平成 26 年度第 2 回

学生選書ツアー本カタログ
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はじめに
学生選書ツアーとは？
学生の皆さんが書店に赴き、図書館に置きたい本を選ぶ企画です。おかげさま
で回を重ね、すっかり図書館の人気イベントとなりました。
今回はおだやかな秋の日差しの中、7 人の学生さんと国際センターの佐々木リ
ディア先生と共に合計 163 冊の本を選んできました。
この冊子では、特に参加者の皆さんがおススメしたい本に紹介文を添えてご紹
介します。図書館本館入口正面の展示棚には手作りの POP と共に並んでいますの
で、ぜひ手にとってご覧ください。
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平成 26 年度第 2 回 学生選書ツアー
〇選書
平成 26 年 11 月 15 日（土） 10:30-12:30
MARUZEN 多摩センター店
〇POP 作成・座談会
平成 26 年 12 月 6 日（土） 10:00-13:00
図書館本館 会議室

3

岩藤 碩哉

SD 宇宙工学 2 年

選書コンセプト

旅とジャズに生きる人生ってのはどうか

自転車の旅が憧れ
著書は世界一周もしてます

気軽に！！

この本は日本を旅したお話

おまけに文章が楽しい

道の先まで行ってやれ! : 自転車で、飲んで笑って、涙す
る旅 / 石田ゆうすけ著
/291/I72m/2009

幻冬舎,2009.7

闘争の音楽を，聞きませんか。マシンガンを
連射するかのドラミング
ター

辺りを切り裂くギ

悶死寸前のように体をくねらせてサッ

クスを振り回す

……ジャズは音をもって行

うボクシングのようなものだ(山下洋輔)

凄

まじい大音響が窓一つない密室の空気を震わ
せていた

日本フリージャズ史 /
副島輝人著 青土社, 2002.4
/764.7/So22n/2007
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タイトル
ちゃんと漕げ！

著者

タンデム自転車世界一周旅

請求記号

青木

史也

大事なことは自転車が教えてくれた

石田

ゆうすけ

著

/290.9/I72d/2014

いちばん危険なトイレといちばんの星空

石田

ゆうすけ

著

/290.9/I72i/2009

洗面器でヤギごはん

石田

ゆうすけ

著

/290.9/I72s/2009

中西

大輔

放浪哲学 - １１年かけて１３０カ国１５万キロの
自転車ひとり旅
自転車で地球を旅する

のぐち

満点バイク！

山田

世界を走る女子サイクリスト

北海道１６の自転車の旅

/290.9/A53c/2010

著

やすお
美緒

長谷川

地図を破って行ってやれ！ - 自転車で、食って笑っ

著

/290.9/N38h/2014
著

/290.9/N93j/2009
/290.9/Y19m/2011

文・写真

/291.1/H36h/2013

哲

著

石田

ゆうすけ

川西

文

シェルパ斉藤の島旅はいつも自転車で

斉藤

政喜

著

/291/Sa25s/2010

ユーラシア大陸横断自転車２万キロの旅

加藤

功甫

著

/292/Ka86y/2012

５３歳が往くユーラシア横断自転車の旅

奥平

正和

著

/292/O54g/2014

山下

晃和

著

/292/Y44j/2013

須山

實

小林

建一

著

/295.9/Ko12k/2014

中山

康樹

著

/764.7/A41m/2009

て、涙する旅
チャリンコ日本一周記

新版

自転車ロングツーリング入門 - ２泊３日から大陸
走破の長期自転車旅まで
時速１５キロの旅

ヨーロッパ自転車道中記

キューバ自転車横断紀行
マイルス・デイヴィス『アガルタ』『パンゲア』の
真実
マイルス・デイヴィス・リーダー - ダウンビート誌
に残された全記録
「至上の愛」の真実

