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鳥居の研究 / 根岸榮隆著 

大岡山：B1F-集密：一般図書 W39749    [Ookayama: B1F-(Compact Shelving) books W39749] 

日本人なら誰でも鳥居を知っているが、きちんと説明できる人はほとんどいない。本書では、鳥居

を形状と材質から６４種類に分類し、陶器の鳥居や３本足の鳥居などの多種多様な鳥居を紹介す

る。外国文化を学ぶ前に、まずは日本文化を学んでみてはいかがだろうか？ 

 
日本の弓術 / オイゲン・ヘリゲル述 ; 柴田治三郎訳 

大岡山：B1F-文庫・新書 080/Ia/661      [Ookayama: B1F-Pocket Edition Books 080/Ia/661]

ドイツ人著者オイゲン・ヘリゲルは弓術を通して日本文化を学んでいく。技巧よりも精神を重んじる

武道の姿勢に戸惑いながらも、五年間に及ぶ辛抱強い修行の末に日本文化の一端に触れる。異

文化理解の難しさを感じさせる本書は、多文化社会の現代人こそ読むべき一冊だ。 

 

日本を日本人が学ぶとき、国外の方の叙述の方が圧倒的にわかりやすいことがある。３０分あれ

ば読めるこの本もそんな一冊で、弓術を通して日本的「精神」が言葉にされていく。ドイツ人哲学者

が感じた大正期の日本。いきいきとしたその描写の中に、きっと新たな発見があるはずです。 

 
面白いほどよくわかる論語 : 日常生活に役立つ使える孔子の説いた生きる知恵 / 石田琢智監

修 

大岡山：B1F-一般図書 123.83/I                         [Ookayama: B1F-Books 123.83/I]

孔子は中国の偉大な思想家、哲学者です。彼の「論語」は中国人の思想に昔から今まで大きく影

響しています。儒教「四書」の１つである「論語」を是非読んでみてください。 

 
京の四季京風味 / 岩満重孝絵と文 

大岡山：B1F-一般図書 291.62/I                         [Ookayama: B1F-Books 291.62/I]

四季を通して移りゆく京都を日記風の柔らかい語り口で説明している。 

京言葉で話される小気味良い会話を通して寺・京料理・京の和菓子などを紹介しており、様々な

京の文化を知ることができるだろう。 

特に京の雰囲気そのものを忠実に描写しており、今まで知らなかった京の良さを感じることができ

る。 
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「中国からの留学生」 : ニッポン見たまま感じたまま / 佐藤喜彦編著 

大岡山：B1F-一般図書 302.1/Sa                        [Ookayama: B1F-Books 302.1/Sa]

「あの留学生がいつも変なことしてるけど。。。」、「あの中国人うちらのこと嫌いかな？」、「留学生

って一体どういうふうに日本にやって来たんだろう。。。」、「やっぱりわれわれ日本人は変人に見

られているかな？」と、周りに留学生がいて少しでも戸惑うことがあったら是非読んでいただきたい

本です。たとえば「日本人大学生が不真面目だ」と思っている留学生もいますし、「遊びながら学ぶ

日本人大学生がうらやましい」と思っている留学生もいます。同じく中国から来たのにそれぞれ違

った見方をもっている人がいて、大変面白いです。 

 
日本の事情 100 : どうしても英語で伝えたい = 100 things on Japan / 山久瀬洋二, ダニエル・ワ

ーリナ著 

大岡山：B1F-語学資料 302.1/Y         [Ookayama: B1F-Language Study Materials 302.1/Y] 

外国人が知らない日本の事情を英語で伝える本です。一つの事情を短くて分りやすい日本語と英

語で説明しているので、日本の文化を早めに理解できる本だと思います。 

 

本书用日语和英语将外国人不知道的日本文化展现给大家。每个文化的介绍都短小易懂，强力

推荐给那些想快速了解日本文化的同学。 

 
祭りとイベント / 小松和彦編 

大岡山：B1F-一般図書 304/G/5                        [Ookayama: B1F-Books 304/G/5]

身近な祭りなどについて書かれた本です。実際生活のなかで体験した祭りを思い出しながらペー

ジをめくると楽しいでしょう。 

 
国家の品格 / 藤原正彦著 

すずかけ台：2F-ペリパトス文庫 304/H        [Suzukakedai: 2F-‘Peripatos’Collection 304/H]

