
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
脳の認知と記憶システム (ブルーバックス:B-
1842. 記憶のしくみ:上)

ラリー・R・スクワ
イア, エリック・R・
カンデル著

講談社 080||Bu||1842 213004405

2
脳の記憶貯蔵のメカニズム (ブルーバック
ス:B-1843. 記憶のしくみ:下)

ラリー・R・スクワ
イア, エリック・R・
カンデル著

講談社 080||Bu||1843 213004320

3 1995年 (ちくま新書:1038) 速水健朗著 筑摩書房 080||Ch||1038 213004306

4
社会契約論 : ホッブズ、ヒューム、ルソー、
ロールズ (ちくま新書:1039)

重田園江著 筑摩書房 080||Ch||1039 213004305

5
若者を見殺しにする日本経済 (ちくま新
書:1042)

原田泰著 筑摩書房 080||Ch||1042 213004310

6 司法権力の内幕 (ちくま新書:1044) 森炎著 筑摩書房 080||Ch||1044 213004614

7
思考実験 : 世界と哲学をつなぐ75問 (ちくま
新書:1045)

岡本裕一朗著 筑摩書房 080||Ch||1045 213004610

8
ユダヤ教キリスト教イスラーム : 一神教の連
環を解く (ちくま新書:1048)

菊地章太著 筑摩書房 080||Ch||1048 213004611

9
経済学の3つの基本 : 経済成長、バブル、競
争 (ちくまプリマー新書:203)

根井雅弘著 筑摩書房 080||Ch||203 213004319

10
エジプト革命 : 軍とムスリム同胞団、そして若
者たち (中公新書:2236)

鈴木恵美著 中央公論新社 080||Ch||2236 213004311

11
四大公害病 : 水俣病、新潟水俣病、イタイイ
タイ病、四日市公害 (中公新書:2237)

政野淳子著 中央公論新社 080||Ch||2237 213004309

12
経済覇権のゆくえ : 米中伯仲時代と日本の
針路 (中公新書:2240)

飯田敬輔著 中央公論新社 080||Ch||2240 213004314

13
武士道の名著 : 日本人の精神史 (中公新
書:2243)

山本博文著 中央公論新社 080||Ch||2243 213004619

14
ニクソンとキッシンジャー : 現実主義外交とは
何か (中公新書:2244)

大嶽秀夫著 中央公論新社 080||Ch||2244 213004613

15
文部科学省 : 「三流官庁」の知られざる素顔
(中公新書ラクレ:476)

寺脇研著 中央公論新社 080||Ch||476 213004303

16
教員採用のカラクリ : 「高人気」職のドタバタ
受験事情 (中公新書ラクレ:477)

新井立夫, 石渡
嶺司著

中央公論新社 080||Ch||477 213004304

17
ヒラノ教授の論文必勝法 : 教科書が教えてく
れない裏事情 (中公新書ラクレ:480)

今野浩著 中央公論新社 080||Ch||480 213004608

18
『永遠の0』と日本人 (幻冬舎新書:331 ; お-
19-1)

小川栄太郎著 幻冬舎 080||Ge||331 213004407

19
20代のための「キャリア」と「仕事」入門 (講談
社現代新書:2235)

塩野誠著 講談社 080||Ko||2235 213004316

20
科学vs.キリスト教 : 世界史の転換 (講談社現
代新書:2241)

岡崎勝世著 講談社 080||Ko||2241 213004615
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21
炭水化物が人類を滅ぼす : 糖質制限からみ
た生命の科学 (光文社新書:663)

夏井睦著 光文社 080||Ko||663 213004312

22 論理的に考え、書く力 (光文社新書:668) 芳沢光雄著 光文社 080||Ko||668 213004313

23
就活のコノヤロー : ネット就活の限界。その
先は? (光文社新書:671)

石渡嶺司著 光文社 080||Ko||671 213004609

24
回避性愛着障害 : 絆が稀薄な人たち (光文
社新書:672)

岡田尊司著 光文社 080||Ko||672 213004612

25
偏差値37なのに就職率9割の大学 (メディア
ファクトリー新書:088)

堀口英則著 KADOKAWA 080||Me||088 213004315

26 鉄道と刑法のはなし (NHK出版新書:420) 和田俊憲著 NHK出版 080||Nh||420 213004307

27
「道徳」を疑え! : 自分の頭で考えるための哲
学講義 (NHK出版新書:421)

小川仁志著 NHK出版 080||Nh||421 213004618

28
人体特許 : 狙われる遺伝子情報 (PHPサイエ
ンス・ワールド新書:075)

五十嵐享平著 PHP研究所 080||Ph||075 213004623

29
日本人はいつ日本が好きになったのか (PHP
新書:888)

竹田恒泰著 PHP研究所 080||Ph||888 213004621

30 生活保護VS子どもの貧困 (PHP新書:897) 大山典宏著 PHP研究所 080||Ph||897 213004617

31 科学と宗教 (サイエンス・パレット:008)
Thomas Dixon著/
中村圭志訳

丸善出版 080||Sa||008 213004317

32
元素 : 文明と文化の支柱 (サイエンス・パレッ
ト:011)

Philip Ball著/渡
辺正訳

丸善出版 080||Sa||011 213004620

33

カラー図解でわかる通信のしくみ : あなたは
インターネット&モバイル通信をどこまで理解
していますか? (サイエンス・アイ新書:SIS-
293)

井上伸雄著 SBクリエイティブ 080||Sa||293 213004318

34
温泉の科学 : 温泉を10倍楽しむための基礎
知識!! (サイエンス・アイ新書:SIS-295)

佐々木信行著 SBクリエイティブ 080||Sa||295 213004622

35
世界と闘う「読書術」 : 思想を鍛える一〇〇〇
冊 (集英社新書:0715C)

佐高信, 佐藤優
著

集英社 080||Sh||0715 213004308

36 人間の基本 (新潮新書:458) 曽野綾子著 新潮社 080||Sh||458 213004406

37
知の武装 : 救国のインテリジェンス (新潮新
書:551)

手嶋龍一, 佐藤
優著

新潮社 080||Sh||551 213004616
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1
ヘイト・スピーチとは何か (岩波新書:新赤版
1460)

師岡康子著 岩波書店 080||Iw||D1460 213004180

2 言葉と歩く日記 (岩波新書:新赤版 1465) 多和田葉子著 岩波書店 080||Iw||D1465 213004181

3 中学受験 (岩波新書:新赤版 1462) 横田増生著 岩波書店 080||Iw||D1462 213004182
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4 植民地朝鮮と日本 (岩波新書:新赤版 1463) 趙景達著 岩波書店 080||Iw||D1463 213004183

5
性と法律 : 変わったこと、変えたいこと (岩波
新書:新赤版 1461)

角田由紀子著 岩波書店 080||Iw||D1461 213004184

6 イギリス史10講 (岩波新書:新赤版 1464) 近藤和彦著 岩波書店 080||Iw||D1464 213004185

7 もっと面白い本 (岩波新書:新赤版 1468) 成毛眞著 岩波書店 080||Iw||D1468 213004585

8
地球外生命 : われわれは孤独か (岩波新書:
新赤版 1469)

長沼毅, 井田茂
著

岩波書店 080||Iw||D1469 213004586

9
比較のなかの改憲論 : 日本国憲法の位置
(岩波新書:新赤版 1466)

辻村みよ子著 岩波書店 080||Iw||D1466 213004587

10
解決策を考える (岩波新書:新赤版 1467. 子
どもの貧困:II)

阿部彩著 岩波書店 080||Iw||D1467 213004588
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