
（マイ・クル）
中央大学図書館広報誌No.40
（2022年 11月発行）

編集発行　中央大学図書館　　　　　　　　　　　URL: https://www.chuo-u.ac.jp/library/
〒 192-0393 東京都八王子市東中野 742-1
TEL.042-674-2546

CUL

新収資料紹介
教職員著作目録　2021.10－2022.3　配架図書一覧　（　　　）は所属学部等

著者名 書名 出版社 出版年月 配置場所 請求記号
阿部 正浩 （経）, 佐藤 博樹 （戦略） ほか 著 企業競争力を高めるこれからの人事の方向性 労務行政 2020.10 中央書庫/戦略経営 336.4/R66

新井 誠 （研） 著 成年後見制度の生成と展開 有斐閣 2021.3 中央書庫/
市ヶ谷法務 324.65/A62

飯尾 淳 （国情） 著 オンライン化する大学 : コロナ禍での教育実践と考察 樹村房 2021.8 開架 377.15/I27
飯塚 容 （文） 訳 灯火 （ともしび） : 新しい中国文学 2019 外文出版社 2019 中国言語 920.5/J52
フリードリヒ・キットラー
石田 雄一 （法）

著
訳 書き取りシステム1800・1900 インスクリプト 2021.4 開架 361.54/Ki79

礒崎 初仁 （法） 著 立法分権のすすめ : 地域の実情に即した課題解決へ ぎょうせい 2021.9 中央書庫/開架 318.1/I85
北村 喜宣,
礒崎 初仁 （法） ほか

編著
著 法令解釈権と条例制定権の可能性と限界 : 分権社会における条例の現代的課題と実践 第一法規 2022.1 中央書庫/市ヶ谷法務 318.1/Ki68

岩田 重則 （総） 著 赤松啓介 : 民俗学とマルクス主義と 有志舎 2021.10 中央書庫/開架 380.1/I97
遠藤 研一郎 （法） 著 わたしの味方になる法律の話 : マンガでわかる! 大和書房 2021.9 開架/法学部図書室 320/E59

大田 美和 （文） ほか 著 朝鮮学校無償化除外反対アンソロジー
「朝鮮学校無償化
除外反対アンソロ
ジー」刊行会

2010.8 開架 911.5/C54

大淵 博義 （名）, 安田 京子 著 国税の常識　第23版 （知っておきたい） 税務経理協会 2021.8 開架 345/O19
ソラアット・ナパット
大村 雅彦 （理事長）

著
監修 タイ破産法概説 : 日本法との比較 中央大学出版部 2021.12 中央書庫/開架 327.9237/

So54

岡嶋 裕史 （国情） 付録
監修 これで安心!スマホのセキュリティ&パスワード管理術 : スマホは買ったときのまま使うのはキケン! 宝島社 2021.7 国際情報 694.6/Ko79

岡嶋 裕史 （国情） 執筆
協力 世界一やさしいスマートフォン : スマホを始めよう! : アンドロイド対応　改訂第4版 インプレス 2021.6 国際情報 694.6/Se22

岡嶋 裕史 （国情） 講師 このまま真似るだけスマホアプリ講座 （扶桑社ムック　NHK趣味どきっ !） 扶桑社 2021.11 国際情報 694.6/O39

岡嶋 裕史 （国情） 著 ネットワークスペシャリスト合格教本                                                                         技術評論社 2021.10 国際情報 007.6/O39//
キャリア6

岡嶋 裕史 （国情） 著 うかる!基本情報技術者 : 問題解説を大幅増強 : 午後・表計算編　ver.2.0 日経BP日本経済新
聞出版本部 2021.11 開架/国際情報 549.92/O39

大滝 みや子, 岡嶋 裕史 （国情） 共著 応用情報技術者合格教本 : 令和04年 【春期】 【秋期】 技術評論社 2021.12 国際情報 007.6/O83
岡嶋 裕史 （国情） 著 情報処理安全確保支援士合格教本 : 「登録セキスペ」完全対応! : 令和04年 【春期】 【秋期】 技術評論社 2021.12 国際情報 007.6/O39
岡嶋 裕史 （国情） 著 ITパスポート合格教本 : 令和04年 技術評論社 2021.12 開架/国際情報 549.92/O39
岡嶋 裕史 （国情） 著 情報セキュリティマネジメント合格教本 : 令和04年 技術評論社 2021.12 開架/国際情報 549.92/O39
岡嶋 裕史 （国情） 
日本放送出版協会

監修
編 はじめてのスマホすぐできる!かんたんスマホ操作ブック （生活実用シリーズ  NHK趣味どきっ !MOOK） NHK出版 2022.1 国際情報 694.6/N77

小賀野 晶一 （法）, 平沼 直人 編著 交通事故 : 実務理論事故法大系 1 （典型判例シリーズ） 保険毎日新聞社 2021.2 中央書庫/
市ヶ谷法務 681.3/021

小賀 野晶一 （法）,
奥田 進一 編 森林と法 成文堂 2021.4 中央書庫/開架 651.12/O21

小賀野 晶一 （法）, 古笛 恵子 編 交通事故医療法入門 勁草書房 2021.7 中央書庫/開架 681.3/O21
岡伸浩, 小賀野 晶一 （法） ほか 著 高齢社会における民法・信託法の展開 : 新井誠先生古稀記念論文集 日本評論社 2021.12 中央書庫/開架 324.82/O36
奥田 安弘 （法務） 著 フィリピン家族法の逐条解説 明石書店 2021.6 中央書庫/開架 324.9248/O54
ゲーテ
小塩 節 （名）

著
訳編 ゲーテからの贈り物 青娥書房 2021.10 開架 941/G56

加藤 久典 （総） 著 インドネシア : 世界最大のイスラームの国 （ちくま新書 1595） 筑摩書房 2021.8 開架/国際情報 ちくま新書/
1595

ロベール=ジャック・ティボー
金光 仁三郎（名）

著
訳 北欧・ゲルマン神話シンボル事典 大修館書店 2021.9 参考 D162.3/Th4

河合 久 （国経）,
堀内 恵 （商）, 櫻井 康弘 著 コンピュータ会計基礎 改訂版 創成社 2021.3 中央書庫/開架 336.9/Ka93

古積 健三郎 （法務） 著 実戦演習民法 : 予備試験問題を素材にして 弘文堂 2021.10 開架/市ヶ谷法務 324/Ko99
小林 謙一 （文） ほか 監修 最新科学で探る日本史 : 覆った通説の数々 ! 宝島社 2021.4 日本史 210.04/Sa22
佐伯 仁志 （法務）, 大村 敦志 編集代表 ポケット六法　令和4年版 有斐閣 2021.9 開架/市ヶ谷法務 J320.91/Ka86
酒井 克彦 （法務） 著 クローズアップ課税要件事実論 : 要件事実と主張・立証責任を理解する　第5版 財経詳報社 2021.10 中央書庫/開架 345.19/Sa29
酒井 克彦 （法務） 著 スタートアップ租税法 : 租税法学習の道しるべ　第4版  財経詳報社 2021.6 中央書庫/開架 345.1/Sa29
柏﨑 敏義, 加藤 一彦
佐藤 修一郎 （理） ほか

編著
執筆 新憲法判例特選 第3版 敬文堂 2021.4 開架/市ヶ谷法務 323.14/Ka77

町村 泰貴
張 子弦, 佐藤 鉄男 （法務） ほか

編
著 民事手続の中の情報 : 情報化のジレンマに直面する手続法 民事法研究会 2021.11 中央書庫/市ヶ谷法務 327.2/Ma17

篠原 正博 （経）, 大澤俊一 ほか 編著 テキストブック地方財政　改訂版 創成社 2021.5 中央書庫/開架 349.21/Sh67
安藤 聡彦 ほか
清水 善仁 （文） ほか

編著
著 公害スタディーズ : 悶え、哀しみ、闘い、語りつぐ ころから 2021.10 開架/日本史 519.5/A47

庄司 克宏 （総）, 
ミゲール・P.マドゥーロ 編 トランスナショナル・ガバナンス : 地政学的思考を越えて 岩波書店 2021.5 中央書庫/開架 319/Sh96

庄司 克宏 （総） 編 国際機構　新版 （岩波テキストブックス） 岩波書店 2021.7 中央書庫/開架 329.3/Sh96
藤本 幸夫,
鈴木 俊幸 （文） ほか

編
著 書物・印刷・本屋 : 日中韓をめぐる本の文化史 勉誠出版 2021.6 中央書庫/国文 020.2/F62

諏訪 紀幸 （名） 著 有限体と代数曲線 （現代基礎数学　6） 朝倉書店 2021.11 理開 410.8/A62
関口 定一 （商）
関口定一遺稿集刊行委員会

著
編 ホワイトカラー雇用史序説 : 20世紀アメリカの企業社会 （中央大学学術図書 103） 中央大学出版部 2021.9 中央書庫 336.4/Se27

関野 満夫 （経） 著 日本の戦争財政 : 日中戦争・アジア太平洋戦争の財政分析 （中央大学学術図書 102） 中央大学出版部 2021.7 中央書庫/開架 342.1/Se37
関野 満夫 （経）
持田 信樹 （総）

