
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 分析哲学講義 (ちくま新書:944) 青山拓央著 筑摩書房 080||Ch||944 212000324

2
若者が無縁化する : 仕事・福祉・コミュニティ
でつなぐ (ちくま新書:947)

宮本みち子著 筑摩書房 080||Ch||947 212000325

3
日本思想史新論 : プラグマティズムからナ
ショナリズムへ (ちくま新書:946)

中野剛志著 筑摩書房 080||Ch||946 212000326

4
政治主導 : 官僚制を問いなおす (ちくま新
書:943)

新藤宗幸著 筑摩書房 080||Ch||943 212000327

5
秀吉と海賊大名 : 海から見た戦国終焉 (中
公新書:2146)

藤田達生著 中央公論新社 080||Ch||2146 212000328

6
日本の土木遺産 : 近代化を支えた技術を見
に行く (ブルーバックス:B-1754)

土木学会編 講談社 080||Bu||1754 212000329

7
生きる希望を忘れた若者たち (講談社現代
新書:2142)

鈴木弘輝著 講談社 080||Ko||2142 212000330

8
近現代日本史と歴史学 : 書き替えられてき
た過去 (中公新書:2150)

成田龍一著 中央公論新社 080||Ch||2150 212000331

9 日本近代史 (ちくま新書:948) 坂野潤治著 筑摩書房 080||Ch||948 212000332

10
大学の思い出は就活です(苦笑) : 大学生活
50のお約束 (ちくま新書:949)

石渡嶺司著 筑摩書房 080||Ch||949 212000333

11
米国キャンパス「拝金」報告 : これは日本の
モデルなのか? (中公新書ラクレ:413)

宮田由紀夫著 中央公論新社 080||Ch||413 212000334

12
高校紛争1969-1970 : 「闘争」の歴史と証言
(中公新書:2149)

小林哲夫著 中央公論新社 080||Ch||2149 212000335

13
高校数学でわかる統計学 : 本格的に理解す
るために (ブルーバックス:B-1757)

竹内淳著 講談社 080||Bu||1757 212000336

14 「自己啓発病」社会 (祥伝社新書:263) 宮崎学 [著] 祥伝社 080||Sh||263 212000337

15
緑の政治ガイドブック : 公正で持続可能な社
会をつくる (ちくま新書:945)

デレク・ウォール
著/白井和宏訳

筑摩書房 080||Ch||945 212000338

16
電力改革 : エネルギー政策の歴史的大転
換 (講談社現代新書:2145)

橘川武郎著 講談社 080||Ko||2145 212000339

17
もっと役立つ!「話す」「書く」「聞く」技術 (PHP
ビジネス新書:201. 伝える力:2)

池上彰著 PHP研究所 080||Ph||201 212000347

18
内定とれない東大生 : 「新」学歴社会の就活
ぶっちゃけ話 (扶桑社新書:113)

東大就職研究所
著

扶桑社 080||Fu||113 212000348

19 ざっくりわかる宇宙論 (ちくま新書:950) 竹内薫著 筑摩書房 080||Ch||950 212000349
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20
We are宇宙兄弟 宇宙を舞台に活躍する人
たち (講談社+α 新書:586-2C)

モーニング編集
部, 門倉紫麻
〔編〕

講談社 080||Ko||586-2C 212000350

21
We are宇宙兄弟 宇宙飛行士の底力 (講談
社+α 新書:586-1C)

モーニング編集
部, 門倉紫麻
〔編〕

講談社 080||Ko||586-1C 212000351

22
みんなが知りたいLCCの疑問50 : 運航する
旅客機は1機種だけ?座席の背もたれが倒
れないって? (サイエンス・アイ新書:SIS-236)

秋本俊二著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||236 212000352

23
文章を論理で読み解くためのクリティカル・
リーディング (NHK出版新書:377)

福澤一吉著 NHK出版 080||Nh||377 212000353

24
ドストエフスキー『悪霊』の衝撃 (光文社新
書:579)

亀山郁夫, リュド
ミラ・サラスキナ
著

光文社 080||Ko||579 212000354

25
「眠り」をめぐるミステリー : 睡眠の不思議か
ら脳を読み解く (NHK出版新書:372)

櫻井武著 NHK出版 080||Nh||372 212000355

26
アサーション入門 : 自分も相手も大切にする
自己表現法 (講談社現代新書:2143)

平木典子著 講談社 080||Ko||2143 212000484

27
マンガでわかる統計学 : 素朴な疑問からゆ
る〜く解説 (サイエンス・アイ新書:SIS-230)

