾けていただきたいと
思います。

辰野　隆（たつの　ゆたか）[1888-1964]
出　身　地 ： 東京都
中央大学との関係 ： 1951年‐1964年　文学部専任教員

大正、昭和期のフランス文学者、随筆家。東京駅などの設
計で知られる日本建築界の大立者、辰野金吾の長男であり、
谷崎潤一郎とは府立一中時代同級生である。1913年に東京
帝国大学法科大学仏法科を卒業するが、文学を志し、再び同
大仏文科に入学し、大学院を卒業する。1923年、東大仏文
科初の日本人教授となり、最初のフランス文学講座の担当を
勤めた。定年退官となる1948年まで東大に勤務し、その後
1951年、中央大学文学部の創設と同時に発足した文学科仏
文学専攻の初代専任教授として就任し、采配を振った。
昭和初期のフランス文学関係者の多くを先導した見事な教

育者であり、東大での教え子には渡辺一夫、井伏鱒二、小林
秀雄、太宰治、三好達治など著名な顔触れが揃う。太宰治に
「日本一のフランス文学者」と言わしめた偉才である。
1948年に芸術院会員に推薦され、1962年、文化功労者

として賞を受ける。1950年、横綱審議委員になる背景に

は、相撲愛好家である父、金吾が国技館の設計をし、父の勧
めにより中学時代、相撲部屋に入門した経歴がある。
フランス文学の紹介、翻訳から随筆まで多くの著作を残
した。本学図書館が所蔵する稀覯資料には、辰野が嘉治隆一
と共に播州へ旅行した際、連名で長谷川萬次郎（長谷川如是
閑）宛てに送った六甲山・山頂記念碑展望台の写真付絵葉書が
ある（写真左）。また、雑誌『心』の掲載原稿である「老若問答：
創作と批評」、「老若問答：死後百年のバルザック」の他、著作
「高遭なる批判精神」の自筆草稿も所蔵する。『辰野隆随想全
集』の長谷川如是閑との対談によると、双方で著作を交換し
あっていたことが伺えるが、上記の稀覯資料は、深い敬慕の
念を寄せる長谷川如是閑へ辰野が贈呈したものを「長谷川如
是閑蔵書」として本学図書館が所蔵している。また、仏文学
の弟子である三宅徳嘉への献呈本を「三宅徳嘉旧蔵書」として
本学図書館が所蔵しているが、このコレクションには12冊
の辰野の自筆署名入本も含まれている。

【展示資料】
●嘉治隆一・辰野隆書簡（絵葉書）: 長谷川萬次郎宛[八月
二十四日]（1961年8月）
（貴重書庫K289/H36/Ka22）
●辰野隆自筆原稿「高邁なる批評精神」（1947）
『如是閑選集』（栗田出版会刊）月報4に使用のものか
（貴重書庫K289/H36/Ta95）
●『スポーツ随筆』辰野隆著（文寿堂出版部 , 1947年3月）
（三宅徳嘉宛献呈署名入り）
（貴重書庫780/Ta95）

磯田光一（いそだ　こういち）［1931‐1987］
出　身　地 ： 神奈川県
中央大学との関係 ： 1963年‐1969年　文学部専任教員

昭和期の文芸評論家である磯田光一は、当時公務員であっ
た父栄一郎の長男として横浜市に生まれる。旧制一高を経て
東京大学英文科在学中、結核で5年間休学し、卒業したのは
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27歳であった。卒業後、東京大学大学院でイギリス・ロマン
派詩人を専攻した。
1960年『群像』新人賞に応募した「三島由紀夫論」が最終予

選を通過。同年10月号に掲載され、デビューを飾る。1963
年『エリザベス時代の世界像』（ティリヤード原著、翻訳）を研
究社出版から刊行。1964年三島文学を日本の土着性の中で
とらえ直そうとした『殉教の美学』を冬樹社から刊行し、以後
幅広く活躍する。
東京大学助手を経て1963年4月より中央大学文学部専任

