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新書配架リスト（2009）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
あなたにもわかる相対性理論 (PHPサイエン
ス・ワールド新書:001)

茂木健一郎著 PHP研究所 080||Ph||001 209003945

2
環境を知るとはどういうことか : 流域思考の
すすめ (PHPサイエンス・ワールド新書:003)

養老孟司, 岸由
二著

PHP研究所 080||Ph||003 209004345

3
数学が歩いてきた道 (PHPサイエンス・ワー
ルド新書:005)

志賀浩二著 PHP研究所 080||Ph||005 209003461

4
笑う科学イグ・ノーベル賞 (PHPサイエンス・
ワールド新書:008)

志村幸雄著 PHP研究所 080||Ph||008 209004383

5
伝える力 : 「話す」「書く」「聞く」能力が仕事を
変える! (PHPビジネス新書:028)

池上彰著 PHP研究所 080||Ph||028 209005393

6
儲かるお店の「すごい!」見せ方 : 「心地よく
目立つ」ための店舗、看板、POP作りの秘訣
(PHPビジネス新書:090)

高橋芳文著 PHP研究所 080||Ph||090 209000350

7
「戦う組織」の作り方 : リーダーの覚悟が、人
と会社をここまで強くする! (PHPビジネス新
書:100)

渡邉美樹著 PHP研究所 080||Ph||100 209000755

8
コンサルタントの「解答力」 : 「納得の答え」を
導く!できる人の3つのスキル (PHPビジネス新
書:108)

野口吉昭著 PHP研究所 080||Ph||108 209003441

9 江戸日本を創った藩祖総覧 (PHP新書:366) 武光誠著 PHP研究所 080||Ph||366 209000368

10
女性の品格 : 装いから生き方まで (PHP新
書:418)

坂東眞理子著 PHP研究所 080||Ph||418 209000538

11 親の品格 (PHP新書:495) 坂東真理子著 PHP研究所 080||Ph||495 209000539

12 読まない力 (PHP新書:577) 養老孟司著 PHP研究所 080||Ph||577 209000333

13 心と響き合う読書案内 (PHP新書:578) 小川洋子著 PHP研究所 080||Ph||578 209000353

14 理系バカと文系バカ (PHP新書:586) 竹内薫著 PHP研究所 080||Ph||586 209000358

15 対論・異色昭和史 (PHP新書:591)
鶴見俊輔, 上坂
冬子著

PHP研究所 080||Ph||591 209000510
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書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

16 日本を創った思想家たち (PHP新書:596) 鷲田小彌太著 PHP研究所 080||Ph||596 209001069

17
世界危機をチャンスに変えた幕末維新の知
恵 (PHP新書:606)

原口泉著 PHP研究所 080||Ph||606 209000744

18
天才脳は「発達障害」から生まれる (PHP新
書:608)

正高信男著 PHP研究所 080||Ph||608 209001182

19 身もフタもない日本文学史 (PHP新書:612) 清水義範著 PHP研究所 080||Ph||612 209001193

20
ジャンボ機長の状況判断術 : 失敗しない決
断と行動 (PHP新書:615)

坂井優基著 PHP研究所 080||Ph||615 209001715

21
世界一幸福な国デンマークの暮らし方 (PHP
新書:618)

千葉忠夫著 PHP研究所 080||Ph||618 209001712

22
“口ベタ"でもうまく伝わる話し方 (PHP新
書:626)

永崎一則著 PHP研究所 080||Ph||626 209004369

23
テレビは見てはいけない : 脱・奴隷の生き方
(PHP新書:629)

苫米地英人著 PHP研究所 080||Ph||629 209003447

24
笑える!世界の七癖エピソード集 (PHP新
書:630)

岡崎大五著 PHP研究所 080||Ph||630 209004378

25
あの演説はなぜ人を動かしたのか (PHP新
書:632)

川上徹也著 PHP研究所 080||Ph||632 209004377

26 医療崩壊の真犯人 (PHP新書) 村上正泰著 PHP研究所 080||Ph||633 209005263

27 「優柔決断」のすすめ (PHP新書:634) 古田敦也著 PHP研究所 080||Ph||634 209005094

28
世界カワイイ革命 : なぜ彼女たちは「日本人
になりたい」と叫ぶのか (PHP新書:639)

櫻井孝昌著 PHP研究所 080||Ph||639 209005022

29
白川静さんと遊ぶ漢字百熟語 (PHP新
書:643)

小山鉄郎著 PHP研究所 080||Ph||643 209005713

30 型破りのコーチング (PHP新書:645)
平尾誠二, 金井
壽宏著

PHP研究所 080||Ph||645 209005386
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31 世界を知る力 (PHP新書:646) 寺島実郎著 PHP研究所 080||Ph||646 209005438

32
器量と人望 : 西郷隆盛という磁力 (PHP新
書:647)

立元幸治著 PHP研究所 080||Ph||647 209005703

33
「就活」廃止論 : 会社に頼れない時代の仕事
選び (PHP新書:652)

佐藤孝治著 PHP研究所 080||Ph||652 209005478

34 死体を科学する (アスキー新書:079) 上野正彦著

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||As||079 209005046

35
松下からパナソニックへ : 世界で戦うブラン
ド戦略 (アスキー新書:104)

大河原克行著

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブ
リッシング (発

080||As||104 209000330

36 雇用崩壊 (アスキー新書:106)
アスキー新書編
集部編

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||As||106 209003338

37 笑う脳 (アスキー新書:117) 茂木健一郎著

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||As||117 209001708

38 死因を科学する (アスキー新書:118) 上野正彦著

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||As||118 209003462

39
幸せの作法 : 働く女性に贈る61のヒント (アス
キー新書:119)

坂東真理子著

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||As||119 209003448

40
スマートグリッド入門 : 次世代エネルギービジ
ネス (アスキー新書:131)

福井エドワード著

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||As||131 209005418

41
Twitter使いこなし術 : パワーユーザー100人
の「技」を公開 (アスキー新書:137)

根岸智幸著

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||As||137 209005467

42
龍馬を継いだ男岩崎弥太郎 (アスキー新
書:133)

安藤優一郎著

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブリッ
シング(発売)

080||As||133 209005417

43
広島観音サッカー部は、なぜ強くなったのか :
知将畑喜美夫監督の育成システムを大公開
(ザメディアジョンMJ新書:005)

伊藤和之著 ザメディアジョン 080||Za||005 209005399

44
おもしろ実験と科学史で知る物理のキホン :
力・熱・光・電気・流体がスラスラわかる (サイ
エンス・アイ新書:SIS-113)

渡辺儀輝著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||113 209000792

45
身近な雑草のふしぎ : 野原の薬草・毒草から
道草まで、魅力あふれる不思議な世界によう
こそ (サイエンス・アイ新書:SIS-114)

森昭彦著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||114 209000487
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46

カラー図解でわかるブラックホール宇宙 : な
んでも底なしに吸い込むのは本当か?死んだ
天体というのは事実か? (サイエンス・アイ新
書:SIS-125)

福江純著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||125 209001707

47
イージス艦はなぜ最強の盾といわれるのか :
圧倒的な防空能力をもつ戦闘艦の秘密 (サ
イエンス・アイ新書:SIS-126)

柿谷哲也著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||126 209001706

48
血液のふしぎ : 血液型別性格占いの根拠は?
ドロドロ血液はなぜいけない? (サイエンス・ア
イ新書:SIS-129)

奈良信雄著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||129 209003958

49

ここまでわかった新・太陽系 : 太陽も地球も
月も同じときにできてるの?銀河系に地球型
惑星はどれだけあるの? (サイエンス・アイ新
書:SIS-131)

井田茂, 中本泰
史著

ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||131 209003952

50
マンガでわかる有機化学 : 結合と反応のふし
ぎから環境にやさしい化合物まで (サイエン
ス・アイ新書:SIS-136)

斎藤勝裕著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||136 209003954

51
生態系のふしぎ : 失われた環境はどこまで再
生できる?生態系でいちばん弱い立場の生き
物は? (サイエンス・アイ新書:SIS-138)

児玉浩憲著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||138 209005033

52
理科力をきたえるQ&A : きちんと答えられる
大人になるための基礎知識 (サイエンス・ア
イ新書:SIS-146)

佐藤勝昭著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||146 209005710

53
対人力 : 人生を成功に導く「合気」の極意 (ソ
フトバンク新書:105)

塩田泰久著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||So||105 209001177

54
頭がよくなる思考法 : 天才の「考え方」をワザ
化する (ソフトバンク新書:112)

齋藤孝著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||So||112 209003457

55
セカイ系とは何か : ポスト・エヴァのオタク史
(ソフトバンク新書:125)

前島賢著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||So||125 209006051

56 伝える技術50のヒント (ソフトバンク新書:110) 山中秀樹著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||So||223 209001721

57 「婚活」時代 (ディスカヴァー携書:021)
山田昌弘, 白河
桃子[著]

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

080||Di||021 209000532

58
勝間和代のインディペンデントな生き方実践
ガイド (ディスカヴァー携書:022)

勝間和代[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

080||Di||022 209000541

59
越前敏弥の日本人なら必ず誤訳する英文 :
あなたはこれをどう訳しますか? (ディスカ
ヴァー携書:033)

越前敏弥 [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

080||Di||033 209000366

60 命は誰のものか (ディスカヴァー携書:042) 香川知晶 [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

080||Di||042 209004349
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61
幸福の方程式 : 新しい消費のカタチを探る
(ディスカヴァー携書:044)

山田昌弘, 電通
チームハピネス
著

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

080||Di||044 209004365

62
ずるい!? : なぜ欧米人は平気でルールを変え
るのか (ディスカヴァー携書:047)

青木高夫〔著〕
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

080||Di||047 209005955

63
「損する生き方」のススメ (Forest 2545
Shinsyo:001)

ひろさちや, 石井
裕之著

フォレスト出版 080||Fo||001 209005380

64 脳と心の洗い方 (Forest 2545 Shinsyo:002) 苫米地英人著 フォレスト出版 080||Fo||002 209005379

65
大好きなことをしてお金持ちになる : あなた
の才能をお金に変える6つのステップ (Forest
2545 Shinsyo:003)

本田健著 フォレスト出版 080||Fo||003 209005384

66
2020年の教科書 : 10年後も必要とされる人
材になる方法 (Forest 2545 Shinsyo:005)

菅下清広著 フォレスト出版 080||Fo||005 209005701

67 大学で何を学ぶか (ベスト新書:230) 加藤諦三著 ベストセラーズ 080||Be||230 209000468

68 金正日の後継者 (ベスト新書:232) 重村智計著 ベストセラーズ 080||Be||232 209000773

69 悪いのは私じゃない症候群 (ベスト新書:239) 香山リカ著 ベストセラーズ 080||Be||239 209001722

70
大阪地名の謎と歴史を訪ねて (ベスト新
書:242)