新装改訂版

ジャコ・パストリアス－エレクトリック・ベースの
神様が遺してくれたもの
阿部薫

１９４９～１９７８

増補改訂版

著

/291/I72c/2013

著

/291/Ka96c/2007

著

/293.4/Su89m/2003

Ｆ．アルカイヤー
Ａ．カーン
松下 佳男

編

/764.7/A41m/2009

著

/764.7/Ka19j/2014

著

/764.7/Ma88j/2014

森田

裕子

編

/764.7/Mo66a/2007

世界フリージャズ記

副島

輝人

著

/764.7/So22s/2013

ジャズのある風景

山中

千尋

著

/764.7/Y34j/2013

即興ラプソディ

山下

洋輔

著

/764.7/Y44s/2012

海外トレイルランニング

鏑木

毅

監修

/782.3/C45k/2014

Lachlan McLaine 著

アウトドア大百科
働くきみをアゲる１８の冒険

山本

あたらしい野宿

かとう

嗚呼

上

愛しき自転車乗り

偽りのサイクル - 堕ちた英雄ランス・アームストロ
ング
７０歳のロードバイク - 生涯自転車計画スター
ト！
自転車ツーリングハンドブック

新一

/786/Ma21a/2013

著

ちあき

/786/Y31h/2011
著

ドロンジョーヌ 恩田

/786.3/Ka86a/1
著

/786.5/D87a/2010
/786.5/Ma24i/2014

Ｊ．マカー

著

長尾

藤三

著

/786.5/N17n/2011

山と渓谷社

編

/786.5/Y45j/2013
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岡 未来子

理工学系生命科学 3 年
選書コンセプト

写真・民芸・ヒップホップ・その他食エッセイ・昆虫・詩など、選書ツアーだ
からこそ選べるもの。ヒップホップは個人的にも購入したいと思う。

地球に欠せない昆虫。生態系を支える昆虫。自然美(デザイン性・機能性)はどのようにしてうまれた
のか。地球の未来は「昆虫の知恵」で発展しているかもしれない…。虫嫌いの人に読んでほしい。
昆虫未来学 : 「四億年の知恵」に学ぶ / 藤崎憲治著
新潮社, 2010. (新潮選書)

/486/F66k/2010

一流の写真家を志した牛張茂雄が撮影してきたこど
もたち。なぜ彼がこどもを撮り続けたのか。こどもた
ちののびやかなふるまいに対する「願望の自画像」。
こどもたち自身も知らない、自分のふるまいや表情を
みることによる「もうひとつの身振り」。幼年のまば
ゆい時間と老いてゆく自分を認識することで「いの
ち」を考える。そんなことを意識させられ、「写真っ
てすごい」て思った一冊。牛張茂雄の写真は「写真の
みかた」を教えてくれるので、誰でもおもしろいと感
じられると思います。ぜひ、その他の写真集もみてみ
て下さい。
こども : 牛腸茂雄写真 / 牛腸茂雄著

白水社,

2013.9
/748/G54k/2013

「装丁」：書物を綴じて、表紙・扉・カバー・外箱などをつけ、意匠を加えて本としての体裁
を飾り整えること。また、その意匠。装本。「本は物である」とはどういうことか…。あなた
の大切にしたい本は何ですか。「装丁」による本への愛着など、「物である」からこそ「本」
が好き。電子ブックを考えた時に、読みたくなった一冊です。
本は物 (モノ) である : 装丁という仕事 / 桂川潤著
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新曜社, 2010.

/022.5/Ka88h/2010

ヒップホップの初期衝動！時、70 年代初頭。場所 NY。DJ・
ラップ・ダンス・グラフィティからなるヒップホップが浸透
した。ギャングが関わり、反社会的行為となった。政治的な
文化にならざるをえなかったヒップホップ。＜ヒップホッ
プ！黒い断層と 21 世紀＞で学び、＜ヒップホップの政治学
若者文化によるアメリカの再生＞で未来を見る。オバマ・ガ
ガ・ニッキー・Banksy…。現代を生きる彼ら・我々はヒップ
ホップなのだ！！！
ヒップホップ! : 黒い断層と 21 世紀 / 関口義人著 青弓社,
2013.6
/767.8/Se27h/2013.6
ヒップホップの政治学 : 若者文化によるアメリカの再生 /
川村亜樹著

大学教育出版 , 2012.1

/361.5/Ka95h/2012

タイトル
伝わるデザインの基本
知の教科書

著者

よい資料を作るため

カバラー(講談社選書メチエ

５８４)

高橋

佑磨

著

/021.4/Ta33b/2014

Ｐ．ギラー

著

/199/G45k/2014

エロイーズ・カニングハムの家

下重暁子

増山たづ子

増山

すべて写真になる日まで

請求記号

著

/289.53/C95s/2005

たづ子

写真

柳宗理デザイン

柳宗理 著

日本の木版画

ジュリア・ハット

棟方志功

棟方

「わだばゴッホになる」(人間の記録 13)

/501.8/Y52y/2001

著

志功

/291.5/Ma69m/2014

著 /721.8/H98n
/733/Mu32m/2003

cell

松江泰治

著

/748/Ma76c/2008

松江泰治 jp0205

松江泰治

著

/748/Ma76t/2013

Ａｆｔｅｒ

米田

知子

[著]

/748/Y82a/2014

手仕事いろいろ(民藝の教科書 5)

久野

恵一

監修

/750/Te82g/2013

芹沢銈介の文字絵・讃

芹沢

長介

著

/753.8/Se83s/2005

木と漆(民藝の教科書 3)

久野

恵一

監修

/754.3/H14k/2013

かごとざる(民藝の教科書 4)

久野

恵一

監修

/754.7/H14k/2013

詩を考える
詩を書く

ｔｈｅ

Ｔｈａｗ

雪解けのあとに

言葉が生まれる現場（詩の森文庨Ｃ ９） 谷川
なぜ私は詩をつくるか (詩の森文庨Ｃ07)

