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分類 分類原田曜平/著 YA367.6ハ 川村裕子/著 YA910.2カ 中野区立中央図書館　03-5340-5070

１８歳選挙世代は日本を変えるか ポプラ社 2018 平安男子の元気な！生活 岩波書店 2021

◆大型図書コーナー壁
テーマ：　海外の成年は何歳から？

田中治彦/著 385.3タ 生方徹夫/著、モラロジー道徳教育財団/編 386.1オ   成年を迎えたら何が変わるのか

成人式とは何か 岩波書店 2020 日本の祝日と歳事の由来
誰かに話したくなる

モラロジー
道徳教育財団

2021

展示場所：中野区立中央図書館　地下1階
◆大型図書コーナー前ガラスケース

尾島史賢/著 321オ さとうひろみ/著 386.1サ テーマ：　昔の成人式

法的思考のススメ
大人になる君に知ってもらいたいこと

関西大学
出版部

2021 大切にしたい、にっぽんの暮らし。
サンクチュ
アリ出版

2013

１００問１００答世界の民族 河出書房新社 1996
※4/11・4/28・5/9は休館日です

鎌野邦樹/著 324カ 「月刊みんぱく」編集部/編 389.0ヒ

2017 『18歳の選択　成年年齢引き下げ』

南部義典/著 324.1ナ マチュー・グランプレ/文、マリルー・ダルモン/絵 160グ
展示期間：令和4年 3月26日（土）～ 5月26日（木）

今日から役立つ民法
スッキリわかる！要点を丁寧に図解！

ナツメ社 2018

上木原弘修、横尾俊成、後藤寛勝/著 304ジ アン・チャップマン/著、大川豪司/訳 382.6チ 中野区立中央図書館 企画展示

図解超早わかり１８歳成人と法律
シーアンド

アール研究所
2019 世にも美しい教養講義超図解宗教

１００のインフォグラフィックで世界を知る

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会/著 365ネ ジョセフ・レマソライ・レクトン/著 児 桃 994レ

１８歳からの選択
社会に出る前に考えておきたい２０のこと

フィルム
アート社

2016 ハイン　地の果ての祭典
南米フエゴ諸島先住民セルクナムの生と死

新評論 2017

辺見紀男 、武井洋一、山田美代子/編集代表 324.1ミ 村井吉敬/著 292.4ム

狙われる１８歳！？
消費者被害から身を守る１８のQ&A

岩波書店 2021 ぼくはマサイ
ライオンの大地で育つ

さ・え・ら書房 2006

神内聡/著 YA別置324.1ジ 斗鬼正一/監修、あべさん/イラスト 児 赤 382ニ

民法成年年齢引下げが与える
重大な影響

清文社 2017 パプア
森と海と人びと

めこん 2013

大人になるってどういうこと？
みんなで考えよう１８歳成人

くもん出版 2022 ニッポンじゃアリエナイ世界の国 2020

成年年齢をめぐって 通過儀礼と文化

世界の奇習と奇祭 原書房

田中治彦/編著 371.6タ E.リード・ロス/著、小金輝彦/訳 382ロ

１８歳成人時代を迎え、社会はどう

変わるのか。

１８歳成人をめぐる諸問題を第１部で

は教育学や教育実践の観点から追究

し、第２部では選挙権、少年法適用対

象など法律と制度の観点からこの問

題を解説する。

赤ん坊に唾を吐きかける、蟻に噛ま

れる儀式など、世界各地に残る、現在

まで連綿と受け継がれてきた嘘のよう

な伝統行事。理解不能の風習、過激な

祭り、そして愉快な馬鹿騒ぎの数々を

ユーモアある筆致で一挙紹介。

人気企業の最終選考に残った六人

がたったひとつの内定を巡って議論

する。何者かが持ち込んだ告発文と

内定者を決める投票システムにより、

仲間だった六人はライバルとなった。

彼らの嘘と罪とは？そして「犯人」の

目的とは？

KADOKAWA

明石書店

SBクリエイティブ

ディスカヴァー・

トゥエンティ
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振袖記念日２０２３ 主婦と生活社 2021