講師となる。1966年、中央大学文学部助教授に昇格するも
1969年、大学紛争で学生の側に立って大学を批判するよう
になり、当時の執行部を批判して8月には依願退職してい
る。その後しばらくは文筆活動に専念していたが、1976年
4月、梅光女学院大学文学部・同大学院文学研究科教授に就
任し、1984年4月には東京工業大学工学部教授に就任して
いる。
1979年、『思想としての東京』により芸術選奨文部大臣賞

（評論部門）を、同年、『永井荷風』により第1回サントリー学
芸賞（芸術・文学部門）を、1984年『鹿鳴館の系譜』により読
売文学賞（評論・伝記賞）を、同年に芸術院賞（第2部文芸）を
受賞した。1986年には『左翼がサヨクになるとき』で戦後文
学を実証的に分析した。
晩年は高橋英夫らとともに『昭和文学全集』（小学館）の刊

行、編集に深くかかわり、別巻として「昭和文学史」を書き
下ろす予定だった。しかし、全集刊行開始後の1987年2月、
急性心筋梗塞のため56歳で急逝し、磯田文学史は実現しな
かった。1990年に刊行された別巻は磯田の遺志を引継ぎ、
磯田の論を集めた「昭和文学史論」が収録されている。
本学図書館では磯田の自筆草稿2点（写真前頁右）と、著者

自筆署名入りの『殉教の美学』を所蔵している。『殉教の美学』
は1961年から3年間に発表されたものを集めた著者最初の
評論集で、献呈先の高橋和巳は昭和期の小説家、評論家、中
国文学者であり、作家、仏文学者高橋たか子の夫でもある。

【展示資料】
●磯田光一自筆草稿 「太宰治論の転換 : 文芸時評」
『文学界』17巻7号（1963年7月）掲載作品
（貴重書庫 K910.26/D49/I85）
●磯田光一自筆草稿 「模倣 （パスティーシュ） の美学 : 河村
錠一郎『ビアズリーと世紀末』」
『海』13巻1号（1981年1月）掲載作品
（貴重書庫 K914.6/I85）
●『殉教の美学』磯田光一著（冬樹社 , 1964年12月）
高橋和巳宛献呈署名入り
（貴重書庫 910.26/I85）

佐々木基一（ささき　きいち）[1914‐1993]
本　　　名 ： 永井善次郎
出　身　地 ： 広島県
中央大学との関係 ： 1963年‐1985年　理工学部専任教員

昭和・平成期の文芸評論家、作家。永井善次郎は1914年
広島県に生まれ、旧制山口高等学校を経て、1935年東京帝

国大学文学部美術科に入学。在学中
より荒正人や小田切秀雄と文芸学や
マルクス主義文学論の研究会をはじ
め、評論を発表。1938年東京帝国
大学を卒業後は、『映画評論』や『現
代文学』、『構想』（埴谷雄高編集）の
同人となり活動する。1946年には
荒や小田切、埴谷雄高らと共に『近
代文学』を創刊し、戦後文学の発展
に寄与した。
教壇に立つ傍ら執筆活動も精力的に行っており、文芸学
とマルクス主義文学論を学んだ経験と反省に基づいた評論集
『個性復興』を1948年に発表して以来、『リアリズムの探求』
（1953年）、『革命の芸術』（1958年）などを発表し、文学と政
治の関係について、言語芸術の尊厳を基調に新たな視点を
提示した。また『映像論』（1971年）など記録芸術への新しい
表現と伝達方法の開拓にも意欲を示した。60代より評論の
執筆を止めると同時に小説を手がけるようになり、1980年
には小説集『鎮魂～小説阿佐谷六丁目』を刊行。1990年には
『私のチェーホフ』（写真上）で第43回野間文芸賞を受賞して
いる。終戦直後以来40年近く執筆を続けた『停れる時の合間
に』は千ページもの未完の作品となっている。
中央大学には1956年、文学部に映画論担当の兼任講師と
して就任し、1963年には理工学部の文学、美術、ドイツ語
を担当する専任講師となる。1965年には理工学部教授に昇
格。その後1985年の定年退職まで勤め上げ、同年4月に名
誉教授となっている。1992年には、アジア・アフリカ諸国
からの留学生の勉学条件の向上に資することを目的として中
央大学に一千万円を寄贈し、『永井善次郎奨学基金』が設立さ
れている。
本学図書館では、佐々木基一直筆の草稿1点と、著者自筆
署名入りの『戦後の作家と作品』を所蔵している。自筆草稿は
タイトルが『自然主義』となっているが、同内容の文献を特定
できなかったため、この草稿は活字化されていない可能性が
ある。『戦後の作家と作品』は三島由紀夫や安部公房、開高健
ら16名の作家とその作品について評論したもので、[鴻みの
る氏のために]との自筆が見られる献呈本である。鴻みのる
は第50回芥川賞候補にもなった作家、評論家。
なお、永井没後の1997年、遺族によって蔵書約9千冊が
広島大学に寄贈され、佐々木文庫が設立されている。