若一光司著 ベストセラーズ 080||Be||242 209003449

71 怒る企画術! (ベスト新書:265) 吉田正樹著 ベストセラーズ 080||Be||265 209005698

72
シンプル族の反乱 : モノを買わない消費者の
登場

三浦展著 ベストセラーズ 675||Mi 209001183

73
英語をやっていて、本当によかった。 : 吉越
流ビジネスマンのための英語塾 (WAC
BUNKO:B-100)

吉越浩一郎著 ワック 080||Wa||B-100 209000338

74
つくられた「環境問題」 : NHKの環境報道に
騙されるな! (WAC BUNKO:B-103)

日下公人, 武田
邦彦著

ワック 080||Wa||B-103 209000804

75
日本人よ、もっと悪人になりなさい (WAC
BUNKO:B-104)

上坂冬子, 小林よ
しのり著

ワック 080||Wa||B-104 209000749
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76 あっぱれ!朝日新聞(笑) (Wac bunko:B-106) 勝谷誠彦著 ワック 080||Wa||B-106 209003450

77
歩けば脳が活性化する : お遍路さんは何故
歩くのか? (WAC BUNKO:B-112)

有田秀穂著 ワック 080||Wa||B-112 209005023

78 朝日新聞がなくなる日 (WAC BUNKO:B-113) 宮崎正弘著 ワック 080||Wa||B-113 209005021

79
競わない生き方 (ワニブックス「Plus」新
書:008)

平林亮子著 ワニブックス 080||Wa||008 209005029

80
癌では死なない : 余命宣告をくつがえした医
師たちの提言 (ワニブックス「Plus」新書:014)

稲田芳弘, 鶴見
隆史, 松野哲也
[著]

ワニブックス 080||Wa||014 209005390

81
エビデンス主義 : 統計数値から常識のウソを
見抜く (角川SSC新書:075)

和田秀樹著
角川SSコミュニ
ケーションズ

080||Ka||075 209001181

82
糖尿病最新療法 : インスリン注射も食事制限
もいらない (角川SSC新書:078)

岡本卓著

角川SSコミュニ
ケーションズ/角
川グループパブ
リッシング (発売)

080||Ka||078 209004423

83
実践・老荘思想入門 : 一喜一憂しない生き方
(角川SSC新書:079)

守屋洋著

角川SSコミュニ
ケーションズ/角
川グループパブ
リッシング (発売)

080||Ka||079 209003442

84
知らないと恥をかく世界の大問題 (角川SSC
新書:081)

池上彰著

角川SSコミュニ
ケーションズ/角
川グループパブ
リッシング (発売)

080||Ka||081 209005348

85 「価値組」社会 (角川SSC新書:082) 森永卓郎著

角川SSコミュニ
ケーションズ/角
川グループパブ
リッシング (発売)

080||Ka||082 209005028

86
臓器の急所 : 生活習慣と戦う60の健康法則
(角川SSC新書:084/a)

吉田たかよし著

角川SSコミュニ
ケーションズ/角
川グループパブ
リッシング (発売)

080||Ka||084 209005026

87
世界を席巻するインドのDNA : インドが進化
する5つの理由 (角川SSC新書:086)

門倉貴史著

角川SSコミュニ
ケーションズ/角
川グループパブ
リッシング (発売)

080||Ka||086 209005406

88
江戸・東京百景広重と歩く (角川SSC新
書:087)

平成広重ラボラト
リー, 安田就視著

角川SSコミュニ
ケーションズ/角
川グループパブ
リッシング (発売)

080||Ka||087 209005045

89
スマートな脳 : 「朝」の脳トレーニング三〇日
(角川oneテーマ21:B-114)

川島隆太監修

角川学芸出版/
角川グループパ
ブリッシング (発
売)

080||Ka||B-114 209000344

90 「旬」の日本文化 (角川文庫:16005) 神崎宣武 [著]

角川学芸出版/
角川グループパ
ブリッシング (発
売)

080||Ka||N-201-3 209005411
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91
「旭山動物園」革命 : 夢を実現した復活プロ
ジェクト (角川oneテーマ21:A-46)

小菅正夫 [著] 角川書店 080||Ka||A-46 209000490

92
感動をつくれますか? (角川oneテーマ21:C-
116)

久石譲 [著] 角川書店 080||Ka||C-116 209000342

93
天使と悪魔 上 (角川文庫:14276-14278, フ
33-4, フ33-5, フ33-6)

ダン・ブラウン
[著]/越前敏弥訳

角川書店 080||Ka||フ33-4 209000360

94
天使と悪魔 中 (角川文庫:14276-14278, フ
33-4, フ33-5, フ33-6)

ダン・ブラウン
[著]/越前敏弥訳

角川書店 080||Ka||フ33-5 209000361

95
天使と悪魔 下 (角川文庫:14276-14278, フ
33-4, フ33-5, フ33-6)

ダン・ブラウン
[著]/越前敏弥訳

角川書店 080||Ka||フ33-6 209000362

96 オール (角川文庫:15997) 山田悠介 [著]
角川書店/角川
グループパブリッ
シング

080||Sh||15997 209005042

97 魔物 上 (カドカワ・エンタテインメント) 大沢在昌著
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka 209005037

98 魔物 下 (カドカワ・エンタテインメント) 大沢在昌著
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka 209005038

99 差別と日本人 (角川oneテーマ21:A-100)
野中広務, 辛淑
玉 [著]

角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||A-100 209000736

100
物語論で読む村上春樹と宮崎駿 : 構造しか
ない日本 (角川oneテーマ21:A-102)

大塚英志 [著]
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||A-102 209001074

101
耳で考える : 脳は名曲を欲する (角川one
テーマ21:A-105)

養老孟司, 久石
譲 [著]

角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||A-105 209003337

102
跡無き工夫 : 削ぎ落とした生き方 (角川one
テーマ21:A-108)

細川護煕 [著]
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||A-108 209005044

103 組織と人間 (角川oneテーマ21:A-109)
小倉寛太郎, 佐
高信 [著]

角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||A-109 209005010

104
あーぁ、楽天イーグルス (角川oneテーマ
21:A-110)

野村克也 [著]
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||A-110 209005368

105
俳句脳 : 発想、ひらめき、美意識 (角川one
テーマ21:A-85)

茂木健一郎, 黛
まどか [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||A-85 209000343
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106
あぁ、監督 : 名将、奇将、珍将 (角川oneテー
マ21:A-94)

野村克也 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||A-94 209000318

107
正社員が没落する : 「貧困スパイラル」を止
めろ! (角川oneテーマ21:A-97)

堤未果, 湯浅誠
[著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||A-97 209000335

108 劇場政治の誤算 (角川oneテーマ21:A-98) 加藤紘一 [著]
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||A-98 209000502

109
フロイトで自己管理 (角川oneテーマ21:B-
104)

齋藤孝 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||B-104 209000345

110
作家とは何か (角川oneテーマ21:B-118. 小
説道場:総論)

森村誠一 [著]
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||B-118 209000503

111
小説の書き方 (角川oneテーマ21:B-119. 小
説道場:実践編)

森村誠一 [著]
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||B-119 209000499

112
欲しがらない生き方 : 高等遊民のすすめ (角
川oneテーマ21:B-121)

岬龍一郎 [著]
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||B-121 209000737

113
水ビジネス : 110兆円水市場の攻防 (角川
oneテーマ21:B-127)

吉村和就 [著]
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||B-127 209005405

114
太平洋戦争、七つの謎 : 官僚と軍隊と日本
人 (角川oneテーマ21:B-128)

保阪正康 [著]
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||B-128 209005420

115 人を動かす質問力 (角川oneテーマ21:C-171) 谷原誠 [著]
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||C-171 209001184

116
「村山談話」とは何か (角川oneテーマ21:C-
174)

村山富市, 佐高
信 [著]

角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||C-174 209001711

117
「都市縮小」の時代 (角川oneテーマ21:C-
178)

矢作弘 [著]
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||C-178 209005416

118
公務員ムダ論 : 不況時代の公務員のあり方
(角川oneテーマ21:C-180)

福岡政行 [著]
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||C-180 209005953

119
フィンランドの教育力 : なぜ、PISAで学力世
界一になったのか (学研新書:041)

リッカ・パッカラ著 学研 080||Ga||041 209000491

120
フィンランド式キッズスキル入門 : 実践例から
学ぶ子育てストレスが軽くなるコツ (学研新
書:058)

佐俣友佳子著 学研 080||Ga||058 209001717
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121 兼続大戦記 (歴史群像新書:286) 工藤章興著 学研 080||Re||286 209000786

122 食糧争奪戦争 (学研新書:054) 浜田和幸著 学習研究社 080||Ga||054 209000790

123

天地創造の謎とサムシンググレート : 「進化
論」と「インテリジェント・デザイン理論」 宇宙
と生命体をデザインしたのはだれか!? (Mu
Super Mystery Books)

久保有政著 学習研究社 080||Mu 209000501

124 漢詩入門 (岩波ジュニア新書:304) 一海知義著 岩波書店 080||Iw||304 209005440

125 図書館へ行こう (岩波ジュニア新書:423) 田中共子著 岩波書店 080||Iw||423 209000544

126
いま、この研究がおもしろい [Part1] (岩波
ジュニア新書:509, 580)

岩波書店編集部
編

岩波書店 080||Iw||509 209005040

127
いま、この研究がおもしろい Part2 (岩波ジュ
ニア新書:509, 580)

岩波書店編集部
編

岩波書店 080||Iw||580 209005041

128
人類が生まれるための12の偶然 (岩波ジュニ
ア新書:626)

眞淳平著 岩波書店 080||Iw||626 209002670

129
人は「話し方」で9割変わる (リュウ・ブックス
アステ新書:021)

福田健著 経済界 080||Ry||021 209000352

130
子どもは「話し方」で9割変わる (リュウ・ブッ
クスアステ新書:062)

福田健著 経済界 080||Ry||062 209000314

131
スティーブ・ジョブズ神の策略 : 「嘘」はやがて
「真実」に変わる (リュウ・ブックスアステ新
書:081)

竹内一正著 経済界 080||Ry||081 209005019

132
私の好きな日本人 (幻冬舎新書ゴール
ド:001)

石原慎太郎著 幻冬舎 080||Ge||001 209000754

133
偽善エコロジー : 「環境生活」が地球を破壊
する (幻冬舎新書:081, [た-5-1])

武田邦彦著 幻冬舎 080||Ge||081 209005025

134 脳がめざめる呼吸術 (幻冬舎新書:116) 金森秀晃著 幻冬舎 080||Ge||116 209000327

135
もったいない主義 : 不景気だからアイデアが
湧いてくる! (幻冬舎新書:117)

小山薫堂著 幻冬舎 080||Ge||117 209000336
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136 日本の難点 (幻冬舎新書:み-3-1, 122) 宮台真司著 幻冬舎 080||Ge||122 209000365

137
境界性パーソナリティ障害 (幻冬舎新書:お-
6-1, 123)