編著
著 現代地方財政の諸相 （中央大学経済研究所研究叢書　78） 中央大学出版部 2021.10 中央書庫/開架 349.21/Se37

ジャン・ボダン
高橋薫 （名）

著
試訳 国家論全六巻 鳩寂居 2020.9 中央書庫 311/B61

ジョン・マクミラン
瀧澤 弘和 （経）

著
訳 市場を創る : バザールからネット取引まで　新版 慶應義塾大学

出版会 2021.10 中央書庫/開架 331.845/Ma22

デイヴィド・ルイス,
瀧澤弘和 （経）

著
訳 コンヴェンション : 哲学的研究 慶應義塾大学

出版会 2021.6 中央書庫 116.3/L59

武智 秀之 （法） 著 行政学 中央大学出版部 2021.8 中央書庫/開架 317.1/Ta58
田中 洋 （名） 編著 ブランド戦略ケースブック2.0 : 13の成功ストーリー 同文舘出版 2021.11 開架 675.2/Ta84

田中 洋 （名）, 岸 志津江 編 現代広告全書 : デジタル時代への理論と実践 = Contemporary issues in advertising : principles and 
practice 有斐閣 2021.12 開架/国際情報 674/Ta84

辻井 重男 （研） 著 フェイクとの闘い : 暗号学者が見た大戦からコロナ禍まで コトニ社 2021.9 開架/理開 547.01/Ts42
都筑 学 （名）, 梅原 利夫ほか 編著 小中一貫教育の実証的検証 : 心理学による子ども意識調査と教育学による一貫校分析 花伝社 2021.3 中央書庫 376.2/U66
都筑 学 （名） 著 自立って何だろう : 社会と子どもたち 新日本出版社 2021.7 中央書庫/開架 371.45/Ts99
唐 成 （経） 著 家計・企業の金融行動から見た中国経済 : 「高貯蓄率」と「過剰債務」のメカニズムの解明 有斐閣 2021.12 中央書庫/開架 332.22/To11
遠山 信一郎 （法務） 著 くらしに役立つ独占禁止法Q&A60 : 弁護士さんがやさしく答える ビジネスマン・中小企業者・消費者のための 日本法令 1993.2 国際情報 335.57/To79
中坂 恵美子 （文）, 池田 賢市 （文）
新原 道信 （文）, 松本悠子 （名）, 及川淳子 （文）, 
松田 俊道 （名）, 中坂 恵美子 （文）, 
大田 美和 （文）, 森茂 岳雄 （名） ほか

編
著 人の移動とエスニシティ : 越境する他者と共生する社会に向けて 明石書店 2021.8 中央書庫/開架 334.4/N42

中條 武志 （理） 著 日常管理の基本 : トラブル・事故・不祥事の防止 日科技連出版社 2021.12 開架 509.66/N34
中野目 善則 （法）, 四方 光 （法） 編著 サイバー犯罪対策 成文堂 2021.7 中央書庫/開架 368.6/N39
マイケル・ノース
中村 亨 （商）

著
訳 一九二二年を読む : モダンの現場に戻って 水声社 2022.1 開架 930.2/N96

中村 昇 （文） 著  ウィトゲンシュタイン、最初の一歩 = The fi rst step with Wittgenstein 亜紀書房 2021.9 開架/哲学 134.8/W79/
N37

中村 昇 （文）
阿部 幸信 （文）, 飯盛 元章 （文）, 宇佐美 毅 （文）, 
及川 淳子 （文）, 大田 美和 （文）, 小野 潮 （文）, 
鳥光 美緒子 （研）, 中澤 秀雄 （法）, 
縄田 雄二 （文）, 吉野 朋美 （文）

編
執筆 読書する知性 : 「本づくり」演習成果 中央大学出版部 2021.10 中央書庫/開架 019/C66

中原 孝信
生田目 崇 （理）, 松下 光司 （戦略）

編集
執筆

マーケティングデータ分析 : Pythonによるビジネスデータサイエンス = Business data science with Python 
3 朝倉書店 2021.9 開架/国際情報 336.1/N33

アドルフ・ムシュク,
野口 薫 （名）, 美濃部 遊, エヴァ・ビリック

著
訳 フクシマへの帰郷 eブックランド 2021.3 開架/独文 940/Mu82

野田 博 （法）, 大杉 謙一 （法務）, 小宮 靖毅 （法）
一ノ澤 直人 （法）, 杉浦 宣彦 （戦略）, 
平泉 貴士 （法）, 福原 紀彦 （法務）, 三浦 治 （法）

編
執筆 商事立法における近時の発展と展望 : 丸山秀平先生古稀記念論文集 中央経済社 2021.10 中央書庫/開架 325/N92

ダグラス・A・アーウィン
長谷川 聰哲 （名）
小森谷 徳純 （経）

著
監訳
訳

米国通商政策史 文眞堂 2022.2 中央書庫 678.1/I67

原田 剛 （法） 著 債権各論講義 成文堂 2021.10 中央書庫/開架 324.5/H32
北川 源四郎,
樋口 知之 （理）ほか 著 教養としてのデータサイエンス （データサイエンス入門） 講談社 2021.6 中央書庫/開架 417.5/Ki63

平山 令二 （名） 著 ユダヤ人を救ったドイツ人 : 静かな英雄たち  鷗出版 2021.9 中央書庫/開架 234.074/H69
塩野 宏
藤原 靜雄（法務） ほか

監修
編著 情報公開法制定資料 10-11 : 平成11年 立案資料編5-6 （日本立法資料全集145-146巻） 信山社出版 2021.10 市ヶ谷法務 M322.16/N77

牧野 武彦 （経） 著 文レベルで徹底英語発音トレーニング 研究社 2021.12 中央書庫/開架 831.1/Ma35
宮下 紘 （総） 著 プライバシーという権利 : 個人情報はなぜ守られるべきか （岩波新書 新赤版 1868） 岩波書店 2021.2 中央書庫/開架 316.1/Mi83
ジェイン・オースティン
宮丸 裕二 （法）, 新井 潤美

作
訳 マンスフィールド・パーク （上） （下）　岩波文庫 赤（32）-222-7, 赤（32）-222-8 岩波書店 2021.11

-12 中央書庫/開架 933/A96

ヴァルター・ベンヤミン
村岡 晋一 （理） ほか

著
訳 パサージュ論 （岩波文庫 赤（32）-463-7） 岩波書店 2021.8 中央書庫/開架 944/B35

村田 渉 （法務） 編著 事実認定体系　担保物権編 第一法規 2021.7 中央書庫 327.2/Mu59
矢野 善郎 （文）, 園田 茂人ほか 著 社会学の中の東京学派 : ブックレット東京学派　Vol.2 東洋文化研究所 2021.2 社会学 361.21/So45
山内 惟介 （名） 著 国際会社法研究　第2巻 （日本比較法研究所研究叢書　125） 中央大学出版部 2021.11 中央書庫/開架 329.84/Y46
山田 昌弘 （文）, 丁青 著 少子社会 : 为什么日本人不愿意生孩子? 上海教育出版社 2021.6 社会学 334.31/Y19
フィリップ・ヴァルテール
渡邉 浩司 （経）

著
訳 ユーラシアの女性神話 （ユーラシア神話試論 2） 中央大学出版部 2021.8 中央書庫/開架 162/W37

＊ (法)：法学部、 (経)：経済学部、 (商)：商学部、 (理)：理工学部、 (文)：文学部、 (総)：総合政策学部、 (国経)：国際経営学部、 (国情)：国際情報学部、 (法務)：法務研究科、 (戦略)：戦略経営研究科、  (研)：研究開発機構教授、 (名)：名誉教授、(職)：職員
＊ スペースの都合上、配置場所は２ヶ所まで表記している。
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特集　文庫で読める中国現代文学の名作　文学部教授　飯塚 容
グループ学修施設が利用しやすくなりました
学修用 PCの利用方法が変わりました
ビジネススクール図書室が移転しました
新収資料紹介　中央大学教職員著作目録・資料目録（2021.10 ～ 2022.3 収集分）
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文学部教授　飯塚　容

