
新生活応援BOOK 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

資格取り方・選び方オールガイド 日本文芸社編 日本文芸社 2014年版 ///F 

青春18きっぷパーフェクトガイド : 2300円でまるまる
1日JR全線乗り放題! 

神戸寧彦監修 イカロス出版 
2011-2012 

年版 
///T 

るるぶ東京ベストセレクト   JTB 2014 ///T 

スマホでもOK!写真から年賀状まで自由自在 岡嶋裕史講師 ; 日本放送協会, NHK出版編 NHK出版 2013 007.6/OK 

ビブリオバトル : 本を知り人を知る書評ゲーム 谷口忠大 文藝春秋 2013 019/TA 

大人のための博物館ガイド : 知的空間の楽しみ方 清水健一 化学工業日報社 2013 069/SH 

18才から23才までのひとり旅入門 ひとり旅ABC倶楽部 ジャパンタイムズ 2013 290/HI 

格安ツアーのカラクリを知れば、アナタの海外旅行は
10倍楽しくなる! 

西舘彰芳, 永松仁 実業之日本社 2010 290/NI 

神楽坂さんぽ いきいき編集部編 いきいき株式会社出版局 2012 291.3/IK 

神楽坂がまるごとわかる本 渡辺功一 けやき舎 2007 291.3/WA 

図解世界一わかりやすい経済学の授業 藤田康範 中経出版 2013 331/FU 

成功する海外ボランティア21のケース : 自分と世界が
ハッピーになる! 

「地球の歩き方」編集室(海外ボランティ
アデスク)著作編集 

ダイヤモンド社 2013 333.8/CH 

プレゼンテーション・パターン : 創造を誘発する表現の
ヒント  

井庭崇, 井庭研究室 慶應義塾大学出版会 2013 361.2/IB 

「気おくれ」しない7つの習慣 渋谷昌三 河出書房新社 2013 361.2/SH 

図解相手の気持ちをきちんと「聞く」技術 : 会話が続く、
上手なコミュニケーションができる! 

平木典子 PHP研究所 2013 361.4/HI 

「対面力」をつけろ! 齋藤孝 光文社 2013 361.4/SA 

シェアハウスで暮らす : シェア生活の良いところも悪い
ところもぜんぶ書きました! 

シェアパーク監修 誠文堂新光社 2013 365/SH 

資格試験「通勤電車」勉強法 浜野秀雄 日本実業出版社 2012 366.2/HA 

法政大学市ケ谷図書館2014年第1回ミニ展示 
『新生活 キミは何する？』ブックリスト 



タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

グループ学習入門 : アカデミック・スキルズ : 学びあう場づくりの技法  新井和広, 坂倉杏介 慶應義塾大学出版会 2013 377/AR 

わたしたちの手話学習辞典 
大杉豊, 関宜正編集 ; 全
国手話研修センター日本
手話研究所手話監修 

全日本ろうあ連盟出版局 2010 378/OS 

パンケーキの歴史物語 
ケン・アルバーラ著 
関根光宏訳 

原書房 2013 383/AL 

パンの歴史 
ウィリアム・ルーベ著 
堤理華訳 

原書房 2013 383/RU 

カレーの歴史 
コリーン・テイラー・セ
ン著 ; 竹田円訳 

原書房 2013 383/SE 

いちばん楽しい水族館の歩き方 : カリスマ飼育員直伝の海の生き物とお
話しできるワザ初公開! 

  辰巳出版 2012 480/IC 

ひとり暮らしのおいしいおかず : 人気のおかず171点   ブティック社 2013 590/ＨＩ 

ひとり暮らしのかわいくて片づく収納アイデア200   主婦の友社 2013 590/HI//L 

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 

東京の喫茶店 : 琥珀色のしずく77滴 川口葉子 実業之日本社 2011 590/KA 

駅弁女子 : 日本全国旅して食べて なかだえり 淡交社 2013 590/NA 

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 

大学ダイエット講義 : 無理をしないがんばらないそれでも確実に痩せる 漆原光徳 二見書房 2013 590/UR 

首都圏の地下鉄 : ビジュアルガイド   イカロス出版 2012 686/SH 

デジタル一眼レフすぐに上達するテクニック100 : これがデジタル時代
の新常識! 