岡田尊司 幻冬舎 080||Ge||123 209000512

138
レアメタル超入門 : 現代の山師が挑む魑魅
魍魎の世界 (幻冬舎新書:な-6-1, 125)

中村繁夫著 幻冬舎 080||Ge||125 209000513

139
思考・発想にパソコンを使うな : 「知」の手書
きノートづくり (幻冬舎新書:ま-2-1, 127)

増田剛己著 幻冬舎 080||Ge||127 209000506

140
豚インフルエンザの真実 : 人間とパンデミック
の果てなき戦い (幻冬舎新書:と-2-1, 129)

外岡立人著 幻冬舎 080||Ge||129 209000771

141
日本を貶めた10人の売国政治家 (幻冬舎新
書:130)

小林よしのり編 幻冬舎 080||Ge||130 209001172

142
しがみつかない生き方 : 「ふつうの幸せ」を手
に入れる10のルール (幻冬舎新書:132 ; [か-
1-3])

香山リカ著 幻冬舎 080||Ge||132 209001075

143
ゴミ分別の異常な世界 : リサイクル社会の幻
想 (幻冬舎新書:す-3-1 ; 133)

杉本裕明, 服部
美佐子著

幻冬舎 080||Ge||133 209001198

144
世界の10大オーケストラ (幻冬舎新書:134 ;
[な-1-5])

中川右介著 幻冬舎 080||Ge||134 209001716

145
秘密とウソと報道 (幻冬舎新書:136 ; [ひ-1-
2])

日垣隆著 幻冬舎 080||Ge||136 209001188

146
なぜ正直者は得をするのか : 「損」と「得」の
ジレンマ (幻冬舎新書:137 ; [ふ-5-1])

藤井聡著 幻冬舎 080||Ge||137 209001714

147
素顔のカラヤン : 二十年後の再会 (幻冬舎新
書:138 ; [ま-3-1])

真鍋圭子著 幻冬舎 080||Ge||138 209001187

148
日本大転換 : あなたから変わるこれからの10
年 (幻冬舎新書:140, い-3-2)

出井伸之著 幻冬舎 080||Ge||140 209003460

149
アスペルガー症候群 (幻冬舎新書:141, お-
6-2)

岡田尊司著 幻冬舎 080||Ge||141 209004370

150
脳に悪い7つの習慣 (幻冬舎新書:143, [は-
5-1])

林成之著 幻冬舎 080||Ge||143 209003458
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151
折れそうな心の鍛え方 (幻冬舎新書:144, ひ-
1-3)

日垣隆著 幻冬舎 080||Ge||144 209004346

152
民主主義が一度もなかった国・日本 (幻冬舎
新書)

宮台真司, 福山
哲郎著

幻冬舎 080||Ge||151 209005264

153 岩崎弥太郎と三菱四代 (幻冬舎新書:155) 河合敦著 幻冬舎 080||Ge||155 209005704

154 葬式は、要らない (幻冬舎新書:157) 島田裕巳著 幻冬舎 080||Ge||157 209005469

155
武士道のすすめ (幻冬舎ルネッサンス新書:
は-2-1)

坂東義明著
幻冬舎ルネッサ
ンス

080||Ge||010 209005707

156
ニッポン鉄道遺産 : 列車に栓抜きがあった頃
(交通新聞社新書:004)

斉木実, 米屋浩
二著

交通新聞社 080||Ko||004 209000805

157
時刻表に見るスイスの鉄道 : こんなに違う日
本とスイス (交通新聞社新書:005)

大内雅博著 交通新聞社 080||Ko||005 209000836

158 ゼロの焦点 (カッパ・ノベルス) 松本清張著 光文社 080||Ka 209004385

159
Anniversary 50 : カッパ・ノベルス創刊50周年
記念作品 (KAPPA NOVELS)

綾辻行人 [ほか]
著

光文社 080||Ka 209005396

160 君がいなくても平気 (KAPPA NOVELS) 石持浅海著 光文社 080||Ka 209005412

161 企画書は1行 (光文社新書:257) 野地秩嘉著 光文社 080||Ko||257 209000515

162
4-2-3-1 : サッカーを戦術から理解する (光
文社新書:343)

杉山茂樹著 光文社 080||Ko||343 209000526

163 愚か者、中国をゆく (光文社新書:350) 星野博美著 光文社 080||Ko||350 209000529

164
色の新しい捉え方 : 現場で「使える」色彩論
(光文社新書:355)

南雲治嘉著 光文社 080||Ko||355 209000794

165
ベーシック・インカム入門 : 無条件給付の基
本所得を考える (光文社新書:389)

山森亮著 光文社 080||Ko||389 209000341
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166
会社に人生を預けるな : リスク・リテラシーを
磨く (光文社新書:393)

勝間和代著 光文社 080||Ko||393 209000316

167
地団駄は島根で踏め : 行って・見て・触れる
《語源の旅》 (光文社新書:395)

わぐりたかし著 光文社 080||Ko||395 209000329

168 精神障害者をどう裁くか (光文社新書:398) 岩波明著 光文社 080||Ko||398 209000483

169
ウェブはバカと暇人のもの : 現場からのネット
敗北宣言 (光文社新書:399)

中川淳一郎著 光文社 080||Ko||399 209000469

170
日本の子どもの自尊感情はなぜ低いのか :
児童精神科医の現場報告 (光文社新書:404)

古荘純一著 光文社 080||Ko||404 209000478

171
京都の空間意匠 : 12のキーワードで体感す
る (光文社新書:405)

清水泰博著 光文社 080||Ko||405 209000511

172 難解な本を読む技術 (光文社新書:406) 高田明典著 光文社 080||Ko||406 209000464

173
「エコ恋愛(ラブ)」婚の時代 : リスクを避ける
男と女 (光文社新書:407)

牛窪恵著 光文社 080||Ko||407 209000745

174
対米交渉のすごい国 : カナダ・メキシコ・NZに
学ぶ (光文社新書:408)

櫻田大造著 光文社 080||Ko||408 209000780

175
織田信長最後の茶会 : 「本能寺の変」前日に
何が起きたか (光文社新書:412)

小島毅著 光文社 080||Ko||412 209001191

176
バカ丁寧化する日本語 : 敬語コミュニケー
ションの行方 (光文社新書:415)

野口恵子著 光文社 080||Ko||415 209001734

177 間違いだらけの教育論 (光文社新書:416) 諏訪哲二著 光文社 080||Ko||416 209001747

178
キラークエスチョン : 会話は「何を聞くか」で
決まる (光文社新書:417)

山田玲司著 光文社 080||Ko||417 209001744

179 おひとり京都の愉しみ (光文社新書:423) 柏井寿著 光文社 080||Ko||423 209003453

180
二大政党制批判論 : もうひとつのデモクラ
シーへ (光文社新書:424)

吉田徹著 光文社 080||Ko||424 209003953
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181
リフレクティブ・マネジャー : 一流はつねに内
省する (光文社新書:425)

中原淳, 金井壽
宏著

光文社 080||Ko||425 209003960

182
戦略の不条理 : なぜ合理的な行動は失敗す
るのか (光文社新書:426)

菊澤研宗著 光文社 080||Ko||426 209005043

183
2円で刑務所、5億で執行猶予 (光文社新
書:427)

浜井浩一著 光文社 080||Ko||427 209004380

184
大人のための仏教童話 : 人生を見つめなお
す10の物語 (光文社新書:428)

東ゆみこ著 光文社 080||Ko||428 209004384

185
南アジア世界暴力の発信源 (光文社新
書:431)

宮田律著 光文社 080||Ko||431 209005032

186
世論の曲解 : なぜ自民党は大敗したのか
(光文社新書:434)

菅原琢著 光文社 080||Ko||434 209005414

187
名ばかり大学生 : 日本型教育制度の終焉
(光文社新書:436)

河本敏浩著 光文社 080||Ko||436 209005437

188
デフレと円高の何が「悪」か (光文社新
書:440)

上念司著 光文社 080||Ko||440 209005470

189
近頃の若者はなぜダメなのか : 携帯世代と
「新村社会」 (光文社新書:441)

原田曜平著 光文社 080||Ko||441 209006044

190
灘校 : なぜ「日本一」であり続けるのか (光文
社新書:447)

橘木俊詔著 光文社 080||Ko||447 209006049

191
経済成長って何で必要なんだろう? (Synodos
readings)

芹沢一也, 荻上チ
キ編/飯田泰之
[ほか] 著

光文社 080||Sy 209001175

192
日本思想という病 : なぜこの国は行きづまる
のか? (Synodos readings)

中島岳志 [ほか]
著/芹沢一也, 荻
上チキ編

光文社 080||Sy 209005712

193
分子レベルで見た薬の働き : 生命科学が解
き明かす薬のメカニズム 第2版 (ブルーバッ
クス:B-1631)

平山令明著 講談社 080||Bu||1631 209000325

194
新・現代免疫物語 : 「抗体医薬」と「自然免
疫」の驚異 (ブルーバックス:B-1633)

岸本忠三, 中嶋
彰著

講談社 080||Bu||1633 209000323

195
自己組織化とは何か : 自分で自分を作り上
げる驚異の現象とその応用 第2版 (ブルー
バックス:B-1635)

都甲潔 [ほか] 著 講談社 080||Bu||1635 209000481
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196
理系のための法律入門 : 技術者・研究者が
知っておきたい権利と責任 (ブルーバック
ス:B-1636)

井野邊陽著 講談社 080||Bu||1636 209000475

197
分子進化のほぼ中立説 : 偶然と淘汰の進化
モデル (ブルーバックス:B-1637)

太田朋子著 講談社 080||Bu||1637 209000474

198
プリンキピアを読む : ニュートンはいかにして
「万有引力」を証明したのか? (ブルーバック
ス:B-1638)

和田純夫著 講談社 080||Bu||1638 209000486

199
見えない巨大水脈地下水の科学 : 使えばす
ぐには戻らない「意外な希少資源」 (ブルー
バックス:B-1639)

日本地下水学会,
井田徹治著

講談社 080||Bu||1639 209000495

200
大人のための新オーディオ鑑賞術 : デジタル
とアナログを両立させた新発想 (ブルーバッ
クス:B-1641)

たくきよしみつ著 講談社 080||Bu||1641 209000770

201
金属材料の最前線 : 近未来を拓くキー・テク
ノロジー (ブルーバックス:B-1643)

東北大学金属材
料研究所編著

講談社 080||Bu||1643 209001064

202
ハッブル望遠鏡で見る宇宙の驚異 : 偉大な
成果をデジタル画像と傑作写真で完全網羅 :
DVD-ROM&図解 (ブルーバックス:B-1645)

ビバマンボ, 小野
夏子著

講談社 080||Bu||1645 209001076

203
水とはなにか : ミクロに見たそのふるまい :
新装版 (ブルーバックス:B-1646)

上平恒著 講談社 080||Bu||1646 209001060

204
インフルエンザパンデミック : 新型ウイルスの
謎に迫る (ブルーバックス:B-1647)

