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ものはためしに、国立国会図書館へ  
 

客員教授  若月 忠信 
 

 ものはためしに、なんの目的もなく国立国会図書館へ行って見ませんか。 
 日ごろ、私たちは、目的のない行動は、ほとんどしません。しかし、このあたりで一度、行動したの

ちに目的を考えるということをためしにやって見ませんか。これは人間だけができる最高のぜいたくか

も知れません。 
 おすすめは、東京の国立国会図書館です。 
 まず、東京駅を起点に。地下鉄有楽町線で二つ目の永田町で降ります。二番の出口から地上に出ると

目の前にコンクリートの図書館、後ろに国会議事堂です。 
 ここ二、三年夏休みに敬和学園大学の皆さんと奈良、京都、横浜の旅を楽しんでいますが、参加して

くれた諸君とは、国会図書館を利用してみるというのが定番でした。 
 ここで、大学生であるうちに国会図書館へ行ってみましょうということで、その具体的な方法を書い

ているのです。図書館に行くために図書館へ行くのです。 
 地下鉄で図書館に着きました。念のため休館日は、月曜祭日と第二、四、五の土曜日。 
第一、三土曜日は開館しますが、その代わり次週の月曜日は休みます。 
年令制限があります。満二十歳以上。ただし大学生は、所属の大学の図書館長の紹介状（公印のあるも

の）があれば利用可です。紹介状には、資料名（事前にインターネット等で検索）が必要。そして、有

効期間は十日間。それ以上の必要があれば、再度紹介状持参です。 
 中に入るとわかりますが、本学の図書館のような書架はありません。カードを書いて請求すると所蔵

庫から本を出してくれます。病院で薬をもらうように、自分の番号が点灯します。そして館内でのみ閲

覧可で、貸出はしません。ただしコピーは可ですが、もちろん部分です。 
 何だか利用しないうちに疲れるような紹介になりました。しかし、新館（主に新聞雑誌）と旧館（主

に書籍）があって「ナイモノハアリマセン」と言ってもいいくらいの図書館でしょう。なにかの口まね

になりました。 

 新しい情報では、国立国会図書館関西館（仮称）が平成十四年開館にむけて建築中です。 
さらに、インターネットによって国会図書館の資料のすべてが検索できるように準備中だそうです。 
 まあ、それはそれとして、この文章では国会図書館へ、とにかく行ってみましょうということなので

す。 
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参考文献の書き方 

 

                                                      国際文化学科  神田より子 
 
 図書館を利用して本を読む。授業やゼミの資料を探す。こういう場合、私たちは比較的自由に利用で

きるし、図書館の職員からも資料については教えてもらえる。しかしいざ資料が見つかっても、その使

い方がわからないと、二重の手間がかかることがある。例えば私の講義やゼミの時間によく経験するこ

とだが、資料を使い、それを調べてきても、その資料の出典を明記してこない学生が多い。どんな資料

を使ったかによって、内容の善し悪し、あるいはその資料の語っていることが事実かどうかもわかる。

しかしそれが不明だと、採点する側でも判断できない。だからレポートを書く際に、再度図書館に行っ

て、資料をチェックするよう要請し、当事者は再び図書館に足を運ばなくてはならなくなるからだ。こ

のことはレポートを書いたり、卒業論文を書いたりするときには絶対に必要になる。そこで文献や資料

をを利用した際に、どのようにそれを表現するのかを書いてみたい。 
 
Ⅰ 本文中の注の付け方 

引用した文献は、本文中の注見出しに通し番号をつける。そしてそれを通し番号にあわせて、文末

に一括して作成する。以下では事例を示しながら述べてみることにする。 

 
例１ 谷口智子は、バスケスをめぐる二つの異なるカトリシズムの葛藤を、「エリート」と「民衆」と

   いうカテゴリーに基づき考察した(1)。 

例２ クネヒトによれば、盲目のイタコは,木蓮尊者に関する伝承を伝えている(2)。 

例３ 高木侃によれば、江戸時代にも多くの女性たち離婚していたし、女性から離婚を要求すること 

  も可能だった(3)。 

例４ 文化人類学において、とくに重要と考えられているライフヒストリーの書き方については、 

   Interpreting Life Histories が参考になる(4)。 

 
Ⅱ 論文やレポート末の参考文献あるいは文献目録の書き方 
  上記の通し番号にあわせて、以下のように参考文献、あるいは文献目録を書く。その際以下のこ 

 とに注意する必要がある。 
 
 １ 参考文献あるいは文献目録として論文やレポートの最後に一括して作成する。 
 ２ 論文の場合は、著者姓名、「論文名」、『誌名』、巻・号、頁数、年号、出版社の順。 
 ３ 単行本の場合は著者名、『書名』、年号、出版社の順とする。 
 ４ 上記Ⅰ本文中の注の付け方にある例 1 から例４の文末に括弧で示した通し番号（１）（２）（３）