文庫で読める
　　中国現代文学の名作

　文学部の中国言語文化専攻では毎年、新入生に専任

教員５名が選んだ「おすすめの本」という小冊子を配布

しており、これまで私も何冊かの中国文学の本を紹介

してきた。また、「現代中国文学」という授業では、一年

間に20人以上の作家の短篇小説を受講生に読んでも

らっている。そうした経験を踏まえて、この小文では

10冊の本を取り上げたい。いずれも文庫で読める、中

国現代文学の名作である。

　魯迅（1881-1936）は中国の現代作家の中で、一般の

日本人にも名前が知られている唯一の存在かもしれな

い。中学校の国語の教科書で『故郷』を読んだという人

が多いからだろう。『狂人日記』（1918）は『新青年』とい

う雑誌に発表され、中国新文学のスタートを飾る作品

となった。私の「現代中国文学」の授業でも、毎年いちば

ん初めに取り上げている。筆者の友人の弟が「被害妄想

狂」の病気にかかり、自分は「人が人を食う」社会に暮ら

していると思い込んで書いた日記という体裁で物語は

進行する。この小説は表面的な読み方をすると、とんで

もない誤解をしてしまう。「狂人」の病気が最後に治っ

てよかったとか、中国では人肉を食べる習慣があると

知って驚いたとかいう感想が出てくる。「狂人」は本当

に「狂人」なのか、「人が人を食う」という表現は何の比

喩なのか、というところまで読み込んでほしい。

　『阿Ｑ正伝』（1921）は、もう一つの代表作。ありふれ

た一人の農民が革命騒ぎに巻き込まれ、命を落とすま

でを描く。つねに敗北を認めようとせず、「精神勝利法」

によって自己満足に浸る阿Ｑは、当時の中国人の国民

性に対する諷刺であると同時に、普遍的な人間の弱さ

や愚かさの指摘でもある。

　岩波文庫版の魯迅作品は本書のほか、散文詩『野草』

（1927）、自伝的回想録『朝花夕拾』（1928）、神話・伝説・

史書に基づく小説集『故事新編』（1936）、それに評論・

随筆を集めた『魯迅評論集』があり、多様な創作の魅力

を知ることができる。また岩波文庫以外でも、主要な作

品を収める文庫版の小説集は、これまでに何種類か出

版されてきた。同じ小説が翻訳によってどれだけ違う

印象を与えるか、それを読み比べる楽しみも魯迅作品

にはある。

　茅盾（1896-1981）は、長篇小説を得意とするリアリ

ズム作家として知られる。本作（1933）は半植民地時代

の上海を舞台に、製糸工場を経営する民族資本家の台

頭と挫折をダイナミックに描く。彼を取り巻くさまざ

まな階層の人たちが60人以上も登場し、世界恐慌の影

響、外国金融資本の進出、労働者のストライキ、農民暴

動など、1930年当時の中国の社会状況を知ることが

できる。

　北京に生まれ育ち、社会の底辺で生きる人々に寄り

添う小説や戯曲を数多く残した老舎（1899-1966）の

代表作（1937）。主人公の祥子（シアンツ）は、北京の人

力車夫。田舎から北京に出てくる途中で偶然、駱駝三頭

を手に入れ、それを売って当座の生活費を得たので、

「駱駝」があだ名になった。彼は自前の人力車を買うた

めに懸命に働くが、次々に不幸に見舞われて、転落の道

を歩むことになる。

張愛玲（1920-1995）は日本占領下の上海でデビュー

し、一世を風靡した女性作家。その後、長らく文学史上

からは消えていたが、1980年代以降にジェンダー等

の視点から再評価され高い人気を得ている。『傾城の

恋』（1943）は、戦時下の上海と香港を舞台にバツイチ

の女性とプレイボーイの青年の恋の駆け引きと運命の

皮肉を描く。心理描写が巧みな作者の代表作の一つで、

香港で映画化された（1984）。

　本書はほかに、上海の路面電車の中で繰り広げられ

る行きずりの恋を描いた短篇『封鎖』（1943）などを収

録している。

　小説家・巴金（1904-2005）の後期の代表作（1947）

であると同時に、中国現代文学の名作の一つ。日中戦争

の時代の重慶に暮らす庶民の生活を描く。出版社の校

正係の夫は肺病をわずらい、母親と妻の不仲に悩んで

いる。銀行員の妻は仕事に生きがいを見出しているが、

家庭を捨てることもできない。インテリの無力さ、嫁姑

の対立、女性の自立などのテーマが胸を打つ。中国で映

画化された（1984）。

　なお、巴金の初期の代表作は、四川省成都のある大家

族の崩壊を描く自伝的長編『家』（1933）で、これも岩波

文庫で読める。

　ここまでの５冊は、20世紀前半の重要作品である。

中国では、この期間の文学を「現代文学」と呼び、1949

年の中華人民共和国成立以降の「当代文学」と区別して

きた。「当代」は「contemporary」の意味だから、当初は

妥当な名称だったが、そこから現在までを含めてなお

「同時代」と呼ぶのは少々無理がある気もする。

　1949年から1966年までの「十七年文学」（建国当初

の文学）は社会主義色が強く、今日ではほとんど読まれ

ていない。また、1966年から1976年までの「文化大革

命」中は、既存の文学がすべて否定、批判された空白の

時代だった。中国の新しい文学は、1980年代から再ス

タートを切る。以下、この時期の作品から５冊を紹介し

よう。

　莫言（1955-）は2012年にノーベル文学賞を受賞し

た。中国語で創作する作家として初めて同賞を受賞し

たのは高行健（1940-）だが、彼はそのときすでに中国

を離れ、フランス国籍を取得していた。したがって、莫

言は中国籍で初の受賞者ということになる。

　『赤い高粱』（1986）は作者の故郷である山東省高密

県を舞台に、「私」の祖父母や両親の歴史が語られる長

篇小説。抗日戦争の時代をたくましく生きた庶民の姿

が、ときにリアルに、ときに荒唐無稽に描かれる。チャ

ン・イーモウ監督の映画『紅いコーリャン』（1987）の原

作としても知られる。なお、原書はもともと中篇５作か

らなる長篇小説だったが、本書に収めるのはそのうち

の２作、岩波現代文庫は残る３作を『続　赤い高粱』と

して刊行している。

　また、文庫で読める莫言作品は、ほかに清末の山東省

でドイツによる植民地支配に抵抗した民衆のエネル

ギーを描く『白檀の刑』（2001）が中公文庫、文化大革命

期の農村を舞台とする中篇２作を収めた『牛　築路』

（1986、1998）が岩波現代文庫から出ている。

１．魯迅、竹内好訳

　 『阿Ｑ正伝・狂人日記』

　 岩波書店 1955

　 （岩波文庫）

　　(所蔵) 開架文庫　岩波文庫/赤-25-2

２．茅盾、小野忍・高田昭二訳

　 『子夜（真夜中）』上・下

　 岩波書店　1962-1970

　 （岩波文庫）

　　(所蔵) 開架文庫　岩波文庫/赤-27-1　　

　　　　　　　　　　　　  　　～ 2

５．巴金、立間祥介訳

　 『寒い夜』

　 岩波書店 2016

　 （岩波文庫）

　　(所蔵) 開架文庫　岩波文庫/赤-28-3

　　　　　中国言語　923/H17

６．莫言、井口晃訳

　 『赤い高粱』[正]・続

　 岩波書店 2003-2013

　 （岩波現代文庫）

　　(所蔵) 開架文庫　岩波現代文庫/

　　　　　　　　　　B-79、B-217

　　　　　中国言語　923/B15

３．老舎、立間祥介訳

　 『駱駝祥子 らくだのシアンツ』

　 岩波書店 1980

　 （岩波文庫）

　　(所蔵) 開架文庫　岩波文庫/赤-31-1

　　　　　中国言語　923/R72

　　(所蔵) 開架文庫　岩波文庫/赤-27-1　　　　(所蔵) 開架文庫　岩波文庫/赤-27-1　　

４．張愛玲、藤井省三訳

　 『傾城の恋/封鎖』

　 光文社 2018

　 （光文社古典新訳文庫）

　　(所蔵) 開　　架　923/C52

　　　　　中国言語　923/C52
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特
集

文学部教授　飯塚　容

文庫で読める
