２F企画展示

≪大学生活に役立つ本≫

展示期間：2018/4/4～5/6

四月になり、いよいよ新学期がスタートします！
心機一転、大学生活を始める皆さまをサポートするための図書をたくさん集めました。
新入生の方だけでなく、在校生の方にとってもこれから役立つおススメの図書を一度に
見ることができます。
学問の意味について述べている本、じっくり読みたい名著、大学生としての心がまえの本
など幅広い内容です。
是非この機会に手にとって有益な情報を活用してください。
図書リスト 【貸出可能です】
☆大学生活に関する本
書名等
大学生からはじめる社会人基礎力トレーニング / 唐沢明著. -- 丸善
出版, 2017.4.
ソーシャルメディアの罠 / 宮田穣著. -- 彩流社, 2015.6. -- (フィ
ギュール彩 ; 30).
サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル / 清水陽平著. -- 第2版.
-- 弘文堂, 2016.12.
大学生のための速読法 : 読むことのつらさから解放される / 松崎久
純著. -- 慶応義塾大学出版会, 2017.3.
大学新入生に薦める101冊の本 / 広島大学101冊の本委員会編. -- 新
版. -- 岩波書店, 2009.3.
大学新入生に薦める101冊の本 / 広島大学総合科学部101冊の本プロ
ジェクト編. -- 岩波書店, 2005.3.
大人のための世界の名著必読書50 / 木原武一著. -- 海竜社, 2005.7.
書評大全 = A collection of book reviews / 共同通信文化部編. -三省堂, 2015.4.
怖い本と楽しい本 / 丸谷才一, 池澤夏樹編. -- 毎日新聞社, 2012.9.
-- (毎日新聞「今週の本棚」20年名作選 ; 1998-2004).
愉快な本と立派な本 / 丸谷才一, 池澤夏樹編. -- 毎日新聞社,
2012.5. -- (毎日新聞「今週の本棚」20年名作選 ; 1992-1997).
分厚い本と熱い本 / 丸谷才一, 池澤夏樹編. -- 毎日新聞社,
2012.11. -- (毎日新聞「今週の本棚」20年名作選 ; 2005-2011).
生命の灯となる49冊の本 / 中村桂子著. -- 青土社, 2017.12.
東大教師が新入生にすすめる本 / 東京大学出版会『UP』編集部編 ;
2009-2015. -- 東京大学出版会, 2016.3.
ブックガイド東大教師が新入生にすすめる本 / 東京大学出版会『UP』編
集部編. -- 東京大学出版会, 2012.4.
新・18歳の読書論 : 図書館長からのメッセージ / 和田渡著. -- 晃洋
書房, 2016.2.
友達の数は何人? : ダンバー数とつながりの進化心理学 / ロビン・ダ
ンバー著 ; 藤井留美訳. -- インターシフト.
二十歳までに考えておきたい12のこと : 現代人の暮らしといのち /
近藤卓編著 ; 米田朝香, 弓田千春著. -- 大修館書店, 2012.9.
これからを生き抜くために大学時代にすべきこと / 許光俊著. -- ポプラ社,
2010.3.
デジタル時代の人間関係の原則 / D・カーネギー [著] ; D・カーネ
ギー協会編 ; 片山陽子訳. -- 創元社, 2012.11. -- (人を動かす ;
2).
やり抜く力 : 人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につけ
る / アンジェラ・ダックワース著 ; 神崎朗子訳. -- ダイヤモンド
社, 2016.9.
君たちに伝えたい3つのこと : 仕事と人生について科学者からのメッセージ
/ 中山敬一著. -- ダイヤモンド社, 2010.7.
大学生のスポーツと健康生活 / 福岡大学スポーツ科学部編. -- 大修
館書店, 2017.3.

配置場所

請求記号

2F就職応援

377.9//KA62//3056

3F開架新体系 007.3//MI84//3816
3F開架新体系

007.3//SH49//6763//
西田蔵書

3F開架新体系 019.13//MA92//8358
3F開架新体系 019.9//H73//5876
3F開架新体系 019.9//H73//5941
3F開架新体系 019.9//KI17//5325
3F開架新体系 019.9//KY2//2215
3F開架新体系 019.9//MA59//0123
3F開架新体系 019.9//MA59//0124
3F開架新体系 019.9//MA59//1270
3F開架新体系 019.9//N37//4874
3F開架新体系 019.9//TO46//0934
3F開架新体系 019.9//TO46//2346
3F開架新体系 019//W12//9982
3F開架新体系 140.4//D97//8469
3F開架新体系 159.7//KO73//8485
3F開架新体系 159.7//KY1//3715
3F開架新体系 159//C19//1936

