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「読書という特別な時間がもたらすもの」
コミュニティ福祉学部教授

結城 俊哉

1. 『そんな，
バカな!』 竹内久美子著（文春文庫 1994年）
2. 『できそこないの男たち』 福岡伸一著（光文社新書 2008年）
3. 『唯脳論』 養老孟司著（ちくま学芸文庫 1998年）

立教大学図書館だより

4. 『新編脳の中の美術館』 布施英利著（ちくま学芸文庫 1996年）
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5. 『アルジャーノンに花束を』 ダニエル・キイス著 小尾芙佐訳（改訂版 早川書房 1989年）
6. 『帰ってきたソクラテス』 池田晶子著（新潮文庫 2002年）

成績アップの “秘訣” 教えます

7. 『リア王』 シェークスピア著 安西徹雄訳（光文社古典新訳文庫 2006年）
8. 『モラトリアム人間の時代』 小此木啓吾著（中央公論社 1978年）
9. 『村上春樹，河合隼雄に会いにいく』 村上春樹, 河合隼雄[対談]（岩波書店 1996年）
10. 『ライ麦畑でつかまえて』 J.D.サリンジャ−著 野崎 孝訳（新装版 白水Uブックス 1985年）、
『キャッチャー・イン・ザ・ライ』 J.D.サリンジャ−著 村上春樹訳（白水社 2003年）

レポート課題の攻略ポイントは、
ずばり図書館の活用！！

※１,４,６は購入予定です。
その他の資料はすべて立教大学図書館で所蔵しています。

今回取り上げた本は、僕にとっては思い入れの深い、学生時代に是非
読んでいただきたい「おすすめの 10 冊」です。

１は、ダーウィン進化論の革命児と呼ばれるリチャード・ドーキンスが提
唱した利己的遺伝子説をベースに人間行動の不思議を動物行動学から

２は、この本を読むと、男性が痛みやスト
読み解いてみせる秀逸な本です。

の様子の変化に気づき、
自分の未来を予感してしまう中で、人の幸福とは

６は、古代ギリシャの哲学者ソクラテス
何かを考えさせられる作品です。

が現代に蘇って私たちの日常・社会・文化を哲学問答するという設定がユ

７は、シェークスピア戯曲の中でも、自らが招
ニークで痛快な哲学本です。

いた運命に翻弄される人間の愚かさを徹底的に追求した誰もが知る悲劇

８は、青年期のアイデンティティ論から生まれたモラトリアムを生き
レスに対して女性よりも何ゆえに脆弱なのかが理解できるし、読了時には、 です。
３、４は、僕
男子の弱さの本質に思わず涙してしまう女性必読の本です。

９は、ユング心理学者と小説家の対談本
る日本人及び日本社会論です。

は、
この本を読んで著者達の自然物以外はすべて人の脳が生み出したの

で、村上春樹文学とユング心理学のクロスオーバーが生み出す文学と深

る主人公のチャーリーが、実験的な脳外科の手術を受けて驚異的な知能

訳者が異なる訳文体の違いについても読み比べてみるととても面白い青

５は、知的障害のあ
だという言説に思わずニヤリと納得してしまいました。

（IQ）
を獲得していく中で自分を取り巻く人々の欺瞞に満ちた関係に気付
き始める。
だが自分より前に同様の手術を受けたネズミのアルジャーノン

層心理学の接点から生まれる叡智がとても興味深い本です。10は、翻

春小説の金字塔です。以上、
どの本を読んでも、
「読書という特別な時間が
もたらすもの」
にきっと、
どこかで出会うことができると思います。

Information

タブを切り替える
だけ で、各 種 検
索機能がすぐに利
用できます。

図書館ウェブサイトが
その日の
使いやすくなりました！ 開館時間が
一目瞭然

図書館のウェブサイトが、
「見せる」から
「使う」ための
ウェブサイトに転換を図り、
４月からリニューアルオープンしています。
下記

3

つ が 主 な 特 徴 で す。

（1）OPAC等の検索窓を図書館ウェブサイトの中心に
配置し、検索機能を強化。
（2）利用機器（PCやスマートフォン）のディスプレイの
大きさに対応した表示が可能に。
（3）利用者の利便性向上を目指し、過去の利用者から
の問合せを分析して最適化したメニューを構築。

｢My Library｣
（個人向けポータ
ルサイト）へのア
クセスも容易に。

http://library.rikkyo.ac.jp/ （URL も変更になりました）
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ラーニング
アドバイザー

成績アップの
”
訣
“秘 教えます

ONE

？

迷ったらどんなことでも相談してみましょう。
大学院生のアドバイザーが丁寧に
アドバイスします。

?

