
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

『来ぶらり
-図書館広報誌

学習院大学図書館

第

ぶらり』 で図書館散歩
図書館広報誌を使い尽くす

 

学習院大学図書館 

第 262 回 所蔵資料展示 

図書館散歩 
くす- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回のテーマは「『来ぶらり』 

大学図書館広報誌「来（らい）

「図書館にぶらりと来てほしい

歴代図書館員が編集にあたり、

知ってもらうためにわかりやすい

今回は、貴重なバックナンバーの

資料を集めました。「来ぶらり」

きっかけとなれば幸いです。

 で図書館散歩-図書館広報誌を使い尽

ぶらり」は 1983 年から刊行されました

」という願いが込められた創刊当時より

大学図書館の様々なことを広く学内の

ってもらうためにわかりやすい文章や親しみやすいデザインを特徴

なバックナンバーの配布とともに「来ぶらり」で紹介されてきた

」を眺めながら図書館を気軽に散歩する

尽くす-」です。 

されました。 

より、 

の皆さんに 

特徴としています。 

されてきた 

する 



学ぶ 

 様々な分野の入門書やレポート
 辞書・事典については館内利用のみの
す。百科事典やブリタニカだけではなく
なりぃ！』（98 号/2015 年 9 月）をご
 また、語学学習の 1 つとして注目
年 12 月）では、今回ご紹介した多読本以外
め方もご紹介しています。 

 

書名 

入門アーカイブズの世界 : 記憶と記

録を未来に : 翻訳論文集 

聖書の植物事典 

昭和家庭史年表 : 1926→1989 

現代政治理論 新版 

法哲学入門 

経済学批判要綱 

博士号のとり方 : 学生と指導教官の

ための実践ハンドブック  

大学生の学習テクニック 第 3 版 

アカデミック・スキルズ : 大学生の

ための知的技法入門 

47 都道府県・伝統調味料百科 

微分・積分 30講（数学 30 講シリーズ

他 

解析入門 1 

Make: electronics : 作ってわかる電

気と電子回路の基礎 

絶滅危惧ことば辞典 : 古きよき日本

語集 

大学生のためのレポート・論文術 新

版 

動物にたとえる英語表現事典 

Les Misérables 

学生のためのキャリアデザイン入

門 : 生き方・働き方の設計と就活準

備 

やレポート作成のハウツー本、調査に役立つ辞書・
のみの資料が多く、そのほとんどが 2 階参考室

やブリタニカだけではなく、様々な辞書・事典については特集
をご覧ください。 
注目されている多読を特集した『多読ってなに
多読本以外の多彩なレベル・ジャンルの本

著者 請求記号 

記 記録管理学会,  

日本アーカイブズ学会共編 

015/76 

H.モルデンケ, A.モルデン

ケ著 ; 奥本裕昭編訳 

193A/Mo22s 

家庭総合研究会編 210.8/250 

W.キムリッカ著 ; 千葉眞, 

岡崎晴輝訳者代表. 

310.1/509a 

長尾龍一著 320.1/256 

カール・マルクス著 横張

誠, 木前利秋, 今村仁司訳 

330.17/48/1-

の エステール・M・フィリッ

プスほか著 

377.5A/P55h 

森靖雄 377.9A/Mo45d

の 佐藤望編著 377.9A/Sa85a

成瀬宇平著 383.8A/N54y 

シリーズ） 志賀浩二著 410.8/23/1 

杉浦光夫著 414/200/1 

電 Charles Platt 著 鴨澤眞夫

訳 

549A/P71m 

日本 ことばの森編集室編 810.4A/Ko94z

新 小笠原喜康著 816.5A/O22d 

山田雅重著 834A/Y19d 

Victor Hugo;translated by 

Norman Denny;retold by 

Chris Rice 

837A/P37p/6 

入

就活準

渡辺峻ほか著 shikaku/81/2013

・事典等を集めました。 
階参考室に配架されていま
特集『おもしろでぃくしょ

ってなに？』（102 号/2016
本だけでなく、多読の始

配架場所 

大学図・1F 開架 

 大学図・1F 開架 

大学図・書庫 

 大学図・1F 開架 

大学図・書庫 

-2 大学図・書庫 

 大学図・1F 開架 

377.9A/Mo45d 大学図・1F 開架 

377.9A/Sa85a 大学図・1F 開架 

 大学図・1F 開架 

 大学図・1F 開架/

書庫 

大学図・書庫 

大学図・1F 開架  

810.4A/Ko94z 大学図・1F 開架 

 大学図・1F 開架 

大学図・1F 開架 

 大学図・1F 開架 

shikaku/81/2013 大学図・1F 開架 



教養を高める 
 「来ぶらり」では『「学生生活に
テーマにそった本の他、図書館員だけではなく
や『学部長インタビュー！学部長のこと
員への多彩なインタビューや皆様から
 ここではそのうち、幅広い文化だけではなく

