
タイトル 著者 出版社 シリーズ名

その情報はどこから？  ネット時代の情報選別

力
猪谷　千香／著 筑摩書房 ちくまプリマー新書 002 ｲｶﾔ 児童Ｓ

はじめてのニュース・リテラシー 白戸　圭一／著 筑摩書房 ちくまプリマー新書 002 ｼﾗﾄ 児童Ｓ

１８歳で学ぶ哲学的リアル  「常識」の解剖学 大橋　基／著 ミネルヴァ書房 100 ｵｵﾊ 一般

おとなになるのび太たちへ  人生を変える『ドラえ

もん』セレクション

藤子・Ｆ・不二雄／ま

んが
小学館 159 ｵﾄﾅ 青少

１０代から考える生き方選び 竹信　三恵子／著 岩波書店 岩波ジュニア新書 159 ﾀｹﾉ 児童Ｓ

よのなかマップ  日本と世界のしくみがわかる！ 日能研／編
日本経済新聞

出版社
302 ﾖﾉﾅ 児童

図解はじめて学ぶみんなの政治 アレックス・フリス／文 晶文社 310 ﾌﾘｽ 青少

民主主義は誰のもの？ プランテルグループ／文 あかね書房 あしたのための本 311 ﾌﾗﾝ 児童

１８歳からの民主主義 岩波新書編集部／編 岩波書店 岩波新書 311.7 ｼﾕｳ 青少

議会制民主主義の活かし方  未来を選ぶため

に
糠塚　康江／著 岩波書店 岩波ジュニア新書 312 ﾇｶｽ 児童Ｓ

１８歳から考える日本の政治 五十嵐　仁／著 法律文化社 ｆｒｏｍ　１８ 312.1 ｲｶﾗ 一般

池上彰の中学生から考える選挙と未来 池上　彰／監修 文溪堂
知っておきたい１０代

からの教養
314 ｲｹｶ 児童

池上彰のみんなで考えよう１８歳からの選挙

１
池上彰／監修 文溪堂 314 ｲｹｶ-1 児童

池上彰のみんなで考えよう１８歳からの選挙

２
池上彰／監修 文溪堂 314 ｲｹｶ-2 児童

池上彰のみんなで考えよう１８歳からの選挙

３
池上彰／監修 文溪堂 314 ｲｹｶ-3 児童

池上彰のみんなで考えよう１８歳からの選挙

４
池上彰／監修 文溪堂 314 ｲｹｶ-4 児童

有権者って誰？ 藪野　祐三／著 岩波書店 岩波ジュニア新書 314 ﾔﾌﾉ 児童Ｓ

投票に行きたくなる国会の話 政野　淳子／著 筑摩書房 ちくまプリマー新書 314.1 ﾏｻﾉ 青少

中高生からの選挙入門 谷　隆一／著 ぺりかん社 なるにはＢＯＯＫＳ 314.8 ﾀﾆ 青少

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
尾島　史賢／著

関西大学出版

部
320.4 ｵｼﾏ 青少

１８歳までに知っておきたい法のはなし 神坪　浩喜／著
みらいパブリッシン

グ
320.4 ｶﾐﾂ 青少

はじめての憲法 篠田　英朗／著 筑摩書房 ちくまプリマー新書 323 ｼﾉﾀ 児童Ｓ

図解超早わかり国民投票法入門 南部　義典／著
シーアンドアール

研究所
323.1 ﾅﾝﾌ 一般

１８歳からはじめる憲法 水島　朝穂／著 法律文化社 Ｆｒｏｍ　１８ 323.1 ﾐｽｼ 一般

１８歳からはじめる民法 潮見　佳男／編 法律文化社 Ｆｒｏｍ　１８ 324 ｼﾕｳ 一般

図解超早わかり１８歳成人と法律 南部　義典／著
シーアンドアール

研究所
324.1 ﾅﾝﾌ 一般

18歳で成人になるってどんなこと?  民法改正

part 3
坂井祟徳／法律監修

全国消費生活

相談員協会
324.5 ｼﾕｳ 青少

すぐに役立つ図解とＱ＆Ａでわかる金銭貸借・

クレジット・ローン・保証の法律とトラブル解決法

１２８

松岡　慶子／監修 三修社 324.5 ｽｸﾆ 一般

１８歳から考える家族と法 二宮　周平／著 法律文化社 Ｆｒｏｍ　１８ 324.6 ﾆﾉﾐ 一般

全図解わかりやすい賃貸住宅の法律 矢島　忠純／共著 自由国民社 324.8 ﾔｼﾏ 一般
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日本の裁判がわかる本  弁護士・検察官・裁判