【展示資料】
●佐々木基一自筆草稿「自然主義」
（貴重書庫K902.02/Sa75）
●『戦後の作家と作品』佐々木基一著（未来社 , 1967年6月）
（貴重書庫910.26/Sa75）

高橋 健二 （たかはし　けんじ）［1902-1998］
出　身　地 ： 東京都
中央大学との関係 ： 1952年‐1973年　文学部専任教員

高橋健二はヘルマン・ヘッセの全著作の翻訳をはじめ、ケ
ストナー、ゲーテ、グリム兄弟等のドイツ文学の翻訳・研究
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を遺した、日本を代表するドイツ文学者である。
1925年に東京帝国大学独文科を卒業後、旧制成蹊高校教

授となるが、1942年、岸田国士の後を受けて大政翼賛会の
文化部長を務めた。
中央大学では、1951年の文学部創立時から講師として、

2年目からは文学部独文学専攻教授として、定年までの四半
世紀に渡り教鞭をとった。
ヘッセやケストナーは本国ドイツより先に日本で評価さ

れ、高い人気を得ているが、高橋の翻訳の影響が大きいとい
われている。その訳は松本道介名誉教授によれば、”その翻訳
は原文に忠実ながら先生の暖かな人柄が反映し穏やかなもの
である“とのことであるが、同時に、高橋がヘッセ、ケスト
ナーを直接訪問し、交遊を深めたことも訳文に少なからず影
響を与えている。特にヘッセとは、1921年の渡欧以来、七
度に渡り対面しており、ヘッセが困窮した折には援助を行う
など生涯に渡って深い絆を結び続けた。その『ヘッセ全集』の
全翻訳と別巻『ヘッセ研究』により、1957年に読売文学賞を
受賞している。
また、ケストナー、スピリ等のドイツ文学者の評伝も多く

著しており、『グリム兄弟』の評伝では1968年に芸術選奨文
部大臣賞を受賞している。
これらの功績がたたえられ、1972年には西ドイツ連邦共

和国からも大功労十字勲章を授与されるなどその活動はドイ
ツにおいても評価が高い。
ドイツ文学の翻訳だけでなく、森鴎外の「高瀬舟」や志賀直

哉の「赤西蠣太」を独訳するなど、日本文学の海外への紹介に
も力を注いだ。1977年から1981年まで日本ペンクラブ会
長を務め、その在任中には韓国の詩人金芝河の救援活動にも
奔走し、言論の自由の重大さを訴え続けた。
本学図書館で所蔵する自筆草稿『「がらす絵」を読んで』（写

真上）は、畑和子の歌集「がらす絵」の論評である。畑はこの
「がらす絵」で新歌人会賞を受賞（1961年）した女流歌人であ
る。この原稿がどこで発表されたものなのか、残念ながら不
明であるが、畑の歌の中にカロッサへと通じるものを見出す
など、ドイツ文学者ならではの視点で綴られており、著作の
中でも特殊な興味深い作品である。

【展示資料】
●高橋健二自筆草稿「『がらす絵』を読んで」
（貴重書庫K944/Ta33）
●『日本文化の沒我的性格』高橋健二講演 ; 大政翼賛會徳島縣
支部著  （大政翼賛會徳島縣支部 , 1943年1月）
（中央書庫302.1/Ta33）

