
①電子ブックで利用する

(1) GLIM/OPAC の「電子リソース（目白学内限定）」でタイトルを検索する

(2) 検索結果が表示されたら、「オンラインアクセス」をクリック

(3) ログインする（ユーザID・パスワードはG-portを使用する際と同じものを入力）
(4) 属性情報送信の確認画面が表示されるため、「このサービスに送信する・・・」を

選択して「同意」をクリック

大学での学び方や新生活に関する疑問等、新入生におすすめの本をご紹介します。

Web版

おすすめの電子ブックは
右のリストをチェック！

同じ本にアクセスが集中すると
アクセスできません！

その際は、時間を置いて再度
アクセスしてください

タイトル 著者 出版社
発
行

シリーズ 大学生の学びをつくる

1
大学生になるってどういうこと? : 学習・生活・
キャリア形成

寺崎 里水 大月書店 2014

2大学生の学習テクニック 第3版 森 靖雄 大月書店 2014

3
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 大月書店 2016

4ハタチまでに知っておきたい性のこと 第2版
橋本 紀子
田代 美江子

大月書店 2017

5大学1年生からの社会を見る眼のつくり方
大学初年次教
育研究会著

大月書店 2020

シリーズ アカデミック・スキルズ

6大学生のための知的技法入門 第3版 佐藤 望
慶應義塾大学
出版会

2020

7学生による学生のためのダメレポート脱出法
慶應義塾大学
日吉キャンパ
ス学習相談員

慶應義塾大学
出版会

2014

8
プレゼンテーション入門 ―学生のためのプレ
ゼン上達術―

慶応義塾大学
教養研究セン
ター 他

慶應義塾大学
出版会

2020

他にも電子ブックを読みたい方は「電子ブックの使い方」 へ

タイトル 著者 出版社
発
行

9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

10
理系のためのキャリアデザイン ―戦略的就
活術―

増沢隆太 丸善出版 2014

11
コピペしないレポートから始まる研究倫理 ―
その一線、越えたらアウトです!―

上岡 洋晴
ライフサイエン
ス出版

2016

12大学1年生のための伝わるレポートの書き方 都筑学 有斐閣 2016

13レポート・論文の書き方入門 第4版 河野哲也
慶應義塾大学
出版会

2018

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―

佐藤文香
一橋大学社会
学部佐藤文香
ゼミ生一同

明石書店 2019

15
大学生のストレスマネジメント : 自助の力と援
助の力

齋藤憲司
石垣琢麿 高
野明

有斐閣 2020



②図書館で借りる
図書館退館ゲート横のミニ展示コーナーにて展示中です！図書館の利用については、G-Portをご確認ください。

番号に がついている図書については、電子ブックでも利用ができます。

タイトル等 資料ID 所蔵館 請求記号 OPACのURL

1
社会人になって成功する大学生活術 : 名物学長が教
える40のアドバイス

TN013961853 大学図書館 377.9A/I97s
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB01001998

2 大学生の教科書 : 初年次からのスタディ・スキル TN013347292 大学図書館 377.9A/Ka59d
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB00915956

3 大学生活を楽しむ護心術 : 初年次教育ガイドブック TN013395858 大学図書館 377.9A/U26d
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB00926566

4 「型」で書く文章論 : 誰でも書けるレポート講座
TN013992163
TN013992171
TN01399218X 

大学図書館 816.5A/N81k
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB00998137

5 図解・・・・伝わる!論理的な書き方が身につく本 TN01354294X 大学図書館 816A/N84z
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB00938912

6 はじめてのひとり暮らし完全ガイド TN014393808 大学図書館 Best/2017
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB01041270

7 学生による学生のためのダメレポート脱出法 TN013915533 大学図書館 816.5A/Ke26g
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB00992471

8 文章力の基本の基本 TN014118777 大学図書館 816A/A12b
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB01010375

9 大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ＆A TN014453010 大学図書館 Shikaku/81/2017
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB01036702

次のページにおすすめの本はまだまだ ざくざく！



ご不明な点がある場合は、GLIM/OPACメニューバー「お問い合わせ」より、ご連絡ください

タイトル 資料ID 所蔵館 請求記号 OPACのURL

10 大学生のための知性を磨く哲学と論理40問 TN014680092 大学図書館 104A/C49d
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB01065741

11 知へのステップ : 大学生からのスタディ・スキルズ TN014903326 大学図書館 377.9A/G16c
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB01087783

12 失敗から学ぶ大学生のレポート作成法 TN014947471 大学図書館 816.5A/Ko73s
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB01090796

13
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

TN014951789 大学図書館 320.4A/Sh69s
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB01090910

14
どんな大学に入ってもやる気がでる本 : ホンネで考える大
学の活用法A to Z

TN014941732 大学図書館 Best/2019
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB01090811

15 学生生活の法学入門 TN015082431 大学図書館 321A/Y44g
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB01103875

16
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

TN015013529 大学図書館 367.1A/Sa85j
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB01091859

17 大学1年生の君が、はじめてレポートを書くまで。 TN015166384 大学図書館 816.5A/Ka97d
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB01110280

18
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)

TN01518143X 大学図書館 377.9A/D16d
https://glim-
op.glim.gakushuin.ac.jp/webopac/BB01112924

2021年4月1日
学習院大学図書館

②図書館で借りる
図書館退館ゲート横のミニ展示コーナーにて展示中です！図書館の利用については、G-Portをご確認ください。

番号に がついている図書については、電子ブックでも利用ができます。

おすすめの図書は今後も追加予定！


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3

