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維持費不要 1冊から購入OK リモートアクセス・学認対応 無償MARC提供

レスポンシブなサイト
デザイン。スマートフォンか
らも快適に閲覧。

無料アプリで本棚作成、
マークやコメント、通知な
どさまざまな機能を利用。
（2018 年中予定）

未購入タイトルの試し読み
が可能。図書館へのリクエ
スト機能も無償提供。

SmartPLATONから
冊子と電子の横断検索、
選択収書が可能。

研究・学修・収書の新しいかたち

大月書店
大学生向け好評タイトル

No.KD0005
2018 年 5月
教養・社会学

（全機関販売可）

スマホからも
読みやすい

大学生の読書推進にぴったり！！

大学生の学習テクニック　第３版

犬房女子
犬猫殺処分施設で働くということ

半径５メートルからの教育社会学

刑務所しか居場所がない人たち
学校では教えてくれない、障害と犯罪の話

大月書店

大月書店

大月書店

大月書店

2014年12月

2018年3月

2017年9月

2018年5月

森靖雄

藤崎童士［著］

片山悠樹［編］ほか

山本譲司

ProductID：KP00001006
底本ISBN：9784272412341

ProductID：KP00009586
底本ISBN：9784272330911

ProductID：KP00005471
底本ISBN：9784272412389

ProductID：KP00012207
底本ISBN：9784272330935

同時アクセス数1
本体価格  ¥4,356

同時アクセス数1
本体価格  ¥3,872

同時アクセス数1
本体価格  ¥5,324

同時アクセス数1
本体価格  ¥3,630

同時アクセス数3
本体価格  ¥6,534

同時アクセス数3
本体価格  ¥5,808

同時アクセス数3
本体価格  ¥7,986

同時アクセス数3
本体価格  ¥5,445

大学生活がみるみる充実！　講義の聴き方から、
レポートの書き方、卒業後の進路選びと就職活
動まで、大学４年間を丸ごとサポート。

2013 年春、熊本県動物管理センターで働き始
めた玲と和美。殺処分が漫然と続く職場で犬猫
たちを救おうと奮闘する姿を描く。

誰もが学校に通い、進学・就職する―私たち
が当たり前と思い込む教育のあり方を相対化し
新たな見方に誘う教育社会学の入門書。

刑務所は、世間から排除された障害者が最後に
行きつく福祉施設だった !? 福祉と司法の隙間に
落ちる人々の実態を鋭く、優しく描く。
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■大学生の学びをつくるシリーズ

■その他、好評タイトル一覧

出版社 書名 著者名 プリント版
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マット

大月書店 大学生になるってどういうこと？
学習・生活・キャリア形成" 植上一希　寺崎里水 201404 ¥4,598 ¥6,897 KP00000974 9784272412310 PDF

大月書店 〈私〉をひらく社会学
若者のための社会学入門"

豊泉周治　鈴木宗徳
伊藤賢一　出口剛司 201404 ¥5,808 ¥8,712 KP00000980 9784272412334 PDF

大月書店 大学生の学習テクニック　第３版 森靖雄 201412 ¥4,356 ¥6,534 KP00001006 9784272412341 PDF

大月書店 99％のための経済学入門　第２版
マネーがわかれば社会が見える 山田博文 201607 ¥4,598 ¥6,897 KP00005443 9784272111213 PDF

大月書店 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【編】 201607 ¥4,356 ¥6,534 KP00005444 9784272412358 PDF

大月書店 ハタチまでに知っておきたい性のこと　
第２版

橋本紀子［編］
田代美江子［編］
関口久志［編］

201703 ¥4,840 ¥7,260 KP00005462 9784272412372 PDF

大月書店 貿易入門
世界と日本が見えてくる 小林尚朗　篠原敏彦　所 康弘 201704 ¥5,566 ¥8,349 KP00005465 9784272150427 PDF

大月書店 半径５メートルからの教育社会学

片山悠樹［編］
内田　良［編］
古田和久［編］
牧野智和［編］

201709 ¥5,324 ¥7,986 KP00005471 9784272412389 PDF

大月書店 共に生きるための障害福祉学入門 結城俊哉［編］ 201803 ¥5,324 ¥7,986 KP00009588 9784272412396 PDF

シ リ ー ズ 合 計 ¥44,770 ¥67,155
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マット

大月書店 どうして就職活動はつらいのか 双木あかり 201504 ¥3,872 ¥5,808 KP00001012 9784272310517 PDF

大月書店 市民政治の育てかた
新潟が吹かせたデモクラシーの風 佐々木寛 201711 ¥3,872 ¥5,808 KP00005475 9784272211180 EPUB

大月書店 新聞奨学生　奪われる学生生活 横山真［著］ 201802 ¥3,872 ¥5,808 KP00009585 9784272310524 PDF

大月書店 犬房女子
犬猫殺処分施設で働くということ 藤崎童士［著］ 201803 ¥3,872 ¥5,808 KP00009586 9784272330911 EPUB

大月書店 「協働の学び」が変えた学校
新座高校 学校改革の10年

金子奨　高井良健一
木村優［編］ 201803 ¥4,840 ¥7,260 KP00009587 9784272412402 PDF

大月書店 子どもの貧困と食格差
お腹いっぱい食べさせたい

阿部彩　村山伸子　可知悠子
鳫 咲子［編著］ 201804 ¥3,630 ¥5,445 KP00012205 9784272360918 PDF

大月書店
"刑務所しか居場所がない人たち
学校では教えてくれない、
障害と犯罪の話

山本譲司 201805 ¥3,630 ¥5,445 KP00012207 9784272330935 EPUB

合　 計 ¥27,588 ¥41,382