　　中国現代文学の名作

　文学部の中国言語文化専攻では毎年、新入生に専任

教員５名が選んだ「おすすめの本」という小冊子を配布

しており、これまで私も何冊かの中国文学の本を紹介

してきた。また、「現代中国文学」という授業では、一年

間に20人以上の作家の短篇小説を受講生に読んでも

らっている。そうした経験を踏まえて、この小文では

10冊の本を取り上げたい。いずれも文庫で読める、中

国現代文学の名作である。

　魯迅（1881-1936）は中国の現代作家の中で、一般の

日本人にも名前が知られている唯一の存在かもしれな

い。中学校の国語の教科書で『故郷』を読んだという人

が多いからだろう。『狂人日記』（1918）は『新青年』とい

う雑誌に発表され、中国新文学のスタートを飾る作品

となった。私の「現代中国文学」の授業でも、毎年いちば

ん初めに取り上げている。筆者の友人の弟が「被害妄想

狂」の病気にかかり、自分は「人が人を食う」社会に暮ら

していると思い込んで書いた日記という体裁で物語は

進行する。この小説は表面的な読み方をすると、とんで

もない誤解をしてしまう。「狂人」の病気が最後に治っ

てよかったとか、中国では人肉を食べる習慣があると

知って驚いたとかいう感想が出てくる。「狂人」は本当

に「狂人」なのか、「人が人を食う」という表現は何の比

喩なのか、というところまで読み込んでほしい。

　『阿Ｑ正伝』（1921）は、もう一つの代表作。ありふれ

た一人の農民が革命騒ぎに巻き込まれ、命を落とすま

でを描く。つねに敗北を認めようとせず、「精神勝利法」

によって自己満足に浸る阿Ｑは、当時の中国人の国民

性に対する諷刺であると同時に、普遍的な人間の弱さ

や愚かさの指摘でもある。

　岩波文庫版の魯迅作品は本書のほか、散文詩『野草』

（1927）、自伝的回想録『朝花夕拾』（1928）、神話・伝説・

史書に基づく小説集『故事新編』（1936）、それに評論・

随筆を集めた『魯迅評論集』があり、多様な創作の魅力

を知ることができる。また岩波文庫以外でも、主要な作

品を収める文庫版の小説集は、これまでに何種類か出

版されてきた。同じ小説が翻訳によってどれだけ違う

印象を与えるか、それを読み比べる楽しみも魯迅作品

にはある。

　茅盾（1896-1981）は、長篇小説を得意とするリアリ

ズム作家として知られる。本作（1933）は半植民地時代

の上海を舞台に、製糸工場を経営する民族資本家の台

頭と挫折をダイナミックに描く。彼を取り巻くさまざ

まな階層の人たちが60人以上も登場し、世界恐慌の影

響、外国金融資本の進出、労働者のストライキ、農民暴

動など、1930年当時の中国の社会状況を知ることが

できる。

　北京に生まれ育ち、社会の底辺で生きる人々に寄り

添う小説や戯曲を数多く残した老舎（1899-1966）の

代表作（1937）。主人公の祥子（シアンツ）は、北京の人

力車夫。田舎から北京に出てくる途中で偶然、駱駝三頭

を手に入れ、それを売って当座の生活費を得たので、

「駱駝」があだ名になった。彼は自前の人力車を買うた

めに懸命に働くが、次々に不幸に見舞われて、転落の道

を歩むことになる。

張愛玲（1920-1995）は日本占領下の上海でデビュー

し、一世を風靡した女性作家。その後、長らく文学史上

からは消えていたが、1980年代以降にジェンダー等

の視点から再評価され高い人気を得ている。『傾城の

恋』（1943）は、戦時下の上海と香港を舞台にバツイチ

の女性とプレイボーイの青年の恋の駆け引きと運命の

皮肉を描く。心理描写が巧みな作者の代表作の一つで、

香港で映画化された（1984）。

　本書はほかに、上海の路面電車の中で繰り広げられ

る行きずりの恋を描いた短篇『封鎖』（1943）などを収

録している。

　小説家・巴金（1904-2005）の後期の代表作（1947）

であると同時に、中国現代文学の名作の一つ。日中戦争

の時代の重慶に暮らす庶民の生活を描く。出版社の校

正係の夫は肺病をわずらい、母親と妻の不仲に悩んで

いる。銀行員の妻は仕事に生きがいを見出しているが、

家庭を捨てることもできない。インテリの無力さ、嫁姑

の対立、女性の自立などのテーマが胸を打つ。中国で映

画化された（1984）。

　なお、巴金の初期の代表作は、四川省成都のある大家

族の崩壊を描く自伝的長編『家』（1933）で、これも岩波

文庫で読める。

　ここまでの５冊は、20世紀前半の重要作品である。

中国では、この期間の文学を「現代文学」と呼び、1949

年の中華人民共和国成立以降の「当代文学」と区別して

きた。「当代」は「contemporary」の意味だから、当初は

妥当な名称だったが、そこから現在までを含めてなお

「同時代」と呼ぶのは少々無理がある気もする。

　1949年から1966年までの「十七年文学」（建国当初

の文学）は社会主義色が強く、今日ではほとんど読まれ

ていない。また、1966年から1976年までの「文化大革

命」中は、既存の文学がすべて否定、批判された空白の

時代だった。中国の新しい文学は、1980年代から再ス

タートを切る。以下、この時期の作品から５冊を紹介し

よう。

　莫言（1955-）は2012年にノーベル文学賞を受賞し

た。中国語で創作する作家として初めて同賞を受賞し

たのは高行健（1940-）だが、彼はそのときすでに中国

を離れ、フランス国籍を取得していた。したがって、莫

言は中国籍で初の受賞者ということになる。

　『赤い高粱』（1986）は作者の故郷である山東省高密

県を舞台に、「私」の祖父母や両親の歴史が語られる長

篇小説。抗日戦争の時代をたくましく生きた庶民の姿

が、ときにリアルに、ときに荒唐無稽に描かれる。チャ

ン・イーモウ監督の映画『紅いコーリャン』（1987）の原

作としても知られる。なお、原書はもともと中篇５作か

らなる長篇小説だったが、本書に収めるのはそのうち

の２作、岩波現代文庫は残る３作を『続　赤い高粱』と

して刊行している。

　また、文庫で読める莫言作品は、ほかに清末の山東省

でドイツによる植民地支配に抵抗した民衆のエネル

ギーを描く『白檀の刑』（2001）が中公文庫、文化大革命

期の農村を舞台とする中篇２作を収めた『牛　築路』

（1986、1998）が岩波現代文庫から出ている。

１．魯迅、竹内好訳

　 『阿Ｑ正伝・狂人日記』

　 岩波書店 1955

　 （岩波文庫）

　　(所蔵) 開架文庫　岩波文庫/赤-25-2

２．茅盾、小野忍・高田昭二訳

　 『子夜（真夜中）』上・下

　 岩波書店　1962-1970

　 （岩波文庫）

　　(所蔵) 開架文庫　岩波文庫/赤-27-1　　

　　　　　　　　　　　　  　　～ 2

５．巴金、立間祥介訳

　 『寒い夜』

　 岩波書店 2016

　 （岩波文庫）

　　(所蔵) 開架文庫　岩波文庫/赤-28-3

　　　　　中国言語　923/H17

６．莫言、井口晃訳

　 『赤い高粱』[正]・続

　 岩波書店 2003-2013

　 （岩波現代文庫）

　　(所蔵) 開架文庫　岩波現代文庫/

　　　　　　　　　　B-79、B-217

　　　　　中国言語　923/B15

３．老舎、立間祥介訳

　 『駱駝祥子 らくだのシアンツ』

　 岩波書店 1980

　 （岩波文庫）

　　(所蔵) 開架文庫　岩波文庫/赤-31-1

　　　　　中国言語　923/R72

　　(所蔵) 開架文庫　岩波文庫/赤-27-1　　　　(所蔵) 開架文庫　岩波文庫/赤-27-1　　

４．張愛玲、藤井省三訳

　 『傾城の恋/封鎖』

　 光文社 2018

　 （光文社古典新訳文庫）

　　(所蔵) 開　　架　923/C52

　　　　　中国言語　923/C52
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　悪夢のような幻想的な世界を描く女性作家・残雪