3F開架新体系 159//D93//4585
3F開架新体系 159//N45//6927
3F開架新体系 780.1//F82//8203

☆大学生活に関する本
書名等
敬語だけじゃない敬語表現 : 心づかいと思いやりを伝える「丁寧さ」
/ 蒲谷宏著. -- 大修館書店, 2015.12.
敬語マスター : まずはこれだけ三つの基本 / 蒲谷宏著. -- 大修館書
店, 2014.3.
文章力の基本 : 簡単だけど、だれも教えてくれない77のテクニック /
阿部紘久著. -- 日本実業出版社, 2009.8.
18歳から考える日本の政治 / 五十嵐仁著. -- 第2版. -- 法律文化社,
2014.8. -- (From 18).
18歳選挙権で政治はどう変わるか : データから予測する投票行動 /
飯田泰士著. -- 昭和堂, 2016.1.
大学生が知っておきたい生活のなかの法律 / 細川幸一著. -- 慶応義
塾大学出版会, 2016.4.
新入生のためのリーガル・トピック50 / 阿部昌樹, 和田仁孝編. -法律文化社, 2016.3.
18歳からはじめる憲法 / 水島朝穂著. -- 第2版. -- 法律文化社,
2016.5. -- (From 18).
大学生のための交渉術入門 / 野沢聡子著. -- 慶應義塾大学出版会,
2017.12.
大学生のための異文化・国際理解 : 差異と多様性への誘い / 高城玲
編著. -- 丸善出版, 2017.1.
にじ色の本棚 : LGBTブックガイド / 原ミナ汰, 土肥いつき編著. -三一書房, 2016.1.
ハタチまでに知っておきたい性のこと / 橋本紀子, 田代美江子, 関口
久志編. -- 大月書店, 2014.4. -- (シリーズ 大学生の学びをつく
る).
大学生のための1年間留学 : アメリカ・カナダ・イギリス・オースト
ラリア・ニュージーランド : challenge now! / ICC国際交流委員会
編. -- 2006年 - 2011年. -- 三修社, [2005.12]-.
留学を決めたあなたへ : 人種主義体験とそのコーピング / 西牟田祐
美子著. -- 学文社, 2012.1.
大学生のこころのケア・ガイドブック : 精神科と学生相談からの17章
/ 福田真也著. -- 新版. -- 金剛出版, 2017.12.
理系大学生活ハンドブック / 原田淳著. -- 化学同人, 2017.1.
大学生が出会うリスクとセルフマネジメント : 社会人へのステップ /
逸見敏郎, 山中淑江編著. -- 学苑社, 2015.5.
学ぶ力のトレーニング : 未来のあなたがつくる今の自分 / 石村康生, 角田
博明著. -- 東海大学出版部, 2017.4.
大学生のためのキャリアデザイン入門 / 岩上真珠, 大槻奈巳編. -有斐閣, 2014.6.
大学生のリスク・マネジメント / 吉川肇子, 杉浦淳吉, 西田公昭編.
-- ナカニシヤ出版, 2013.10.
大学生のためのメンタルヘルスガイド : 悩む人、助けたい人、知りた
い人へ / 松本俊彦編. -- 大月書店, 2016.7. -- (シリーズ大学生の
学びをつくる).
大学生の品格 : プリンストン流の教養24の指針 / 岡部光明著. -- 日
本評論社, 2013.11.
インターンシップ入門 : 就活力・仕事力を身につける / 折戸晴雄,
服部治, 横山皓一編. -- 玉川大学出版部, 2015.3.
大学のカルト対策 / 櫻井義秀, 大畑昇編著. -- 北海道大学出版会,
2012.12. -- (カルト問題のフロンティア ; 1).
人文・社会科学系大学院生のキャリアを切り拓く : 「研究と就職」を
つなぐ実践 / 佐藤裕 [ほか] 編著. -- 大月書店, 2014.3.
学生相談と発達障害 / 高石恭子, 岩田淳子編著. -- 学苑社, 2012.5.
アクティブトランジション : 働くためのウォーミングアップ / 舘野
泰一, 中原淳編著 ; 木村充 [ほか] 著. -- 三省堂, 2016.4.
大学1年生の歩き方 : 先輩たちが教える転ばぬ先の12のステップ / ト
ミヤマユキコ, 清田隆之著. -- 左右社, 2017.4.

