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1 大学1年生からの社会を見る眼のつくり方 (シリーズ大学生の学びを
つくる)

大学初年次教育研究会 大月書店 1F 0543388 002/D16

2 ドーナツを穴だけ残して食べる方法
大阪大学ショセキカプロジェクト
編 日本経済新聞出版社 1F 0541836 002/D85

3 大人になるためのリベラルアーツ : 思考演習12題 石井洋二郎, 藤垣裕子 東京大学出版会 1F 0532524 002/I75

4 「若者」をやめて、「大人」を始める : 「成熟困難時代」をどう生きるか? 熊代亨 イースト・プレス 1F 0543414  159/Ku35

5
泣いたあとは、新しい靴をはこう。 : 10代のどうでもよくない悩みに作
家が言葉で向き合ってみた

日本ペンクラブ編 ポプラ社 1F 0542236 159/N28

6 サムライ留学生の恋 熊田忠雄 集英社インターナショナル 1F 0543892 281/Ku32

7 大学生のための動画制作入門 : 言いたいことを映像で表現する技術 黒岩亜純, 宮徹 慶應義塾大学出版会 1F 0536395 778.4/Ku73

8 大学生のための日本語問題集 : あいうえお教育 山下由美子 [ほか] 編 ナカニシヤ出版 1F 0536979 810.7/D16

9 大学1年生の君が、はじめてレポートを書くまで。 川崎昌平 ミネルヴァ書房 1F 0543396 816.5/Ka97

10 10代からのマネー図鑑 
マーカス・ウィークス著/加
藤洋子訳

三省堂 1F 0537806 330/W53

11 #社会保障、はじめました。 猪熊律子 SCICUS 2F 0538532 364/I56

12 大学生が知っておきたい消費生活と法律 細川幸一 慶應義塾大学出版会 2F 0539208 365/H94

13 NOと言えない若者がブラック企業に負けず働く方法 川村遼平 晶文社 2F 0521427 366.021/Ka95

14 ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた : あなたがあなたら
しくいられるための29問

一橋大学社会学部佐藤文
香ゼミ生一同著

明石書店 2F 0541391 367.1/H77

15 女子学生はどう闘ってきたのか 小林哲夫 サイゾー 2F 0543576 367.21/Ko12

16 恋愛しない若者たち : コンビニ化する性とコスパ化する結婚 牛窪恵
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

2F 0539276 367.4/U93

17 二十歳(はたち)の君へ : 16のインタビューと立花隆の特別講義 
東京大学立花隆ゼミ, 立花
隆著

文藝春秋 2F 0460751 367.68/To46

18 すぐそばにある「貧困」 大西連 ポプラ社 2F 0538360 368.2/O66

19 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 2F 0535300 377.9/To59

20 僕たちが見つけた道標 : 福島の高校生とボランティア大学生の物語 兵藤智佳 晶文社 その他（2F) 0508779 369.36/H99

21 高校生ワーキングプア : 「見えない貧困」の真実 NHKスペシャル取材班 新潮社 特別展示（2F） 0538322 367.68/N69

22 10代のうちに本当に読んでほしい「この一冊」 河出書房新社編集部編 河出書房新社 ブラウジング 0531936 河出文庫 ; か0-9
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23 僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう 山中伸弥ほか 文藝春秋 文庫・新書（2F) 0536618 文春新書 ; 1118

24 先生は教えてくれない大学のトリセツ 田中研之輔 筑摩書房 文庫・新書（2F) 0534880 ちくまプリマー新書 ; 277

25 これを知らずに働けますか? : 学生と考える、労働問題ソボクな疑問30 竹信三恵子 筑摩書房 文庫・新書（2F) 0535568 ちくまプリマー新書 ; 281