 

書名 

新古今和歌集 

カタロニア賛歌 

政令指定都市 : 百万都市から都構

想へ 

「坐」の文化論 : 日本人はなぜ坐

りつづけてきたのか 

野中広務 : 差別と権力 

中国返還後の香港 : 「小さな冷戦」

と一国二制度の展開  

メディチ・インパクト : 世界を変

える「発明・創造性・イノベーショ

ン」は、ここから生まれる! 

華族家の女性たち 

大学生がダマされる 50の危険 

大学 4 年間で絶対やっておくべき

こと : 生き方・人間関係・恋愛 

生物と無生物のあいだ 

第二の創造 : クローン羊ドリーと

生命操作の時代 

植物と神話 : 花と木とロマンの詩 

大気を変える錬金術：ハーバー、ボ

ッシュと化学の世紀 

食品偽装の歴史 

伝承の色 : オリジナル 300 

ソロ : 単独登攀者山野井泰史 

世俗の聖典：ロマンスの構造 

夜と霧 新版 

ひとり暮らし完全サポート Book 

  

に役立つ本」、図書館にあります！』（97 号
だけではなく『新入生に贈る私のおすすめ本
のこと、教えてください！』（93号/2013 年
から推薦された本を紹介しています。 
だけではなく知っておけば日々を少し豊かにする

著者 請求記号 

佐佐木信綱校訂 081.2/33B

ジョージ・オーウェル著 ;  

都築忠七訳 

081.2/33D

/1544 

北村亘 081.2/58/2224

山折哲雄 081.2/61/665

魚住昭著 講 289.1/1709

倉田徹 312.22A/Ku56c

フランス・ヨハンソン著 ;  

幾島幸子訳 

335.81/104

小田部雄次 364.1/25 ア

三菱総合研究所、全国大学生活

協同組合連合会 

377.9A/Mi63

森川友義 377.9A/Mo51d

福岡伸一 460.4/57 

I.ウィルマット,K.キャンベ

ル,C.タッジ[著] ; 牧野俊一訳 

463/226 

近藤米吉 470.4/2 ア

トーマス・ヘイガー [著] ; 渡

会圭子訳 

574A/H12t

ビー・ウィルソン著 ; 高儀進

訳  

588A/W75s

谷川順一 757/27 

丸山直樹著 788/116 

ノースロップ・フライ [著] ; 

中村健二, 真野泰訳 

902/65 

ヴィクトール・E・フランクル 

[著] ; 池田香代子訳 

944/42a 

主婦と生活社 Best/2017

号/2015 年 4 月）等の特集
本』（37号/1992 年 4月）
年12月）等で学生や教職

かにする本を集めました。 

 配架場所 

081.2/33B ア/34 大学図・1F 開架 

081.2/33D ア 大学図・1F 開架

/書庫 

081.2/58/2224 大学図・1F 開架 

081.2/61/665 大学図・1F 開架

/書庫 

289.1/1709 大学図・1F 開架 

312.22A/Ku56c 大学図・1F 開架 

335.81/104 大学図・1F 開架 

ア 大学図・1F 開架 

377.9A/Mi63ｄ 大学図・1F 開架 

377.9A/Mo51d 大学図・1F 開架 

 大学図・1F 開架   

大学図・書庫  

ア 大学図・書庫 

574A/H12t 大学図・1F 開架 

588A/W75s 大学図・1F 開架 

大学図・書庫 

大学図・書庫 

大学図・書庫 

大学図・書庫 

Best/2017 大学図・1F 開架 



名作を読む 
 図書館では各時代の名作著作
由紀夫の『豊穣の海』は『読
月）だけではなく他号でも 3
好き！』（85 号/2010 年 4月）
 

書名 

或る女（全 2 巻） 

金色夜叉（全 2巻） 

イーリアス（全 3 巻） 

モンテ・クリスト伯（全 7 巻） 

The tragedy of King Richard III 

漱石全集（全 35巻） 

豊饒の海（全 4巻） 

ロミオとジュリエット 

グレート・ギャツビー 

九十三年 

失われた時を求めて : 全一冊 

樋口一葉小説集 

タイム・マシン 

アルジャーノンに花束を 

暗夜行路 

吾輩は猫である 

赤毛のアン 

 