【本号の特集は齋藤理香（辰野隆）、山田祐子（磯田光一）、伊
藤親子（佐々木基一）、金津有紀子（高橋健二）の各館員が執筆
を担当しました。】

【参考文献】
●『中央大学文学部の五十年』中央大学文学部 、2001
●日外アソシエーツ編『20世紀日本人名事典』日外アソシ
エーツ、2004
●“仏文学問わず語り-10-辰野隆先生と東大仏文科-1-”『文学
界』47巻8号, 1993.8 p.254-267
● 辰野隆『谷崎潤一郎』日本図書センター、1992
●『昭和文学全集.10安倍能成・天野貞祐・辰野隆集』角川書店、
1953
●『辰野隆随想全集』1巻 福武書店、1983
●『辰野隆随想全集』 別巻 福武書店、1983
●日本近代文学館編『日本近代文学大事典』第1巻 講談社、
1977
●“磯田光一年譜・著作年表”『現代詩手帖』30巻13号, 1987. 
12, p. 282-297
●“磯田光一教授記念号”梅光女学院大学英米文学会『英米文
学研究』23号, 1987
●佐野雅彦”磯田光一君のこと”『中央大学文学部英米文学専
攻五十年史』中央大学文学部英米文学専攻,2001, p.64-67
●“文学界にとって痛い死（文化往来）”『日本経済新聞』
1987.2.11 朝刊p.28
● 『日本大百科全書』小学館、1984-1989
●“永井善次郎（佐々木基一）先生略年譜”『ドイツ文化』49号 
1994.3p.7-143
●夫馬基彦“「父」としての佐々木基一さん”『新潮』 90（7） 
1993.7 p274-277
●前野光弘“高橋健二先生の想い出”『ドイツ文化』第54号
1999.3, p.23-28
●“高橋健二教授年譜”『中央大学文学部紀要文学科』第31号 
1973.3, p.33-35 
●松本道介“追悼高橋健二氏を悼む”『図書新聞』1998.3.28 
●小塩節“高橋健二氏を悼む（ワイド文化）”『東京新聞』
1998.3.17
●高橋健二ほか著『高橋健二古稀記念論文集ヘッセへの道』新
潮社、 1973

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

11月企画展示実施

本号で紹介された『中央大学の文人教授たち』について、下記の日程で展示を行う予定です。　
期間：11月5日（月）～12月1日（土）
場所：中央館2階ホール（展示ケース）
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－SourceOECD－

1．SourceOECDとは

OECD（経済協力開発機構）の報告書や統計を提供するオンライン・ライブラリーです。単行本、年

報、報告書などをテーマ別に集めた“Books”, 定期刊行物を集めた“Periodicals”, 統計データベースの

“Statistics”からなり、Booksと Periodicalsは1998年以降現在までに出版されたものをPDFファイル

で閲覧できます。Statisticsは過去最長1960年から直近のデータまでをカバーしています。キャンパス

内の学内LANに接続しているPCから利用可能です。

2．サイトの構成

①Books:単行本をテーマ別に収録

②Periodicals：定期刊行物

③Statistics：統計データベース

④ Working papers：OECDホーム

ページで公開している文書に部局

ごとにリンク

⑤Reference：上記以外の文書やデータ

⑥ Go to：シリーズ別、テーマ別、年報などのリストを表示

⑦User Guide：日本語版もあり

⑧Search for：簡易検索（キーワード検索）

⑨Advanced search：詳細検索（キーワードを複数設定可能）

3．検索例：定期刊行物　OECD Economic Outlook   2003 年 に掲載された記事を探したい。

①“Periodicals”をクリック。

②左側のメニューから“Journals”を選択し、目的のタイトルをクリック。

③最新号の目次が表示されるので、左側のメニューから“Year”を選択し、該当年をクリック。

④ 該当年の目次が表示されるので、探している記事をクリックすると記事の要約が表示されます。画面

下に  がある記事については、本文の全文をPDFで表示させることができます。

Library NavigatorLibrary Navigator
■ Library Navigator Library Navigator Library Navigator Library Navigator Library Navigator Library Navigator Library Navigator Library Navigator ■