谷川

俊太郎

著

/901.1/Ta88s/2006

俊太郎

著

/901.1/Ta88s/2009

人はなぜ「美しい」がわかるのか

橋本治

むかしの味

池波正太郎

著

/914.6/I34m/2013

食卓の情景

池波正太郎

著

/914.6/I34s/2014

散歩のとき何か食べたくなって

池波正太郎

著

/914.6/I34s/2014
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著

/914.6/H38h/2013

穂波 幸樹

経営学系 1 年

選書コンセプト

自分の好きな分野、本から選書しました。「死」とか「医療」とか暗いもの多めです。

人の『死』が見たい 遺書からスタートするストーリー
人の死を見たい 2 人の尐女が一つの事件を引き起こす
全ての伏線が回収されていき衝撃的な結末が！！
尐女 / 湊かなえ著

双葉社, 2012.2

/913.6/Mi39s/2014

タイトル
邪馬台国とは何か

著者

吉野ヶ里遺跡と纒向

遺跡 (石野卙信討論集)
古代日本

謎の四世紀

石野

卙信

上垣外

請求記号
編

憲一

/210.2/I79y/2012
著

/210.3/Ka37k/2011

南北朝動乱と王権(教養の日本史)

伊藤

喜良

著

/210.4/I89n

それでも、日本人は「戦争」を選んだ

加藤

陽子

著

/210.6/Ka86s/2009

子供たちに伝えたい日本の戦争１８９４

皿木

喜久

著

/210.6/Sa69k/2014

わたしはマララ : 教育のために立ち上 マララ ユスフザイ
がり、タリバンに撃たれた尐女
著
これからの「正義」の話をしよう : いま
を生き延びるための哲学
死ぬ権利はだれのものか
死因丌明社会 Ａｉが拓く新しい医療
(ブルーバックスＢ１５７８)
なぜＡｉが必要なのか 死因丌明社会
２(ブルーバックスＢ１７３５)
私がしたことは殺人ですか？

Ｍ．サンデル

/289.25/Y95w/2014

著

Ｗ．Ｈ．コルビー

/311.1/Sa62k/2010
著

/490.1/C84s/2012

海堂

尊

著

/491.6/Ka21n/2011

海堂

尊

編著

/491.6/Ka21n/2011

須田

セツ子

海堂

尊

著

/498/Ka21n/2014

有川

浩

著

/913.6/A71h/2014

スリジエセンター１９９１

海堂

尊

著

/913.6/Ka21s/2012

ささら

加納

朊子

木暮荘物語(文庨み１７－１)

三浦

しをん

うつけの采配

上(文庨な６５－１)

中路

啓太

著

/913.6/N34u/1

うつけの采配

下(文庨な６５－２)

中路

啓太

著

/913.6/N34u/2

乱反射(文庨ぬ１－１)

貫井

徳郎

著

/913.6/N99r/2014

北条早雲－青雲飛翔篇

富樫

倫太郎

ツナグ(文庨つ２９－１)

辻村

深月

日本の医療知られざる変革者たち
堂ラボ」vol. 3 (ＰＨＰ新書 911)
阪急電車(文庨あ ３４－１)

「海

さや(文庨か１１－１)
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著

著

/913.6/Ka58s/2014
著

著
著

/498.1/Su13w/2010

/913.6/Mi67k/2014

/913.6/To21h
/913.6/Ts44t/2012

松尾 茉里香

SD 研 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱｰﾄ 2 年

自然・デザイン・数学

選書コンセプト

+ 海外

「何も言わないけど、ものすごく語ってる。」
自然からはじまるアート・音楽・建築・
宗教…奥深いです。

七変化 キカガク アート・写真・

デザインの自然学 : 自然・芸術・建築における

インダストリアルデザイン建築…

プロポーション / ジョージ・ドーチ著 ;

1 つの共通点からそれぞれの視点が

多木浩二訳 新・新版

楽しめる一冊です！

青土社 , 2014.5

Geometry makes me happy

/757/D81d/2014

: 幾何学が導く、ここちよいデザイン
ビー・エヌ・エヌ新社 , 2014.6
/757/I54g/2014

想像上の植物学 絵本「スイミー」の作家レオ＝レオーニさん。
こんな一面もあったのです。よくできていて、本当にあるのか
と思いました。
平行植物 / レオ・レオーニ著 ; 宮本淳訳
工作舎 , 2011.1

タイトル
Ｗｉｎｄｏｗ

Ｓｃａｐｅ

/973/L66h/2011

請求記号

著者
窓のふるまい学

コーヒーショップのインテリアデザイン

塚本由晴, 能作文徳,
金野千恵著

/524.8/Ts54m/2014

editing, Minas Kosmidis

/526/Ko87c/2014

―

/674.3/D69p/2014

デザインが素敵な、パリのショップ
ショップ イメージ グラフィックス イン パリ

Kaoru Takahashi

内なる創造性を引きだせ

Ｂ．エドワーズ
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/674.3/Sh96p/2008
著

/725/E25u/2014

朱 俊方

理工学研究科機械工学 後期 1 年

社会福祉・介護の 昨日→今日→明日

選書コンセプト

を学ぼう！

＜昨日＞ 社会福祉の政策とは？私たちの豊かな生活は
どこから？
どこから？

社会福祉の歴史 : 政策と運動の展開 /
右田紀久恵, 高澤武司, 古川孝順編
新版第 2 刷(補訂)
有斐閣, 2004.3

/369/U26s/2012

＜今日＞
介護とは何？介護業界の基本を学ぼう
高齢化社会における介護業界へようこそ

世界一わかりやすい介護 : 業界の「しくみ」
と「ながれ」
2012.4
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/ イノウ編著