河岡義裕, 堀本
研子著

講談社 080||Bu||1647 209003329

205
量子テレポーテーション : 瞬間移動は可能な
のか? (ブルーバックス:B-1648)

古澤明著 講談社 080||Bu||1648 209001740

206
図解・新世代鉄道の技術 : 超電導リニアから
LRVまで (ブルーバックス:B-1649)

川辺謙一著 講談社 080||Bu||1649 209003328

207
新しい霊長類学 : 人を深く知るための100問
100答 (ブルーバックス:B-1651)

京都大学霊長類
研究所編著

講談社 080||Bu||1651 209003326

208
現代医学に残された七つの謎 : 研究者の挑
戦を拒み続ける人体の神秘 (ブルーバック
ス:B-1652)

杉晴夫著 講談社 080||Bu||1652 209003325

209
理系のための英語「キー構文」46 : 英語論文
執筆の近道 (ブルーバックス:B-1653)

原田豊太郎著 講談社 080||Bu||1653 209003444

210
謎解き・人間行動の不思議 : 感覚・知覚から
コミュニケーションまで (ブルーバックス:B-
1654)

北原義典著 講談社 080||Bu||1654 209004379
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211
細胞発見物語 : その驚くべき構造の解明か
らiPS細胞まで (ブルーバックス:B-1655)

山科正平著 講談社 080||Bu||1655 209004252

212
かんちがいを解消する81項目 (ブルーバック
ス:B-1656. 今さら聞けない科学の常識:2)

朝日新聞科学グ
ループ編

講談社 080||Bu||1656 209003964

213
高校数学でわかるフーリエ変換 : フーリエ級
数からラプラス変換まで (ブルーバックス:B-
1657)

竹内淳著 講談社 080||Bu||1657 209005035

214
地球環境を映す鏡南極の科学 : 氷に覆われ
た大陸のすべて (ブルーバックス:B-1659)

神沼克伊著 講談社 080||Bu||1659 209005377

215
史上最強の実践数学公式123 : 読んで使え
る数学公式集 (ブルーバックス:B1661)

佐藤恒雄著 講談社 080||Bu||1661 209005475

216
老化はなぜ進むのか : 遺伝子レベルで解明
された巧妙なメカニズム (ブルーバック
ス:B1662)

近藤祥司著 講談社 080||Bu||1662 209005394

217
ガリレオ、ニュートンからアインシュタインまで
(ブルーバックス:B1663. 物理学天才列伝:上)

ウィリアム・H・ク
ロッパー著/水谷
淳訳

講談社 080||Bu||1663 209005369

218
プランク、ボーアからキュリー、ホーキングま
で (ブルーバックス:B1664. 物理学天才列伝:
下)

ウィリアム・H・ク
ロッパー著/水谷
淳訳

講談社 080||Bu||1664 209005370

219
理系のための「即効!」卒業論文術 : この通り
に書けば卒論ができあがる (ブルーバック
ス:B1666)

中田亨著 講談社 080||Bu||1666 209005477

220
太陽系シミュレーター : 時空を超えた惑星間
飛行 (ブルーバックス:B1667)

Solar System
Simulator Project
編

講談社 080||Bu||1667 209005481

221
極限の科学 : 低温・高圧・強磁場の物理 (ブ
ルーバックス:B-1669)

伊達宗行著 講談社 080||Bu||1669 209006050

222
理系のための研究生活ガイド : テーマの選び
方から留学の手続きまで 第2版 (ブルーバッ
クス:B-1671)

坪田一男著 講談社 080||Bu||1671 209006048

223
外国語としての日本語 : その教え方・学び方
(講談社現代新書:1200)

佐々木瑞枝著 講談社 080||Ko||1200 209003944

224
不機嫌な職場 : なぜ社員同士で協力できな
いのか (講談社現代新書:1926)

高橋克徳 [ほか]
著

講談社 080||Ko||1926 209000527

225 ビートルズの謎 (講談社現代新書:1970) 中山康樹著 講談社 080||Ko||1970 209000533
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226
思考停止社会 : 「遵守」に蝕まれる日本 (講
談社現代新書:1978)

郷原信郎著 講談社 080||Ko||1978 209000496

227
いじめの構造 : なぜ人が怪物になるのか
(講談社現代新書:1984)

内藤朝雄著 講談社 080||Ko||1984 209000340

228
日米同盟の正体 : 迷走する安全保障 (講談
社現代新書:1985)

孫崎享著 講談社 080||Ko||1985 209000321

229
入門哲学としての仏教 (講談社現代新
書:1988)

竹村牧男著 講談社 080||Ko||1988 209000476

230
ロマン派の交響曲 : 「未完成」から「悲愴」ま
で (講談社現代新書:1990)

金聖響, 玉木正
之著

講談社 080||Ko||1990 209000479

231
経済成長という病 : 退化に生きる、我ら (講
談社現代新書:1992)

平川克美著 講談社 080||Ko||1992 209000485

232 新しい「教育格差」 (講談社現代新書:1993) 増田ユリヤ著 講談社 080||Ko||1993 209000784

233
マンダラの謎を解く : 三次元からのアプロー
チ (講談社現代新書:1994)

武澤秀一著 講談社 080||Ko||1994 209001180

234 線路を楽しむ鉄道学 (講談社現代新書:1995) 今尾恵介著 講談社 080||Ko||1995 209000480

235
今こそアーレントを読み直す (講談社現代新
書:1996)

仲正昌樹著 講談社 080||Ko||1996 209000462

236
社会的な身体 : 振る舞い・運動・お笑い・ゲー
ム (講談社現代新書:1998)

荻上チキ著 講談社 080||Ko||1998 209000782

237 吉田茂と昭和史 (講談社現代新書:1999) 井上寿一著 講談社 080||Ko||1999 209000756

238
世界は分けてもわからない (講談社現代新
書:2000)

福岡伸一著 講談社 080||Ko||2000 209001055

239
選ばれる男たち : 女たちの夢のゆくえ (講談
社現代新書:2002)

信田さよ子著 講談社 080||Ko||2002 209001190

240
わかりやすく「伝える」技術 (講談社現代新
書:2003)

池上彰著 講談社 080||Ko||2003 209001170
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241
はじめての言語ゲーム (講談社現代新
書:2004)

橋爪大三郎著 講談社 080||Ko||2004 209001057

242
カペー朝 (講談社現代新書:2005. フランス王
朝史:1)

佐藤賢一著 講談社 080||Ko||2005 209001059

243 「空気」と「世間」 (講談社現代新書:2006) 鴻上尚史著 講談社 080||Ko||2006 209001061

244 落語論 (講談社現代新書:2007) 堀井憲一郎著 講談社 080||Ko||2007 209001185

245
関係する女所有する男 (講談社現代新
書:2008)

斎藤環著 講談社 080||Ko||2008 209003322

246 ニッポンの思想 (講談社現代新書:2009) 佐々木敦著 講談社 080||Ko||2009 209001056

247
日本銀行は信用できるか (講談社現代新
書:2010)

岩田規久男著 講談社 080||Ko||2010 209001732

248
カラー版ハッブル望遠鏡宇宙の謎に挑む (講
談社現代新書:2011)

野本陽代著 講談社 080||Ko||2011 209001738

249 日本語という外国語 (講談社現代新書:2013) 荒川洋平著 講談社 080||Ko||2013 209001746

250
分類思考の世界 : なぜヒトは万物を「種」に
分けるのか (講談社現代新書:2014)

三中信宏著 講談社 080||Ko||2014 209003316

251
日本のルールは間違いだらけ (講談社現代
新書:2017)

たくきよしみつ著 講談社 080||Ko||2017 209003961

252
古代中国の虚像と実像 (講談社現代新
書:2018)

落合淳思著 講談社 080||Ko||2018 209004347

253
大学生のためのレポート・論文術 新版 (講談
社現代新書:2021)

小笠原喜康著 講談社 080||Ko||2021 209004996

254
ロボットとは何か : 人の心を映す鏡 (講談社
現代新書:2023)

石黒浩著 講談社 080||Ko||2023 209005007

255
まんが現代史 : アメリカが戦争をやめない理
由 (講談社現代新書:2025)

山井教雄著 講談社 080||Ko||2025 209005385
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256
厚労省と新型インフルエンザ (講談社現代新
書:2026)

木村盛世著 講談社 080||Ko||2026 209005397

257
地アタマを鍛える知的勉強法 (講談社現代新
書:2027)

齋藤孝著 講談社 080||Ko||2027 209005366

258 「天下り」とは何か (講談社現代新書:2028) 中野雅至著 講談社 080||Ko||2028 209005375

259
決定版一億人の俳句入門 (講談社現代新
書:2029)

長谷川櫂著 講談社 080||Ko||2029 209005392

260 がんを生きる (講談社現代新書:2030) 佐々木常雄著 講談社 080||Ko||2030 209005398

261
明治維新 : 1858-1881 (講談社現代新
書:2031)

坂野潤治, 大野
健一著

講談社 080||Ko||2031 209005479

262
新編日本語誤用・慣用小辞典 (講談社現代
新書:2033)

国広哲弥著 講談社 080||Ko||2033 209005476

263 22歳からの国語力 (講談社現代新書:2035) 川辺秀美著 講談社 080||Ko||2035 209006046

264
意外に日本人だけ知らない日本史 (講談社+
α新書:358-3C)

デュラン・れい子
[著]

講談社 080||Ko||358-3C 209001194

265
一冊でわかる!「仏教」って何? (講談社+α新
書:373-2A)

三田誠広 [著] 講談社 080||Ko||373-2A 209005706

266
負けない技術 : 20年間無敗、伝説の雀鬼の
「逆境突破力」 (講談社+α新書:437-2A)

桜井章一[著] 講談社 080||Ko||437-2A 209003334

267
「学力」と「社会力」を伸ばす脳教育 (講談社+
α新書:442-1B)

沢口俊之〔著〕 講談社 080||Ko||442-1B 209001710

268
スラム化する日本経済 : 4分極化する労働
者たち (講談社+α新書:446-1C)

浜矩子 [著] 講談社 080||Ko||446-1C 209000367

269
めざめよ男力! : 鍵は肉体改造にあり (講談
社+α新書:476-1B)

有吉与志恵[著] 講談社 080||Ko||476-1B 209001725

270
ハリウッドではみんな日本人のマネをしてい
る (講談社+α新書:492-1C)

マックス桐島[著] 講談社 080||Ko||492-1C 209005020
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271
えこひいきされる技術 (講談社+α新書:493-
1A)

島地勝彦[著] 講談社 080||Ko||493-1A 209005015

272
生き残る技術 : 無酸素登頂トップクライマー
の限界を超える極意 (講談社+α新書:496-
1C)

小西浩文〔著〕 講談社 080||Ko||496-1C 209005413

273
神道的生活が日本を救う (講談社+α新
書:498-1A)

