
サブカルで見つカル 

明日への活力！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

中野区立中央図書館 

第 6０回「個性ある図書館」展示 2 0 2１年６月２６日発行 

Ｖｏｌ. 6０ 

中野区立中央図書館 中野区中野２－９－７ 03－5340－5070 

 漫画やアニメといったサブカルチャーは、家にいながらでも、未知の世

界や現実では決して起こらない出来事を楽しめる文化です。外食や外出、

旅行をすること、人と会うことを自粛せざるを得ない今、趣味や好きなこ

とに没頭すると、心も晴れてストレスが和らぐのではないでしょうか。 

今回は、サブカルチャーについての調べ方と関連資料をご紹介します。

日々の元気の源のひとつに加わるものを探してみませんか？ 



 ある社会に支配的にみられる文化に対し、その社会の一部の人々を担い手とする独特な

文化。例えば、若者文化、都市文化など。副次文化。下位文化。サブカル。 

（『大辞林 第四版』三省堂,2019 年,R813.1/ダ より） 

サブカルチャーについて知りたいときは、下記のようなキーワードで図書館の資料を探

してみましょう！ 

中央図書館にある「参考・地域行政資料コーナー」では、下記のような資料で調べもの

ができます。貸出ができませんのでご注意ください。 

サブカルチャーを知るために参考となるウェブサイトを紹介します。

・「中野区公式観光サイト まるっと中野 アニメ・サブカル」中野区 

（https://www.visit.city-tokyo-nakano.jp/subculture/） 

・「知的財産戦略推進事務局 クールジャパン戦略」内閣府 

（https://www.cao.go.jp/cool_japan/） 

・「クールジャパン／クリエイティブ産業」経済産業省 

（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/creative/index.html） 

アニメ・マンガ・ゲーム・ライトノベル・声優・アイドル

ポップカルチャー・カウンターカルチャー・エンターテインメント・大衆文化 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

マンガ・アニメ文献目録

竹内 オサム／監修 

日外アソシエーツ株式

会社／編集 

日外アソシ

エーツ
2014 R726.1/マ 

アニメーションの事典 横田 正夫 ほか／編集 朝倉書店 2012 R778.7/ア 

日本人物レファレンス事典 

芸能篇 1 

日外アソシエーツ株式

会社／編集 

日外アソシ

エーツ
2014 R281.0/ニ 

https://www.visit.city-tokyo-nakano.jp/subculture/
https://www.cao.go.jp/cool_japan/
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/creative/index.html


 

 サブカルチャーの歴史や最近のサブカルチャーについて学べる本や、サブカルチャーに

関わる仕事をしている人たち、サブカルチャーを通じて他者との絆を強めたりする人たち

の姿に共感し励まされ、明日の仕事への活力が湧いてくるような本を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

サブカルチャーの心理学 山岡 重行／編著 福村出版 2020 361.5/ヤ 

365日で知る現代オタクの教養 ライブ／編著 カンゼン 2020 361.5/サ 

日本マンガ全史 澤村 修治／著 平凡社 2020 726.1/サ 

日本デジタルゲーム産業史 

増補改訂版 
小山 友介／著 人文書院 2020 589.7/コ 

 

 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

声のお仕事 川端 裕人／著 文藝春秋 2016 913.6/カワ 

ハケンアニメ！ 辻村 深月／著 マガジンハウス 2014 913.6/ツジ 

担当の夜 関 純二／著 文藝春秋 2013 913.6/セキ 

 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

どうぞ愛をお叫びください 武田 綾乃／著 新潮社 2020 913.6/タケ 

月給プロゲーマー、1 億円稼いで

みた 
梅崎 伸幸／著 主婦と生活社 2017 798.5/ウ 

TYPE-MOONの軌跡 
坂上 秋成／著 

TYPE-MOON/監修 
星海社 2017 798.5/サ 

 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

トラぺジウム 高山 一実／著 KADOKAWA 2020 913.6/タカ 

地下にうごめく星 渡辺 優／著 集英社 2018 913.6/ワタ 

明日から本気出す人たち 中村 一／著 KADOKAWA 2017 913.6/ナカ 

武道館 朝井 リョウ／著 文藝春秋 2015 913.6/アサ 

 

 

 

 

 

  



中央図書館では、オンラインデータベースが使えます。 

参考・地域行政資料コーナーまでお越しください。 

例えばこんな検索ができます。 （※２０２１年４月 20日時点のデータです。） 

データベース 記事情報 掲載誌 請求記号 

聞蔵Ⅱビジュアル 

(マダニャイとことこ散歩旅:537)

中野通り 14:中野ブロードウェイ:7 

朝日新聞 

2021 年 2 月 12 日 夕刊 9 面 

(おじゃまします)造形作家・角孝政

さん 妄想を形に、不思議な博物館 

朝日新聞  

2020 年 6 月 20 日

夕刊Ｆ西部土曜 3 面 

ガチャっと回せば、笑顔転げ出す 

ガチャガチャ上陸５５年で「第３次

ブーム」 

週刊アエラ 

2021 年 1 月 11 日 p.38 

 

日経テレコン ゲームの時代(1)新たな文化圏を生み

出す、表現進化、音楽・アートと融合

(文化） 

日本経済新聞 

2020 年 11 月 24 日 朝刊 40面 

Ｚ世代消費概論(7)ニッセイ基礎研

究所研究員広瀬涼氏―オタクがプ

ラスの印象に(戦略フォーサイト）

日経産業新聞 

2020 年 11 月 7 日 13 面 

MAGAZINE PLUS カッコよくなきゃ、ポエムじゃな

い!(3) シン・ポエム：サブカル詩の

黎明

現代詩手帖 

2020 年 6 月号 p.90-103 
雑誌 

総特集 遠藤ミチロウ : 1950-2019 

表現において「サブ・カルチャー」と

は何か：カルチャーの瓦礫の中での 

遠藤ミチロウと吉本隆明 

ユリイカ

2019 年 9 月臨時増刊号

p.262-267

雑誌 

種 類 できること 

聞蔵Ⅱビジュアル 1879年から当日までの朝日新聞の検索 

日経テレコン 1975年 4月から当日までの日経 4紙の新聞記事や企業情報などの検索 

MAGAZINE PLUS 一般誌・総合誌の雑誌記事検索や学術論文などの検索 

官報情報検索サービス 1947年 5月 3日から当日までの官報記事の検索 

WHO PLUS 歴史上の人物から現在活躍する人物、約 32万人のプロフィール検索 

D1-Law.com 判例情報、法律の改廃記録、法律判例文献情報など 

中央図書館 第 28回 「そうさ、いまこそサブカルチャー！中野はでっかい宝島」

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/chuopath201528.pdf 

本町図書館 第 19回 「サブカルチャーを知りたくて」 

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/honpath201419.pdf 

中野区立図書館

所蔵の朝日新聞･

日本経済新聞で

は見られない、

地方版の記事が

見られます。 

※掲載されている資料、リンク先は発行時のものとなっております。 

過去 1年で検索 
「サブカルチャー」47件 
「サブカル」13件 

過去 2年で検索 
「サブカルチャー」20件 
「サブカル」6件 

過去 1年で検索 
「サブカルチャー」38件 
「サブカル」58件 

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/chuopath201528.pdf
https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/honpath201419.pdf
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/pathfinder/pdf/chuopath201317.pdf
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