  （４）は、以下の文献目録の番号と一致していなければならない。 
 ５ 以下にあげた文献目録では、１と２は論文、３と４は単行本の事例である。 
 
文献目録 

 １ 谷口智子「「魔術師」ファン・バスケス－植民地ペルーにおける宗教接触と混交化の一事例－」

   『宗教研究』73-3-322 127-149 頁 1999 

 ２ KNECHT, Peter. ‘Itako and Mokuren: An Instance in the Ritual of  

   Kuchiyose (calling the Dead)’in Shamans and Cultures. ISTOR Books 5:  

      ed. Hoppál M. and Howard K. pp.74-83. Akadémiai Kiadó，Budapest 1993. 
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  ３ 高木侃 『三くだり半－江戸の離婚と女性たち－』 平凡社 1987 

  ４ WATSON, C. Lawrence and WATSON ｰ FRANKE, Maria-Barbara. 

      Interpreting Life Histories. Rutgers University Press, New Brunswick 1985 

  

 ここに示した文献目録の書き方がすべてではない。これはほんの１例である。よい工夫があればそれ

を使って、自分の主張を充分に述べてほしい。そのためにはどんな書き方があるのか、図書館などで本

を利用する際に、文末の文献目録や参考文献の一覧を見て、自分にもっとも適した書き方を見つけるこ

とが大切ではないだろうか。 
 
新着図書 
 
総 記 ◇黒田勝弘『韓国人の歴史観』 

◇アーイシャ・ジャラール『パキスタン独立』 ◇筒井脩『英語学習のためのＣＤ－ＲＯＭ入門』  
◇ 臼杵陽『中東和平への道』 ◇常盤新平『「ニューヨーカー」の時代』 

哲 学 ◇ ローザ･ルクセンブルク『ロシア革命論』 
◇斎藤元一『人物日米関係史』 ◇ カール･R.ポパー『開かれた宇宙』 
◇張佐良『周恩来・最後の十年』 ◇ シュトルツ『聖アウグスティヌスの哲学』 
◇テッド・ゲーツェル『ポーリングの生涯』 ◇出隆『プロティヌスとアウグスティヌスの哲学講義』 
◇安岡昭男編『近現代史用語事典』 ◇ジルソン他『アウグスティヌスとトマス・アクィナス』 
◇永原和子監修『日本女性肖像大事典』 ◇茂泉昭男『アウグスティヌス倫理思想の研究』 
◇ Garraty,John A.  ◇デ・ホロート『中国の風水思想』 

◇田丸徳善編『宗教』 American National Ｂiog aphy 24Vols. r
◇平敷令治『沖縄の祖先祭祀』 ◇ Smith,J.F. 
◇ ラインホールド・ニーバー Cassell's Illustrated History of England 8Vols. 

社会科学 『キリスト教人間観第１部人間の本性』 
◇金子啓一『講座現代キリスト教倫理３』 ◇ 村上勝敏『外国人による戦後日本編』 
◇ベーダ『イギリス教会史』 ◇ 若尾祐司他編『近代ヨーロッパの探究 1･2』 
◇ 日本ルーテル神学大学ルター研究 ◇青木保他編『近代日本文化論７』 

『ルター研究全５巻』 ◇大嶽秀夫『日本政治の対立軸』 
歴 史 ◇百瀬孝『事典昭和戦前期の日本』 
◇義江彰夫他編『歴史の文法』 ◇ ポール･Ｆ･ボラー，Jr. 
◇浜林正夫他編『歴史学入門』 『ホワイトハウスストーリーズ』 
◇樺山紘一他編『岩波講座世界歴史 23』 ◇加々美光行『中国世界』 
◇ A.トインビー『歴史の研究第 1･2･3 巻』 ◇マイケル・グリーン他編『日米同盟』 

〈サマヴェル縮刷版〉 ◇五十嵐武士『日米関係と東アジア』 
◇福井憲彦『世紀末とベル・エポックの文化』 ◇西原正他共編『日米同盟Ｑ＆Ａ100』 
◇ 毎日新聞社編『シリーズ 20 世紀の記憶 2－1～7』 ◇若泉敬『他策ナカリシｦ信ゼムト欲ス』 
◇須藤眞志編『20 世紀現代史』 ◇ ウィリアム・バー 
◇中尾尭他編『日本史論文の書きかた』 『キッシンジャー［最高機密］会話録』 
◇黒板勝美編『新訂増補国史大系 5･14』 ◇松田武『このままでよいのか日米関係』 
◇鈴木淳『日本の近代 15』 ◇田久保忠衛『ニクソンと対中国外交』 
◇色川大吉『色川大吉著作集全５巻』 ◇江畑謙介『日本の安全保障』 
◇ ＮＨＫ取材班 ◇木下毅『比較法文化論』 