蔵原これむつ
〔著〕

講談社 080||Ko||498-1A 209005395

274 塩の道 (講談社学術文庫:[677]) 宮本常一 [著] 講談社 080||Ko||677 209000516

275
銀河不動産の超越 : 優しく暖かな森ミステリィ
(講談社ノベルス:モF-45)

森博嗣著 講談社 080||Ko||モF-45 209003324

276
藤田嗣治手しごとの家 (集英社新書:ヴィジュ
アル版015V)

林洋子著 集英社 080||Sh||015 209005954

277 イカの哲学 (集英社新書:0430C)
中沢新一, 波多
野一郎著

集英社 080||Sh||0430 209000528

278 現代アート、超入門! (集英社新書:0484F) 藤田令伊著 集英社 080||Sh||0484 209000359

279
英詩訳・百人一首 : 香り立つやまとごころ
(集英社新書:0485F)

マックミラン・ピー
ター著/佐々田雅
子訳

集英社 080||Sh||0485 209000356

280 新左翼とロスジェネ (集英社新書:0488C) 鈴木英生著 集英社 080||Sh||0488 209000488

281
資本主義崩壊の首謀者たち (集英社新
書:0489A)

広瀬隆著 集英社 080||Sh||0489 209000465

282 イスラムの怒り (集英社新書:0493A) 内藤正典著 集英社 080||Sh||0493 209000470

283 マルクスの逆襲 (集英社新書:0494B) 三田誠広著 集英社 080||Sh||0494 209000471

284 日本の「世界商品」力 (集英社新書:0497B) 嶌信彦著 集英社 080||Sh||0497 209000797

285
今日よりよい明日はない (集英社新
書:0498B)

玉村豊男著 集英社 080||Sh||0498 209000740
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286 振仮名の歴史 (集英社新書:0501F) 今野真二著 集英社 080||Sh||0501 209001174

287
公平・無料・国営を貫く英国の医療改革 (集
英社新書:0502B)

武内和久, 竹之
下泰志著

集英社 080||Sh||0502B 209001704

288
日本の女帝の物語 : あまりにも現代的な古
代の六人の女帝達 (集英社新書:0506B)

橋本治著 集英社 080||Sh||0506B 209001733

289
リーダーは半歩前を歩け : 金大中というヒント
(集英社新書:0509A)

姜尚中著 集英社 080||Sh||0509A 209003318

290 邱永漢の「予見力」 (集英社新書:0514A) 玉村豊男著 集英社 080||Sh||0514 209004721

291 若き友人たちへ (集英社新書:0515B) 筑紫哲也著 集英社 080||Sh||0515 209004720

292 社会主義と個人 (集英社新書:0516A) 笠原清志著 集英社 080||Sh||0516A 209005031

293
自由をつくる自在に生きる (集英社新
書:0520C)

森博嗣著 集英社 080||Sh||0520 209004997

294 不幸な国の幸福論 (集英社新書:0522C) 加賀乙彦著 集英社 080||Sh||0522 209005381

295
著作権の世紀 : 変わる「情報の独占制度」
(集英社新書:0527A)

福井健策著 集英社 080||Sh||0527 209005407

296
著作権の世紀 : 変わる「情報の独占制度」
(集英社新書:0527A)

福井健策著 集英社 080||Sh||0527 209005472

297 明治人の姿 (小学館101新書:027) 櫻井よしこ著 小学館 080||Sh||027 209000404

298
白洲家の流儀 : 祖父母から学んだ「人生の
プリンシプル」 (小学館101新書:030)

白洲信哉著 小学館 080||Sh||030 209000317

299
裁判長!話が違うじゃないですか : 国民に知ら
されない裁判員制度の“不都合な真実" (小
学館101新書:031)

池内ひろ美, 大久
保太郎著

小学館 080||Sh||031 209000507

300
「王様のブランチ」のブックガイド200 (小学館
101新書:033)

松田哲夫著 小学館 080||Sh||033 209000906
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301
歴史を「本当に」動かした戦国武将 (小学館
101新書:038)

松平定知著 小学館 080||Sh||038 209000846

302 世論という悪夢 (小学館101新書:041) 小林よしのり著 小学館 080||Sh||041 209001724

303
地図だけが知っている日本100年の変貌 (小
学館101新書:043)

竹内正浩著 小学館 080||Sh||043 209001705

304
発達障害とことばの相談 : 子どもの育ちを支
える言語聴覚士のアプローチ (小学館101新
書:047)

中川信子著 小学館 080||Sh||047 209001196

305 日本人の英語力 (小学館101新書:048)
マーシャ・クラッカ
ワー著

小学館 080||Sh||048 209004348

306
目立つ力 : インターネットで人生を変える方
法 (小学館101新書:049)

勝間和代著 小学館 080||Sh||049 209003946

307 議員と官僚は使いよう (小学館101新書:055) 小池百合子著 小学館 080||Sh||055 209003959

308
史上最強バルセロナ世界最高の育成メソッド
(小学館101新書:056)

ジョアン・サルバ
ンス著

小学館 080||Sh||056 209005863

309 恥の殿堂 (小学館101新書:058) 落合信彦著 小学館 080||Sh||058 209003963

310
5分で「やる気」が出る賢者の言葉 : 「プチ鬱」
から脱け出す33の技術 (小学館101新書:059)

齋藤孝著 小学館 080||Sh||059 209005374

311
興福寺 (小学館101ビジュアル新書:V001. 古
寺をゆく)

 小学館 080||Sh||V001 209000504

312
ヒトラーの経済政策 : 世界恐慌からの奇跡
的な復興 (祥伝社新書:151)

武田知弘 [著] 祥伝社 080||Sh||151 209000332

313
江戸城を歩く : ヴィジュアル版 (祥伝社新
書:161)

黒田涼 [著] 祥伝社 080||Sh||161 209000739

314
データ比較「住みにくい県」には理由がある
(祥伝社新書:163)

佐藤拓 [著] 祥伝社 080||Sh||163 209000779

315
9・15リーマンショック : その時、トップはどう動
いたか (祥伝社新書:174)

片山修 [著] 祥伝社 080||Sh||174 209003459
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316
デッドライン決断術 : ムダな仕事はネグれ!
(祥伝社新書:175)

吉越浩一郎 [著] 祥伝社 080||Sh||175 209004344

317 記憶はウソをつく (祥伝社新書:177) 榎本博明 [著] 祥伝社 080||Sh||177 209005408

318
悩んだときに元気が出るスヌーピー (祥伝社
新書:182)

チャールズ M.
シュルツ作/谷川
俊太郎訳/香山リ
カ選

祥伝社 080||Sh||182 209004999

319
新書1冊を15分で読む技術 : スーパー速読1
週間 (祥伝社新書:186)

日本速読協会・
井田彰 [著]

祥伝社 080||Sh||186 209005711

320
「スーパー名医」が医療を壊す (祥伝社新
書:187)

村田幸生 [著] 祥伝社 080||Sh||187 209005721

321
歎異抄の謎 : 親鸞をめぐって・「私訳歎異
抄」・原文・対談・関連書一覧 (祥伝社新
書:188)

五木寛之 [著] 祥伝社 080||Sh||188 209005382

322 中東迷走の百年史 (新潮新書:071) 宮田律著 新潮社 080||Sh||071 209005862

323
図書館を使い倒す! : ネットではできない資料
探しの「技」と「コツ」 (新潮新書:140)

千野信浩著 新潮社 080||Sh||140 209000543

324 とてつもない日本 (新潮新書:217) 麻生太郎著 新潮社 080||Sh||217 209000331

325 いつまでもデブと思うなよ (新潮新書:227) 岡田斗司夫著 新潮社 080||Sh||227 209000542

326 大人の見識 (新潮新書:237) 阿川弘之著 新潮社 080||Sh||237 209000540

327
日本の近代 上 (新潮新書:261-262. 教養とし
ての歴史)

福田和也著 新潮社 080||Sh||261 209001296

328
日本の近代 下 (新潮新書:261-262. 教養とし
ての歴史)

福田和也著 新潮社 080||Sh||262 209000741

329
気骨の判決 : 東條英機と闘った裁判官 (新
潮新書:275)

清永聡著 新潮社 080||Sh||275 209000531

330
人は死ぬから生きられる : 脳科学者と禅僧
の問答 (新潮新書:307)

茂木健一郎, 南
直哉著

新潮社 080||Sh||307 209000337
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331 人生の軌道修正 (新潮新書:310) 和田秀樹著 新潮社 080||Sh||310 209000505

332 天皇はなぜ生き残ったか (新潮新書:312) 本郷和人著 新潮社 080||Sh||312 209000518

333 松下幸之助は生きている (新潮新書:317) 岩谷英昭著 新潮社 080||Sh||317 209000775

334 日本の治安 (新潮新書:321) 後藤啓二著 新潮社 080||Sh||321 209001709

335 日本人が知らない幸福 (新潮新書:328) 武永賢著 新潮社 080||Sh||328 209003942

336 霞が関埋蔵金 (新潮新書:329) 菅正治著 新潮社 080||Sh||329 209003943

337 政策論争のデタラメ (新潮新書:330) 市川眞一著 新潮社 080||Sh||330 209003454

338 日本語教のすすめ (新潮新書:333) 鈴木孝夫著 新潮社 080||Sh||333 209004372

339 日本辺境論 (新潮新書:336) 内田樹著 新潮社 080||Sh||336 209004998

340
「メール好感度」を格段に上げる技術 (新潮
新書:339)

神舘和典著 新潮社 080||Sh||339 209005039

341 人間の器量 (新潮新書:340) 福田和也著 新潮社 080||Sh||340 209005017

342 テレビ局の裏側 (新潮新書:341) 中川勇樹著 新潮社 080||Sh||341 209005383

343 戦後落語史 (新潮新書:343) 吉川潮著 新潮社 080||Sh||343 209005716

344
一日一名言 : 歴史との対話365 (新潮新
書:344)

関厚夫著 新潮社 080||Sh||344 209005715

345
医薬品クライシス : 78兆円市場の激震 (新潮
新書:348)

佐藤健太郎著 新潮社 080||Sh||348 209005699
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346
バカヤロー経済学 : 知識ゼロから始める (晋
遊舎新書:005)

竹内薫著 晋遊舎 080||Sh||005 209000494

347
たった1通で人を動かすメールの仕掛け : ビ
ジネス、人脈づくり、婚活…これで落ちない人
はいない! (プレイブックス:P-902)

浅野ヨシオ著 青春出版社 080||Pu||P-902 209001713

348
ネイティブの子供を手本にすると英語はすぐ
喋れる (青春新書INTELLIGENCE:PI-158)

晴山陽一著 青春出版社 080||Se||PI-158 209000798

349
図説地図とあらすじでわかる!万葉集 (青春
新書INTELLIGENCE:PI-233)

坂本勝監修 青春出版社 080||Se||PI-233 209000334

350
冥途の旅はなぜ四十九日なのか : 数学者が
読み解く仏教世界 (青春新書
INTELLIGENCE:PI-235)