■ Library Navigator Library Navigator Library Navigator Library Navigator Library Navigator Library Navigator Library Navigator Library Navigator ■

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

②

③

④
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新収資料紹介新収資料紹介
①教職員著作目録　2007.2 － 2007.9      （  　　　）は所属学部等

著者名 書名 出版社 配置場所 請求記号

寺本　義也
秋澤　　光　（商学部） 共著 営利と非営利のネットワークシップ 同友館 中央 335.8/Te53

W．ゼムラー
浅田　統一郎　（経済学部）

編
訳

金融不安定性と景気循環
（ポスト・ケインジアン叢書　34）

日本経済
評論社 開架 331.7/P84

石川　敏行　（法科大学院）
藤原　静雄 著 はじめての行政法（有斐閣アルマ　Basic） 有斐閣 開架・中央 323.9/I76

石崎　忠司　（商学部）
中瀬　忠和　（商学部） 編著 コーポレート・ガバナンスと企業価値

（中央大学企業研究所研究叢書　27）
中央大学
出版部 開架・中央 335.4/I84

ヨーロッパ連合
猪口　　孝 （法学部）

編
監訳

ヨーロッパ統計年鑑　2005
データと図表で見るヨーロッパ案内 柊風舎 レファレンス M353/Y84

内野　正幸　（法科大学院） 著 公法＜憲法＞（新・論点講義シリーズ　1） 弘文堂 開架・中央 323.14/U22

大淵　博義　（商学部） 著 国税の常識　第 10版（知っておきたい） 税務経理協会 開架 345/O19

音無　通宏　（経済学部） 編著 功利主義と社会改革の諸思想
（中央大学経済研究所研究叢書　43）

中央大学
出版部 開架・中央 331/O86

貝塚　啓明　（研究機構開発）
中嶋　敬雄

責任
編集 国際金融用語辞典　第 6版 銀行研修社 開架・

レファレンス D338.9/Ka21

貝塚　啓明　（研究機構開発）
アン・O. クルーガー 編 日本財政破綻回避への戦略

Tackling　Japan’s　Fiscal　Challenges
日本経済新聞
出版社 中央 342.1/Ka21

中島　義道
加賀野井　秀一　（理工学部） 著 「うるさい日本」を哲学する　偏食哲学者と美食哲学者の

対話 講談社 開架 302.1/N34

片桐　正俊　（経済学部）
御船　　洋　（商学部）
横山　　彰　（総合政策学部）

編著 分権化財政の新展開（中央大学経済研究所研究叢書　44） 中央大学
出版部 開架・中央 349.3/Ka81

片桐　稔晴　（経済学部） 著 古典をひもとく社会思想史 中央大学
出版部 開架・中央 309.023/Ka81

川崎　嘉元　（文学部） 編著 エスニック・アイデンティティの研究　流転するスロヴァ
キアの民（中央大学社会科学研究所研究叢書　18）

中央大学
出版部 開架・中央 334.5348/Ka97

木下　源一郎　（理工学部）
実森　彰郎 共著 センシング工学入門 コロナ社 理工 501.22/Ki46

栗林　　世　（経済学部）
谷口　洋志　（経済学部） 著 現代経済政策（BUNSHINDO　FOUNDATION　BOOKS） 文眞堂 開架・中央 333/Ku61

