
昨年度の って
どんな中身だったの？

What’s 「本の福袋」？

図書館員がテーマを設定。
それに基づいて選んだ本を3冊ずつ袋に詰めました。

自分では探し出せない図書館の本と出逢うことができる、
楽しい企画です。

2020年度後期に開催した
「本の福袋」

その中に入っていた本を公開します！

昨年度の開催風景はこちら。
本を詰めたエコバックは
図書館員お手製！

1冊から貸出可能です。
興味のある本があれば

是非手に取ってみてください。

★印の場所で
新規福袋も同時開催中！ ★

企画展示は
こちら

第１フロア



福袋テーマ

「恋愛」

“ずばり「モテたい♥」
これを読めば君もモテモテに！”

画像はAmazonより引用

『1問1答モテる
マーケティング論 』

請求記号：159/I
資料ID: 01473280

「モテメン」になるために気を
付けるべき日々の
しぐさや話し方。

何気ない行動からあなたの
「モテ」は始まる！

『ずっと彼女がいない
あなたへ』

請求記号：141.62/Z
資料ID:  01306286

あなたの恋はなぜ成就
しないのか？

恋の処方箋をあなたに。

『あがり症・口ベタ・
話しベタをなんとかする

「とっておきの話し方」』

請求記号：809.2/A
資料ID:  01449320

「話し下手」でお悩みのあなた。
「話し上手」になるための
具体的な方法が満載。

「話し方」マニュアルとして
必携の1冊。

この他にも多数の福袋テーマを展示中！

4-5月展示



福袋テーマ 「映画」“巣ごもり映画消費のおともにどうぞ”

画像は紀伊國屋書店BookWebより引用

『ゴロツキはいつも食卓を襲う』

請求記号：596.04/G
資料ID: 01688006

映画の登場人物たちの食事シーンには
意図がある？！フード理論を知れば
映画がもっと楽しくなること
間違いなし！

『プロが選んだ
はじめてのホラー映画』

請求記号：778.04/P
資料ID: 01450034

洋画ホラー50選！『悪魔のいけにえ』
から『HOSTEL』まで。リメイクされた
映画の解説は必見。

『いい映画が観たい』

請求記号：778.04/I
資料ID:  01390317

映画を全8話にジャンル分けした１冊。
各ジャンルごとに昔の
名画が紹介されています。
鑑賞する価値ありです。

この他にも多数の福袋テーマを展示中！

4-5月展示



福袋テーマ

「一度は読みたい世界の名作」
“名作と呼ばれる由縁は

ここにあり！”

『アルジャーノンに
花束を』

請求記号：933.7/K
資料ID: 01219790

人間とは、人生とは、
幸せとは。

本当に大切なものについて
考えさせられる普及の名作。

『星の王子さま』

請求記号：953.7/S
資料ID: 01537741

もっと自分のやりたいこと、
自分が愛したい人に素直に
なっていいんじゃないかな？

『レ・ミゼラブル』

請求記号:081/I/32-531-1
資料ID: 01266446

映画やミュージカルでも
人気の名作。

ジャン・ヴァルジャンの
生涯を描いた物語。

画像はAmazonより引用この他にも多数の福袋テーマを展示中！

4-5月展示

6-7月
福袋テーマ 「レポート」

「世界近代建築の巨匠に学ぶ」
「いろんな動物」 他多数

8-9月
福袋テーマ 「就職活動」

「漫画で学ぼう（数学）」
「読書術」 他多数

6月以降の展示もどうぞご期待ください！

6月以降の
展示予定



請求記号：523.35/M

資料ID：02012987

『もっと知りたい
ル・コルビュジエ：生涯と作品』

近代建築の三大巨匠の一人
ル・コルビュジエ

年代順にその生涯や変遷を
たどりながら、

作品の魅力と本質に迫る！

福袋テーマ

請求記号：523.34/M

資料ID：02038765

『ミース・ファン・デル・ローエの
建築言語』

近代建築の三大巨匠の一人
ミース・ファン・デル・ローエ。

事務所で創作を共にした著者が、
ミースの作品と作業の軌跡を追って詳述！

請求記号：523.53/F

資料ID：02035553

『フランク・ロイド・ライトの
モダニズム』

近代建築の三大巨匠の一人
フランク・ロイド・ライト。

「ローテク」に徹し、地域や自然に
こだわったその建築と思想を

再考する。

画像は紀伊國屋書店BookWeb・Amazonより引用この他にも多数の福袋テーマを展示中！

「世界近代建築の巨匠に学ぶ」

“最高峰の建築家から興味を広げていけますよ！”