柳谷晃著 青春出版社 080||Se||PI-235 209000514

351
政権力 : 一国のリーダーたる器とは (青春新
書INTELLIGENCE:PI-240)

三宅久之著 青春出版社 080||Se||PI-240 209001072

352
その「エコ常識」が環境を破壊する (青春新
書INTELLIGENCE:PI-243)

武田邦彦著 青春出版社 080||Se||PI-243 209001176

353
図説あらすじでわかる!日本の仏 (青春新書
INTELLIGENCE:PI-244)

速水侑監修 青春出版社 080||Se||PI-244 209001195

354
ストレスに強い脳、弱い脳 : そのカギはセロト
ニンが握っていた! (青春新書
INTELLIGENCE:PI-245)

有田秀穂著 青春出版社 080||Se||PI-245 209001726

355
ニッポンの底力がわかる本 (青春新書
INTELLIGENCE:PI-246)

村上玄一著 青春出版社 080||Se||PI-246 209001197

356
精神力 : 強くなる迷い方 (青春新書
INTELLIGENCE:PI-247)

桜井章一著 青春出版社 080||Se||PI-247 209003446

357
仕事で使える!Twitter超入門 (青春新書:PI-
250)

小川浩著 青春出版社 080||Se||PI-250 209003464

358
ニュースが伝えない政治と官僚 (青春新書
INTELLIGENCE:PI-253)

三宅久之著 青春出版社 080||Se||Pl-253 209005009

359
「脳の栄養不足」が老化を早める! (青春新書
INTELLIGENCE:PI-256)

溝口徹著 青春出版社 080||Se||Pl-256 209005018

360
「決定力不足」でもゴールは奪える (双葉新
書:001)

杉山茂樹著 双葉社 080||Fu||001 209005722
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361
自死という生き方 : 覚悟して逝った哲学者
(双葉新書:002)

須原一秀著 双葉社 080||Fu||002 209005389

362 病気にならない7つのルール (双葉新書:003) 新谷弘実著 双葉社 080||Fu||003 209005962

363
ミラーニューロンの発見 : 「物まね細胞」が明
かす驚きの脳科学 (ハヤカワ新書juice:002)

マルコ・イアコ
ボーニ著/塩原通
緒訳

早川書房 080||Ha||002 209000497

364
グーグル時代の情報整理術 (ハヤカワ新書
juice:009)

ダグラス・C. メリ
ル, ジェイムズ・A.
マーティン著/千
葉敏生訳

早川書房 080||Ha||009 209005439

365
雇用はなぜ壊れたのか : 会社の論理vs.労
働者の論理 (ちくま新書:775)

大内伸哉著 筑摩書房 080||Ch|| 775 209000322

366
教科書の文学を読みなおす (ちくまプリマー
新書:092)

島内景二著 筑摩書房 080||Ch||092 209003466

367 多読術 (ちくまプリマー新書:106) 松岡正剛著 筑摩書房 080||Ch||106 209000311

368
若いうちに読みたい太宰治 (ちくまプリマー新
書:108)

齋藤孝著 筑摩書房 080||Ch||108 209003465

369
中学生からの哲学「超」入門 : 自分の意志を
持つということ (ちくまプリマー新書:113)

竹田青嗣著 筑摩書房 080||Ch||113 209001173

370 ALMA電波望遠鏡 (ちくまプリマー新書:114) 石黒正人著 筑摩書房 080||Ch||114 209001070

371
キュートな数学名作問題集 (ちくまプリマー新
書:115)

小島寛之著 筑摩書房 080||Ch||115 209001739

372
時間旅行は可能か? : 相対性理論の入り口
(ちくまプリマー新書:119)

二間瀬敏史著 筑摩書房 080||Ch||119 209004367

373
文系?理系? : 人生を豊かにするヒント (ちくま
プリマー新書:120)

志村史夫著 筑摩書房 080||Ch||120 209003957

374
はじめての刑法入門 (ちくまプリマー新
書:121)

谷岡一郎著 筑摩書房 080||Ch||121 209005030

375 社会学にできること (ちくまプリマー新書:122) 西研, 菅野仁著 筑摩書房 080||Ch||122 209005008
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376
はじめての坂本龍馬 (ちくまプリマー新
書:125)

齋藤孝著 筑摩書房 080||Ch||125 209005708

377
就活のまえに : 良い仕事、良い職場とは? (ち
くまプリマー新書:126)

中沢孝夫著 筑摩書房 080||Ch||126 209005696

378 遠野物語へようこそ (ちくまプリマー新書:127)
三浦佑之, 赤坂
憲雄著

筑摩書房 080||Ch||127 209005468

379 学問のすすめ : 現代語訳 (ちくま新書:766)
福澤諭吉著/齋
藤孝訳

筑摩書房 080||Ch||766 209000313

380 独学の精神 (ちくま新書:769) 前田英樹著 筑摩書房 080||Ch||769 209000357

381 学歴分断社会 (ちくま新書:772) 吉川徹著 筑摩書房 080||Ch||772 209000326

382 ドゥルーズ入門 (ちくま新書:776) 檜垣立哉著 筑摩書房 080||Ch||776 209000364

383
資本主義の暴走をいかに抑えるか (ちくま新
書:780)

柴田徳太郎著 筑摩書房 080||Ch||780 209000324

384 貧困化するホワイトカラー (ちくま新書:781) 森岡孝二著 筑摩書房 080||Ch||781 209000522

385 アニメ文化外交 (ちくま新書:782) 櫻井孝昌著 筑摩書房 080||Ch||782 209000473

386
日々是修行 : 現代人のための仏教一〇〇話
(ちくま新書:783)

佐々木閑著 筑摩書房 080||Ch||783 209000492

387 経済学の名著30 (ちくま新書:785) 松原隆一郎著 筑摩書房 080||Ch||785 209000466

388 日本の殺人 (ちくま新書:787) 河合幹雄著 筑摩書房 080||Ch||787 209000781

389 美人好きは罪悪か? (ちくま新書:788) 小谷野敦著 筑摩書房 080||Ch||788 209000776

390 日本の深層文化 (ちくま新書:791) 森浩一著 筑摩書房 080||Ch||791 209001062
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391
害虫の誕生 : 虫からみた日本史 (ちくま新
書:793)

瀬戸口明久著 筑摩書房 080||Ch||793 209001065

392
人の気持ちがわかる脳 : 利己性・利他性の
脳科学 (ちくま新書:794)

村井俊哉著 筑摩書房 080||Ch||794 209001066

393
賢い皮膚 : 思考する最大の「臓器」 (ちくま新
書:795)

傳田光洋著 筑摩書房 080||Ch||795 209001073

394 会計学はこう考える (ちくま新書:797) 友岡賛著 筑摩書房 080||Ch||797 209001736

395 ルポ産科医療崩壊 (ちくま新書:798) 軸丸靖子著 筑摩書房 080||Ch||798 209001742

396
コミュニティを問いなおす : つながり・都市・日
本社会の未来 (ちくま新書:800)

広井良典著 筑摩書房 080||Ch||800 209001745

397 「中国問題」の核心 (ちくま新書:801) 清水美和著 筑摩書房 080||Ch||801 209003319

398 心理学で何がわかるか (ちくま新書:802) 村上宣寛著 筑摩書房 080||Ch||802 209003315

399 検察の正義 (ちくま新書:803) 郷原信郎著 筑摩書房 080||Ch||803 209003320

400 12歳からの現代思想 (ちくま新書:805) 岡本裕一朗著 筑摩書房 080||Ch||805 209003321

401 国語教科書の中の「日本」 (ちくま新書:806) 石原千秋著 筑摩書房 080||Ch||806 209003317

402
使える!経済学の考え方 : みんなをより幸せ
にするための論理 (ちくま新書:807)

小島寛之著 筑摩書房 080||Ch||807 209003951

403
高校生のための科学キーワード100 (ちくま
新書:808)

久我羅内著 筑摩書房 080||Ch||808 209003956

404
ドキュメント高校中退 : いま、貧困がうまれる
場所 (ちくま新書:809)

青砥恭著 筑摩書房 080||Ch||809 209003948

405
その言い方が人を怒らせる : ことばの危機管
理術 (ちくま新書:812)

加藤重広著 筑摩書房 080||Ch||812 209005002
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406 それでも子どもは減っていく (ちくま新書:813) 本田和子著 筑摩書房 080||Ch||813 209005373

407
環境思想とは何か : 環境主義からエコロジズ
ムへ (ちくま新書:815)

松野弘著 筑摩書房 080||Ch||815 209005001

408
論理病をなおす! : 処方箋としての詭弁 (ちく
ま新書:816)

香西秀信著 筑摩書房 080||Ch||816 209005003

409
教育の職業的意義 : 若者、学校、社会をつな
ぐ (ちくま新書:817)

本田由紀著 筑摩書房 080||Ch||817 209005362

410
暴走育児 : 夫の知らない妻と子のスウィート
ホーム (ちくま新書:818)

石川結貴著 筑摩書房 080||Ch||818 209005376

411 社会思想史を学ぶ (ちくま新書:819) 山脇直司著 筑摩書房 080||Ch||819 209005363

412 マーケティングを学ぶ (ちくま新書:822) 石井淳蔵著 筑摩書房 080||Ch||822 209006045

413 定食学入門 (ちくま新書:823) 今柊二著 筑摩書房 080||Ch||823 209005401

414 キャラクターとは何か (ちくま新書:824) 小田切博著 筑摩書房 080||Ch||824 209005474

415 ナビゲート!日本経済 (ちくま新書:825) 脇田成著 筑摩書房 080||Ch||825 209005473

416 次に来るメディアは何か (ちくま新書:826) 河内孝著 筑摩書房 080||Ch||826 209005400

417
教育改革のゆくえ : 国から地方へ (ちくま新
書:828)

小川正人著 筑摩書房 080||Ch||828 209006047

418 拝金社会主義中国 (ちくま新書:829) 遠藤誉著 筑摩書房 080||Ch||829 209006052

419 感染症 : 広がり方と防ぎ方 (中公新書:1877) 井上栄著 中央公論新社 080||Ch||1877 209000793

420
小泉政権 : 「パトスの首相」は何を変えたの
か (中公新書:1892)

内山融著 中央公論新社 080||Ch||1892 209000536
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421
信長と消えた家臣たち : 失脚・粛清・謀反
(中公新書:1907)

谷口克広著 中央公論新社 080||Ch||1907 209000349

422
諸子百家 : 儒家・墨家・道家・法家・兵家 (中
公新書:1989)

湯浅邦弘著 中央公論新社 080||Ch||1989 209000403

423
イワシはどこへ消えたのか : 魚の危機とレ
ジーム・シフト (中公新書:1991)

本田良一著 中央公論新社 080||Ch||1991 209000355

424
早世の天才画家 : 日本近代洋画の十二人
(中公新書:1993)

酒井忠康著 中央公論新社 080||Ch||1993 209000796

425
イタリア・ロマネスクへの旅 : カラー版 (中公
新書:1994)