小島　武司　（名誉教授）
高桑　　昭 編 仲裁法　注釈と論点 青林書院 開架・中央 327.5/Ko39

神戸大学会計学研究室
児嶋　　隆　（商学部）　　

編
執筆 会計学辞典　第 6版 同文館出版 開架・

レファレンス D336.9/Ko13

小島　武司　（名誉教授）
小林　　学　　　　　　　　 著 基本演習民事訴訟法　Illustrational Method 信山社出版 開架 327.2/Ko39

佐藤　元英　（文学部） 監修
解説 日米関係戦時重要事項日誌　復刻 ゆまに書房 日本史 M319.1053/Sa85

讃井　唯允　（文学部） 著 着実にまなぶ中国語　基礎固め編 朝日出版社 開架 827.5/Sa67

讃井　唯允　（文学部） 著 着実にまなぶ中国語　入門編 朝日出版社 開架 827.5/Sa67

椎橋　隆幸　（法学部）
大澤　　裕ほか 著 ブリッジブック刑事裁判法（ブリッジブックシリーズ） 信山社出版 開架・中央 327.6/Sh32

柴田　英樹　（経済学部） 著 西洋経済史講義　古代から情報革命まで 学文社 開架・中央 332.3/Sh18

島田　次郎　（名誉教授） 著 日本の大学総長制（中央大学学術図書　67） 中央大学
出版部 中央・理工 377/Sh36

杉山　高一　（理工学部）
藤越　康祝　（理工学研究科）

総
編集 統計データ科学事典 朝倉書店 レファレンス・

市ヶ谷 M417.5/Su49

鈴木　俊幸　（文学部） 著 江戸の読書熱　自学する読者と書籍流通
（平凡社選書　227） 平凡社 開架・中央 023.1/Su96

鈴木　俊幸　（文学部） 編 近世書籍研究文献目録　増補改訂 ぺりかん社 中央・
レファレンス M023.1/Su96

鈴木　俊幸　（文学部）
高橋　章則
高橋　明彦　（文学部）
古相　正美

編 魚沼神社所蔵古典籍目録 魚沼神社 中央 M029.8/Su96

角田　邦重　（法学部）
山田　省三　（法科大学院） 著 現代雇用法 信山社 開架・中央 366.14/Su58

多喜　　寛　（法学部） 著 国家契約の法理論（日本比較法研究所研究叢書　72） 中央大学
出版部 開架・中央 329.82/Ta71
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著者名 書名 出版社 配置場所 請求記号