（1953-）の特異な作風は、国内では賛否が分かれる一

方、海外で高く評価されてきた。本作（1988）は、ある田

舎町に住むＸ女史の「姦通事件」などの奇行の数々を描

く。Ｘ女史が異常なのか、彼女を敵視する町の住人たち

が異常なのか。そう考えると、魯迅の『狂人日記』と同様

の社会諷刺が読み取れる。

　余華（1960-）のベストセラー小説『活きる』（1992）

は、国共内戦、土地改革、人民公社、大躍進、そして文化

大革命と、1940年代から1970年代までの波瀾の時代

を生き抜いた農民の物語。主人公は苛酷な運命をたく

ましく乗り越えていく。普遍的な家族の絆を描き、国内

外で多くの読者からの支持を得ている。この作品も、

チャン・イーモウ監督によって映画化された（1994）。

　ほかに文庫版の余華作品としては、親の再婚によっ

て義理の兄弟になった二人の男が歩んだ対照的な人生

を描く長篇小説『兄弟』（2005-2006）が文春文庫、10

個のキーワードを通して半世紀にわたる中国の歩みと

社会問題を語る随筆集『ほんとうの中国の話をしよう』

（2010）が河出文庫から出ているので、こちらもおすす

めしたい。

　近年の台湾文学の成果には目覚ましいものがある。

中でも、呉明益（1971-）の作品は世界的に注目を集め

ている。本書（2011）は、1980年代に台北の街で幼年

時代を過ごした人たちの回想をつづった短篇連作。ノ

スタルジーと同時に、人生の悲哀や社会の不条理をし

みじみと感じさせる。

　呉明益作品はほかに、主人公が父親の失踪事件の鍵

となる自転車を見つける過程で、家族の歴史や台湾

の歴史をたどるという形式の長篇小説『自転車泥棒』

（2015）が文春文庫に収録されている。

　最近10年の中国文学を語るとき、ＳＦ作品に触れな

いわけにはいかない。世界的な中国ＳＦブームの原動

力は、自身も作家であるケン・リュウ（1976-）による

英語圏での翻訳紹介だった。本書も英語版からの翻訳

である。女性作家・郝景芳（1984-）の表題作『折りたた
み北京』（2014）は、階層によって居住空間が三つに区

分された近未来の北京を描く。その他、『三体』三部作

（2006、2008、2010）で知られる劉慈欣（1963-）らの

短篇とエッセイを収録している。

　なお、郝景芳は2017年12月、中央大学文学部主催の
シンポジウム「ＳＦから見るアジアの未来」に参加する

ために来日、多摩校舎で講演を行った。

　今年の「現代中国文学」の受講生からは、中国文学と

いうと難しい、堅苦しい、つまらないという先入観を

持っていたが、意外に面白くて読みやすいものが多

かったという感想をもらっている。とりあえず、この

10冊の中から１冊でも手に取ってほしい。そして、10

冊をすべて読破すれば、ちょっとした中国文学通にな

れるかもしれない。

８．余華、飯塚容訳

　 『活きる』

　 中央公論新社 2019

　 （中公文庫）

　　(所蔵) 開架文庫　中公文庫/ヨ-1-1

　　　　　中国言語　923/Y72

10．ケン・リュウ編、中原尚哉・

　  他訳

　 『折りたたみ北京　現代中国　

　 SFアンソロジー』

　 早川書房 2019

　 （ハヤカワ文庫）

　　(所蔵) 開　　架　923/L73

　　　　　※単行本（早川書房, 2018）を所蔵

　　　　　 中国言語　923/L73

７．残雪、近藤直子訳

　 『突囲表演』

　 河出書房新社 2020

　 （河出文庫）

　　(所蔵) 開　　架　923/Z1

　　　　　※単行本（文藝春秋, 1997）を　

　　　　　　所蔵

　　　　　中国言語　923/Z1

グループ学修施設が  利用しやすくなりました
中央図書館（多摩キャンパス）にはグループ学習に最適な施設があります。
今まで以上に利用しやすいよう、利用時間や受付場所を変更しました。
3名以下は予約なしで、4名以上は予約をして利用できます。予約がない
時間帯は個人利用も可能です。
各施設の予約状況についてはグループ学修施設予約状況をご覧ください。
ぜひこの機会にご利用ください！

https://library.r.chuou.ac.jp/group_study_schedule.html

＼予約状況はこちらから／

CITRAS（シトラス）
定員：40名
　　（感染拡大防止対策による人数制限：～ 20名）
機材：プロジェクター、ホワイトボード、マイク

第1グループ読書室
定員：12名
（感染拡大防止対策による人数制限：～ 6名）
機材：プロジェクター、ホワイトボード
第2グループ読書室
定員：24名
（感染拡大防止対策による人数制限：～ 12名）
機材：プロジェクター、ホワイトボード

3階

3階

4階

プレゼンホール
定員：38名
（感染拡大防止対策による人数制限：～ 19名）
機材：プロジェクター、ホワイトボード、ディスプレイ、
マイク、スピーカー　※ 録画設備あり

グループパフォーマンスルーム
定員：10名
（感染拡大防止対策による人数制限：～ 5名）
機材：プロジェクター、電子ホワイトボード

4階

さらに

個人利用 利用時間　開館～閉館

予約利用 利用時間　1限～6限、20：40～閉館時間の30分前
受付場所　2階カウンター
　　　　 （利用希望日の前開館日12：00まで）

９．呉明益、天野健太郎訳

　 『歩道橋の魔術師』

　 河出書房新社 2021

　 （河出文庫）

　　(所蔵) 開　　架　923/G54

　　　　　※単行本（白水社, 2015）を所蔵

　　　　　中国言語　923/G54
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　悪夢のような幻想的な世界を描く女性作家・残雪

（1953-）の特異な作風は、国内では賛否が分かれる一

方、海外で高く評価されてきた。本作（1988）は、ある田

舎町に住むＸ女史の「姦通事件」などの奇行の数々を描

く。Ｘ女史が異常なのか、彼女を敵視する町の住人たち

が異常なのか。そう考えると、魯迅の『狂人日記』と同様

の社会諷刺が読み取れる。

　余華（1960-）のベストセラー小説『活きる』（1992）

は、国共内戦、土地改革、人民公社、大躍進、そして文化

大革命と、1940年代から1970年代までの波瀾の時代

を生き抜いた農民の物語。主人公は苛酷な運命をたく

ましく乗り越えていく。普遍的な家族の絆を描き、国内

外で多くの読者からの支持を得ている。この作品も、

チャン・イーモウ監督によって映画化された（1994）。

　ほかに文庫版の余華作品としては、親の再婚によっ

て義理の兄弟になった二人の男が歩んだ対照的な人生

を描く長篇小説『兄弟』（2005-2006）が文春文庫、10

個のキーワードを通して半世紀にわたる中国の歩みと

社会問題を語る随筆集『ほんとうの中国の話をしよう』

（2010）が河出文庫から出ているので、こちらもおすす

めしたい。

　近年の台湾文学の成果には目覚ましいものがある。

中でも、呉明益（1971-）の作品は世界的に注目を集め

ている。本書（2011）は、1980年代に台北の街で幼年

時代を過ごした人たちの回想をつづった短篇連作。ノ

スタルジーと同時に、人生の悲哀や社会の不条理をし

みじみと感じさせる。

　呉明益作品はほかに、主人公が父親の失踪事件の鍵

となる自転車を見つける過程で、家族の歴史や台湾

の歴史をたどるという形式の長篇小説『自転車泥棒』

（2015）が文春文庫に収録されている。

　最近10年の中国文学を語るとき、ＳＦ作品に触れな

いわけにはいかない。世界的な中国ＳＦブームの原動

力は、自身も作家であるケン・リュウ（1976-）による

英語圏での翻訳紹介だった。本書も英語版からの翻訳

である。女性作家・郝景芳（1984-）の表題作『折りたた
み北京』（2014）は、階層によって居住空間が三つに区

分された近未来の北京を描く。その他、『三体』三部作

（2006、2008、2010）で知られる劉慈欣（1963-）らの

短篇とエッセイを収録している。

　なお、郝景芳は2017年12月、中央大学文学部主催の
シンポジウム「ＳＦから見るアジアの未来」に参加する

ために来日、多摩校舎で講演を行った。

　今年の「現代中国文学」の受講生からは、中国文学と

いうと難しい、堅苦しい、つまらないという先入観を

持っていたが、意外に面白くて読みやすいものが多

かったという感想をもらっている。とりあえず、この

10冊の中から１冊でも手に取ってほしい。そして、10

冊をすべて読破すれば、ちょっとした中国文学通にな

れるかもしれない。

８．余華、飯塚容訳

　 『活きる』

　 中央公論新社 2019

　 （中公文庫）

　　(所蔵) 開架文庫　中公文庫/ヨ-1-1

　　　　　中国言語　923/Y72

10．ケン・リュウ編、中原尚哉・

　  他訳

　 『折りたたみ北京　現代中国　

　 SFアンソロジー』

　 早川書房 2019

　 （ハヤカワ文庫）

　　(所蔵) 開　　架　923/L73

　　　　　※単行本（早川書房, 2018）を所蔵

　　　　　 中国言語　923/L73

７．残雪、近藤直子訳

　 『突囲表演』

　 河出書房新社 2020

　 （河出文庫）

　　(所蔵) 開　　架　923/Z1

　　　　　※単行本（文藝春秋, 1997）を　

　　　　　　所蔵

　　　　　中国言語　923/Z1

グループ学修施設が  利用しやすくなりました
中央図書館（多摩キャンパス）にはグループ学習に最適な施設があります。
今まで以上に利用しやすいよう、利用時間や受付場所を変更しました。
3名以下は予約なしで、4名以上は予約をして利用できます。予約がない
時間帯は個人利用も可能です。
各施設の予約状況についてはグループ学修施設予約状況をご覧ください。
ぜひこの機会にご利用ください！

https://library.r.chuou.ac.jp/group_study_schedule.html

＼予約状況はこちらから／

CITRAS（シトラス）
定員：40名
　　（感染拡大防止対策による人数制限：～ 20名）
機材：プロジェクター、ホワイトボード、マイク

第1グループ読書室
定員：12名
（感染拡大防止対策による人数制限：～ 6名）
機材：プロジェクター、ホワイトボード
第2グループ読書室
定員：24名
（感染拡大防止対策による人数制限：～ 12名）
機材：プロジェクター、ホワイトボード