  

名作著作を呼ばれるものをもちろん取り
読んでから観るか 観てから読むか』（
3回以上も紹介されていたり、『セリフに
）では意外な作品と推薦人の組み合

著者 請求記号 

有島武郎 081.2/33C/44

尾崎紅葉著 081.2/33C

/169(1)a 

ホメーロス [著] ; 呉茂一訳 081.2/33D/763

アレクサンドル・デュマ作 ; 

山内義雄訳 

081.2/33D/908

William Shakespeare ; edited 

by 

John Jowett 

082/Ox2o1/148

夏目漱石 910.81/178

三島由紀夫 913.7/1095

シェイクスピア; 大場 932/264/5

スコット・フィッツジェラル

ド; 村上春樹訳 

933.7A/F29g

ヴィクトル・ユゴー [著] ; 辻

昶訳 

950.8/66/6

マルセル・プルースト著 ; 角

田光代, 芳川泰久編訳 

Best/2015

樋口一葉 Bunko/H56

H.G.ウエルズ著 ; 宇野利泰訳 Hayakawa/SF/274

ダニエル・キイス [著] ; 小尾

芙佐訳 

Hayakawa/

志賀直哉 Shincho/し

夏目漱石 Shincho/な

モンゴメリ [著] ; 村岡花子訳 Shincho/モ

り揃えています。三島
』（76 号/2005 年 10

セリフに感動！この本が
合わせもあります。 

 配架場所 

081.2/33C/44-45 大学図・書庫 

081.2/33C ア

 

大学図・1F 開架 

081.2/33D/763-65 大学図・書庫 

081.2/33D/908 大学図・1F 開架

/書庫 

082/Ox2o1/148 大学図・1F 開架 

910.81/178 大学図・書庫 

913.7/1095 大学図・書庫 

932/264/5 大学図・書庫 

933.7A/F29g 大学図・1F 開架 

950.8/66/6 大学図・書庫 

Best/2015 大学図・1F 開架 

Bunko/H56 大学図・書庫 

Hayakawa/SF/274 大学図・1F 開架 

Hayakawa/キ/1 大学図・1F 開架 

し 1/7 大学図・1F 開架 

な 1/1 大学図・1F 開架 

モ 4/41 大学図・1F 開架 



小説を読む 
 ここでは、本の楽しみの一つである
先生の翻訳書が読みたい！』（73
Hunting!」読書感想コメント発表』（
て特集されています。 
 

書名 著者

伸子（全 2 巻） 宮本百合子

火星年代記；華氏 451 度 ブラッドベリ

利泰訳

巴里に死す 芹沢光治良著

ノルウェイの森 上・下 村上春樹著

火の縄 松本清張著

ウォーターランド グレアム・スウィフト

スターズ・アンド・バーズ ウィリアム・ボイド

海の見える街 畑野智美

皇帝のかぎ煙草入れ ジョン・ディクスン・カー

駒月雅子訳

蜜蜂と遠雷 恩田

かもめ食堂 群

夏天の虹 高田郁

バルタザールの遍歴 佐藤亜紀著

猛スピードで母は 長嶋有

贋作『坊っちゃん』殺人事件  柳広司

たのしいムーミン一家 ヤンソン

死海のほとり 遠藤周作

アトランティスのこころ（全 2 巻） スティーヴン・キング

訳

 

図書館を知る 
 図書館員が気になる図書館
月）や『図書館のナルホドコラム
 

書名 著者

日本図書館史概説 岩猿敏生著

ヨーロッパの歴史的図書館 ヴィンフリート・レーシュブルク

著

本はどのように消えてゆくのか 津野海太郎

 