26 東大留学生ディオンが見たニッポン ディオン・ン・ジェ・ティン 岩波書店 文庫・新書（2F) 0535036 岩波ジュニア新書 ; 852 

27 台湾の若者を知りたい 水野俊平 岩波書店 文庫・新書（2F) 0537603 岩波ジュニア新書 ; 873 

28 「カルト」はすぐ隣に : オウムに引き寄せられた若者たち 江川紹子 岩波書店 文庫・新書（2F) 0540744 岩波ジュニア新書 ; 896

29 ブラックバイト : 学生が危ない 今野晴貴 岩波書店 文庫・新書（2F) 0532139 岩波新書 ; 新赤版 1602 

30 「%」が分からない大学生 : 日本の数学教育の致命的欠陥 芳沢光雄 光文社 文庫・新書（2F) 0541146 光文社新書 ; 1000 

31 スター 朝井リョウ 集英社 1F 0544433  913.6/A83

32 「ワタクシハ」 羽田圭介 講談社 1F 0457053 913.6/H11

33 彼女は頭が悪いから 姫野カオルコ 文藝春秋 1F 0538890 913.6/H59

34 レヴォリューションNo.３ 金城一紀 角川書店 1F 0356189 913.6/Ka54

35 みなさん、さようなら 久保寺健彦 幻冬舎 1F 0354403 913.6/Ku11

36 君の話 三秋縋 早川書房 1F 0538534 913.6/Mi11

37 愛なき世界 三浦しをん 中央公論新社 1F 0539305 913.6/Mi67

38 東京藝大物語 茂木健一郎 講談社 1F 0530172 913.6/Mo16

39 ひと 小野寺史宜 祥伝社 1F 0539834 913.6/O67

40 明るい夜に出かけて 佐藤多佳子 新潮社 1F 0534591 913.6/Sa85

41 絶望キャラメル 島田雅彦 河出書房新社 1F 0538126 913.6/Sh36

42 線は、僕を描く 砥上裕將 講談社 1F 0541402 913.6/To21

43 推し、燃ゆ 宇佐見りん 河出書房新社 1F 0544435 913.6/U92

44 本と鍵の季節 米澤穂信 集英社 1F 0539536 913.6/Y84

45 横道世之介 吉田修一 毎日新聞社 1F 0379649 913.6/Y86
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46 英子の森 松田青子 河出書房新社 ブラウジング 0539846 河出文庫 ; ま16-2

47 青春の門 : 自立篇 五木寛之 講談社 ブラウジング 0313342 講談社文庫 ; い1-38

48 チア男子!! 朝井リョウ 集英社 ブラウジング 0540267 集英社文庫 ; あ69-2

49 娼年 石田衣良 集英社 ブラウジング 0330569 集英社文庫 ; い47-2

50 青が散る 宮本輝 文藝春秋 文庫・新書（2F) 0434652 文春文庫 ; み-3-2

51 三四郎・それから （夏目漱石全集5） 夏目漱石 筑摩書房 文庫・新書（2F) 0438123 ちくま文庫 ; な-1-9

52 青くて痛くて脆い 住野よる KADOKAWA 文庫・新書（2F) 0543765 角川文庫:す28-1

53 和菓子のアン 坂木司 光文社 文庫・新書（2F) 0539316 光文社文庫 ; さ24-3

54 アンと青春 坂木司 光文社 文庫・新書（2F) 0539317 光文社文庫 ; さ24-5

55 太陽の塔 森見登美彦 新潮社 文庫・新書（2F) 0344925 新潮文庫 ; も-29-1

56 本屋さんのダイアナ 柚木麻子 新潮社 文庫・新書（2F) 0534489 新潮文庫 ; ゆ-14-2 

57 アンの愛情　[赤毛のアン・シリーズ ; 3] モンゴメリ著/村岡花子訳 新潮社 文庫・新書（2F) 0543183 新潮文庫 ; モ-4-43

58 空飛ぶ馬 北村薫 東京創元社 文庫・新書（2F) 0325546 創元推理文庫 ; Mき3-1

59 恋々 東山彰良 徳間書店 文庫・新書（2F) 0544449 徳間文庫:ひ31-2