/673.9/I55s/2012

自由国民社

＜明日＞
高齢化と介護の質 介護現場から将来へ
2050 年は遠くない
介護の質「2050 年問題」への挑戦 : 高齢化率 40%
時代を豊かに生きるために / 森山千賀子, 安達
智則編著 クリエイツかもがわ , 2012.8
/369.2/Mo73k/2012

タイトル
覚悟の磨き方

超訳 吉田松陰

著者

請求記号

池田貴将編訳

/121.5/I32k/2014

ビジュアル世界大地図

左巻

健男

/290.3/B42n/2014

生きがいを測る

近藤

勉

塚田

典子

生きがい感てなに？

介護現場の外国人労働者
- 日本のケア現場はどう変わるのか
生命の起源
- 地球と宇宙をめぐる最大の謎に迫る
すごい宇宙講義

著

/367.7/Ko73i/2008
編著

Ｐ．デイヴィス
多田

将

/369.1/Ts52k/2011
著

著

赤い高粱

[正]

日本保健物理学会「暮らしの放射線
Q&A 活動委員会」著
莫言 [著] ; 井口晃訳

赤い高粱

続

莫言 [著] ; 井口晃訳

専門家が答える暮らしの放射線Ｑ＆Ａ

蛙鳴

/440/D46s/2014
/443.9/Ta16s/2013
/493.1/N77s/2013
/923.7/B15a/1
/923.7/B15a/2

莫言著 ; 吉田富夫訳

/923.7/B15a/2012

酒国 - 特捜検事丁鈎児の冒険

莫言 [著] ; 藤井省三訳

/923.7/B15s/2012

転生夢現（上）

莫言著 ; 吉田富夫訳

/923.7/B15t/1

転生夢現（下）

莫言著 ; 吉田富夫訳

/923.7/B15t/2

豊乳肥臀〈上〉

莫言著 ; 吉田富夫訳

/923.7/B15h/1

豊乳肥臀〈下〉

莫言著 ; 吉田富夫訳

/923.7/B15h/2
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馮 洋

理工学研究科機械工学 後期 1 年
選書コンセプト

今回は技術をコンセプトにしました。
Matlab、C 言語、AUTO CAD などについて読むことができるようにしたいので
是非手にとって読んでみてください。

何も無いところから地球が出来上がっ
て、地球の中に空気が出来て、やがて単
細胞のバクテリアが誕生してもっと複
雑な生物に進化して…

生命の進化は

Matlab！技術だよ！例題により、勉強

何ですか？図でわかりやすく流れを説

したほうが良いでしょう？！解説もあ

明して、すごく面白いですよ！

って、理解しやすいよ

地球・生命の大進化 : ビジュアル版 :

Matlab の総合応用 : 例題による解説

46 億年の物語 / 田近英一監修

/ 高谷邦夫著 森北出版, 2002.2
/410/Ta56m/2011

新星出版社, 2012.8

/450/C44s/2012

タイトル
明解Ｃ言語

中級編

著者

新版

請求記号

柴田

望洋

線形代数 : 基礎と応用 〈数学の考え方３〉

飯高

茂

著

/411.3/I27s/2001

Ｅｘｃｅｌで学ぶ統計解析入門

菅

民郎

著

/417/Ka43e/2013

人類の進化大図鑑

Ａ．ロバーツ

ぜんぶわかる筋肉・関節の動きとしくみ事典

川島

基礎から学ぶ AutoCAD 2008

ヒューマンアカデミー

３Ｄ編(ヒューマ

ンアカデミーＰｒｏｆｅｓｓｉｏｎ)

敏生

著・編集
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著

/007.6/Sh18m

編著
著

/469.2/R52j/2012
/491.1/Ka97z/2012
(禁帯出)
/501.8/H99k

服部 剣仁矢

人文研日本文学 後期２年
選書コンセプト

専門外の人を意識した いいかげんでない 古代研究と、最新の成果。
書店で刺激的な POP を掲げ宣伝で売ろうとする不誠実な古代研究所に気を付け
てください。

“テーマ別”文学史：機械的学校文学史を忘

古代人は日本書紀をどう読んだのか：古代官人の

れるために

古典との向き合い方から、新しい古代文学の読み

日本文学史 / 小峯和明編

を目ざす

吉川弘文館 ,

2014.11

生成する古代文学 / 津田博幸著

/910.2/Ko64n/2014

2014.3
/910.2/Ts34s/2014

タイトル

著者

請求記号

万葉集の環境と生活(これだけは知っておきたい)

