
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
自分のロゴマークをつくる : 「デザイン思考」
でなりたい自分を実現する (働く・仕事を考
えるシリーズ:005)

山下行雄, 茂木
崇著

労働調査会 159||Ya 212002466

2
たのしい電子回路 : すぐ作れて試せるアイ
デア回路集 (ブルーバックス:B-1777)

西田和明著 講談社 080||Bu||1777 212002569

3
図解・台風の科学 : 発生・発達のしくみから
地球温暖化の影響まで (ブルーバックス:B-
1778)

上野充, 山口宗
彦著

講談社 080||Bu||1778 212002534

4
図解・新幹線運行のメカニズム : ダイヤ作成
から、出発準備、保守点検まで (ブルーバッ
クス:B-1779)

川辺謙一著 講談社 080||Bu||1779 212002516

5
オリンピックに勝つ物理学 : 「摩擦」と「抵抗」
に勝機を見出せ! (ブルーバックス:B-1780)

望月修著 講談社 080||Bu||1780 212002533

6 テレビは総理を殺したか (文春新書:794) 菊池正史著 文藝春秋 080||Bu||794 212002462

7 郵政崩壊とTPP (文春新書:856) 東谷暁著 文藝春秋 080||Bu||856 212002613

8
物語アイルランドの歴史 : 欧州連合に賭け
る“妖精の国" 9版 (中公新書:1215)

波多野裕造著 中央公論新社 080||Ch||1215 212002614

9
翻訳教室 : はじめの一歩 (ちくまプリマー新
書:181)

鴻巣友季子著 筑摩書房 080||Ch||181 212002532

10
外国語をはじめる前に (ちくまプリマー新
書:182)

黒田龍之助著 筑摩書房 080||Ch||182 212002518

11
中国は東アジアをどう変えるか : 21世紀の
新地域システム (中公新書:2172)

白石隆, ハウ・カ
ロライン著

中央公論新社 080||Ch||2172 212002527

12
韓国とキリスト教 : いかにして"国家的宗教"
になりえたか (中公新書:2173)

浅見雅一, 安廷
苑著

中央公論新社 080||Ch||2173 212002528

13
植物はすごい : 生き残りをかけたしくみと工
夫 (中公新書:2174)

田中修著 中央公論新社 080||Ch||2174 212002526

14
残留日本兵 : アジアに生きた一万人の戦後
(中公新書:2175)

林英一著 中央公論新社 080||Ch||2175 212002530

15 数学入門 (ちくま新書:966) 小島寛之著 筑摩書房 080||Ch||966 212002514
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16
功利主義入門 : はじめての倫理学 (ちくま新
書:967)

児玉聡著 筑摩書房 080||Ch||967 212002517

17 植物からの警告 (ちくま新書:968) 湯浅浩史著 筑摩書房 080||Ch||968 212002522

18
女子・結婚・男選び : あるいは「選ばれ男子」
(ちくま新書:969)

高田里惠子著 筑摩書房 080||Ch||969 212002521

19
遺伝子の不都合な真実 : すべての能力は
遺伝である (ちくま新書:970)

安藤寿康著 筑摩書房 080||Ch||970 212002515

20 本当の経済の話をしよう (ちくま新書:973)
若田部昌澄, 栗
原裕一郎著

筑摩書房 080||Ch||973 212002575

21
発達障害と呼ばないで (幻冬舎新書:267 ;
[お-6-6])

岡田尊司著 幻冬舎 080||Ge||267 212003262

22
「中国模式 (もしき) 」の衝撃 : チャイニーズ・
スタンダードを読み解く (平凡社新書:624)

近藤大介著 平凡社 080||He||624 212002461

23
独立国家のつくりかた (講談社現代新
書:2155)

坂口恭平著 講談社 080||Ko||2155 212002576

24
空洞化のウソ : 日本企業の「現地化」戦略
(講談社現代新書:2163)

松島大輔著 講談社 080||Ko||2163 212002525

25
武器としての社会類型論 : 世界を五つのタ
イプで見る (講談社現代新書:2164)

加藤隆著 講談社 080||Ko||2164 212002523

26
化石の分子生物学 : 生命進化の謎を解く
(講談社現代新書:2166)

更科功著 講談社 080||Ko||2166 212002611

27
新しい左翼入門 : 相克の運動史は超えられ
るか (講談社現代新書:2167)

松尾匡著 講談社 080||Ko||2167 212002519

28
日本の難題をかたづけよう : 経済、政治、教
育、社会保障、エネルギー (光文社新
書:590)

安田洋祐 [ほか]
著/荻上チキ
+SYNODOS編

光文社 080||Ko||590 212002520

29
なぜ、「怒る」のをやめられないのか : 「怒り
恐怖症」と受動的攻撃 (光文社新書:592)