山極寿一/著 YA489.9ヤ エヴァ・イーランド/作、いとうひろみ/訳 児 黄緑 Eイラ 593.8フ23

人生で大事なことはみんなゴリラか
ら教わった

家の光協会 2020 しあわせをさがしているきみに ぽるぷ出版 2021

がんばらなくても死なない KADOKAWA 2020

菊間千乃/著 320.4キ 三浦しをん/著 913.6ミウ 竹内絢香/著 159タ

いまはそれアウトです！
社会人のための身近なコンプライアンス入門

アスコム 2020 エレジーは流れない 双葉社 2021

２０歳(はたち)は過ぎたけれど
『ママはぽよぽよザウルスがお好き』リュウ＆アン成人編

2012

森下えみこ/著、美月あきこ/監修 336.4モ 宮本恵理子/編・著、天野篤/ほか著 366ミ 青沼貴子/著 726.1ア

森下えみこの私の敬語正しいと思っ
ていたけれど。

KADOKAWA 2014 大人はどうして働くの？ 日経ＢＰ社 2014

おまじない 筑摩書房 2021

北條久美子/著 336.4ホ 植松努/著 159ウ 西加奈子/著 文庫913.6ニシ

ビジネスマナーの解剖図鑑
新しい生活様式対応版

エクスナレッジ 2021 好奇心を“天職"に変える空想教室
サンクチュ
アリ出版

2015

働きたくないイタチと言葉がわかる
ロボット

朝日出版社 2017

なるほど倶楽部 /編 385.9デ 井上祐紀/著 YA498.3イ 川添愛/著、花松あゆみ/絵 007.636カ

デキる大人の振る舞い大全 KADOKAWA 2013
学校では教えてくれない自分を休ま
せる方法

KADOKAWA 2021

また、同じ夢を見ていた 双葉社 2018

大杉潤/著 336オ 桝太一/著 YA別置407マ 住野よる/著 文庫913.6スミ

入社３年目までの仕事の悩みに、ビジネ
ス書１００００冊から答えを見つけました

キノブックス 2017 なぜ私たちは理系を選んだのか
未来につながる<理>のチカラ

岩波書店 2021

総理にされた男 NHK出版 2015

泉美智子/監修 児 赤 337オ 太田英基/著 文庫290.9オ 中山七里/著 913.6ナカ

大人も知らない！？
お金の基本なぜなにクイズ図鑑

宝島社 2021 僕らはまだ、世界を１ミリも知らない
けど、その知らない世界がオモシロイ！

幻冬舎 2015

「違うこと」をしないこと KADOKAWA 2018

池上彰/著 312.1イ アンデシュ・ハンセン/著、久山葉子/訳 新書491.3ハ 吉本ばなな/著 914.6ヨシ

政治のことよくわからないまま
社会人になった人へ　第４版

海竜社 2019 スマホ脳 新潮社 2020

F/著 914.6エフ 奥野武範/構成・文 366.2オ パウロ・コエーリョ/著、山川紘矢、山川亜希子/訳 969.3コ

913.6アサ

２０代で得た知見 KADOKAWA 2020 ３３の悩みと答えの深い森。
ほぼ日「はたらきたい展。２」の本

青幻舎 2020 アルケミスト　Anniversary Edition KADOKAWA 2014

成人を迎えるあなたへ

図解仕事の基本社会人１年生大全
本当の「心の強さ」って
なんだろう？

六人の嘘つきな大学生

北條久美子/著 336.4ホ 齋藤孝/著 YA159.7サ 浅倉秋成/著

しなやかで折れない、目指してほし

いのはそんな「柳」のような心の強さ。

ストレスやコンプレックスなど、誰も

が体験する身近な事例を多く示しな

がら、それぞれに対する考え方、対応

方法を提示。

いまさら聞けない、意外と知らない、

知っておくべきビジネス常識とは？

一般ビジネスマナーとともに、どうす

れば充実した、幸せな社会人人生を

歩むことができるかについてわかりや

すいイラスト付きで解説。

人気企業の最終選考に残った六人

がたったひとつの内定を巡って議論

する。何者かが持ち込んだ告発文と

内定者を決める投票システムにより、

仲間だった六人はライバルとなった。

彼らの嘘と罪とは？そして「犯人」の

目的とは？

KADOKAWA講談社 誠文堂新光社

メディア

ファクトリー