官の仕事と役割

ベリーベスト法律事務

所／監修
日本文芸社 327 ﾆﾎﾝ 青少

「悪いこと」したら、どうなるの？ 藤井誠二／著 イースト・プレス よりみちパン！セ 327 ﾌｼｲ 児童

国籍の？がわかる本  日本人ってだれのこと？

外国人ってだれのこと？
木下　理仁／著

太郎次郎社エ

ディタス
329.9 ｷﾉｼ 青少

高校生からはじめる投資のはなし 髙橋　昌也／著 日本橋出版 338.1 ﾀｶﾊ 青少

ついていったら、だまされる 多田文明／著 イースト・プレス よりみちパン！セ 365 ﾀﾀ 児童

狙われる１８歳！？  消費者被害から身を守

る１８のＱ＆Ａ

日本弁護士連合会消

費者問題対策委員会

／著

岩波書店 岩波ブックレット 365 ﾆﾎﾝ 青少

大学生が知っておきたい消費生活と法律 細川　幸一／著
慶應義塾大学

出版会
365 ﾎｿｶ 一般

すみません、２ＤＫってなんですか？ 日下部　理絵／著 サンマーク出版 365.3 ｸｻｶ 一般

１８歳から考える消費者と法 坂東俊矢／著 法律文化社 365.8 ﾊﾝﾄ 一般

いま君に伝えたいお金の話 村上　世彰／著 幻冬舎 379.9 ﾑﾗｶ 青少

成人式とは何か 田中　治彦／著 岩波書店 岩波ブックレット 385.3 ﾀﾅｶ 一般

１８歳からはじめる知的財産法 大石　玄／編 法律文化社 Ｆｒｏｍ　１８ 507.2 ｼﾕｳ 一般

脱！ＳＮＳのトラブル  ＬＩＮＥ　フェイスブッ

ク　ツイッターやって良いこと悪いこと
佐藤　佳弘／編著

武蔵野大学出

版会
547.4 ｻﾄｳ 青少

ネットとＳＮＳを安全に使いこなす方法 ルーイ・ストウェル／著 東京書籍
Ｕ１８世の中ガイド

ブック
547.4 ｽﾄｳ 青少

くらしの豆知識 ２０２２年版
国民生活センター／編

集

国民生活セン

ター
590.4 ｸﾗｼ 青少

１８歳からの自炊塾  九州大学生き方が変わ

る３か月
比良松　道一／著 家の光協会 596 ﾋﾗﾏ 青少

透き通った風が吹いて あさの　あつこ／著 文藝春秋 文春文庫 913.6 ｱｻﾉ 青少

ＹＯＵ！ 五十嵐貴久／著 双葉社 913.6 ｲｶﾗ 一般Ｈ

氷山の南 池澤夏樹／著 文藝春秋 913.6 ｲｹｻ 一般Ｈ

コンとアンジ 井鯉こま／著 筑摩書房 913.6 ｲｺｲ 一般

ドーナツの穴の向こう側 上田　慎一郎／著 星海社
星海社ＦＩＣＴＩ

ＯＮＳ
913.6 ｳｴﾀ 一般

横濱エトランゼ 大崎　梢／著 講談社 913.6 ｵｵｻ 協力

海辺の金魚 小川　紗良／著 ポプラ社 913.6 ｵｶﾜ 一般

ホケツ！ 小野寺史宜／著 祥伝社 913.6 ｵﾉﾃ 一般Ｈ

この世界の片隅に  ノベライズ こうの　史代／原作 双葉社 双葉文庫 913.6 ｺｳﾉ 一般Ｈ

ぼくたちは大人になる 佐川光晴／著 双葉社 双葉文庫 913.6 ｻｶﾜ 一般Ｈ

ぼくたちは大人になる 佐川光晴／著 双葉社 913.6 ｻｶﾜ 一般

ゴールデンタイムの消費期限 斜線堂　有紀／著 祥伝社 913.6 ｼﾔｾ 協力

空色ヒッチハイカー 橋本紡／著 新潮社 913.6 ﾊｼﾓ 一般Ｈ

雨にもまけず粗茶一服 松村栄子／著 マガジンハウス 913.6 ﾏﾂﾑ 一般Ｈ

死にたい、ですか 村上　しいこ／著 小学館 小学館文庫 913.6 ﾑﾗｶ 青少

南風吹く 森谷　明子／著 光文社 913.6 ﾓﾘﾔ 協力

どくとるマンボウ青春記 北杜夫／著 新潮社 新潮文庫 914.6 ｷﾀ 一般Ｈ

憂行日記 北　杜夫／著 新潮社 915.6 ｷﾀ 一般

ダッハウの仕立て師
メアリー・チェンバレン／

著
早川書房 933 ﾁｴﾝ 一般

キルト  ある少女の物語 スーザン・テリス／著 晶文社
必読系！ヤングアダル

ト
933 ﾃﾘｽ 児童Ｈ

ミニチュア作家 ジェシー・バートン／著 早川書房 933 ﾊﾄﾝ 一般

ミルクマン アンナ・バーンズ／著 河出書房新社 933 ﾊﾝｽ 一般

メイベルおばあちゃんは１８歳
アリータ・リチャードソン／

著
朔北社

おばあちゃんの屋根裏

部屋
933 ﾘﾁﾔ 児童Ｈ

https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120224925&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120224925&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101854021&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120257530&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120257530&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120372369&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101874172&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120393038&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120393038&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120220713&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120412980&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102040613&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120214424&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120370665&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120417310&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120332162&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120332162&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120332778&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120428719&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120372420&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120372420&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120227862&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101731786&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101848116&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102056994&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120231555&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120118221&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120411799&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102075847&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120060176&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101829919&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101560859&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120382195&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101388696&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101184426&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120416001&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120125204&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100829125&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120435744&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120080480&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101135811&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102100262&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120374939&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100268464&kgrn=0&tso=on%22


わたしがわたしであるために Ｅ・ロックハート／著 辰巳出版 933 ﾛﾂｸ 一般

https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1120276403&kgrn=0&tso=on%22