3

What’s

？

・テ ー マ に 関 連 する
資 料の集め方を教え
てほしい。

？

・自分の文章の意味
が伝わるのか相談
したい。

THREE

・根 拠となる 情 報 は
どこから得たらいいの？
P
TE

3 文献調査

S

2 図書館の活用

図書館には、図書をはじめ、雑誌や新聞、オンラインデータ
ベースなどの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、効率的に情報を収集しましょう。

?

ラーニング
アドバイザー

雑誌
・
新聞

図書

図書館活用講座

S

1 テーマの設定

?

レポート作成ガイド

はじめてのレポート課題が出たときは、
“そもそもレポートって何？”“何から手
をつけたらいいの？”と悩む人が多いは
ずです。そんな時には「レポート作成ガ
イド」を参考にしましょう。

コンテンツ

◇学術的な本の読み方
◇レポートとは
各図書館
カウンターで
◇文献探索法
配布して
◇レポートの書き方
います。
◇引用・著作権

ラーニング
アドバイザー

〜根拠となる
情報を収集する〜

説得力のあるレポートにするために、
様々な情報を活用しよう！
P
TE

これであなたも
成績UP！？

P
TE

4 執筆

これまでのステップを振り返り
ながら、以下の点を中心に
レポート作成を進めよう！

・問題点（テーマ）
って
どうやって見つけれ
ばいいの？

P
TE

4

・引 用 し た 文 章 や
参 考文献の表し方
を確認したい。

マークが目印です。

・レポートの書き方の
コツを知りたい。

・レポートは何から手
をつけたらいいの？

1

それぞれのステップに合わせて
強力にサポートします！
！

S

What’s

2

TWO

池袋図書館2階／新座図書館「しおり」

・レポートのロジック
が成り立っているの
か、不安。
どうしたら
いいの？

GOAL

FOUR

S

レポート課題の攻略ポイントは、
！
ずばり図書館の活用！

What’s

レポートを書くには、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、書架での図書・
雑誌記事の探し方まで、
資料を効率的に集める方
法を学ぶことができます。

・論点（何を伝えたいのか）は明確ですか？
・論点が伝わるアウトライン
（レポートの骨格）
になっていますか？

Step１

・本文は、客観的な根拠を持った記述に
なっていますか？

Step2・Step3

レポート作成に役立つ図
書を集めたコーナーもあ
ります。書き方のコツを
知りたいときには、
こちら
のコーナーも活用してみ
ましょう。

を確認しよう

・引用・参考文献リストは作成しましたか？
・表紙は作成しましたか？
・書式を確認しましたか？
（文字数/行数、
ページ番号、
フォント/ポイント数）

レポート作成ガイド を確認しよう
日経テレコン21

（日経四紙や企業情報のデータベース）

CiNii Articles

（学術論文情報データベース）

最後もラーニングアドバイザーに
見てもらおう！

http://library.rikkyo.ac.jp/learning/guidance/

レポート作成支援図書コーナー

を確認しよう

「レポートには2種類ある」 法学部 小林憲太郎先生
レポートには2種類あるのをご存知でしたか。1つ目は、一定の課題について既存
の知見を調査し、それをまとめるものです。いわゆる「レポート試験」に多いタイプ
で、たとえ全学生のレポートの内容が金太郎飴のような状態になっても、それが一
定の水準をクリアしていれば、いちおうレポートの趣旨はみたされます。
これに対して2つ目は、
自分の頭で独自に思考し、新たな知見を付け加えなければ
ならないものです（これを新規性といいます）。要は「論文」の言い換えであり、それ
を書く作業は「研究」
ですから、
とても大変です。
しかし、大学の教師は研究者ですか
ら、心の底では常に、2つ目のレポートのほうを読みたいと思っています。