池田健二著 中央公論新社 080||Ch||1994 209000477

426
キリストの身体 : 血と肉と愛の傷 (中公新
書:1998)

岡田温司著 中央公論新社 080||Ch||1998 209000472

427
現代哲学の名著 : 20世紀の20冊 (中公新
書:1999)

熊野純彦編 中央公論新社 080||Ch||1999 209000467

428
戦後世界経済史 : 自由と平等の視点から
(中公新書:2000)

猪木武徳著 中央公論新社 080||Ch||2000 209000520

429 孟嘗君と戦国時代 (中公新書:2001) 宮城谷昌光著 中央公論新社 080||Ch||2001 209000777

430
ハックルベリー・フィンのアメリカ : 「自由」は
どこにあるか (中公新書:2002)

亀井俊介著 中央公論新社 080||Ch||2002 209000783

431
疾走する精神 : 「今、ここ」から始まる思想
(中公新書:2003)

茂木健一郎著 中央公論新社 080||Ch||2003 209000785

432
帝国大学の時代 (中公新書:2004. 大学の誕
生:上)

天野郁夫著 中央公論新社 080||Ch||2004 209000463

433
大学への挑戦 (中公新書:2005. 大学の誕生:
下)

天野郁夫著 中央公論新社 080||Ch||2005 209000769

434
教育と平等 : 大衆教育社会はいかに生成し
たか (中公新書:2006)

苅谷剛彦著 中央公論新社 080||Ch||2006 209000750

435
物語数学の歴史 : 正しさへの挑戦 (中公新
書:2007)

加藤文元著 中央公論新社 080||Ch||2007 209000748
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436
市場主義のたそがれ : 新自由主義の光と影
(中公新書:2008)

根井雅弘著 中央公論新社 080||Ch||2008 209000768

437
音楽の聴き方 : 聴く型と趣味を語る言葉 (中
公新書:2009)

岡田暁生著 中央公論新社 080||Ch||2009 209000767

438
和の思想 : 異質のものを共存させる力 (中公
新書:2010)

長谷川櫂著 中央公論新社 080||Ch||2010 209000795

439 皇族 : 天皇家の近現代史 (中公新書:2011) 小田部雄次著 中央公論新社 080||Ch||2011 209000747

440
マチュピチュ : 天空の聖殿 : カラー版 (中公
新書:2012)

高野潤著 中央公論新社 080||Ch||2012 209001063

441
無印ニッポン : 20世紀消費社会の終焉 (中公
新書:2013)

堤清二, 三浦展
著

中央公論新社 080||Ch||2013 209001735

442
ヨーロッパの中世美術 : 大聖堂から写本まで
(中公新書:2014)

浅野和生著 中央公論新社 080||Ch||2014 209001171

443
「大日本帝国」崩壊 : 東アジアの1945年 (中
公新書:2015)

加藤聖文著 中央公論新社 080||Ch||2015 209001058

444
排出取引 : 環境と発展を守る経済システムと
は (中公新書:2016)

天野明弘著 中央公論新社 080||Ch||2016 209001737

445
ネガティブ・マインド : なぜ「うつ」になる、どう
予防する (中公新書:2019)

坂本真士著 中央公論新社 080||Ch||2019 209003327

446
マイクロファイナンス : 貧困と闘う「驚異の金
融」 (中公新書:2021)

菅正広著 中央公論新社 080||Ch||2021 209003323

447 東京ひとり散歩 (中公新書:2023) 池内紀著 中央公論新社 080||Ch||2023 209003335

448
グローバル化経済の転換点 : 「アリとキリギ
リス」で読み解く世界・アジア・日本 (中公新
書:2024)

中井浩之著 中央公論新社 080||Ch||2024 209003950

449
物語ストラスブールの歴史 : 国家の辺境、
ヨーロッパの中核 (中公新書:2027)

内田日出海著 中央公論新社 080||Ch||2027 209003949

450
信長の天下所司代 : 筆頭吏僚村井貞勝 (中
公新書:2028)

谷口克広著 中央公論新社 080||Ch||2028 209005034
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451
北朝鮮帰国事業 : 「壮大な拉致」か「追放」か
(中公新書:2029)

菊池嘉晃著 中央公論新社 080||Ch||2029 209005006

452 上海 : 多国籍都市の百年 (中公新書:2030) 榎本泰子著 中央公論新社 080||Ch||2030 209005000

453
IMF(国際通貨基金) : 使命と誤算 (中公新
書:2031)

大田英明著 中央公論新社 080||Ch||2031 209005004

454
ハプスブルク三都物語 : ウィーン、プラハ、ブ
ダペスト (中公新書:2032)

河野純一著 中央公論新社 080||Ch||2032 209005005

455
河合栄治郎 : 戦闘的自由主義者の真実 (中
公新書:2033)

松井慎一郎著 中央公論新社 080||Ch||2033 209005367

456
感染症の中国史 : 公衆衛生と東アジア (中公
新書:2034)

飯島渉著 中央公論新社 080||Ch||2034 209005372

457 ヴィーコ : 学問の起源へ (中公新書:2035) 上村忠男著 中央公論新社 080||Ch||2035 209005365

458
日本哲学小史 : 近代100年の20篇 (中公新
書:2036)

熊野純彦編著 中央公論新社 080||Ch||2036 209005364

459
社会とは何か : システムからプロセスへ (中
公新書:2037)

竹沢尚一郎著 中央公論新社 080||Ch||2037 209006043

460
天平の三姉妹 : 聖武皇女の矜持と悲劇 (中
公新書:2038)

遠山美都男著 中央公論新社 080||Ch||2038 209005482

461
鳥羽伏見の戦い : 幕府の命運を決した四日
間 (中公新書:2040)

野口武彦著 中央公論新社 080||Ch||2040 209005471

462
世界の日本人ジョーク集 続 (中公新書ラク
レ:202, 309)

早坂隆著 中央公論新社 080||Ch||309 209000320

463
落下傘学長奮闘記 : 大学法人化の現場か
ら (中公新書ラクレ:310)

黒木登志夫著 中央公論新社 080||Ch||310 209000339

464
バチカン : ミステリアスな「神に仕える国」 (中
公新書ラクレ:317)

秦野るり子著 中央公論新社 080||Ch||317 209000482

465 大不況には本を読む (中公新書ラクレ:321) 橋本治著 中央公論新社 080||Ch||321 209000778
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466
アカデミア・サバイバル : 「高学歴ワーキング
プア」から抜け出す (中公新書ラクレ:329)

水月昭道著 中央公論新社 080||Ch||329 209003443

467
鳩山由紀夫と鳩山家四代 (中公新書ラク
レ:330)

森省歩著 中央公論新社 080||Ch||330 209003336

468
検事総長 : 政治と検察のあいだで (中公新書
ラクレ:331)

渡邉文幸著 中央公論新社 080||Ch||331 209003955

469
財務3表一体理解法 : 決算書がスラスラわか
る (朝日新書:044)

國貞克則著 朝日新聞社 080||As||044 209000537

470
1997年--世界を変えた金融危機 (朝日新
書:074)

竹森俊平著 朝日新聞社 080||As||074 209000535

471 本と映画と「70年」を語ろう (朝日新書:110)
鈴木邦男, 川本
三郎著

朝日新聞出版 080||As||110 209000534

472
コンサルタントの習慣術 : 頭を鍛える「仕組
み」をつくれ (朝日新書:167)

野口吉昭著 朝日新聞出版 080||As||167 209000319

473 松本清張を推理する (朝日新書:169) 阿刀田高著 朝日新聞出版 080||As||169 209000500

474
財務3表一体分析法 : 「経営」がわかる決算
書の読み方 (朝日新書:174)

國貞克則著 朝日新聞出版 080||As||174 209000498

475
映画365本 : DVDで世界を読む (朝日新
書:176)

宮崎哲弥著 朝日新聞出版 080||As||176 209000517

476
会社数字がわかる計数感覚ドリル (朝日新
書:179)

千賀秀信著 朝日新聞出版 080||As||179 209000738

477
誰も知らないサプリメントの真実 (朝日新
書:183)

高田明和著 朝日新聞出版 080||As||183 209000788

478
量子の新時代 : SF小説がリアルになる (朝
日新書:187)

佐藤文隆, 井元
信之, 尾関章著

朝日新聞出版 080||As||187 209001178

479
「伝わる英語」習得術 : 理系の巨匠に学ぶ
(朝日新書:190)

原賀真紀子著 朝日新聞出版 080||As||190 209001731

480
大名庭園を楽しむ : お江戸歴史探訪 (朝日
新書:193)

安藤優一郎著 朝日新聞出版 080||As||193 209005410
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481
百年続く企業の条件 : 老舗は変化を恐れな
い (朝日新書:194)

帝国データバンク
史料館・産業調
査部編

朝日新聞出版 080||As||194 209003456

482
クラウド・コンピューティング仕事術 (朝日新
書:195)

西田宗千佳著 朝日新聞出版 080||As||195 209003331

483
やる気を引き出す会話のマジック : NLPコミュ
ニケーション入門 (朝日新書:198)

千葉英介著/にし
かわたく画

朝日新聞出版 080||As||198 209003332

484 ヒルズ挑戦する都市 (朝日新書:200) 森稔著 朝日新聞出版 080||As||200 209004382

485 公務員大崩落 (朝日新書:202) 中野雅至著 朝日新聞出版 080||As||202 209003947

486
わが夫坂本龍馬 : おりょう聞書き (朝日新
書:205)

一坂太郎著 朝日新聞出版 080||As||205 209005011

487
秋山兄弟好古と真之 : 明治の人材はいかに
して生まれたか (朝日新書:206)

瀧澤中著 朝日新聞出版 080||As||206 209005036

488 うつで困ったときに開く本 (朝日新書:209) 香山リカ著 朝日新聞出版 080||As||209 209005387

489 闇狩り師黄石公の犬 (Tokuma Novels) 夢枕獏〔著〕 徳間書店 080||To 209000746

490
影絵の騎士 : 長篇ハードボイルド (Tokuma
Novels)

大沢在昌〔著〕 徳間書店 080||To 209000772

491
「理工系離れ」が経済力を奪う (日経プレミア
シリーズ:040)

今野浩著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||040 209000347

492
リンゴが教えてくれたこと (日経プレミアシリー
ズ:046)

木村秋則著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||046 209000489

493 節約の王道 (日経プレミアシリーズ:057) 林望著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||057 209003962

494
航空機は誰が飛ばしているのか (日経プレミ
アシリーズ:058)

轟木一博著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||058 209004381

495
欲しがらない若者たち (日経プレミアシリー
ズ:061)

山岡拓著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||061 209005391
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496
不思議な経済大国中国 (日経プレミアシリー
ズ:066)

室井秀太郎著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||066 209005695

497 公益法人の基礎知識 (日経文庫:1199) 熊谷則一著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||1199 209000509

498 環境経営入門 (日経文庫:1204) 足達英一郎著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||1204 209005378

499
個人情報保護法の知識 第2版 (日経文
庫:1209)