高野

正美

著

/911.12/Ta47k/2009

古事記－神話と天皇を読み解く－

菅野

雅雄

編著

/913.2/Su25k/2012

クマ祭りの起源

天野

哲也

著

/386/A43k/2003

三浦

佑之

著

/388/Mi67s/2014

律令兵制史の研究

松本

政春

著

/322.1/Ma81r/2002

古事記の構想と神話論的主題

村上

桃子

著

/913.2/Mu43k/2013

村落伝承論 : 『遠野物語』から

増補新版
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森話社,

佐々木 リディア先生

国際センター

Just Enough. Lessons in Living Green from
Traditional Japan.
Azby BROWN / Tuttle publishing / 2012
/210.5/B77j/2012

In this book of stories, long-time resident of Japan, architect and designer Azby Brown turns to
Edo Japan to find potential solutions to the present environmental crisis.
We learn about self-sufficient rural communities living in harmony with their natural
environment, traditional farming, forestry, water management, about sustainable cities, housing
design, public spaces and urban planning.
Edo period’s sustainable lifestyles, rooted in Buddhist traditions and the country’s mentality of
restraint, are introduced as the means to achieve population growth, urbanization and economic
development, while avoiding environmental degradation.
Each chapter is richly illustrated with the author’s ink drawings, sketches, charts and
accompanied by hand scripted details or brief outlines, making this book a feast for the eyes.
I highly recommend the book to anyone with an interest in sustainability studies, Japanese
traditional culture, architecture and urban planning, organic farming.
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Naomi Klein’s latest book focuses on the
current ecological disaster and its cause, the
capitalist system. The author warns that in spite of
global efforts to forge a long-term collective
strategy, the capitalist system continues to promote
high production and consumption, carbon-hungry
system and <the fiction of perpetual growth on a
finite planet>.
<There is still time to avoid catastrophic
warming, but not within the rules of capitalism>
writes Klein; it is time to change the rules, as <our
economic system and our planetary system are now
at war>. She reserves the sharpest criticism for the
unethical practices of mega corporations, which
amass huge profits by treating the commons as a
<waste dump>, while reaping billions in subsidies
from the public coffers.
The author considers recent policies (like cap and trade, international summit
meetings and resulting in ineffective non-bindind agreements or the utopic schemes to
re-engineer the planet’s climate), as mere Band-Aid measures, and that the search for
technological solutions should be preceded by changes of the economic norms and ethical
perceptions.
book endsCapitalism
on an optimistic
note
– the
THIS CHANGESThe
EVERYTHING.
vs. the
Climate
a positive
sign the growing
Naomiauthor
Klein cites
/ Simonas& Schuster
/ 2014
environmental justice activism, mobilizing citizens
/519/Kl4t/2014
and governments to act for concerted change in

タイトル

order to avert environmental
disaster. 請求記号
著者
/291/Ka46d/2011

Discovering JAPAN

[ほか]
This金坂清則
might be
one 著
of the
most contentious
教科書指定(禁帯出)

environmental
books since
ウォーター・ウォーズ - 水の私有化、汚染そして利益をめぐって
Ｖ．シヴァ
著
Spring>.

R./517/Sh92w/2009
Carson’s <Silent

国際連合大学高等研
究 編

/519.8/Ko51s/2012

里山物語

今森

/748/I44s/2000

A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present

Andrew Gordon

/210.5/G67m/2014
教科書指定(禁帯出)

Satoyama: The Traditional Rural Landscape of Japan

K. Takeuchi

/519.8/Ta67s/2003
教科書指定(禁帯出)

Japanese Images of Nature: Cultural Perspectives

Pamela J. Asquith

/361.5/A93j/2004

Japan: Nature and Artifice

Augustin Berque

The Official Cambridge Guide to IELTS Student's Book with Answers with
DVD-ROM (Cambridge English)

Pauline Cullen,
Amanda French

/830.7/C95o/2014
教科書指定(禁帯出)

IELTS 完全対策&トリプル模試

Sarah Morikawa, Luke
Harrington

/830.7/Mo51i/2014
教科書指定(禁帯出)

里山・里海－自然の恵みと人々の暮らし－

CD book
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光彦

著

(未着)

太田 有子 先生

国際センター

An Introduction to Japanese Society.
4th edition
Sugimoto, Yoshio /
Cambridge: Cambridge University Press/
2014.
/302.1/Su38i/2014 (禁帯出)

This book gives an overview of Japanese society by covering various contemporary issues,
such as social stratification, education, gender, and ethnicity. It has been assigned as a
textbook for courses in Japanese Studies in universities all over the world. The new edition
includes updated information and descriptions of recent events to illustrate social dynamics
in Japan in the age of Globalization.
International Center, Associate Professor Ariko Ota

