
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 「太宰」で鍛える日本語力 (祥伝社新書:267) 出口汪 [著] 祥伝社 080||Sh||267 212000618

2 ディズニー式サービスの教え (宝島社新書) 小松田勝著 宝島社 080||Ta||341 212000619

3
感性の限界 : 不合理性・不自由性・不条理
性 (講談社現代新書:2153)

高橋昌一郎著 講談社 080||Ko||2153 212000620

4 論語 : 真意を読む (中公新書:2153) 湯浅邦弘著 中央公論新社 080||Ch||2153 212000621

5
金融入門 7版 (日経文庫:1821. ベーシック.
Basic)

日本経済新聞社
編

日本経済新聞出
版社

080||Ni||1821 212000622

6
池上彰の「ニュース、そこからですか!?」 (文
春新書:850)

池上彰著 文藝春秋 080||Bu||850 212000623

7
毒になる生食、薬になる生食 (講談社+α 新
書:325-2B)

藤田紘一郎 [著] 講談社 080||Ko||325-2B 212000624

8
これだけは知っておきたい「名画の常識」
(小学館101ビジュアル新書:V019. Art:4)

中村麗著 小学館 080||Sh||V019 212000756

9
コミュニケーションは、要らない (幻冬舎新
書:254, [お-5-2])

押井守著 幻冬舎 080||Ge||254 212000757

10
政府は必ず嘘をつく : アメリカの「失われた
10年」が私たちに警告すること (角川SSC新
書:147)

堤未果著

角川マガジンズ/
角川グループパ
ブリッシング (発
売)

080||Ka||147 212000818

11
勝ち続ける意志力 : 世界一プロ・ゲーマーの
「仕事術」 (小学館101新書:132)

梅原大吾著 小学館 080||Sh||132 212000838

12
分かりやすい「民法」の授業 : 弁護士が教え
る (光文社新書:578)

木山泰嗣著 光文社 080||Ko||578 212000839

13
知らないと恥をかく世界の大問題 3 (角川
SSC新書:081, 119, 153)

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||153 212000840

14 暴走する地方自治 (ちくま新書:960) 田村秀著 筑摩書房 080||Ch||960 212000841

15
連分数のふしぎ : 無理数の発見から超越数
まで (ブルーバックス:B-1770)

木村俊一著 講談社 080||Bu||1770 212000842

16 宮中からみる日本近代史 (ちくま新書:957) 茶谷誠一著 筑摩書房 080||Ch||957 212000843

17
呼吸の極意 : 心身を整える絶妙なしくみ (ブ
ルーバックス:B-1771)

永田晟著 講談社 080||Bu||1771 212000844

18 本音の沖縄問題 (講談社現代新書:2156) 仲村清司著 講談社 080||Ko||2156 212000845
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19
入門者のExcelVBA : 初めての人にベストな
学び方 (ブルーバックス:B-1769)

立山秀利著 講談社 080||Bu||1769 212000846

20
商店街はなぜ滅びるのか : 社会・政治・経
済史から探る再生の道 (光文社新書:582)

新雅史著 光文社 080||Ko||582 212000847

21
結晶とはなにか : 自然が作る対称性の不思
議 (ブルーバックス:B-1766)

平山令明著 講談社 080||Bu||1766 212000848

22
桂太郎 : 外に帝国主義、内に立憲主義 (中
公新書:2162)

千葉功著 中央公論新社 080||Ch||2162 212000887

23 冤罪と裁判 (講談社現代新書:2157) 今村核著 講談社 080||Ko||2157 212000888

24
僕たちはいつまでこんな働き方を続けるの
か? (星海社新書:14)

木暮太一著
星海社/講談社
(発売)

080||Se||14 212000889

25
日本と世界の「流れ」を読む経済学 : ニュー
スの本質を見抜く (PHPビジネス新書:217)

伊藤元重著 PHP研究所 080||Ph||217 212000890

26
ヒトは一二〇歳まで生きられる : 寿命の分子
生物学 (ちくま新書:958)

杉本正信著 筑摩書房 080||Ch||958 212000891

27
分散型エネルギー入門 : 電力の地産地消と
再生可能エネルギーの活用 (ブルーバック
ス:B-1772)

伊藤義康著 講談社 080||Bu||1772 212000892

28
僕がアップルで学んだこと : 環境を整えれば
人が変わる、組織が変わる (アスキー新
書:214)

松井博著

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||214 212000893

29
後白河上皇 : 「絵巻物」の力で武士に勝った
帝 (PHP新書:802)

小林泰三著 PHP研究所 080||Ph||802 212000894

30

知っておきたい自然エネルギーの基礎知識
: 太陽光・風力・水力・地熱からバイオマスま
で地球にやさしいエネルギーを徹底解説!
(サイエンス・アイ新書:SIS-243)

細川博昭著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||243 212000895

31 宇宙就職案内 (ちくまプリマー新書:179) 林公代著 筑摩書房 080||Ch||179 212000896

32 イラン人は面白すぎる! (光文社新書:577)
エマミ・シュン・サ
ラミ著

光文社 080||Ko||577 212000897

33
キリスト教の真実 : 西洋近代をもたらした宗
教思想 (ちくま新書:956)

竹下節子著 筑摩書房 080||Ch||956 212000930

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
欧州のエネルギーシフト (岩波新書:新赤版
1370)

脇阪紀行著 岩波書店 080||Iw||D1370 212000868

2
現代中国の政治 : 「開発独裁」とそのゆくえ
(岩波新書:新赤版 1371)

唐亮著 岩波書店 080||Iw||D1371 212000869

3
心の病 : 回復への道 (岩波新書:新赤版
1373)

野中猛著 岩波書店 080||Iw||D1373 212000870
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4
地下水は語る : 見えない資源の危機 (岩波
新書:新赤版 1374)

守田優著 岩波書店 080||Iw||D1374 212000871

5
マルティン・ルター : ことばに生きた改革者
(岩波新書:新赤版 1372)

徳善義和著 岩波書店 080||Iw||D1372 212000872
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