配置場所

請求記号

3F開架新体系 815.8//KA11//8222
3F開架新体系 815.8//KA11//8349
3F開架新体系 816//A12//3522
4F開架新体系 312.1//I23//4755
4F開架新体系 314.82//I26//9534
4F開架新体系 320//H94//0519
4F開架新体系 321.3//A12//0291
4F開架新体系 323.14//MI96//1757
4F開架新体系 361.3//N98//4652
4F開架新体系 361.5//TA29//6689
4F開架新体系 367.9//H31//9269
4F開架新体系 367.9//H38//1016

4F開架新体系 377.6//KO51//2621
4F開架新体系 377.6//N84//5380
4F開架新体系 377.9//F74//5275
4F開架新体系 377.9//H32//7315
4F開架新体系 377.9//H52//4512
4F開架新体系 377.9//I78//9410
4F開架新体系 377.9//I93//2540
4F開架新体系 377.9//KI22//2393
4F開架新体系 377.9//MA81//3198
4F開架新体系 377.9//O37//4452
4F開架新体系 377.9//O71//1961
4F開架新体系 377.9//SA47//1017
4F開架新体系 377.9//SA85//1831
4F開架新体系 377.9//TA35//6991
4F開架新体系 377.9//TA94//2033
4F開架新体系 377.9//TO59//8660

☆大学生活に関する本
書名等
大学生になるってどういうこと? : 学習・生活・キャリア形成 / 植上
一希, 寺崎里水, 藤野真著. -- 大月書店, 2014.4. -- (シリーズ 大
学生の学びをつくる).
大学院生に伝えたい科学的マネージメント / 山本好和著. -- 三恵社,
2015.6.
大学生の友人関係論 : 友だちづくりのヒント / 吉岡和子, 高橋紀子
編. -- ナカニシヤ出版, 2010.3.
大学生の発達障害 : 不思議な「心」のメカニズムが一目でわかる /
佐々木正美, 梅永雄二監修. -- 講談社, 2010.2. -- (こころライブラ
リー : イラスト版).
その「つぶやき」は犯罪です : 知らないとマズいネットの法律知識 /
神田芳明 [ほか] 著. -- 新潮社, 2014.5. -- (新潮新書 ; 572).
世界と闘う「読書術」 : 思想を鍛える一〇〇〇冊 / 佐高信, 佐藤優
著. -- 集英社, 2013.11. -- (集英社新書 ; 0715C).
18歳の著作権入門 / 福井健策著. -- 筑摩書房, 2015.1. -- (ちくま
プリマー新書 ; 225).
生き抜く力を身につける / 大澤真幸 [ほか] 著 ; 桐光学園, ちくま
プリマー新書編集部編. -- 筑摩書房, 2015.5. -- (ちくまプリマー新
書 ; 230 . 中学生からの大学講義 ; 5).
知性の磨き方 / 齋藤孝著. -- SBクリエイティブ, 2017.1. -- (SB新
書 ; 374).
18歳からの民主主義 / 岩波新書編集部編. -- 岩波書店, 2016.4. -(岩波新書 ; 新赤版 1599).
ブラックバイト : 学生が危ない / 今野晴貴著. -- 岩波書店,
2016.4. -- (岩波新書 ; 新赤版 1602).
大学生が狙われる50の危険 / 三菱総合研究所, 全国大学生活協同組合
連合会, 全国大学生協共済生活協同組合連合会著. -- 最新情報版. -青春出版社, 2017.2. -- (青春新書PLAY BOOKS ; P-1079).
大学生が狙われる50の危険 / 三菱総合研究所, 全国大学生活協同組合
連合会, 全国大学生協共済生活協同組合連合会著. -- 最新対応版. -青春出版社, 2014.2. -- (青春新書PLAY BOOKS ; P-1008).
大二病 : 「評価」から逃げる若者たち / 難波功士著. -- 双葉社,
2014.7. -- (双葉新書 ; 094).

配置場所

請求記号

4F開架新体系 377.9//U34//0848
4F開架新体系 377.9//Y31//4979
4F開架新体系 377.9//Y92//3228
4F開架新体系 378//D16//0365
4F新書版