海外の方より日本の社会や文化について質問されて、英語で説明することに戸惑い
を感じたことはありませんか。本書は、現代日本社会の諸現象について歴史的経緯、
現状の分析とともに課題を論じています。海外の大学をはじめ、多くの大学で日本
研究の授業のテキストとして指定されており、グローバルな視野で日本社会の現状
をとらえ、社会科学分野の英語による基礎的な文献にふれる機会になります。ぜひ
関心のある章より読んでみることをお勧めします。

国際センター 太田 有子
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古藤

図書館本館司書
選書コンセプト

人気のあの作品を原書で読む！

タイトル

著者

大学生になったら洋書を読もう

水野

What I Wish I Knew When I Was 20

Tina Seelig

/159/Se15w/2009

How Starbucks Saved My Life

Michael Gates Gill

/289.53/G45h/2008

多読で学ぶ英語－楽しいリーディングへの招待

Ｒ．Ｒ．デイ

/375.8/D48t/2007

ＶＯＡニュースフラッシュ 2014

ＣＤ付

テーマ別英単語ＡＣＡＤＥＭＩＣ

初級

テーマ別英単語ＡＣＡＤＥＭＩＣ

中級１

テーマ別英単語ＡＣＡＤＥＭＩＣ
テーマ別英単語ＡＣＡＤＥＭＩＣ

著

/019.1/A79d/2010

/831.1/V85a/2014

中澤

幸夫

著

/834/N46t

人文・社会編

中澤

幸夫

著

/834/N46t/1

上級１

人文・社会編

中澤

幸夫

著

/834/N46t

中級２

自然科学編

中澤

幸夫

著

/834/N46t/2

中澤

幸夫

著

/834/N46t/2

西森

マリー

平野

次郎

ＣＤ付(リスニングで

経済にも強くなる)
ＶＯＡ英語インタビュー

監修

―

テーマ別英単語ＡＣＡＤＥＭＩＣ 上級２ 自然科学編
世界のエリートがみんな使っているシェイクスピアの英語
(講談社パワー・イングリッシュ)
英語で聴く世界を変えた感動の名スピーチ(ＥＺ Ｂｏｏ
ｋｓシリーズ)
英語で聞く世界を変えた女性のことば
ＶＯＡ英語経済ニュースの聴き方

邦太郎

請求記号

ＣＤ付

著

/834.4/N84s/2014

解説執筆

Ｎ．ウェグナー

著

/837.7/H66e/2013
/837.7/W54e/2014

小林敏彦

著

/837.8/Ko12v/2003

小林敏彦

著

/837.8/Ko12v/2003

Old Man and the Sea

Ernest Hemingway

/933/H52o/2003

Never Let Me Go

Kazuo Ishiguro

/933/I73n/2006

The Devil Wears Prada

Lauren Weisberger

/933/W55d/2003
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大橋

図書館本館司書
選書コンセプト

古典を中心に、言葉、視角など、ありそうでなかった辞典を集めてみました。

紅梅、柳、初音のときの女性たちの重ねは実
際どんな色だったのだろう…
文字だけで憧れてきた「源氏物語」の世界が
こんなにも美しい「色」となって私たちの目
の前に現れてきました。
文学研究の方だけでなく、あらゆる方へ。
優しい色づかいに心癒されること必至です。

「源氏物語」の色辞典吉岡幸雄著. 紫紅社,
2008. /913.36/Y92g/2014

タイトル

著者

請求記号

日本遊戯思想史

増川

宏一

著

/384.8/Ma67n/2014

月の名前

高橋

順子

文

/446/Ta33t/2013

風の名前

高橋

順子

文

/451.4/Ta33k/2013

雨の名前

高橋

順子

文

/451.6/Ta33a/2001

植物和名の語源者

深津

正

歌舞伎のデザイン図典

岩田

アキラ

万葉集を知る事典

尾崎

富義

他著

/911.12/O96m/2012

「源氏物語」の色辞典

吉岡

幸雄

著

/913.36/Y92g/2014

アーサー・ウェイリー : 『源氏物語』の翻訳

平川

祐弘

著

/930.28/W36h/2008
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著

/470.3/F72S
著

/774/I97K

座談会
以前から参加者の方からご要望のありました「せっかく本好きの人が集まったのだから、もっと本に
ついて話したい、交流したい！」の声にお応えして、今回、参加者同士の座談会を開催してみました。
日程の関係から残念ながらご参加頂けなかった方もいらっしゃいますが、総勢 5 名+司書職員 2 名で
行いました座談会の様子をお届け致します。

参加者の皆さん
朱さん（機械工学院後期 1 年）
穂波さん（経営学系 1 年）
岡さん（生命科学 3 年）
松尾さん（インダストリアルアート院前期 2 年）
岩藤さん（航空宇宙システム工学 2 年）

