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近世イギリス史を楽しみ学ぶための10冊
文学部教授・青木康

第42回
１ 『時の娘』 ジョセフィン・テイ著 小泉喜美子訳
（早川書房

紀藤信義訳
（未来社

３ 『明治日本とイギリス革命』 今井宏著
（ちくま学芸文庫

1994年）

1978年）

４ 『ピープス氏の秘められた日記：17世紀イギリス紳士の生活』 臼田昭著
（岩波新書

1982年）

（東京大学出版会 1975年）
5 『アメリカ政治の起源』 バーナード・ベイリン著 田中和か子訳
６ 『民衆の大英帝国：近世イギリス社会とアメリカ移民』 川北稔著
（岩波現代文庫
７ 『イギリス国民の誕生』 リンダ・コリー著

川北稔監訳
（名古屋大学出版会

８ 『評伝バーク：アメリカ独立戦争の時代』 中野好之著
（みすず書房
９ 『イングランド社会史』 エイザ・ブリッグズ著

2000年）

1977年）
2004年）

1998年）

イギリスを理解するためには、今日のイギリスの

が、当時のイギリス本国の古い政治体質も見事に描

基礎が築かれた近世（16～18世紀）の歴史を知ること

き出している。そもそも近世のイギリスとアメリカ

が大切である。以下は、近世イギリス史を楽しみ学

の社会は不即不離の関係にあったのであり、そのこ

ぼうとする人に強くお薦めの10冊である。

とは ６ が移民の問題から実証している。 ７ はビジュ

１は推理小説で、学術的な研究書ではないが、15

アルな材料も多く用いて、18世紀から19世紀前半に

世紀末のテューダー朝誕生の歴史的一側面をよく感

広範な市民がイギリス国民としての自覚を強めてい

じさせてくれる。 ２ は、イギリス史上屈指の大事件

くことを示したが、そのような社会の変化と並行し

であるイギリス革命の原因を長中短の３つの時間幅

て、上述の古い政治体質も徐々に変わっていくこと

で説明してみせ、歴史上の事件の原因を考察すると

になる。 ８ は、そうした動きの一端を担った政治家

きの議論のひな型を知るうえでも有益である。３は、

バークの評伝で、18世紀後半のイギリスの政治を理

イギリス革命史を近代日本がどのように受け入れた

解するうえで役に立つ。

かの検討を通じて、イギリス革命の本質に迫ってい

９ は近世に限定せずイギリス社会を通観したもの

る。 ４ は革命後の王政復古期の政界を垣間見るのに

であるが、近世社会について楽しく学べる書物であ

絶好の新書で、本書で興味をひかれたら、そのもと

り、あえて挙げた。また、10は近世・近代を中心と

になったピープスの日記も邦訳で読むことができる。

したイギリス史論として、個別テーマをめぐる読書

５ は18世紀のアメリカ政治を論じたものである

を始める前にぜひ読んでほしい。

INFORMATION

貸出期 間は当日内。
時 間を守って
返却しましょう！

“ PC貸出” しています

図書館ではPC貸出サービスを行っています。池袋図書館

では284台、新座図書館では45台のノートPCを貸

出しています。レポートを書く時など、PCが必要な場合に
ぜひご利用ください。ただし、時間によっては全てのノー
トPCが貸出中になることがあります。レポート作成や課題
には計画的に取り組みましょう！
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発 行

4

2008年）

今井宏，
中野春夫，
中野香織訳
（筑摩書房

10 『文明の表象英国』 近藤和彦著
（山川出版社
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井川 充雄（図書館副館長）
豊田 由貴夫（図書館長）
立教大学図書館                 

PCの操作方法などの質問がある時や困った時は
ヘルプサービスも受けられます。
●池袋キャンパスでのPC貸出状況は

携帯・スマートフォンからアクセス！
http://150.93.112.174/lendpc/lendpc_ike.php
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「成績アップ」の術
館を活用して、 とる！
虎の巻：図書ー
レポ トでよい成績を

START

1.

レポートの
全体像をつかむ

はじめてレポートの課題が出たときは、
“そ
もそもレポートって何？”
“何から手をつけた
らいいの？”と悩むものです。そんな時には、
「レポート作成ガイド」を参考にしましょう。
資料の読み解き方からレポートの定義、執筆
の手順などが簡潔にまとめられています。

2.

● 引用・参考文献
リストの作成
● 体裁の確認

● テーマの決定

● 情報整理

3.執 筆
● 論述

3.

2.文献調査
● 情報収集

● 論点の明確化

レポートを書くための
図書館活用法を No
知っている

● アウトラインの作成

● 推敲

図書館にどんな資料が
あるか知っている

執筆へ

Yes
No

Yes

資料を知る
効率的な資料の
集め方を学ぶ

レポートを書くためにはいくつかの材料（資料）が必
要です。図書館活用講座では、検索キーワードの選び方
から、書架へ本・雑誌記事を探しに行く実習まで、資料
を効率的に集める方法を学ぶことができます。

まずは相談！

実際に書き始めるまえに、レポートの材料と
なる資料を集めます。図書館には、図書をはじ
め雑誌や新聞、
オンラインデー ・図書
資料
タベースなど
様々な資料や
検索ツールが
あ り ま す。 こ
れらをフル活
用 し て、 効 率
的に情報収集
しましょう。

ザーが、丁寧にアドバイスします。
「何を書
いたらいいのかわからない」そんな悩みを

・CiNii Articles

・雑誌・新聞

データ
ベース

・日経テレコン21
就職活動にも使える

自宅から論文が探せる

レポート作成に役立つ本
を集めたコーナーもありま
す。書き方のコツを知りた
池袋図書館２Fカウンター、
新座図書館２F「しおり」にいます

レポートをどう評 価するか
学部生の皆さんのレポートを見ていると、

池袋：全３回セット
新座：カスタマイズ制

いときには、こちらのコー
ナーも活用してみましょう。

法学部 安藤祐介先生

す。自分の思考を深め、自分の言葉で
書くためにも二冊以上の本を参照する

一冊の本だけを参照したものが目立ちます。

ことをお勧めします。
「思考する」とは、英語

しかし、一冊の本だけに寄りかかってしまう

で表すと分かりますが、実は「ある点と別の

と、ついつい著者の意見に引っ張られて要約

点を行き来して照らし合わせること」

のようなレポートに終わってしまいがちで
2

● 課題の理解

4.形式を整える

迷ったらどんな些細なことでもOK、まず
はラーニングアドバイザーに相談してみ
ましょう。大学院生のラーニングアドバイ

そのまま相談してください。参考資料の探
し方や、レポートの体裁など様々な疑問に
お答えします。一人でもグループでも大歓
迎です。

1.テーマの設定

しながら進めていきます。

図書館活用講座

各図書館の
カウンターに
設置しています。
自由にお持ち
ください。

ラーニングアドバイザー

実際のレポート作成の手順は、
このステップを行きつ戻りつ

教えます

レポートってどんなものか
分かっている
Yes
No

レポート作成 ガイド

●レポート作成のステップ●

（reflection）なのです。

コピペじゃなくて、
ちゃんと裏づけに
基づいたレポートに
なっているぞ。

執筆

がんばった
甲斐が
あったなぁ。

GOAL

なんと結果

A！

は

3

