
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
歴史から探る21世紀の巨大地震 : 揺さぶら
れる日本列島 (朝日新書:392)

寒川旭著 朝日新聞出版 080||As||392 213000296

2
ヒッグス粒子の発見 : 理論的予測と探究の
全記録 (ブルーバックス:B-1798)

イアン・サンプル
著/上原昌子訳

講談社 080||Bu||1798 213000353

3
海はどうしてできたのか : 壮大なスケールの
地球進化史 (ブルーバックス:B-1804)

藤岡換太郎著 講談社 080||Bu||1804 213000290

4
元素111の新知識 : 引いて重宝、読んでおも
しろい 第2版増補版 (ブルーバックス:B-
1805)

桜井弘編 講談社 080||Bu||1805 213000295

5 新・天文学事典 (ブルーバックス:B-1806) 谷口義明監修 講談社 080||Bu||1806 213000527

6
物理がわかる実例計算101選 : 大づかみに
計算して物理現象を理解する (ブルーバック
ス:B-1809)

クリフォード・スワ
ルツ著/園田英
徳訳

講談社 080||Bu||1809 213000293

7
栄養学を拓いた巨人たち : 「病原菌なき難
病」征服のドラマ (ブルーバックス:B-1811)

杉晴夫著 講談社 080||Bu||1811 213000529

8
研究発表のためのスライドデザイン : 「わか
りやすいスライド」作りのルール (ブルーバッ
クス:B-1813)

宮野公樹著 講談社 080||Bu||1813 213000523

9
ビブリオバトル : 本を知り人を知る書評ゲー
ム (文春新書:901)

谷口忠大著 文藝春秋 080||Bu||901 213000371

10 卵子老化の真実 (文春新書:906) 河合蘭著 文藝春秋 080||Bu||906 213000370

11 日本文化の論点 (ちくま新書:1001) 宇野常寛著 筑摩書房 080||Ch||1001 213000289

12
生き抜くための地震学 : 京大人気講義 (ちく
ま新書:1003)

鎌田浩毅著 筑摩書房 080||Ch||1003 213000291

13
現代日本の政策体系 : 政策の模倣から創
造へ (ちくま新書:1005)

飯尾潤著 筑摩書房 080||Ch||1005 213000287

14
集合知とは何か : ネット時代の「知」のゆくえ
(中公新書:2203)

西垣通著 中央公論新社 080||Ch||2203 213000288

15
科学史人物事典 : 150のエピソードが語る天
才たち (中公新書:2204)

小山慶太著 中央公論新社 080||Ch||2204 213000292

16
平和主義とは何か : 政治哲学で考える戦争
と平和 (中公新書:2207)

松元雅和著 中央公論新社 080||Ch||2207 213000522

17
アメリカ黒人の歴史 : 奴隷貿易からオバマ
大統領まで (中公新書:2209)

上杉忍著 中央公論新社 080||Ch||2209 213000520

18
黄禍論と日本人 : 欧米は何を嘲笑し、恐れ
たのか (中公新書:2210)

飯倉章著 中央公論新社 080||Ch||2210 213000526

19
近代日本の官僚 : 維新官僚から学歴エリー
トへ (中公新書:2212)

清水唯一朗著 中央公論新社 080||Ch||2212 213000525
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20 おどろきの中国 (講談社現代新書:2182)
橋爪大三郎, 大
澤真幸, 宮台真
司著

講談社 080||Ko||2182 213000286

21 自分を愛する力 (講談社現代新書:2198) 乙武洋匡著 講談社 080||Ko||2198 213000521

22 漢字雑談 (講談社現代新書:2200) 高島俊男著 講談社 080||Ko||2200 213000298

23 辞書を編む (光文社新書:635) 飯間浩明著 光文社 080||Ko||635 213000528

24 憲法の創造力 (NHK出版新書:405) 木村草太著 NHK出版 080||Nh||405 213000518

25
理工系のための就活の技術 : 元技術面接
官が教える「受かる学生」と「落ちる学生」の
違い (サイエンス・アイ新書:SIS-273)

山本昭生著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||273 213000294

26
教養の力 : 東大駒場で学ぶこと (集英社新
書:0685B)

斎藤兆史著 集英社 080||Sh||0685 213000519

27 戦争の条件 (集英社新書:0686A) 藤原帰一著 集英社 080||Sh||0686 213000524

28
一生モノの英語勉強法 : 「理系的」学習シス
テムのすすめ (祥伝社新書:312)

鎌田浩毅, 吉田
明宏 [著]

祥伝社 080||Sh||312 213000352
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1 人類哲学序説 (岩波新書:新赤版 1422) 梅原猛著 岩波書店 080||Iw||D1422 213000280

2 実践日本人の英語 (岩波新書:新赤版 1420)
マーク・ピーター
セン著

岩波書店 080||Iw||D1420 213000281

3
加藤周一 : 二十世紀を問う (岩波新書:新赤
版 1421)

海老坂武著 岩波書店 080||Iw||D1421 213000282

4
新・現代アフリカ入門 : 人々が変える大陸
(岩波新書:新赤版 1423)

勝俣誠著 岩波書店 080||Iw||D1423 213000283

5
WTO : 貿易自由化を超えて (岩波新書:新赤
版 1416)

中川淳司著 岩波書店 080||Iw||D1416 213000366

6
タックス・ヘイブン : 逃げていく税金 (岩波新
書:新赤版 1417)

志賀櫻著 岩波書店 080||Iw||D1417 213000367

7 まち再生の術語集 (岩波新書:新赤版 1418) 延藤安弘著 岩波書店 080||Iw||D1418 213000368

8
ことばの力学 : 応用言語学への招待 (岩波
新書:新赤版 1419)

白井恭弘著 岩波書店 080||Iw||D1419 213000369

9
新・ローマ帝国衰亡史 (岩波新書:新赤版
1426)

南川高志著 岩波書店 080||Iw||D1426 213000503

10
女たちの韓流 : 韓国ドラマを読み解く (岩波
新書:新赤版 1427)

山下英愛著 岩波書店 080||Iw||D1427 213000504
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11
自治体のエネルギー戦略 : アメリカと東京
(岩波新書:新赤版 1424)

大野輝之著 岩波書店 080||Iw||D1424 213000505

12
新自由主義の帰結 : なぜ世界経済は停滞す
るのか (岩波新書:新赤版 1425)

服部茂幸著 岩波書店 080||Iw||D1425 213000506

13
近代発明家列伝 : 世界をつないだ九つの技
術 (岩波新書:新赤版 1428)

橋本毅彦著 岩波書店 080||Iw||D1428 213000507

14
在日外国人 : 法の壁, 心の溝 第三版 (岩波
新書:新赤版 1429)

田中宏著 岩波書店 080||Iw||D1429 213000508
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