司書

皆さん POP 作成、お疲れ様でした。今回初めて参加者の皆さんとの座談会を設けてみました。まずは POP を書

いてくださった本の紹介や、今回のご自身の選書テーマ等をお話しください。
朱さん

私の専攻は機械工学ですが、社会問題、特に高齢化社会においていろんな問題がある

中で、社会福祉の過去、現在、未来にあたる本をご紹介しようと思って POP を作りました。
まず昨日、この『社会福祉の歴史』でいろんな国が取り組んできた過去の政策のことを勉強
します。そして今日、現在の高齢者問題のひとつである介護問題を『介護

業界の「しくみ」

と「ながれ」』で知ることをお薦めします。さらに明日、将来を考える上で『介護の質「20
50 年問題」への挑戦』です。2050 年には、私たちも自分の介護についていよいよ考える時期
がやってきますよね。
司書
朱さん

朱さんは介護問題に役立つような技術を研究されているんですか？
研究対象は、高齢者の嚥下障害問題です。歳をとると物を飲み込みにくくなりますので誤嚥しないような液状

食物や、食事の姿勢を調整して安全に食事をとるということについて研究しています。
司書

なるほど、それで社会福祉や高齢者問題なんですね。穂波さんはまた別の視点から医療系を選んでくれてますね。

穂波さん

僕がお薦めするのは湊 かなえさんの『尐女』です。人が死ぬところが見たいという

女子高生の話なんですけど、遺書から始まるんですよ。なんでこんなことになっちゃったのって
感じで始まるんですけど、読んでいくうちにすべてのことがつながって、最後は・・・すごい
つながりの結末になってます。今回選んだのは、自分が知りたい読みたいという本ばかりなん
ですが、今一番興味があるのは医療系ですかね。特に海堂尊さんは医者で小説家なんですが、
AI だったり死亡医学や高齢者の生活を取り上げた物を読んでみたいなって思いました。
司書 『死ぬ権利は誮のものか』もありますね。人の生死に関心がある、という感じがしますね。
穂波さん

そうですね。専攻とは関係ないんですが（笑）。その中でも『尐女』はぜひ、皆さん

に読んでもらいたいです。

司書
岡さん

岡さんは昨年から 2 回目の参加ですね。去年の続きを選んでくれた、という感じでしょうか。
基本的に、他の人が買っていない、図書館にない物をってことで、写真集を買わせてもらいました。今回は日

本の写真家の中で一流という評価を受けている人たちの写真集を選びました。その中で、分かりやすい、すごく納得し
やすい写真家の一人である牛腸 茂雄さんの『こども』を紹介します。

19

この人はこどもの写真をたくさん撮ってて、こどもシリーズというのがあるんですけど、この写真集は写真評論家の
飯沢 耕太郎さんが書いたあとがきがあって、ああこうやって写真て見るんだという写真の見方、読み方を勉強できる
ので、是非お薦めしたいです。
あとは最近民芸にはまっているので、その辺をチョイスしてみた感じです。
司書

ヒップホップも好きなんですよね。去年も選んでくれました。

岡さん

ヒップホップの本を図書館に置いていいのかって思われるかもしれないん

ですけど、学問的にも文化面でもヒップホップって大きな影響があるからいいかな
って。こういう機会でしか図書館では選ばれないかなとも思いますし。
司書

ヒップホップは社会問題に近いところがありますよね。

岩藤さん
岡さん
司書

学部はどちらなんですか？
生命科学です。専門に近いのは 1 冊くらいでしたね（笑）。

写真集でこの人はすごいって情報はどこから得るんですか？

岡さん

ギャラリーをけっこう回ってるんで、知らず知らずに覚えていったんですかね。写真も系譜があって、誮を師

匠としているかで芋づる式に見ていくっていう感じです。
司書

なるほど、写真を見る手がかりをもらいました。

松尾さん

私は専攻はデザインなんですけど、もともと生物とか自然が好きで、今回は自然を始まりにして、建築とか

音楽とそういうものとの共通性が書かれている『デザインの自然学』を選びました。たとえば、有名なところでは黄金
比だったり、日本の神社の構造が数学的に自然と似てたりとかあります。自然は何も言わないんですけど、深い世界が
あるという事でこれをお薦めしたいと思いました。『幾何学が導く、ここちよいデザイン』は、幾何学を元にしたデザ
イナーや建築家の作品集で、こちらもお薦めします。
あとは海外のデザインが好きなんですが、皆さんにも海外のショップデザインをお見せしたいな、と思っていくつか
選びました。
それから『平行植物』はスイミーを書いた絵本作家のレオ・レオーニさんの本なんですが、空想上の植物学を書いて
いて、出来が本当に学術書みたいなんです。最初、本当にこういう植物があるのかと思ったくらいで、この作家さんの
空想力が感じられてすごいなと。
司書