岡嶋和幸 玄光社 2009 740/OK 

らくらく覚えるギターレッスン 鈴木渡監修 成美堂出版 2002 763/RA 

マラソン1年生 たかぎなおこ メディアファクトリー 2009 782/TA 

コピペと言われないレポートの書き方教室 : 3つのステップ : コピペから
正しい引用へ 

山口裕之 新曜社 2013 816/YA//LC 

中国人が日本人によく聞く100の質問 : 中国語で日本について話すため
の本 

張弘, 納村公子 三修社 2012 820/CH 

読みながら英語力がつくやさしい洋書ガイド 佐藤まりあ コスモピア 2013 830.7/SA 

ネイティブも驚く英会話のコツ : あなたの実力を引き出す28のコミュニ
ケーション方略 

藤尾美佐 三修社 2013 837/FU 

ゼロから始めるフランス語 : 文法中心 猪狩廣志 三修社 2000 850/IG 



法政大学先生・先輩BOOK 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

パンダの赤ちゃん 岩合光昭 新潮社 2013 
///S  

新潮文庫 い-38-13 

ネコに金星 岩合光昭 新潮社 2013 
///S 

新潮文庫 い-38-12 

最後の息子 吉田修一 文芸春秋 2002 
///S 

文春文庫 よ-19-1 

ブエノスアイレス午前零時 藤沢周 河出書房新社 1999  
///S 

河出文庫 ふ-4-5 

食い意地クン 久住昌之 新潮社 2013 
///S 

新潮文庫 く-48-1 

オトナ語の謎。 
ほぼ日刊イトイ新聞編 
監修: 糸井重里 

新潮社 2005 
///S 

新潮文庫 い-36-2 

池波正太郎「自前」の思想 佐高信, 田中優子 集英社 2012 
///S 

集英社新書 0642F 

江戸の想像力 田中優子 筑摩書房 1992 
///S 

ちくま学芸文庫タ-2-1 

ピンチを「味方にする」スイッチ 尾木直樹 主婦と生活社 2012 159/OG 

仕事マンガ! : 52作品から学ぶキャリアデザイン 梅崎修 ナカニシヤ出版 2011 159/UM 

ケンミンまるごと大調査 : 47都道府県ランキング発表! 
木原誠太郎 
ディグラム・ラボ県民性研究会 

文藝春秋 2013 361.6/KI 

江戸っ子はなぜ宵越しの銭を持たないのか? : 落語でひもとくニッポ
ンのしきたり 

田中優子 小学館 2010 382/TA 

布のちから : 江戸から現在 (いま) へ 田中優子 朝日新聞出版 2010 750/TA 

負けを生かす技術 為末大 朝日新聞出版 2013 782/TA 

青の群像 : サッカー日本代表クロニクル1992〜2007 戸塚啓 ソニー・マガジンズ 2007 783.4/TO 

HOP STEP稲葉JUMP! : いつも心に太陽を 稲葉篤紀 KKロングセラーズ 2009 783.7/IN 

拝啓藤沢周平様 佐高信, 田中優子 イースト・プレス 2008 910.7/FU 

世渡り万の智慧袋 : 江戸のビジネス書が教える仕事の基本 田中優子 集英社 2012 913.5/TA 

パーク・ライフ 吉田修一 文藝春秋 2002 913.6/YO 

翻訳のさじかげん 金原端人 ポプラ社 2009 914.6/KA 

降りる思想 : 江戸・ブータンに学ぶ 田中優子, 辻信一 大月書店 2012 914.6/TA 
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