6-7月展示



『人生はZoo(ずー)っと楽しい!』

動物たちが教えてくれる

「大切なこと」。

請求記号：159.2/J

資料ID：02014220

『ペンギンが教えてくれた
物理のはなし』

バイオロギングを使って
知ることのできた、

野生動物たちの特性。

請求記号：481.7/P

資料ID：01933582

『ざんねんないきもの事典』

動物といえばこれは
外せない。

生き物の驚きの事実。

請求記号：480/Z/1

資料ID：01999800

画像は紀伊國屋書店BookWebより引用この他にも多数の福袋テーマを展示中！

福袋テーマ 「いろんな動物」

“ペットを飼えなくても本がある！”

6-7月展示



レポートが初めてで不安。
レポートに自信がない。
そんな人におすすめ。

請求記号：816.5/G

資料ID：01949993

『学生による学生のための
ダメレポート脱出法』

『レポート・論文をさらに
よくする「書き直し」ガイド』

問題点のまとめ方、改善の方法、
改善前と後の文章の見せ方などを

わかりやすく説明。

請求記号：816.5/R

資料ID：02019183

『思考を鍛えるレポート・
論文作成法』

何をレポートで主張したいのか、
自分自身に問いかけることで
論点が明確になっていく。

請求記号：816.5/S

資料ID：02026058

画像は紀伊國屋書店BookWebより引用

この他にも多数の福袋テーマを展示中！

「レポート」

“レポート書かなきゃ！”

福袋テーマ
6-7月展示

8-9月
福袋テーマ 「就職活動」

「漫画で学ぼう（数学）」
「読書術」 他多数

8月以降の展示もどうぞご期待ください！

8月以降の
展示予定



名だたる企業に
就職していく人たちの

就活ストーリー。
実際にどう就活に臨んでいたのか

生の声を聴いてみよう。

請求記号：081/B/775

資料ID：01703838

『ぼくらの就活戦記』 『東大で教えた就職学』

東大生が受けた
就職講義の一端を知れる！
就活前に改めて仕事とは

何かを考える時間を持とう。

請求記号：336.47/T

資料ID：60025239

『知っておきたい業界別
「仕事」を考える本』

就活が本格化する前に
読んで欲しい1冊！

誰にでも今からできることが
見つかるはず！

請求記号：377.9/S

資料ID：01924915

この他にも多数の福袋テーマを展示中！ 画像は紀伊國屋書店BookWebより引用

福袋テーマ 「就職活動」

“How to win 就活 就活準備に早すぎることはない！”

8-9月展示



『コサインなんて人生に関係ないと思った
人のための数学のはなし「マンガ」』

請求記号：081/L/499 資料ID：01928228

1テーマ1話なので
お気軽に読めちゃう数学コミックエッセイ。

数学に苦手意識がある人も
これなら興味を持てるはず！？

福袋テーマ 「漫画で学ぼう（数学）」
“漫画×数学の息抜き勉強”

『数学Cafe微分積分』

請求記号：413.3/S 資料ID：01595229

漫画の舞台はCafeなので・・・、
コーヒーブレイクで息抜きしながら

らく～に微分積分を
勉強しませんか？

『マンガ線形代数入門』

請求記号：081/B/1822 資料ID：01870572

線形代数にかかる前に
備えておきたい基礎知識「行列」が

“超”わかりやすく解説されています。
入門書に最適な1冊！

この他にも多数の福袋テーマを展示中！ 画像は紀伊國屋書店BookWebより引用

8-9月展示



請求記号：019/Y

資料ID：02041561

『読んでいない本について
堂々と語る方法』

「読んだフリ」は、

賢くないとできないのだ！

請求記号：019.9/M

資料ID：01620010 

『マンガで鍛える読書力』

読書好きになるきっかけが

漫画だって良いじゃない！

請求記号：081/C/2480

資料ID：02012090

『理科系の読書術』

本の読み方って、教わらないから。
理科系におすすめする

合理的な読書法。

この他にも多数の福袋テーマを展示中！ 画像は紀伊國屋書店BookWebより引用

福袋テーマ 「読書術」

“ただ読むだけが読書じゃない！”

8-9月展示