本書には日本とは何たるかについて書かれており、今日の日本と日本人に足りていないものは何

かということについて言及されています。 

国際化という流れの中、日本を見つめ直すことで「国家の品格」を取り戻し、日本人であることに

誇りと自信を持って外国と渡り合っていくという新たな視点について書かれています。 

 



 

3 
Tokyo Institute of Technology Library 2012.10 

Book List recommended by Library Supporters 

Cross Cultures．  

 
図書タイトル / 著者                                                  [Title / Author] 

所在 & 請求記号                                            [Location & Call Number] 

推薦文                                                                 [Comment] 

 
世界の日本人ジョーク集 / 早坂隆著 

すずかけ台：2F-ペリパトス文庫 361.4/H, 361.4/H/2 

[Suzukakedai: 2F-‘Peripatos’Collection 361.4/H, 361.4/H/2] 

アメリカンジョークはよく知られているが、実は日本人を扱ったジョークも世界各地に存在する。海

外で暮らす人達の日本人観がよくわかり、それでいて思わず突っ込まずにはいられないジョーク

集。 

 
A geek in Japan / Héctor García 

大岡山：B1F-一般図書 361.5/G                         [Ookayama: B1F-Books 361.5/G] 

日本で働くスペイン人の著者が、日本の漫画、アニメ、音楽、映画などのポップ・カルチャーから茶

道、禅などの伝統文化、日本の社会などについて幅広く描いた作品。日本に住む外国人の視点

から見た日本を知ることができる一冊。 

 

This book takes you to the "trip" around Japan and its culture. 

Manga, anime, J-pop, Zen... "Japan" seen through the eyes of a Spanish working in Japan is 

enjoyable. 

 
異文化との出会い：国際化のなかの個人と社会 / 三好郁朗著 

すずかけ台：3F-一般図書 361.5/Ky             [Suzukakedai: 3F-General Books 361.5/Ky]

本当の国際化とは何でしょうか？それは、自分の国の文化を十分理解した上で、外国の文化を受

け入ることではないでしょうか。国際化の風の吹く今、ぜひこの一冊を読んでください。 

 

What is real internationalization? I think the internationalization is not only mastering the language 

of a foreign country but also understanding the culture gap between your home country and 

foreign countries. Please have a look of this book. 
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紳士道と武士道 : 日英比較文化論 / トレバー・レゲット著 

すずかけ台：3F-一般図書 361.6/L               [Suzukakedai: 3F-General Books 361.6/L] 

イギリスの紳士論は世界的に有名であるが、同じく道徳の体系として日本の武士道も世界に誇る

文化である。日本の伝統、日本人の生き方の美しさすべてがイギリス人である作者に解釈され

る。 

 
コミュニケーションと異文化理解 / 姫野昌子, 伊東祐郎編著 

大岡山：B1F-一般図書 377.15/H/9671             [Ookayama: B1F-Books 377.15/H/9671]

はじめて留学する学生にお勧めです。日本では母国の文化との違いを知り、自分のコミュニケー

ション能力を伸ばすことができます。早めに日本の生活に慣れる助けとなります。 

 

本书最适合于第一次走出国门的留学生。通过阅读本书，可以了解日本和自己国家在文化上的

差异，提高自身的交流能力。对于尽早适应日本的生活很有帮助。 

 
家と女性 : 暮しの文化史 / 坪井洋文 [ほか] 著 

大岡山：B1F-一般図書 382.1/N/10                   [Ookayama: B1F-Books 382.1/N/10]

日本の暮らしの文化について詳しく書かれた本です。 

自分は、女性の、家のなかでの、すべきこと、することと、してもよいこと、に関して興味がありま

す。 

留学生の女子が興味を持ちそうですが、私は東工大の男子に読んでほしいと思います。 

女性の役割、妻、母として求められていることや、理想的な女性像は、世界中ほとんど同じだと思

いますが、実際の女性の地位、立場、やること、許されることと許されないことは社会、時代によっ

て大きく異なっています。 

社会のなか、ときのなかで形成された伝統、観念、文化というものは、ときには、理性も理由もな

く、何とも理不尽のようにみえますが、背後には何かがあるのかもしれません。 

 
 
 
 
 



 

5 
Tokyo Institute of Technology Library 2012.10 

Book List recommended by Library Supporters 

Cross Cultures．  

 
図書タイトル / 著者                                                  [Title / Author] 