3階

3階

4階

プレゼンホール
定員：38名
（感染拡大防止対策による人数制限：～ 19名）
機材：プロジェクター、ホワイトボード、ディスプレイ、
マイク、スピーカー　※ 録画設備あり

グループパフォーマンスルーム
定員：10名
（感染拡大防止対策による人数制限：～ 5名）
機材：プロジェクター、電子ホワイトボード

4階

さらに

個人利用 利用時間　開館～閉館

予約利用 利用時間　1限～6限、20：40～閉館時間の30分前
受付場所　2階カウンター
　　　　 （利用希望日の前開館日12：00まで）

９．呉明益、天野健太郎訳

　 『歩道橋の魔術師』

　 河出書房新社 2021

　 （河出文庫）

　　(所蔵) 開　　架　923/G54

　　　　　※単行本（白水社, 2015）を所蔵

　　　　　中国言語　923/G54
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学修用PCの利用方法が変わりました
中央図書館では、2022 年 4 月より学修用 PC は 2 階の PC ロッカーから
取り出して利用する方式になりました。館内の Wi－Fi がつながる場所で、
閉館まで自由にご利用いただけます。※PC利用不可エリアを除く

　本学の中長期計画に基づく都心キャンパス整備に伴い、ビジネススクール図書室は、後楽園キャンパスの3号館13
階から6号館5階へキャンパス内移転をしました。移転先は図書館理工学部分館の一室で、2022年9月10日より開室
しています。
　これまではスペースの関係上、ビジネススクール図書室の利用者をビジネススクール生（修了生含む）、教職員、館
長特別許可者に限定していましたが、図書館理工学部分館が同時開室している時に限り、上記以外の図書館理工学部
分館利用者も利用できるようになりました（貸出不可、閲覧のみ可）。
　個別ブースや、隣席と区切りを設けた席を多く設け、より集中できる学修環境をご用意しております。多くの方の
ご利用をお待ちしております。

①センターパネルに学生証をか
ざします。

※CHOIS カードの方は、 2 階カ
ウンタースタッフにお声がけ
ください。

②モニターに表示された好きな
ロッカーの数字をタップしま
す。

③「カチッ」という音と共に指定
したロッカーのロックが解除
されるので、充電ケーブルを
外してPCを取り出します。

①PCの外側を、ロッカー付近に
ある備付の OA 用クリーナー
で軽く拭きます。（中は拭かな
いでください）

②センターパネルに学生証をか
ざします。

③モニターの「返却」ボタンを
タップすると、ロックが解除
されます。 充電ケーブルを取
り付けて返却してください。

貸出方法

返却方法

●Webプリント：館内でご自分のPCからプリントアウトできます！●
2022 年春より、オンデマンドプリンタが設置された図書館では、ご自身で持ち込まれたPCから 印刷が
できるようになりました。統合認証をお持ちの方であれば、どなたでもご利用いただけます。

学内Wi-Fi に接続。
https://print.chuo-u.ac.jp:9192
/user にログインしファイルを
アップロード

・PDF と画像ファイルのみが印刷できます。Word などのファイルは、PDF形式に保存し直してからご利用く
ださい。
・印刷サイズはA4（210mm x 297mm）またはA3（297mm x 420mm）のみです。アップロード時にサイズエ
ラーとなる場合は、お手持ちのソフトでA4またはA3サイズに保存し直してからご利用ください。フィット
ページなど用紙に合わせる機能はありません。
・2in1 などの割付印刷はできません。
・印刷ポイントは、学部生 360pt/ 週、院生・教職員 420pt/ 週です。

プリンタ横に設置してある
cPad にログインし、印刷 
ファイルを選択

プリントアウトができます

注
意
事
項

詳しい使い方は、
ITセンターのサポート
ページをご覧ください↓

②モニターに表示された好きな

後楽園キャンパス ビジネススクール図書室が移転しました

● 高書架　ビジネス関連資料を中心に約
3,000冊を開架しています。この他に
CHOISの配置場所で 「BS（理集密）」「BS 
参考（理集密）」の資料は地下書庫に所蔵
していますので、ご利用の際はカウン
ターへお申し出ください。

● 展示書架　最新号の雑誌を配架していま
す。理工学部分館が閉館し、ビジネスス
クール図書室のみ開室している時は、新
聞もこちらの書架に配架します。

● 個別ブース　セミクローズ式で視界を程
よく遮ることができ、より集中して学修
する場合に最適の環境となっておりま
す。各席にはモバイル用コンセントも装
備しており、机上のLEDデスクライトで
はQi充電もできます。

● 窓側閲覧席　隣席と区切りを設けている
ので、隣の人を気にすることなく学修に
集中することができます。各席にはモバ
イル用コンセントも装備しており、USB
充電も対応しています。

● 閲覧席　感染症対策の為、飛沫防止パネ
ルを設けている席もあります。

● ソファー席　ゆっくりくつろげるスペー
スも確保しています。　

● 情報検索用PCコーナー　図書館蔵書検
索、オンラインデータベース検索用のPC
です。本誌P6で紹介しているオンデマン
ドプリンターも設置しています。

※ビジネススクール図書室は、2023年4月にローライブラリーと統合し、専門職大学院図書室として駿河台キャンパスに移転を予定しています。

ビジネススクール図書室キャンパス内移転の詳細については
HPのお知らせをご確認ください。→

レイアウト
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学修用PCの利用方法が変わりました
中央図書館では、2022 年 4 月より学修用 PC は 2 階の PC ロッカーから
取り出して利用する方式になりました。館内の Wi－Fi がつながる場所で、
閉館まで自由にご利用いただけます。※PC利用不可エリアを除く

　本学の中長期計画に基づく都心キャンパス整備に伴い、ビジネススクール図書室は、後楽園キャンパスの3号館13
階から6号館5階へキャンパス内移転をしました。移転先は図書館理工学部分館の一室で、2022年9月10日より開室
しています。
　これまではスペースの関係上、ビジネススクール図書室の利用者をビジネススクール生（修了生含む）、教職員、館
長特別許可者に限定していましたが、図書館理工学部分館が同時開室している時に限り、上記以外の図書館理工学部
分館利用者も利用できるようになりました（貸出不可、閲覧のみ可）。
　個別ブースや、隣席と区切りを設けた席を多く設け、より集中できる学修環境をご用意しております。多くの方の
ご利用をお待ちしております。

①センターパネルに学生証をか
ざします。

※CHOIS カードの方は、 2 階カ
ウンタースタッフにお声がけ
ください。

②モニターに表示された好きな
ロッカーの数字をタップしま
す。

③「カチッ」という音と共に指定
したロッカーのロックが解除
されるので、充電ケーブルを
外してPCを取り出します。

①PCの外側を、ロッカー付近に
ある備付の OA 用クリーナー
で軽く拭きます。（中は拭かな
いでください）

②センターパネルに学生証をか
ざします。

③モニターの「返却」ボタンを
タップすると、ロックが解除
されます。 充電ケーブルを取
り付けて返却してください。

貸出方法

返却方法

●Webプリント：館内でご自分のPCからプリントアウトできます！●
2022 年春より、オンデマンドプリンタが設置された図書館では、ご自身で持ち込まれたPCから 印刷が
できるようになりました。統合認証をお持ちの方であれば、どなたでもご利用いただけます。

学内Wi-Fi に接続。
https://print.chuo-u.ac.jp:9192
/user にログインしファイルを
アップロード

・PDF と画像ファイルのみが印刷できます。Word などのファイルは、PDF形式に保存し直してからご利用く
ださい。
・印刷サイズはA4（210mm x 297mm）またはA3（297mm x 420mm）のみです。アップロード時にサイズエ
ラーとなる場合は、お手持ちのソフトでA4またはA3サイズに保存し直してからご利用ください。フィット
ページなど用紙に合わせる機能はありません。
・2in1 などの割付印刷はできません。
・印刷ポイントは、学部生 360pt/ 週、院生・教職員 420pt/ 週です。

プリンタ横に設置してある
cPad にログインし、印刷 
ファイルを選択

プリントアウトができます

注
意
事
項

詳しい使い方は、
ITセンターのサポート
ページをご覧ください↓

②モニターに表示された好きな

後楽園キャンパス ビジネススクール図書室が移転しました

● 高書架　ビジネス関連資料を中心に約
3,000冊を開架しています。この他に
CHOISの配置場所で 「BS（理集密）」「BS 
参考（理集密）」の資料は地下書庫に所蔵
していますので、ご利用の際はカウン
ターへお申し出ください。