つである小説を集めました。先にご紹介した
73 号/2004 年 4 月）や図書館イベントに
』（93 号/2013 年 12 月）、他にも紹介

著者 請求記号 

宮本百合子 081.2/33C/261

ブラッドベリ著 ; 小笠原豊樹, 宇野

利泰訳 

908.3/13/13

芹沢光治良著 913.6A/Se83p

村上春樹著 913.7/1126/1

松本清張著 913.7/491

グレアム・スウィフト著 ; 真野泰訳 933/592 

ウィリアム・ボイド著 ; 真野泰訳 933/595 

畑野智美 Best/2013

ジョン・ディクスン・カー著 

駒月雅子訳 

Best/2013

恩田 陸 Best/2016 

群よう子 Bunko/Mu67

高田郁 Bunko/Ta28

佐藤亜紀著 Bunshun/さ

長嶋有 Bunshun/な

柳広司 著 Bunko/Y53

ヤンソン[著] ; 山室静訳 kodansha/

16/10 

遠藤周作 Bunko/E59

スティーヴン・キング〔著〕 ; 白石朗

訳 

Bunko/St5/1

に関するあれこれは『本と図書館』（
のナルホドコラム！』（84 号/2009 年 10 月）をご

著者 請求記号 

岩猿敏生著 010.21/26

ヴィンフリート・レーシュブルク

著 ; 宮原啓子, 山本三代子訳 

010.23/8 

津野海太郎 023/24 

した名作以外にも『真野
イベントに連動した『「Book 
紹介しきれない多くの号に

 配架場所 

081.2/33C/261 大学図・書庫 

908.3/13/13 大学図・書庫 

913.6A/Se83p 大学図・1F 開架 

913.7/1126/1-2 大学図・書庫 

913.7/491 大学図・書庫 

 大学図・書庫 

 大学図・1F 開架 

Best/2013 大学図・1F 開架 

Best/2013 大学図・1F 開架 

Best/2016  大学図・1F 開架  

Bunko/Mu67 大学図・書庫 

Bunko/Ta28 大学図・書庫 

さ 32/2 大学図・1F 開架 

な 47/1 大学図・1F 開架 

Bunko/Y53 大学図・1F 開架 

/や 大学図・1F 開架 

Bunko/E59 大学図・書庫 

Bunko/St5/1～2 大学図・1F 開架 

』（72 号/2003 年 10
をご覧ください。 

 配架場所 

010.21/26 大学図・1F 開架 

 大学図・1F 開架 

大学図・書庫 



 

エッセイを楽しむ 
 最後にご紹介するのは、ほっと
ているのは『目白発！図書館経由
入りのエッセイを片手に夏休みの
 

書名 

今日の芸術 

垂直の記憶 : 岩と雪の 7 章 

日本の名随筆（全 100 巻、別巻 100 巻

ももこの世界あっちこっちめぐり 

九十歳。何がめでたい 

ガンジス河でバタフライ 

ニューヨークのとけない魔法 

嘘つきアーニャの真っ赤な真実 

アフリカ ポレポレ  

クジラが見る夢 

どくとるマンボウ航海記 

面白南極料理人 

 
 
 
 
 
 
  

ほっと一息つけるようなエッセイ、随筆です。
図書館経由で世界一周』（95 号/2014 年 9 月

みの旅行計画を練ってみるのもよいのではないでしょうか

著者 請求記号 

岡本太郎著 708/29/1 

山野井泰史著 788/117 

巻） 宇野千代ほか 914.7/302 

さくらももこ 914.7/653 

佐藤愛子 Best/2017 

たかのてるこ Bunko/Ta47

岡田光世 Bunshun/お

米原万里 Bunko/Y82 

岩合日出子 Bunko/I92 

池澤夏樹 Bunko/I35 

北杜夫 Shincho/き 4/3

西村淳 Shincho/に

。エッセイを多く紹介し
月）です。皆さんもお気に

いのではないでしょうか。 

 配架場所 

 大学図・書庫 

大学図・書庫 

 大学図・書庫 

 大学図・書庫  

Best/2017  大学図・1F 開架  

Bunko/Ta47 大学図・書庫 

お 41/1 大学図・1F 開架 

 大学図・書庫 

 大学図・書庫 

 大学図・書庫 

4/3 大学図・1F 開架 

に 17/1 大学図・1F 開架 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「『来ぶらり』

   -図書館広報誌

発行日：2018

発行者：学習院大学図書館

担当：情報管理課

 
 
 
 
 
 

 

』で図書館散歩 

図書館広報誌を使い尽くす-」 

8年 5月 22 日 

学習院大学図書館 

情報管理課 藤本 智美 