所在 & 請求記号                                            [Location & Call Number] 

推薦文                                                                 [Comment] 

 
スリランカの悪魔祓い : イメージと癒しのコスモロジー / 上田紀行 [著] 

大岡山：B1F-「東工大先生の本」文庫 387/U 

[Ookayama: B1F-Books Written by Professors of Tokyo Tech 387/U]

メインの話題は文化についてのことではありませんが、日本やその他の先進国とスリランカとの文

化の違いが良くわかる本です。 

 
妖怪学新考 : 妖怪からみる日本人の心 / 小松和彦著 

大岡山：B1F-一般図書 388.1/Ko                       [Ookayama: B1F-Books 388.1/Ko]

日本人の想像する妖怪という存在から、日本人の思想について考えていこうという内容の本で

す。 

 
「いき」の構造 / 九鬼周造著 

大岡山：B1F-一般図書 701.1/Ku                       [Ookayama: B1F-Books 701.1/Ku]

「いき」という言葉にあらわされる日本人特有の美意識、美感覚を分析した本。みなさん、「いき」な

人間になってください。 

 
近代窯業の父ゴットフリート・ワグネルと万国博覧会 = The father of modern ceramics Gottfried 

Wagener and the international expositions / 愛知県陶磁資料館学芸課編集 

大岡山：B1F-一般図書 751/A                            [Ookayama: B1F-Books 751/A]

大岡山北地区にワグネルの碑がある。そんな東工大の父でもある彼の作品写真集がこれ。写真

のある本は、強い。美しさを、言葉を越えて伝えてくれる。解説も丁寧で、東工大や窯業の歴史を

知れる事うけ合いである。奇しくも今秋、東工大博物館で益子焼展があり、また、この本の一部作

品は博物館のコレクションでもある。ぜひ足を運ばれてはいかがだろうか。 

 

"Yakimono", Japanese pottery and porcelain, is tradition of Japan. 

However, we should keep in mind a hired foreigner during the Meiji Era devoted himself to 

developing and spreading it. His name was Gottfried Wagener, who was also the father of Tokyo 

Tech. This photo book is a catalogue of his works. I'm very happy if you become interested in them 

and go to Tokyo Tech Museum to see the originals. 
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ジャパナメリカ : 日本発ポップカルチャー革命 / ローランド・ケルツ著 ; 永田医訳 

大岡山：B1F-一般図書 778.77/Ke                     [Ookayama: B1F-Books 778.77/Ke]

いまや日本のマンガやアニメは世界的な広まりを見せている。本書は、そんな日本のマンガやア

ニメといったポップ・カルチャーの特殊性や、西洋文化との相違などを描いた作品である。マンガ

やアニメ好きの方にオススメの一冊。 

 
茶の湯の逸話 / 横田八重美著 

すずかけ台：3F-一般図書 791/Y                  [Suzukakedai: 3F-General Books 791/Y]

千利休や豊臣秀吉といった、歴史上の人物などが残した茶道にまつわる逸話がコンパクトにまと

められています。代表的な日本文化ともいえる茶道に、より親しみが持てるのではないでしょう

か。読んでみて、興味がわいたらぜひ一度実際にお茶席に入ってみてほしいです。 

 
外国語の壁は理系思考で壊す / 杉本大一郎著 

すずかけ台：2F-ペリパトス文庫 807/Su     [Suzukakedai: 2F-‘Peripatos’Collection 807/Su] 

辞書を引く回数は日本語に比べて遥かに多いはずなのに、日本人が思うように英語を使えないの

は何故だろうか？ 

宇宙物理学者でもある著者は従来の日本の英語教育に疑問を呈し、英語を科学的に理解すると

いうアプローチを読者に提唱する。 

 
大学・大学院留学生の日本語 4 論文作成編 / アカデミック・ジャパニーズ研究会編著 

大岡山：B1F-語学資料, すずかけ台：2F-留学生用図書 810.7/A/4                   

[Ookayama: B1F-Language Study Materials,  

Suzukakedai: 3F-Books for International Students 810.7/A/4]

日本語で学術的な文章を書くときの記号の使い方から表現の仕方まで詳しく紹介する本です。日

本語でレポートや論文などの書き方がよく分からない学生に勧めます。 

 

