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スローサイクリング : 自転車散歩と小さな旅のすすめ 白鳥和也著 平凡社 2005 
///S 

平凡社新書；284 

怪談入門 : 乱歩怪異小品集 江戸川乱歩著 ; 東雅夫編 平凡社 2016 
///S 

平凡社ライブラリー；え-6-1 

すごい「会話力」 齋藤孝著 講談社 2016 
///S 

講談社現代新書；2396 

カリスマ解説員の楽しい星空入門 
永田美絵著 ; 八板康麿写
真 ; 矢吹浩星座絵 

筑摩書房 2017 
///S 

ちくま新書；1269 

はじめてのMacBook Air/Pro : 100%入門ガイド 小原裕太著 技術評論社 2015 007.6/OB 

もし20代のときにこの本に出会っていたら：後悔しないための読書 鷲田小彌太著 文芸社 2011 019/WA 

夢をかなえる100のルール 植西聡著 アスペクト 2010 159/UE 

世界一の絶景を見る : いつか行ってみたい アフロ編 新人物往来社 2011 290/AF 

死ぬまでに絶対行きたい世界の旅 小林克己著 PHP研究所 2012 290/KO 

新・大学生が出会う法律問題 : アルバイトから犯罪・事故まで-役
立つ基礎知識-  

信州大学経法学部編 創成社 2016 320/SH 

旅鞄 (トランク) いっぱいのパリふたたび : 文具と雑貨をめぐる旅 堤信子著 実業之日本社 2014 580/TS 

旅鞄 (トランク) いっぱいの京都ふたたび : 文具と雑貨をめぐる旅 堤信子著 実業之日本社 2015 580/TS 

パリ、ひとり暮らしのインテリア エディシォン・ドゥ・パリ編 アシェット婦人画報社 2010 590/ED 
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ひとりぶん料理の教科書 : はじめてさんでもおいしく作れる基本レシピ  福田淳子著 マイナビ 2014 590/FU 

ホットケーキミックスの本 : お菓子もパンも簡単手づくり   扶桑社 2011 590/HO 

100円グッズでおしゃれ収納&インテリア   扶桑社 2009 590/HY 

はじめての「ぬう」と「あむ」 ミカ, ユカ著；主婦の友社編 主婦の友社 2009 590/MI 

女子栄養大学の手作りスイーツ : よくわかるぜったい失敗しないお菓
子作り 

小笠原章子著；香川調理
製菓専門学校協力 

幻冬舎エデュケーション 2011 590/OG 

世界一たのしいひとり暮らし術 : 安心!快適! 河野真希監修 イースト・プレス 2013 590/SE 

これからはじめるデジタル一眼レフの本 野内幸雄・長谷川丈一著 技術評論社 2008 740/NO 

デジタル一眼レフきほんｂｏｏｋ：はじめての人でも撮れる・使え
る！ 

杉本利彦著 新星出版社 2009 740/ＳＵ 

歌舞伎のかわいい衣裳図鑑 君野倫子著 小学館 2008 
774/KI 
学生選書 

ちゃぶ台返しの歌舞伎入門 矢内賢二著 新潮社 2017 774/YA 

魅惑のミュージカル鑑賞入門 : 人気の50作品を徹底ガイド : 保存
版 

中島薫監修 世界文化社 2013 775/MI 

愉しい落語 : 江戸以来四百年、そして未来へ 山本進著 草思社 2013 779/YA 

登山入門 = Basic mountaineering 野村仁著 山と渓谷社 2007 786/ＹＡ/1 
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18歳からの民主主義 岩波新書編集部編 岩波書店 2016 
///S 

岩波新書；赤1599 

LGBTを読みとく : クィア・スタディーズ入門  森山至貴著 筑摩書房 2017 
///S 

ちくま新書；1242 

はじめての著作権法  池村聡著 日本経済新聞出版社 2018 
///S 

日経文庫；1382 

小宮一慶の1分で読む!「日経新聞」最大活用術 小宮一慶 日本経済新聞出版社 2015 
///F 

1F就職 

図書館活用術 : 情報リテラシーを身につけるために 藤田節子著 日外アソシエーツ 2011 015/FU 

本300%活用術 : 仕事力&人生力を磨く本の読み方・活かし方 
日本能率協会マネジメントセ
ンター編 

日本能率協会マネジメ
ントセンター 

2011 019/NI 

池上彰の新聞活用術 池上彰著 ダイヤモンド社 2010 070/IK 

賢人の思想活用術 : ドラッカー、ニーチェ、親鸞、アメリカ現代思想
……。仕事・人生の本質を見抜く力を養え!  

佐藤優 [ほか] 監修 幻冬舎 2013 104/KE 

はじめての日本現代史 : 学校では時間切れの通史 伊勢弘志, 飛矢崎雅也著 芙蓉書房出版 2017 217/IS 

留学生のための日本事情入門 : 1冊でわかる最新日本の総合的
紹介 

金津日出美, 桂島宣弘, ア
ジアにおける日本研究ゼミ
ナール著 

文理閣 2017 302.1/KA/LC 

はじめての政治学 
佐藤史郎, 上野友也, 松村
博行著 

法律文化社 2017 311/SA 
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はじめての法律学 : HとJの物語 
松井茂記, 松宮孝明, 曽野
裕夫著 

有斐閣 2017 321/MA 

18歳から考える経済と社会の見方 蔵研也著 春秋社 2016 331/KU 

10代からはじめる株式会社計画 : 経営学vs11人の大学生 亀川雅人著 創成社 2008 335.1/KA 

18歳からの格差論 : 日本に本当に必要なもの 井手英策著；田渕正敏画 東洋経済新報社 2016 361.8/ID 

さあ、海外で働こう! : 20代のうちから知っておきたい、グローバルキャ
リアのつくり方 

白藤香著 総合法令出版 2012 366.2/SH 

はじめてのジェンダー論 加藤秀一著. 有斐閣 2017 367.2/KA 

思考を鍛える大学の学び入門 : 論理的な考え方・書き方からキャリ
アデザインまで 

井下千以子著 慶應義塾大学出版会 2017 377/IN//LC 

18歳からの「大人の学び」基礎講座 : 学ぶ,書く,リサーチする,生きる 向後千春著 北大路書房 2016 377/KO 

大学生活マネジメント・ブック 旺文社編 旺文社 2015 377.9/OU 

18歳からの政治の教科書 : メディアに踊らされない賢い有権者にな
ろう 

宇都隆史著 彩雲出版 2016 379/UT 

世界をもてなす語学ボランティア入門 イーオン著 朝日出版社 2017 801.7/IO 

図説いちばんわかりやすい古事記入門 吉田邦博著 学研プラス 2017 913.2/YO 
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