片田珠美著 光文社 080||Ko||592 212002612

30
先が見えない時代の「10年後の自分」を考え
る技術 (星海社新書:18)

西村行功著
星海社/講談社
(発売)

080||Se||18 212002512

31 没落する文明 (集英社新書:0630B)
萱野稔人, 神里
達博著

集英社 080||Sh||0630 212002463

32 挑戦する脳 (集英社新書:0651G) 茂木健一郎著 集英社 080||Sh||0651 212002742
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33
韓国が漢字を復活できない理由 (祥伝社新
書:282)

豊田有恒 [著] 祥伝社 080||Sh||282 212002524

34
異端力 : 規格外の人物が時代をひらく (祥
伝社新書:283)

町田宗鳳 [著] 祥伝社 080||Sh||283 212002574

35
怒らない技術 [1] (Forest 2545 shinsyo:017,
060)

嶋津良智著 フォレスト出版 080||Fo||017 212002615

36
怒らない技術 2 (Forest 2545 shinsyo:017,
060)

嶋津良智著 フォレスト出版 080||Fo||060 212002610

37
脱原発を決めたドイツの挑戦 : 再生可能エ
ネルギー大国への道 (角川SSC新書:158)

熊谷徹著

角川マガジンズ/
角川グループパ
ブリッシング (発
売)

080||Ka||158 212002617

38
カブトムシとクワガタの最新科学 (メディア
ファクトリー新書:054)

本郷儀人著
メディアファクト
リー

080||Me||054 212002531

39 驚きの英国史 (NHK出版新書:380)
コリン・ジョイス著
/森田浩之訳

NHK出版 080||Nh||380 212002460

40
失われた30年 : 逆転への最後の提言 (NHK
出版新書:381)

金子勝, 神野直
彦著

NHK出版 080||Nh||381 212002529

41
赤ちゃんはなぜ父親に似るのか : 育児のサ
イエンス (NHK出版新書:382)

竹内薫著 NHK出版 080||Nh||382 212002573

42
パーソナリティ障害 : いかに接し、どう克服
するか (PHP新書:304)

岡田尊司著 PHP研究所 080||Ph||304 212002465

43
動物に「うつ」はあるのか : 「心の病」がなく
なる日 (PHP新書:799)

加藤忠史著 PHP研究所 080||Ph||799 212002572

44
太平洋のレアアース泥が日本を救う (PHP
新書:812)

加藤泰浩著 PHP研究所 080||Ph||812 212002571

45
毒草・薬草事典 : 命にかかわる毒草から和
漢・西洋薬、園芸植物として使われているも
のまで (サイエンス・アイ新書:SIS-245)

船山信次著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||245 212002513

46
身近な昆虫のふしぎ : 小さいカラダにつまっ
ている生きていくための知恵と工夫とは!?
(サイエンス・アイ新書:SIS-250)

海野和男著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||250 212002570

47
腹いっぱい食べて楽々痩せる「満腹ダイエッ
ト」 : 肉を食べても酒を飲んでも運動しなくて
も確実に痩せる! (ソフトバンク新書:164)

江部康二著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||So||164 212002464

48
防衛駐在官という任務 : 38度線の軍事イン
テリジェンス (ワニブックス「Plus」新書:081)

福山隆著
ワニ・プラス/ワ
ニブックス (発
売)

080||Wa||081 212002616

49
ルポ・発達障害 : あなたの隣に (下野新聞
新書:6)

下野新聞編集局
取材班著

下野新聞社 378||Ru 212003052
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50
知ろう食べよう世界の米 (岩波ジュニア新
書:720)

佐藤洋一郎著 岩波書店 080||Iw||720 212002618

51
グローバリゼーションの中の江戸 (岩波ジュ
ニア新書:717. 「知の航海」シリーズ)

田中優子著 岩波書店 080||Iw||717 212002619

52
日本人は植物をどう利用してきたか (岩波
ジュニア新書:718)

中西弘樹著 岩波書店 080||Iw||718 212002620

53 万葉集入門 (岩波ジュニア新書:414) 鈴木日出男著 岩波書店 080||Iw||414 212002511

書名(新書名) 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
勝てないアメリカ : 「対テロ戦争」の日常 (岩
波新書:新赤版 1384)

大治朋子著 岩波書店 080||Iw||D1384 212002966

2
百年前の日本語 : 書きことばが揺れた時代
(岩波新書:新赤版 1385)

今野真二著 岩波書店 080||Iw||D1385 212002964

3
構造災 : 科学技術社会に潜む危機 (岩波新
書:新赤版 1386)

松本三和夫著 岩波書店 080||Iw||D1386 212002965

4
川と国土の危機 : 水害と社会 (岩波新書:新
赤版 1387)

高橋裕著 岩波書店 080||Iw||D1387 212002963
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