This book introduces how to write academic article in Japanese. I recommend this book for 

students who do not know how to write report or papers in Japanese. 
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English in use / ランドルフ・クヮーク, ガブリエル・スタイン著 ; 豊田昌倫, 伊藤栄子訳 

大岡山：B1F-一般図書 830/Q                           [Ookayama: B1F-Books 830/Q] 

言葉は、人間のコミュニケーションをスムーズにするために存在しています。ただ文法を勉強する

だけではなく、実際に使える英語を身につけてはどうでしょうか？ 

語学学習の道は長いですが、一緒に頑張りましょう。 

 
英語多読法 : やさしい本で始めれば使える英語は必ず身につく/ 古川昭夫著 

すずかけ台：2F-ペリパトス文庫 830.7/H    [Suzukakedai: 2F-‘Peripatos’Collection 830.7/H] 

やさしい英語の本をたくさん読むことにより、英語のパターンがスムーズに出てくるようにする方法

が書かれた一冊。今までの英語勉強法とは異なり、好きな本を読むだけなので楽しく続けられる

勉強法です。 

 
世界とつながる Twitter 英語学習法 / 本間正人著 

大岡山：B1F-一般図書 830.7/H                         [Ookayama: B1F-Books 830.7/H]

英語が苦手な東工大生へ。 

日本語だけで呟いてないで英語で呟いて世界と繋がろう！ 

世界と繋がり英語の勉強になり一石二鳥！？ 

 
iPhone 英語勉強法 : スキマ時間で英語力を上げる 55 の技/ 松本秀幸著 

すずかけ台：2F-ペリパトス文庫 830.7/M    [Suzukakedai: 2F-‘Peripatos’Collection 830.7/M]

近年日本でも急速に普及している iPhone を活用して英語を勉強しようというコンセプトで書かれた

この本には、英語版のアプリを使用するなどの方法が５０以上収録されている。 

すき間時間を利用して、いざ英語学習！ 

 
英語は逆から学べ！：最新の脳科学でわかった！世界一簡単な外国語勉強法 / 苫米地英人著

すずかけ台：2F-ペリパトス文庫 830.7/To  [Suzukakedai: 2F-‘Peripatos’Collection 830.7/To] 

本書では、脳機能学者であり、計算言語学者である著者が、最新の脳科学に基づいた外国語勉

強法を紹介しています。付属の CD には脳の能力を高める音源が収録されており、英語能力だけ

でなく、普段の生活での能力も高められます。 

ディスカバリーチャンネルでも取り上げられた注目の一冊。 
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感情を伝える英会話 : 通訳も舌を巻く驚異の新開発英会話ペラペラ講座 / マサル村上,藁谷久

三共著 

大岡山：B1F-一般図書 837.8/M                        [Ookayama: B1F-Books 837.8/M] 

例文がとても刺激的でおもしろい。特に恋愛表現が充実しているので、気になる外国人、留学生

がいる人は読んでみてください。 

 
文法から学べるドイツ語 : 実践力をつける練習問題・会話例が満載 / 小笠原能仁, ヘルマン・ト

ロール著 

大岡山：B1F-一般図書 845/O                           [Ookayama: B1F-Books 845/O] 

自分が使ってみた中で、一番わかりやすかったドイツ語の参考書です。ドイツ語の文法がわかり

やすくまとめてあります。解説のあとにすぐ練習問題があるので、身に付きやすいと思います。 

１年生の第二外国語の学習にお勧めです。 

 
停電の夜に / ジュンパ・ラヒリ著 ; 小川高義訳 

大岡山：B1F-一般図書 933/L                            [Ookayama: B1F-Books 933/L]

インドから米国へ移民した人たちを主人公とした、９つの話から成る短篇集です。米国における人

種や文化の混ざり合い方を、話を通して垣間見ることが出来ます。物語としても、祖国を思う繊細

な感情が鮮やかに描かれていて、読み応えがあります。 

 
フラニー ; ズーイー / J.D.サリンジャー著 ; 原田敬一訳 

大岡山：B1F-一般図書 938/Sa/A1                   [Ookayama: B1F-Books 938/Sa/A1] 

フラニー、ズーイー兄妹の対話を軸に話が展開します。対話の中で宗教的な概念が多く登場し、

海外では当たり前に存在する宗教というものの、意義や見方を学ぶきっかけとなると思います。 

 