パリのショップデザインは、私たち司書の心を癒してくれましたよ（笑）。納品された時はみんながわーって寄

って来て、思わず仕事を忘れました（笑）。
松尾さん
司書

パリが好きで。お洒落だけど、どこか遊び心があるな、海外はと思って。

普段の研究の中でもデザインは核になっている感じなんですか？

松尾さん

研究によると思うんですが、私は今回自然も取り入れた研究を

したいなと思ってます。デザインを勉強していると、宗教とか数学とか、
自然とか、他の分野に通じるところがあるんです。だからすごく読む本が
多いな、と思っています。
司書

周りの方も読書家なんですか？

松尾さん

司書

そうですね。読んでると思います。

岩藤さんは前期後期と連続で参加してくれました。来年からは日野キャンパスに移られるんですね。日野館でも

選書ツアーをやってますよ。
岩藤さん

あちらの図書館は専門的な本が多いですよね。今ジャズ研究会に入ってて演奏したりいろいろ聞いたりして

いるのでジャズと、自転車で旅をするのが好きなので自転車の、2 分野に絞っていっぱい選びました。
フリージャズが好きなんで、まずは『日本フリージャズ史』。ジャズってお洒落なイメージがあると思うんですけど、
これは前衛芸術、ものすごい突出した前衛表現をやってる日本フリージャズの歴史を書いた本で、ファンにはたまらな
い（笑）。フリージャズってもうジャズじゃなくて、ジャズの人たちが前衛音楽を目指したという感じなんです。
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アーティストとして誮もやったことがない音楽を突き詰めていくと、もうリズムは
いらないんじゃないかとか、コードも廃止してしまおうという無茶苦茶なことを
考えだしたのがフリージャズで、もう戦いなんです。ドラムはマシンガンみたいに
たたくし、ギターも強烈に耳に刺さるような音を出して、サックスも汗だくだく
で苦しみながら吹くみたいな。日本が歴史的に鎖国してたように、ジャズも鎖国し
ていたんですね。日本独自のフリージャズが発展していって、海外でも山下洋介
トリオとかが有名になりました。感情の爆発みたいな熱い音楽です。ジャズが分か
らなくても、前衛的な表現に興味がある人には是非ってことでお薦めします。
自転車系では、僕が一人でテント持って旅するきっかけになった本『道の先まで
行ってやれ！』を紹介します。この石田 ゆうすけさんは、学生の時に日本一周して、それではまっちゃって社会人に
なってからも仕事辞めて世界一周に 7 年半でていた人です。これは世界一周終わった後にまた日本を回っているときに
書いた短編です。読みやすくて文章も面白いので是非お薦めです。
司書

ジャズ研の後輩にも薦められますね。図書館にマイルスの本入れといたからって（笑）。

岩藤さん

司書

今まで全然ジャズの本がなかったので。前回に引き続き入れさせてもらいました。

皆さん、しゃべりだすと熱いですね。さっきまで声を発さずに黙々と POP を書いてくれていたので、座談会の時

もシンとしちゃったらどうしようかと心配してたんですけど、杞憂でしたね（笑）。すごく楽しい本の紹介をありがと
うございました。
図書館で授業や趣味の本を探す時、期待どおりに本を見つけられてますか？
岡さん

ジャンルによります。本館になくても他の図書室で見つけたりするので、首都大の中だとそれなりに揃ってい

ると感じます。
司書

希望図書って制度もあるので、これからもこれはと思う本や読んでみたい本があったら、是非推薦してください

ね。本を友達に紹介したり、本について語ったりすることはありますか？
松尾さん

何何読んだけど、って本を話題にすることはありますね。

穂波さん

僕はそんなにないですね。ここだからしゃべったのかも。

岩藤さん

もっと聞きたいですね（笑）。

朱さん

友達と、外国語の本はその人の母国語で書いたものを読んだ方がいいねと話しています。翻訳した本ではなく

て原書の方が、作者の書きたいことがそのまま伝わってくるような気がして。
司書

本館でもいろんな言語の本をもっと入れていきたいと思っているのですが、なかなか選書するのが難しくて。ぜ

ひ朱さんのような方に母国の良書を推薦して欲しいなと思います。
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選書ツアー本はブクログでも紹介されています！

図書館 HP
→本館
→ブクログバナー
から Go！
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おわりに
本を選んで人にオススメする楽しみ！
今回の学生選書ツアーでは「本を選ぶ（選書）」「本を紹介する（POP 作成）」「本を
語る（座談会）」の流れで開催しました。選書の最中や POP 作成の間は、黙々と個人の作
業に没頭していた参加者の皆さんでしたが、座談会では一転、選んだ本について大いに語
ってくれました。
本を読むという行為はひとりで行うものですが、実際に本を間に置いて、読んだ人の感
想を聞いたり、選んだ人と知り合ったりすることで、さらにその本の世界へと興味をかき
立てられる楽しさがあると思います。首都大生同士でそれができるのが、学生選書ツアー
の醍醐味ではないでしょうか。
学生選書ツアーの展示は 1 月末までの予定です。皆さんも図書館に来て実際に POP を見
ながら本を手に取って見てください。新たな興味をかき立てられる 1 冊に出会えるかもし
れません！
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