● 展示書架　最新号の雑誌を配架していま
す。理工学部分館が閉館し、ビジネスス
クール図書室のみ開室している時は、新
聞もこちらの書架に配架します。

● 個別ブース　セミクローズ式で視界を程
よく遮ることができ、より集中して学修
する場合に最適の環境となっておりま
す。各席にはモバイル用コンセントも装
備しており、机上のLEDデスクライトで
はQi充電もできます。

● 窓側閲覧席　隣席と区切りを設けている
ので、隣の人を気にすることなく学修に
集中することができます。各席にはモバ
イル用コンセントも装備しており、USB
充電も対応しています。

● 閲覧席　感染症対策の為、飛沫防止パネ
ルを設けている席もあります。

● ソファー席　ゆっくりくつろげるスペー
スも確保しています。　

● 情報検索用PCコーナー　図書館蔵書検
索、オンラインデータベース検索用のPC
です。本誌P6で紹介しているオンデマン
ドプリンターも設置しています。

※ビジネススクール図書室は、2023年4月にローライブラリーと統合し、専門職大学院図書室として駿河台キャンパスに移転を予定しています。

ビジネススクール図書室キャンパス内移転の詳細については
HPのお知らせをご確認ください。→

レイアウト
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CUL

新収資料紹介
教職員著作目録　2021.10－2022.3　配架図書一覧　（　　　）は所属学部等

著者名 書名 出版社 出版年月 配置場所 請求記号
阿部 正浩 （経）, 佐藤 博樹 （戦略） ほか 著 企業競争力を高めるこれからの人事の方向性 労務行政 2020.10 中央書庫/戦略経営 336.4/R66

新井 誠 （研） 著 成年後見制度の生成と展開 有斐閣 2021.3 中央書庫/
市ヶ谷法務 324.65/A62

飯尾 淳 （国情） 著 オンライン化する大学 : コロナ禍での教育実践と考察 樹村房 2021.8 開架 377.15/I27
飯塚 容 （文） 訳 灯火 （ともしび） : 新しい中国文学 2019 外文出版社 2019 中国言語 920.5/J52
フリードリヒ・キットラー
石田 雄一 （法）

著
訳 書き取りシステム1800・1900 インスクリプト 2021.4 開架 361.54/Ki79

礒崎 初仁 （法） 著 立法分権のすすめ : 地域の実情に即した課題解決へ ぎょうせい 2021.9 中央書庫/開架 318.1/I85
北村 喜宣,
礒崎 初仁 （法） ほか

編著
著 法令解釈権と条例制定権の可能性と限界 : 分権社会における条例の現代的課題と実践 第一法規 2022.1 中央書庫/市ヶ谷法務 318.1/Ki68

岩田 重則 （総） 著 赤松啓介 : 民俗学とマルクス主義と 有志舎 2021.10 中央書庫/開架 380.1/I97
遠藤 研一郎 （法） 著 わたしの味方になる法律の話 : マンガでわかる! 大和書房 2021.9 開架/法学部図書室 320/E59

大田 美和 （文） ほか 著 朝鮮学校無償化除外反対アンソロジー
「朝鮮学校無償化
除外反対アンソロ
ジー」刊行会

2010.8 開架 911.5/C54

大淵 博義 （名）, 安田 京子 著 国税の常識　第23版 （知っておきたい） 税務経理協会 2021.8 開架 345/O19
ソラアット・ナパット
大村 雅彦 （理事長）

著
監修 タイ破産法概説 : 日本法との比較 中央大学出版部 2021.12 中央書庫/開架 327.9237/

So54

岡嶋 裕史 （国情） 付録
監修 これで安心!スマホのセキュリティ&パスワード管理術 : スマホは買ったときのまま使うのはキケン! 宝島社 2021.7 国際情報 694.6/Ko79

岡嶋 裕史 （国情） 執筆
協力 世界一やさしいスマートフォン : スマホを始めよう! : アンドロイド対応　改訂第4版 インプレス 2021.6 国際情報 694.6/Se22

岡嶋 裕史 （国情） 講師 このまま真似るだけスマホアプリ講座 （扶桑社ムック　NHK趣味どきっ !） 扶桑社 2021.11 国際情報 694.6/O39

岡嶋 裕史 （国情） 著 ネットワークスペシャリスト合格教本                                                                         技術評論社 2021.10 国際情報 007.6/O39//
キャリア6

岡嶋 裕史 （国情） 著 うかる!基本情報技術者 : 問題解説を大幅増強 : 午後・表計算編　ver.2.0 日経BP日本経済新
聞出版本部 2021.11 開架/国際情報 549.92/O39

大滝 みや子, 岡嶋 裕史 （国情） 共著 応用情報技術者合格教本 : 令和04年 【春期】 【秋期】 技術評論社 2021.12 国際情報 007.6/O83
岡嶋 裕史 （国情） 著 情報処理安全確保支援士合格教本 : 「登録セキスペ」完全対応! : 令和04年 【春期】 【秋期】 技術評論社 2021.12 国際情報 007.6/O39
岡嶋 裕史 （国情） 著 ITパスポート合格教本 : 令和04年 技術評論社 2021.12 開架/国際情報 549.92/O39
岡嶋 裕史 （国情） 著 情報セキュリティマネジメント合格教本 : 令和04年 技術評論社 2021.12 開架/国際情報 549.92/O39
岡嶋 裕史 （国情） 
日本放送出版協会

監修
編 はじめてのスマホすぐできる!かんたんスマホ操作ブック （生活実用シリーズ  NHK趣味どきっ !MOOK） NHK出版 2022.1 国際情報 694.6/N77

小賀野 晶一 （法）, 平沼 直人 編著 交通事故 : 実務理論事故法大系 1 （典型判例シリーズ） 保険毎日新聞社 2021.2 中央書庫/
市ヶ谷法務 681.3/021

小賀 野晶一 （法）,
奥田 進一 編 森林と法 成文堂 2021.4 中央書庫/開架 651.12/O21

小賀野 晶一 （法）, 古笛 恵子 編 交通事故医療法入門 勁草書房 2021.7 中央書庫/開架 681.3/O21
岡伸浩, 小賀野 晶一 （法） ほか 著 高齢社会における民法・信託法の展開 : 新井誠先生古稀記念論文集 日本評論社 2021.12 中央書庫/開架 324.82/O36
奥田 安弘 （法務） 著 フィリピン家族法の逐条解説 明石書店 2021.6 中央書庫/開架 324.9248/O54
ゲーテ
小塩 節 （名）

著
訳編 ゲーテからの贈り物 青娥書房 2021.10 開架 941/G56

加藤 久典 （総） 著 インドネシア : 世界最大のイスラームの国 （ちくま新書 1595） 筑摩書房 2021.8 開架/国際情報 ちくま新書/
1595

ロベール=ジャック・ティボー
金光 仁三郎（名）

著
訳 北欧・ゲルマン神話シンボル事典 大修館書店 2021.9 参考 D162.3/Th4

河合 久 （国経）,
堀内 恵 （商）, 櫻井 康弘 著 コンピュータ会計基礎 改訂版 創成社 2021.3 中央書庫/開架 336.9/Ka93

古積 健三郎 （法務） 著 実戦演習民法 : 予備試験問題を素材にして 弘文堂 2021.10 開架/市ヶ谷法務 324/Ko99
小林 謙一 （文） ほか 監修 最新科学で探る日本史 : 覆った通説の数々 ! 宝島社 2021.4 日本史 210.04/Sa22
佐伯 仁志 （法務）, 大村 敦志 編集代表 ポケット六法　令和4年版 有斐閣 2021.9 開架/市ヶ谷法務 J320.91/Ka86
酒井 克彦 （法務） 著 クローズアップ課税要件事実論 : 要件事実と主張・立証責任を理解する　第5版 財経詳報社 2021.10 中央書庫/開架 345.19/Sa29
酒井 克彦 （法務） 著 スタートアップ租税法 : 租税法学習の道しるべ　第4版  財経詳報社 2021.6 中央書庫/開架 345.1/Sa29
柏﨑 敏義, 加藤 一彦
佐藤 修一郎 （理） ほか

編著
執筆 新憲法判例特選 第3版 敬文堂 2021.4 開架/市ヶ谷法務 323.14/Ka77

町村 泰貴
張 子弦, 佐藤 鉄男 （法務） ほか

編
著 民事手続の中の情報 : 情報化のジレンマに直面する手続法 民事法研究会 2021.11 中央書庫/市ヶ谷法務 327.2/Ma17

篠原 正博 （経）, 大澤俊一 ほか 編著 テキストブック地方財政　改訂版 創成社 2021.5 中央書庫/開架 349.21/Sh67
安藤 聡彦 ほか
清水 善仁 （文） ほか

編著
著 公害スタディーズ : 悶え、哀しみ、闘い、語りつぐ ころから 2021.10 開架/日本史 519.5/A47

庄司 克宏 （総）, 
ミゲール・P.マドゥーロ 編 トランスナショナル・ガバナンス : 地政学的思考を越えて 岩波書店 2021.5 中央書庫/開架 319/Sh96