◇石井良助『日本法制史』 『ＮＨＫスペシャル戦後 50 年その時日本は第５巻』 
◇憲法訴訟研究会他編『アメリカ憲法判例』 ◇児玉幸多監修『広島県の歴史』 
◇中島通子他『働く女性の法律Ｑ＆Ａ』 ◇ 宮崎市定『宮崎市定全集７』 
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◇溜池良夫『国際私法講義第２版』 
◇経済企画庁編『世界経済白書平成１１年版』 
◇村田良平編『ＥＵ－２１世紀の政治課題』 
◇目黒依子他編『講座社会学２』 
◇D･ハルバースタム『メディアの権力全４巻』 
◇松田素二『現代人類学の射程』 
◇経済企画庁編『国民生活白書（平成 11 年版）』 
◇一番ケ瀬康子他監修『日本の女たち全６巻』 
◇仲村優一他編『世界の社会福祉全６巻』 
◇府川源一郎『日本児童文化史叢書 23』 
◇寺崎昌男他編『大学史をつくる』 
◇柳田國男『柳田國男全集 24』 
◇平敷令治『沖縄の祭祀と信仰』 
◇窪徳忠『中国文化と南島』 
◇クリスチャン・ダニエルス他編『アジア遊学 10』 
◇鈴木満男『環東シナ海の古代儀礼』 
◇味の素食の文化センター『講座食の文化第 7 巻』 
◇R.ジャネリ他『祖先祭祀と韓国社会』 
◇酒井卯作『琉球列島における死霊祭祀の構造』 
◇山里純一『沖縄の魔除けとまじない』 
◇吉成直樹『マレビトの文化史』 
◇渡邊欣雄『漢民族の宗教』 
◇田畑千秋『奄美・沖縄 女のことわざ』 
◇江守五夫他『日本の家族と北方文化』 
◇岩間陽子『ドイツ再軍備』 
◇Freedman,Rabbi. The Midrash 10Vols. 
◇Okin,S.M.ed. Feminism Vol.1･2 
自然科学 
◇岡田節人他編『岩波講座科学/技術と人間別巻』 
◇宇沢弘文『好きになる数学入門 1･2･3』 
芸 術 
◇ 菊竹淳一他責任編集 

『世界美術大全集東洋編第 11 巻』 
◇ Crafton,Donald.  

History of the American Cinema Vol.4･6 
言 語 
◇ Carhart,Paul Ｗ.Web ter's N w International 
Dictionary o  the English Language Vol.1･2･3 

文 学 
◇平田由美『女性表現の明治史』 
◇門馬保夫『ある中国抑留者の回想録』 
◇久保田淳校注訳『新編日本古典文学全集 47』 
◇信多純一他校注『新日本古典文学大系 90』 
◇秋山武夫他『アメリカ文学を読む 30 回』 
◇高田賢一他編『シャーウッド･アンダソンの文学』 
◇工藤美代子『聖霊の島』 
◇ジャック・カボー『喪われた大草原』 
◇安藤勝編『英米文学研究文献要覧 1985－1989』

◇ヴァージニア･ウルフ 
『ヴァージニア･ウルフコレクション ある作家の日記』 

◇ ジョン・スタインベック 
『スタインベック全集第 12･13･18 巻』 

◇ Read,Charles.  
The Cabin t of Irish Literature 4Vols. 

◇ Symons,Arthur.  
Selected Wo ks of Arthur Symons 16Vols. 

◇ McCarthy,Justin(ed.), Irish Literatu e 10Vols. 
◇McCarthy,Justin(ed.), Irish Literature General  

Index 
 

事務室より 

 

◇明けてミレニアム（millennium)の年を迎えま

した。本学の図書館は、研究機能図書館であるこ

とは勿論のこと、人と本の出会い、人と人のふれ

あう場としての大学図書館のありかた、いいかえ

れば、ライブラリー・システムの可能性までも視

座に入れた、開かれた図書館づくりを心がけたい

とあらためて考えるしだいです。 

  １９９９年度第３号の「図書館だより」をお届

けします。本号では、神田先生と若月先生から、

学生諸君が実際に研究活動で応用できる、示唆に

とむ原稿をお寄せいただきました。 

◇文化人類学を教える立場から、神田より子先生

は「参考文献の書き方」の事例を具体的に示して

くださった。授業やゼミでも経験することである

が、学生諸君が、図書館を活用し、資料を駆使し

てレポートや論文を書いても、資料の出典を明記

していない学生が少なくないのが実状です。神田

先生が作成された「参考文献の書き方」のサンプ

ルを学生諸君の「自作ノート」に貼りつけて、時

に応じて参考にしていただきたい。 

◇若月忠信先生は、「新潟日報」紙上の「新潟名

作慕情」の寄稿者としても健筆を振るっていられ

る。実地を歩き回って検証される、先生らしい力

作が多いように思います。若月先生は、夏休みを

利用して、学生諸君を帯同しての奈良・京都の旅

の終わりに、必ず「国立国会図書館」を訪ねるこ

とを定番としています。敬和学園大学から参加し

た学生たちにとって、よい体験となったと信じま

す。「ものはためしに、国立国会図書館へ」、次回

に上京した際、暇をつくって、足をはこんでみま

せんか？入館には年齢制限があるそうですが、希

望する２０歳以下の学生諸君には、喜んで本学図

書館の「紹介状」を書きます。         (kf) 