立石　二六　（法学部） 編著 刑法総論 30講 成文堂 開架・中央 326.1/Ta94

田中　　務　（総合政策学部） 編 日本論：グローバル化する日本
（中央大学政策文化総合研究所研究叢書　5）

中央大学
出版部 開架・中央 302.1/C66

田中　廣滋　（経済学部）
田中　嘉成
藪田　雅弘　（経済学部）

編
21 世紀の環境と経済　中央大学経済学部創立 100 周年
記念（セブン＆アイ・ホールディングス鈴木敏文代表寄
付講座シリーズ　2）

中央大学
出版部 開架・中央 519.5/Ta84

田中　素香　（経済学部） 著 拡大するユーロ経済圏　その強さとひずみを検証する 日本経済新聞
出版社 開架・中央 332.3/Ta84

田中　廣滋　（経済学部） 編著 環境ガバナンスとコミュニケーション機能 中央大学
現代GP 中央 519.5/Ta84

棚瀬　孝雄　（法科大学院） 編著 市民社会と法　変容する日本と韓国の社会
（MINERVA人文・社会科学叢書　122）

ミネルヴァ
書房 中央・市ヶ谷 321.3/Ta85

都筑　　学　（文学部） 著 大学生の進路選択と時間的展望
横断的調査にもとづく検討

ナカニシヤ
出版 開架・中央 371.47/Ts99

都筑　　学　（文学部）
白井　利明 編 時間的展望研究ガイドブック ナカニシヤ

出版 開架・中央 141.27/Ts99

津野　義堂　（法学部） 著 法知の科学 津野文庫 開架・中央 322/Ts81

津野　義堂　（法学部） 編 コンセンサスの法理　（法文化（歴史・比較・情報）叢書　5） 国際書院 開架 322.3/Ts81

遠山　　曉　（商学部） 編著 組織能力形成のダイナミックス　Dynamic Capability
（日本情報経営学会叢書　2） 中央経済社 開架 336/N77

小松　陽一
遠山　　曉　（商学部）
原田　　保

編著 組織コンテクストの再構成　Contextual　Design
（日本情報経営学会叢書　3） 中央経済社 開架 336/N77

アントン・リーダー
戸口　日出夫　（商学部）

著
訳 ウィーンの森　　自然・文化・歴史 南窓社 開架 293.46/R38

富塚　良三　（名誉教授） 著 経済原論　資本主義経済の構造と動態　簡約版 有斐閣 開架 331/To59

富塚　良三　（名誉教授） 著 再生産論研究（中央大学学術図書　64） 中央大学
出版部 中央 331.6/To59

永井　和之　（総長・学長） 編著 よくわかる会社法
（やわらかアカデミズム・＜わかる＞シリーズ）

ミネルヴァ
書房 開架・中央 325.2/N14

中田　一郎　（名誉教授） 著 メソポタミア文明入門（岩波ジュニア新書　558） 岩波書店 開架・中央 228.1/N43

中村　　昇　（文学部） 著 小林秀雄とウィトゲンシュタイン 春風社 開架・中央 910.26/Ko12/N37

中村　　昇　（文学部） 著 ホワイトヘッドの哲学（講談社選書メチエ　390） 講談社 開架・哲学 133.55/N37

寄川　条路
大塚　　直、川島　健太郎
仲正　昌樹
縄田　雄二（文学部）

編

著 メディア論　現代ドイツにおける知のパラダイム・シフト 御茶の水書房 開架 361.54/O88

新原　道信　（文学部） 著 境界領域への旅　岬からの社会学的探求 大月書店 開架 361/N72

川島　　真
服部　龍二　（総合政策学部） 編 東アジア国際政治史 名古屋大学

出版会 開架・中央 319.2/Ka97

服部　龍二　（総合政策学部）
土田　哲夫　（経済学部） 編著 戦間期の東アジア国際政治

（中央大学政策文化総合研究所研究叢書　6）
中央大学
出版部 開架・中央 302.1/C66

福原　紀彦　（法科大学院） 編集
代表 企業法務戦略 中央経済社 開架・中央 335/F75

松尾　正人（文学部） 著 木戸孝允（幕末維新の個性　8） 吉川弘文館 開架・中央 289/K13/Ma85

丸山　秀平　（法科大学院） 著 やさしい会社法　第 9版 法学書院 開架・中央 325.2/Ma59

三浦　俊彦　（商学部）
原田　　保　　　　　　　 編 スロースタイル

生活デザインとポストマスマーケティング 新評論 開架・中央 675.2/H32

矢内　一好　（商学部） 著 解説改正租税条約　新日米租税条約以後の動向 財経詳報社 開架・中央 345.1/Y54

時政　　勗
藪田　雅弘　（経済学部） 編 環境と資源の経済学（現代経済学のコア） 勁草書房 開架・中央 519.5/To32

久塚　純一
山田　省三　（法科大学院） 編 社会保障法解体新書　第 2版 法律文化社 開架・中央 364/H76

横田　洋三　（法科大学院） 著 国連による平和と安全の維持　解説と資料　第 2巻 国際書院 中央 M329.5/Y78

細田　衛士
横山　　彰　（総合政策学部） 著 環境経済学（有斐閣アルマ　Specialized） 有斐閣 開架・中央 519.5/H93

化学兵器CAREみらい基金
吉見　義明　（商学部）

編著
監修

ぼくは毒ガスの村で生まれた。　あなたが戦争の落とし物
に出あったら 合同出版 開架 559.3/Ka16

フィリップ・ヴァルテール
渡邉　浩司　（経済学部）

著
訳 中世の祝祭　伝統・神話・起源 原書房 中央 386.2/W37



編集発行　中央大学図書館
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ＵＲＬ：http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/library/My Cul（マイ・クル）
中央大学図書館広報誌　No.10