庄司 克宏 （総） 編 国際機構　新版 （岩波テキストブックス） 岩波書店 2021.7 中央書庫/開架 329.3/Sh96
藤本 幸夫,
鈴木 俊幸 （文） ほか

編
著 書物・印刷・本屋 : 日中韓をめぐる本の文化史 勉誠出版 2021.6 中央書庫/国文 020.2/F62

諏訪 紀幸 （名） 著 有限体と代数曲線 （現代基礎数学　6） 朝倉書店 2021.11 理開 410.8/A62
関口 定一 （商）
関口定一遺稿集刊行委員会

著
編 ホワイトカラー雇用史序説 : 20世紀アメリカの企業社会 （中央大学学術図書 103） 中央大学出版部 2021.9 中央書庫 336.4/Se27

関野 満夫 （経） 著 日本の戦争財政 : 日中戦争・アジア太平洋戦争の財政分析 （中央大学学術図書 102） 中央大学出版部 2021.7 中央書庫/開架 342.1/Se37
関野 満夫 （経）
持田 信樹 （総）

編著
著 現代地方財政の諸相 （中央大学経済研究所研究叢書　78） 中央大学出版部 2021.10 中央書庫/開架 349.21/Se37

ジャン・ボダン
高橋薫 （名）

著
試訳 国家論全六巻 鳩寂居 2020.9 中央書庫 311/B61

ジョン・マクミラン
瀧澤 弘和 （経）

著
訳 市場を創る : バザールからネット取引まで　新版 慶應義塾大学

出版会 2021.10 中央書庫/開架 331.845/Ma22

デイヴィド・ルイス,
瀧澤弘和 （経）

著
訳 コンヴェンション : 哲学的研究 慶應義塾大学

出版会 2021.6 中央書庫 116.3/L59

武智 秀之 （法） 著 行政学 中央大学出版部 2021.8 中央書庫/開架 317.1/Ta58
田中 洋 （名） 編著 ブランド戦略ケースブック2.0 : 13の成功ストーリー 同文舘出版 2021.11 開架 675.2/Ta84

田中 洋 （名）, 岸 志津江 編 現代広告全書 : デジタル時代への理論と実践 = Contemporary issues in advertising : principles and 
practice 有斐閣 2021.12 開架/国際情報 674/Ta84

辻井 重男 （研） 著 フェイクとの闘い : 暗号学者が見た大戦からコロナ禍まで コトニ社 2021.9 開架/理開 547.01/Ts42
都筑 学 （名）, 梅原 利夫ほか 編著 小中一貫教育の実証的検証 : 心理学による子ども意識調査と教育学による一貫校分析 花伝社 2021.3 中央書庫 376.2/U66
都筑 学 （名） 著 自立って何だろう : 社会と子どもたち 新日本出版社 2021.7 中央書庫/開架 371.45/Ts99
唐 成 （経） 著 家計・企業の金融行動から見た中国経済 : 「高貯蓄率」と「過剰債務」のメカニズムの解明 有斐閣 2021.12 中央書庫/開架 332.22/To11
遠山 信一郎 （法務） 著 くらしに役立つ独占禁止法Q&A60 : 弁護士さんがやさしく答える ビジネスマン・中小企業者・消費者のための 日本法令 1993.2 国際情報 335.57/To79
中坂 恵美子 （文）, 池田 賢市 （文）
新原 道信 （文）, 松本悠子 （名）, 及川淳子 （文）, 
松田 俊道 （名）, 中坂 恵美子 （文）, 
大田 美和 （文）, 森茂 岳雄 （名） ほか

編
著 人の移動とエスニシティ : 越境する他者と共生する社会に向けて 明石書店 2021.8 中央書庫/開架 334.4/N42

中條 武志 （理） 著 日常管理の基本 : トラブル・事故・不祥事の防止 日科技連出版社 2021.12 開架 509.66/N34
中野目 善則 （法）, 四方 光 （法） 編著 サイバー犯罪対策 成文堂 2021.7 中央書庫/開架 368.6/N39
マイケル・ノース
中村 亨 （商）

著
訳 一九二二年を読む : モダンの現場に戻って 水声社 2022.1 開架 930.2/N96

中村 昇 （文） 著  ウィトゲンシュタイン、最初の一歩 = The fi rst step with Wittgenstein 亜紀書房 2021.9 開架/哲学 134.8/W79/
N37

中村 昇 （文）
阿部 幸信 （文）, 飯盛 元章 （文）, 宇佐美 毅 （文）, 
及川 淳子 （文）, 大田 美和 （文）, 小野 潮 （文）, 
鳥光 美緒子 （研）, 中澤 秀雄 （法）, 
縄田 雄二 （文）, 吉野 朋美 （文）

編
執筆 読書する知性 : 「本づくり」演習成果 中央大学出版部 2021.10 中央書庫/開架 019/C66

中原 孝信
生田目 崇 （理）, 松下 光司 （戦略）

編集
執筆

マーケティングデータ分析 : Pythonによるビジネスデータサイエンス = Business data science with Python 
3 朝倉書店 2021.9 開架/国際情報 336.1/N33

アドルフ・ムシュク,
野口 薫 （名）, 美濃部 遊, エヴァ・ビリック

著
訳 フクシマへの帰郷 eブックランド 2021.3 開架/独文 940/Mu82

野田 博 （法）, 大杉 謙一 （法務）, 小宮 靖毅 （法）
一ノ澤 直人 （法）, 杉浦 宣彦 （戦略）, 
平泉 貴士 （法）, 福原 紀彦 （法務）, 三浦 治 （法）

編
執筆 商事立法における近時の発展と展望 : 丸山秀平先生古稀記念論文集 中央経済社 2021.10 中央書庫/開架 325/N92

ダグラス・A・アーウィン
長谷川 聰哲 （名）
小森谷 徳純 （経）

著
監訳
訳

米国通商政策史 文眞堂 2022.2 中央書庫 678.1/I67

原田 剛 （法） 著 債権各論講義 成文堂 2021.10 中央書庫/開架 324.5/H32
北川 源四郎,
樋口 知之 （理）ほか 著 教養としてのデータサイエンス （データサイエンス入門） 講談社 2021.6 中央書庫/開架 417.5/Ki63

平山 令二 （名） 著 ユダヤ人を救ったドイツ人 : 静かな英雄たち  鷗出版 2021.9 中央書庫/開架 234.074/H69
塩野 宏
藤原 靜雄（法務） ほか

監修
編著 情報公開法制定資料 10-11 : 平成11年 立案資料編5-6 （日本立法資料全集145-146巻） 信山社出版 2021.10 市ヶ谷法務 M322.16/N77

牧野 武彦 （経） 著 文レベルで徹底英語発音トレーニング 研究社 2021.12 中央書庫/開架 831.1/Ma35
宮下 紘 （総） 著 プライバシーという権利 : 個人情報はなぜ守られるべきか （岩波新書 新赤版 1868） 岩波書店 2021.2 中央書庫/開架 316.1/Mi83
ジェイン・オースティン
宮丸 裕二 （法）, 新井 潤美

作
訳 マンスフィールド・パーク （上） （下）　岩波文庫 赤（32）-222-7, 赤（32）-222-8 岩波書店 2021.11

-12 中央書庫/開架 933/A96

ヴァルター・ベンヤミン
村岡 晋一 （理） ほか

著
訳 パサージュ論 （岩波文庫 赤（32）-463-7） 岩波書店 2021.8 中央書庫/開架 944/B35

村田 渉 （法務） 編著 事実認定体系　担保物権編 第一法規 2021.7 中央書庫 327.2/Mu59
矢野 善郎 （文）, 園田 茂人ほか 著 社会学の中の東京学派 : ブックレット東京学派　Vol.2 東洋文化研究所 2021.2 社会学 361.21/So45
山内 惟介 （名） 著 国際会社法研究　第2巻 （日本比較法研究所研究叢書　125） 中央大学出版部 2021.11 中央書庫/開架 329.84/Y46
山田 昌弘 （文）, 丁青 著 少子社会 : 为什么日本人不愿意生孩子? 上海教育出版社 2021.6 社会学 334.31/Y19
フィリップ・ヴァルテール
渡邉 浩司 （経）

著
訳 ユーラシアの女性神話 （ユーラシア神話試論 2） 中央大学出版部 2021.8 中央書庫/開架 162/W37

＊ (法)：法学部、 (経)：経済学部、 (商)：商学部、 (理)：理工学部、 (文)：文学部、 (総)：総合政策学部、 (国経)：国際経営学部、 (国情)：国際情報学部、 (法務)：法務研究科、 (戦略)：戦略経営研究科、  (研)：研究開発機構教授、 (名)：名誉教授、(職)：職員
＊ スペースの都合上、配置場所は２ヶ所まで表記している。
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