岡村久道著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||1209 209005480

500
頭のいい人が使うモノの言い方・話し方 :
ちょっとした話し方のコツが相手に与える印
象を大きく変える (日文新書:021)

神岡真司著 日本文芸社 080||Ni||021 209001189

501
必ず黙らせる「クレーム」切り返し術 : どんな
相手にも通用するとっさのひと言 (日文新
書:033)

神岡真司著 日本文芸社 080||Ni||033 209000328

502
雇用大崩壊 : 失業率10%時代の到来 (生活
人新書:283)

田中秀臣著
日本放送出版協
会

080||Se||283 209003463

503
プロフェッショナルたちの脳活用法 (生活人
新書:286)

茂木健一郎,
NHK「プロフェッ
ショナル」制作班
編著

日本放送出版協
会

080||Se||286 209000312

504
脳力開発マップのススメ : 凄い才能を自分で
創る (生活人新書:289)

林成之著
日本放送出版協
会

080||Se||289 209005024

505
「アメリカ社会」入門 : 英国人ニューヨークに
住む (生活人新書:293)

コリン・ジョイス著
/谷岡健彦訳

日本放送出版協
会

080||Se||293 209000789

506
新型インフルエンザはなぜ恐ろしいのか (生
活人新書:301)

押谷仁, 虫明英
樹著

日本放送出版協
会

080||Se||301 209003333

507
勝間・藤巻に聞け!「仕事学のすすめ」 : 自分
ブランドで課題克服 (生活人新書:303)

勝間和代, 藤巻
幸夫著

日本放送出版協
会

080||Se||303 209004374

508 見通す力 (生活人新書:304) 池上彰著
日本放送出版協
会

080||Se||304 209004373

509
はじめての宗教論 : 見えない世界の逆襲 右
巻 (生活人新書:308)

佐藤優著
日本放送出版協
会

080||Se||308 209005421

510
育ての極意とアンチエイジング (生活人新
書:310. プロフェッショナルたちの脳活用法:2)

 
日本放送出版協
会

080||Se||310 209005402
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511
「聞き上手」の法則 : 人間関係を良くする15
のコツ (生活人新書:311)

澤村直樹著
日本放送出版協
会

080||Se||311 209005403

512
ビザンツ文明 : キリスト教ローマ帝国の伝統
と変容 (文庫クセジュ:937)

ベルナール・フ
リューザン著/大
月康弘訳

白水社 080||Bu||937 209001729

513
「未納が増えると年金が破綻する」って誰が
言った? : 世界一わかりやすい経済の本 (扶
桑社新書:045)

細野真宏著 扶桑社 080||Fu||045 209000315

514
僕が2ちゃんねるを捨てた理由 (扶桑社新
書:054)

ひろゆき著 扶桑社 080||Fu||054 209000791

515
「話し方」で人生が変わる実践ノート (扶桑社
新書:059)

福田健著 扶桑社 080||Fu||059 209003445

516
専門医が教える糖尿病ウォーキング! (扶桑
社新書:061)

福田正博著 扶桑社 080||Fu||061 209005027

517
東大教師が新入生にすすめる本 [1] (文春
新書:368, 688)

文藝春秋編 文藝春秋 080||Bu||368 209000351

518 世間も他人も気にしない (文春新書:640) ひろさちや著 文藝春秋 080||Bu||640 209000348

519 女が嫌いな女 (文春新書:676)
週刊文春編集部
編

文藝春秋 080||Bu||676 209000530

520 断る力 (文春新書:682) 勝間和代著 文藝春秋 080||Bu||682 209000310

521
東大教師が新入生にすすめる本 2 (文春新
書:368, 688)

文藝春秋編 文藝春秋 080||Bu||688 209000363

522
日本経済の勝ち方太陽エネルギー革命 (文
春新書:691)

村沢義久著 文藝春秋 080||Bu||691 209000787

523 日本の珍地名 (文春新書:697) 竹内正浩著 文藝春秋 080||Bu||697 209001718

524 世襲議員のからくり (文春新書:698) 上杉隆著 文藝春秋 080||Bu||698 209000493

525
教育をぶっとばせ : 反学校文化の輩たち (文
春新書:699)

岩本茂樹著 文藝春秋 080||Bu||699 209001068
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526 人類進化99の謎 (文春新書:700) 河合信和著 文藝春秋 080||Bu||700 209000519

527 漢字の相談室 (文春新書:702) 阿辻哲次著 文藝春秋 080||Bu||702 209000774

528
松本清張の「遺言」 : 『神々の乱心』を読み解
く (文春新書:703)

原武史著 文藝春秋 080||Bu||703 209000742

529 歌舞伎町・ヤバさの真相 (文春新書:705) 溝口敦著 文藝春秋 080||Bu||705 209000743

530 私が見た21の死刑判決 (文春新書:706) 青沼陽一郎著 文藝春秋 080||Bu||706 209001199

531 2011年新聞・テレビ消滅 (文春新書:708) 佐々木俊尚著 文藝春秋 080||Bu||708 209001186

532
明治人の作法 : 躾けと嗜みの教科書 (文春
新書:709)

横山験也著 文藝春秋 080||Bu||709 209001192

533
父が子に教える昭和史 : あの戦争36のなぜ?
(文春新書:711)

半藤一利 [ほか]
著

文藝春秋 080||Bu||711 209001719

534
昭和の遺書 : 55人の魂の記録 (文春新
書:713)

梯久美子著 文藝春秋 080||Bu||713 209003452

535 エコノミストを格付けする (文春新書:714) 東谷暁著 文藝春秋 080||Bu||714 209003451

536
就活って何だ : 人事部長から学生へ (文春新
書:715)

森健著 文藝春秋 080||Bu||715 209003314

537 完本紳士と淑女 : 1980-2009 (文春新書:716) 徳岡孝夫著 文藝春秋 080||Bu||716 209003455

538
民主党が日本経済を破壊する (文春新
書:717)

与謝野馨著 文藝春秋 080||Bu||717 209005697

539 愚の力 (文春新書:718) 大谷光真著 文藝春秋 080||Bu||718 209004368

540
ぼくらの頭脳の鍛え方 : 必読の教養書400冊
(文春新書:719)

立花隆, 佐藤優
著

文藝春秋 080||Bu||719 209004366
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541 中島敦「山月記伝説」の真実 (文春新書:720) 島内景二著 文藝春秋 080||Bu||720 209004376

542 がん再発を防ぐ「完全食」 (文春新書:721) 済陽高穂著 文藝春秋 080||Bu||721 209004371

543 司馬遼太郎リーダーの条件 (文春新書:726)
半藤一利, 磯田
道史, 鴨下信一
他著

文藝春秋 080||Bu||726 209005013

544
金融恐慌とユダヤ・キリスト教 (文春新
書:727)

島田裕巳著 文藝春秋 080||Bu||727 209005717

545
クラシックCDの名盤 新版 演奏家篇 (文春新
書:646, 729)

宇野功芳, 中野
雄, 福島章恭著

文藝春秋 080||Bu||729 209005014

546 鳩山一族その金脈と血脈 (文春新書:730) 佐野眞一著 文藝春秋 080||Bu||730 209005012

547 「阿修羅像」の真実 (文春新書:731) 長部日出雄著 文藝春秋 080||Bu||731 209005388

548 謎の渡来人秦氏 (文春新書:734) 水谷千秋著 文藝春秋 080||Bu||734 209005419

549 天才勝新太郎 (文春新書:735) 春日太一著 文藝春秋 080||Bu||735 209005702

550 農協との「30年戦争」 (文春新書:737) 岡本重明著 文藝春秋 080||Bu||737 209005700

551 オペラの名盤 (平凡社新書:438) 堀内修著 平凡社 080||He||438 209000346

552 吉本隆明1968 (平凡社新書:459) 鹿島茂著 平凡社 080||He||459 209000484

553 マルクスは生きている (平凡社新書:461) 不破哲三著 平凡社 080||He||461 209000521

554
日本語の学校 : 声に出して読む「言葉の豊か
さ」 (平凡社新書:463)

鴨下信一著 平凡社 080||He||463 209001179

555
日銀を知れば経済がわかる (平凡社新
書:464)

池上彰著 平凡社 080||He||464 209000508
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556 私小説のすすめ (平凡社新書:473) 小谷野敦著 平凡社 080||He||473 209001071

557
オノマトペがあるから日本語は楽しい : 擬音
語・擬態語の豊かな世界 (平凡社新書:474)

小野正弘著 平凡社 080||He||474 209001067

558 ドイツ料理万歳! (平凡社新書:475)
川口マーン惠美
著

平凡社 080||He||475 209001728

559
学問の春 : 「知と遊び」の10講義 (平凡社新
書:479)

山口昌男著 平凡社 080||He||479 209001743

560 原始日本語のおもかげ (平凡社新書:482) 木村紀子著 平凡社 080||He||482 209001730

561
ノモンハン事件 : 機密文書「検閲月報」が明
かす虚実 (平凡社新書:483)

小林英夫著 平凡社 080||He||483 209001741

562
ヒットを生み出す最強チーム術 : キリンビー
ル・マーケティング部の挑戦 (平凡社新
書:487)

佐藤章著 平凡社 080||He||487 209003330

563 闘うレヴィ=ストロース (平凡社新書:498) 渡辺公三著 平凡社 080||He||498 209005016

564
戦後思想は日本を読みそこねてきた : 近現
代思想史再考 (平凡社新書:501)

鈴木貞美著 平凡社 080||He||501 209005371

565 ベートーヴェンの生涯 (平凡社新書:502) 青木やよひ著 平凡社 080||He||502 209005714

566
秀吉を襲った大地震 : 地震考古学で戦国史
を読む (平凡社新書:504)

寒川旭著 平凡社 080||He||504 209005483

567
死にざまに見る昭和史 : 八人の凛然たる<最
期> (平凡社新書:505)

大野芳著 平凡社 080||He||505 209005409

568
自動車ビジネスに未来はあるか? : エコカーと
新興国で勝ち残る企業の条件 (宝島社新
書:[294])

下川浩一著 宝島社 080||Ta||294 209001720

569 下り坂社会を生きる (宝島社新書)
島田裕巳, 小幡
績著

宝島社 080||Ta||306 209005709

570
ツイッター140文字が世界を変える (マイコミ
新書)

コグレマサト, いし
たにまさき著

毎日コミュニケー
ションズ

080||Ma 209004375
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571 Googleの正体 (マイコミ新書) 牧野武文著
毎日コミュニケー
ションズ

080||Ma 209005705

572
日本の農業は成長産業に変えられる (新書
y:217)

大泉一貫著 洋泉社 080||Sh||217 209001727

573
Twitter社会論 : 新たなリアルタイム・ウェブ
の潮流 (新書y:227)

津田大介著 洋泉社 080||Sh||227 209004253

574
太る食べ物、やせる食べ物 (健康人新
書:010)

石原結實著 廣済堂出版 080||Ke||010 209000354
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