（2007年11月発行）

図書館報『My CUL』第10号をお届けします。2004年7月の創刊以来ようやく

10号までこぎつけました。これも、図書館を応援して下さる学生・教職員の皆さ

んのご支援の賜物です。これからも『My CUL』をよろしくお願いいたします。

さて、今号は『中央大学の文人教授たち』という特集を組んでみました。既に鬼籍に入られた文人教授た

ちの仕事の中から「中央大学」の違った顔が見えてきませんか？本号刊行と同時に開催される『企画展示』も

是非お楽しみ下さい。

また、『Voice』をご執筆いただいた岩立さん、貴重なご意見どうもありがとうございました。図書館は

これからも「図書館が無くては生きていけない！」学生・院生を利用者としてもアルバイトとしても歓迎い

たします。

編 集 後 記編 集 後 記

②中央大学関係資料目録　2007.2 － 2007.9（貴重書・準貴重書指定）

著者 作品名 請求記号

長谷川如是閑　色紙 早興（科学的精神） K289/H36

鷹羽　狩行　草稿 現代の作家たちに期待するもの K911.3/Ta31

佐々木基一　草稿 自然主義 K901.4/Sa75

平田次三郎　草稿 石川達三 K910.26/I76/H68

長谷川如是閑　草稿 『文学は無くなるでせうか。』 K289/H36

磯田　光一　草稿 太宰治論の転換文芸時評 K910.26/D49/I85

辰野　　隆　草稿 老若問答創作と批評 K914.6/Ta95

辰野　　隆　草稿 老若問答死後百年のバルザック K914.6/Ta95

石原　八束　色紙 [河鹿の音光の絲を伝ひくる ] K911.3/I74

著者 書名 請求記号

東京都改憲阻止
学生会議結成準備会

「改憲阻止斗争と統一戦線」
基調報告 377.96/To46

中央大学女子学生会 「こだま」中央大学女子学
生会機関誌 377.96/C66

書簡 送付宛先 請求記号

* 和田　芳恵 小島　政二郎　宛 葉書 K289/W12

* 和田　芳恵 小島　政二郎　宛 葉書 K289/W12

有島　武郎 *長谷川如是閑　宛 封書 K289/H36/A76

*：本学関係者

皆さんは図書館をどれくらいの頻度で利用しているで

しょうか？週に１度ですか、それとも2度ですか、はた

また利用していないですか。図書館には約200万冊もの

本が所蔵されています。私は日本史学を専攻している学

生ですが、本学の図書館において、国立国会図書館や東

京都立図書館などの公立図書館に所蔵されていない本と

めぐり合うケースも稀なことではありません。是非とも

積極的な利用をお勧めいたします。

その図書館ですが、どのようなシステムで運営され

ているか皆さんはご存知でしょうか？実は本学の図書館

は、大学職員と業者への業務委託で運営されています。

大学と業者はそれぞれアルバイトを雇っており、私は、

業者側のアルバイトとして図書館で働いています。館内

でよく見かける人たちは、実は皆さんと同じ中央大学の

学生だったりするんですよ。ところで、皆さんが2階の

カウンターで閲覧請求票を提出すると、機械（テレリフ

ト）が地下にもぐっていくのをご存知ですか？それを受

け、地下の書庫内でもやはり、大学と業者の精鋭たちが

少しでも早く皆さんのお役にたとうと書庫内を走って本

を捜しに行き、本を機械に乗せ、地上に送るという作業

をしています。私たちのモットーは“皆さんのお役にた

つ”というものですので、青紐のタッグ及びエプロンを

つけている人を見かけたらどんな些細な疑問・質問でも

ぶつけてみてください。

ところで、その書庫内には、中央図書館所蔵資料の8

割が保管されています。つまり、地上階で閲覧できる本

は、まさに氷山の一角なのです。私は初入庫の際、その

蔵書の多さに胸を打たれ、言葉を失いました。図書館の

地下では、新旧問わず、世界各国で育まれてきた様々な

知識が、あなたの目に留まる日をじっと待っています。

だからこそ、書庫の積極的な利用をみなさんにお勧め

しているのです。ぜひ、書庫内に眠っている本との出会

いを楽しんでください。特に入庫の権利を持つ卒論・ゼ

ミ論を執筆する人は、3年生になったら早めに卒論入庫

手続きを済ませ、自分の足で‘書庫内散歩’に出かけてみ

て下さい。新たな本との出会いが、皆さんの可能性を大

いに広げてくれると思います。

（大学院文学研究科日本史学専攻）
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