007.3//KA51//3323

4F新書版

019.9//SA83//3763

4F新書版

021.2//F76//8232

4F新書版

159.5//O74//2685

4F新書版

159//SA25//6179

4F新書版

311.7//I95//0510

4F新書版

366.8//KO75//0507

4F新書版

377.9//MI63//6808

4F新書版

377.9//MI63//7251

4F新書版

377.9//N47//3319

配置場所

請求記号

3F文庫版

131.8//C71//3687

3F文庫版

134.6//SC6//6106

3F文庫版

159.5//Y92//1624

3F文庫版

331.74//KE67//0845

3F文庫版

331.74//KE67//2930

3F文庫版

463//SC7//5505

3F文庫版

983//D88//0634

3F文庫版

983//D88//3419

3F文庫版

983//D88//3420

☆名著
書名等
友情について / キケロー著 ; 中務哲郎訳. -- 岩波書店, 2004.4. -(岩波文庫 ; 青(33)-611-3).
読書について / ショーペンハウアー著 ; 鈴木芳子訳. -- 光文社,
2013.5. -- (光文社古典新訳文庫 ; [KBシ1-1]).
君たちはどう生きるか / 吉野源三郎著. -- 岩波書店, 1982.11. -(岩波文庫 ; 青(33)-158-1).
雇用, 利子および貨幣の一般理論 / ケインズ著 ; 間宮陽介訳. -- 上
-- 岩波書店, 2008.1-2008.3. -- (岩波文庫 ; 白(34)-145-1, 白
(34)-145-2).
雇用, 利子および貨幣の一般理論 / ケインズ著 ; 間宮陽介訳. -- 下
-- 岩波書店, 2008.1-2008.3. -- (岩波文庫 ; 白(34)-145-1, 白
(34)-145-2).
生命とは何か : 物理的にみた生細胞 / シュレーディンガー著 ; 岡小
天, 鎮目恭夫訳. -- 岩波書店, 2008.5. -- (岩波文庫 ; 青(33)-9461).
カラマーゾフの兄弟 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳. -- 1 -光文社, 2006.9-2007.7. -- (光文社古典新訳文庫).
カラマーゾフの兄弟 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳. -- 2--光文社, 2006.9-2007.7. -- (光文社古典新訳文庫).
カラマーゾフの兄弟 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳. -- 3 -光文社, 2006.9-2007.7. -- (光文社古典新訳文庫).

☆名著
書名等
カラマーゾフの兄弟 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳. -- 4 -光文社, 2006.9-2007.7. -- (光文社古典新訳文庫).
カラマーゾフの兄弟 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳. -- 5 -光文社, 2006.9-2007.7. -- (光文社古典新訳文庫).
人を動かす / D.カーネギー著 ; 東条健一訳. -- 完全版. -- 新潮社,
2016.11.
科学革命の構造 / トーマス・クーン [著] ; 中山茂訳. -- みすず書
房, 1971.3.
源氏物語 / [紫式部著] ; 阿部秋生 [ほか] 校訂・訳. -- 上 -- 小学
館, 2008.1-2008.3. -- (日本の古典をよむ ; 9-10).
源氏物語 / [紫式部著] ; 阿部秋生 [ほか] 校訂・訳. -- 下 -- 小学
館, 2008.1-2008.3. -- (日本の古典をよむ ; 9-10).
古事記 / 山口佳紀, 神野志隆光校訂・訳. -- 小学館, 2007.7. -(日本の古典をよむ ; 1).
ファウスト / ゲーテ著 ; 池内紀訳. -- 第1部 -- 集英社, 1999.102000.1.
ファウスト / ゲーテ著 ; 池内紀訳. -- 第2部. -- 集英社, 1999.102000.1.
夜と霧 : ドイツ強制収容所の体験記録 / ヴィクトール・E.フランク
ル著 ; 霜山徳爾訳 ; : 新装版. -- みすず書房, 1985.1.
知的生産の技術 / 梅棹忠夫著. -- 岩波書店, 1969.7. -- (岩波新書
; 青版 722).
不平等の再検討 : 潜在能力と自由 / アマルティア・セン [著] ; 池
本幸生, 野上裕生, 佐藤仁訳. -- 岩波書店, 1999.7.
危機の二十年 : 國際關係研究序説 / E.H. カー [著] ; 井上茂譯. -岩波書店, 1952.1. -- (岩波現代叢書).
文明の衝突 / サミュエル・ハンチントン著 ; 鈴木主税訳. -- 集英
社, 1998.6.
プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 / マックス・ウェー
バー著 ; 中山元訳. -- 日経BP社. -- (Nikkei BP classics).

配置場所

請求記号

3F文庫版

983//D88//3807

3F文庫版

983//D88//3808

3F開架新体系

159//C19//6396//西
田蔵書

3F開架新体系 402//KU22//0886
3F開架新体系 918//N71//0994
3F開架新体系 918//N71//1329
3F開架新体系 918//N71//5079
3F開架新体系 942.6//G56//2358
3F開架新体系 942.6//G56//9899
3F開架新体系 946.7//F44//2100
4F新書版

002.7//U73//6080

4F開架新体系 316.1//SE56//4570
4F開架新体系 319//C22//2788
4F開架新体系 319//H98//0014
4F開架新体系

331.5//W51//8487//
西田蔵書

