
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 池上彰の政治の学校 (朝日新書:364) 池上彰著 朝日新聞出版 080||As||364 212004648

2
卒論執筆のためのWord活用術 : 美しく仕上
げる最短コース (ブルーバックス:B-1791)

田中幸夫著 講談社 080||Bu||1791 212005094

3
イスラームから世界を見る (ちくまプリマー新
書:184)

内藤正典著 筑摩書房 080||Ch||184 212004650

4
アイルランド紀行 : ジョイスからU2まで (中公
新書:2183)

栩木伸明著 中央公論新社 080||Ch||2183 212004801

5
コミュニティデザインの時代 : 自分たちで「ま
ち」をつくる (中公新書:2184)

山崎亮著 中央公論新社 080||Ch||2184 212004875

6
経済学に何ができるか : 文明社会の制度的
枠組み (中公新書:2185)

猪木武徳著 中央公論新社 080||Ch||2185 212005096

7
田中角栄 : 戦後日本の悲しき自画像 (中公
新書:2186)

早野透著 中央公論新社 080||Ch||2186 212005098

8
物語哲学の歴史 : 自分と世界を考えるため
に (中公新書:2187)

伊藤邦武著 中央公論新社 080||Ch||2187 212005092

9
イギリスの大学・ニッポンの大学 : カレッジ、
チュートリアル、エリート教育 (中公新書ラク
レ:430. グローバル化時代の大学論:2)

苅谷剛彦著 中央公論新社 080||Ch||430 212004787

10
女子と就活 : 20代からの「就・妊・婚」講座
(中公新書ラクレ:431)

白河桃子, 常見
陽平著

中央公論新社 080||Ch||431 212005095

11
脳は美をどう感じるか : アートの脳科学 (ちく
ま新書:981)

川畑秀明著 筑摩書房 080||Ch||981 212005101

12
昭和戦前期の政党政治 : 二大政党制はな
ぜ挫折したのか (ちくま新書:983)

筒井清忠著 筑摩書房 080||Ch||983 212005099

13
代理母問題を考える (岩波ジュニア新
書:722. 「知の航海」シリーズ)

辻村みよ子著 岩波書店 080||Iw||722 212004651

14
読めばすっきり!よくわかる天皇家の歴史 (角
川SSC新書:160)

河合敦著

角川マガジンズ/
角川グループパ
ブリッシング (発
売)

080||Ka||160 212004645

15 国防の常識 (角川oneテーマ21:A-161) 鍛冶俊樹 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||A-161 212004604
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16
私とは何か : 「個人」から「分人」へ (講談社
現代新書:2172)

平野啓一郎著 講談社 080||Ko||2172 212004786

17
二つの「競争」 : 競争観をめぐる現代経済思
想 (講談社現代新書:2174)

井上義朗著 講談社 080||Ko||2174 212004641

18
戦後文学は生きている (講談社現代新
書:2175)

海老坂武著 講談社 080||Ko||2175 212004643

19
わかりあえないことから : コミュニケーション
能力とは何か (講談社現代新書:2177)

平田オリザ著 講談社 080||Ko||2177 212005093

20
東京は郊外から消えていく! : 首都圏高齢
化・未婚化・空き家地図 (光文社新書:595)

三浦展著 光文社 080||Ko||595 212004642

21
「ネットの自由」vs.著作権 : TPPは、終わりの
始まりなのか (光文社新書:604)

福井健策著 光文社 080||Ko||604 212004649

22
元素周期表で世界はすべて読み解ける : 宇
宙、地球、人体の成り立ち (光文社新
書:608)

吉田たかよし著 光文社 080||Ko||608 212004646

23
ダイヤモンドは超音速で地底を移動する (メ
ディアファクトリー新書:061)

入舩徹男著
メディアファクト
リー

080||Me||061 212005100

24
スティーブ・ジョブズ英語で味わう魂の名言
(PHPビジネス新書:241)

桑原晃弥著 PHP研究所 080||Ph||241 212004655

25
迫りくる日中冷戦の時代 : 日本は大義の旗
を掲げよ (PHP新書:826)

中西輝政著 PHP研究所 080||Ph||826 212004653

26 直感力 (PHP新書:827) 羽生善治著 PHP研究所 080||Ph||827 212005097

27 静かなる大恐慌 (集英社新書:0658A) 柴山桂太著 集英社 080||Sh||0658A 212004874

28 ヒッグス粒子の謎 (祥伝社新書:290) 浅井祥仁[著] 祥伝社 080||Sh||290 212004644

29

30+2分で、夢が実現する勉強法 : 小・中・高
+大学生、社会人へ : 現役校長が脳の性質
を利用して記憶を定着させる学習法を初公
開! (南々社新書:N001)

中塩秀樹著 南々社 379.7||Na 212004652

30
この国は原発事故から何を学んだのか (幻
冬舎ルネッサンス新書:こ-3-2)

小出裕章著
幻冬舎ルネッサ
ンス

543.5||Ko 212004654

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
サイバー時代の戦争 (岩波新書:新赤版
1393)

谷口長世著 岩波書店 080||Iw||D1393 212004878
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2 中国の市民社会 (岩波新書:新赤版 1394) 季妍焱著 岩波書店 080||Iw||D1394 212004880

3 教師が育つ条件 (岩波新書:新赤版 1395) 今津孝次郎著 岩波書店 080||Iw||D1395 212004877

4 女帝の古代日本 (岩波新書:新赤版 1396) 吉村武彦著 岩波書店 080||Iw||D1396 212004879

5 近代朝鮮と日本 (岩波新書:新赤版 1397) 趙景達著 岩波書店 080||Iw||D1397 212004881
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