大上丈彦著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||230 212000485

28 西洋美術史入門 (ちくまプリマー新書:174) 池上英洋著 筑摩書房 080||Ch||174 212000486

29
G20の経済学 : 国際協調と日本の成長戦略
(中公新書:2145)

中林伸一著 中央公論新社 080||Ch||2145 212000487

30
最高裁の違憲判決 : 「伝家の宝刀」をなぜ
抜かないのか (光文社新書:563)

山田隆司著 光文社 080||Ko||563 212000488

31
福島第一原発 : 真相と展望 (集英社新
書:0628B)

アーニー・ガン
ダーセン著/岡崎
玲子訳

集英社 080||Sh||0628 212000489

32
東日本大震災石巻災害医療の全記録 : 「最
大被災地」を医療崩壊から救った医師の7ヵ
月 (ブルーバックス:B-1758)

石井正著 講談社 080||Bu||1758 212000490

33
超高齢社会の基礎知識 (講談社現代新
書:2138)

鈴木隆雄著 講談社 080||Ko||2138 212000491

34
再生可能エネルギーがわかる (日経文
庫:1255)

西脇文男著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||1255 212000492

35 「反原発」の不都合な真実 (新潮新書:457) 藤沢数希著 新潮社 080||Sh||457 212000493

36
「金正恩の北朝鮮」と日本 : 「北を取り込む」
という発想 (小学館101新書:129)

辺真一著 小学館 080||Sh||129 212000494

37 恐怖の環境テロリスト (新潮新書:460) 佐々木正明著 新潮社 080||Sh||460 212000495

38
なぜ3人いると噂が広まるのか (日経プレミ
アシリーズ:155)

増田直紀著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||155 212000496

39
その癖、嫌われます (幻冬舎新書:257 ; [た-
12-1])

竹内一郎著 幻冬舎 080||Ge||257 212000497
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40
「すみません」の国 (日経プレミアシリー
ズ:157)

榎本博明著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||157 212000498

41
世界で勝負する仕事術 : 最先端ITに挑むエ
ンジニアの激走記 (幻冬舎新書:246)

竹内健著 幻冬舎 080||Ge||246 212000499

42 宇宙に外側はあるか (光文社新書:564) 松原隆彦著 光文社 080||Ko||564 212000500

43
源氏物語の結婚 : 平安朝の婚姻制度と恋
愛譚 (中公新書:2156)

工藤重矩著 中央公論新社 080||Ch||2156 212000507

44
老人性うつ : 気づかれない心の病 (PHP新
書:788)

和田秀樹著 PHP研究所 080||Ph||788 212000542

45
古事記誕生 : 「日本像」の源流を探る (中公
新書:2157)

工藤隆著 中央公論新社 080||Ch||2157 212000543

46
銀行員のキミョーな世界 : なぜ行内事情を
おしつけるのか? (中公新書ラクレ:412)

津田倫男著 中央公論新社 080||Ch||412 212000571

47
「友だちいない」は"恥ずかしい"のか : 自己
を取りもどす孤独力 (平凡社新書:633)

武長脩行著 平凡社 080||He||633 212000572

48 ルポ賃金差別 (ちくま新書:955) 竹信三恵子著 筑摩書房 080||Ch||955 212000573

49
動員の革命: ソーシャルメディアは何を変え
たのか (中公新書ラクレ:415)

津田大介著 中央公論新社 080||Ch||415 212000574

50
“司法試験流"勉強のセオリー (NHK出版新
書:375)

伊藤真著 NHK出版 080||Nh||375 212000575

51
テレビは原発事故をどう伝えたのか : ドキュ
メント (平凡社新書:631)

伊藤守著 平凡社 080||He||631 212000576

52
生物から生命へ : 共進化で読みとく (ちくま
新書:954)

有田隆也著 筑摩書房 080||Ch||954 212000577

53
ロボットはなぜ生き物に似てしまうのか : 工
学に立ちはだかる「究極の力学構造」 (ブ
ルーバックス:B-1768)

鈴森康一著 講談社 080||Bu||1768 212000578

54
君の歳にあの偉人は何を語ったか (星海社
新書:13)

真山知幸著
星海社/講談社
(発売)

080||Se||13 212000579

55
鉄道と国家 : 「我田引鉄」の近現代史 (講談
社現代新書:2152)

小牟田哲彦著 講談社 080||Ko||2152 212000580

56 「当事者」の時代 (光文社新書:569) 佐々木俊尚著 光文社 080||Ko||569 212000581

57
不愉快な現実 : 中国の大国化、米国の戦略
転換 (講談社現代新書:2149)

孫崎享著 講談社 080||Ko||2149 212000582

58 原発と正義 : 対話型講義 (光文社新書:573) 小林正弥著 光文社 080||Ko||573 212000583

59 生きるための論語 (ちくま新書:953) 安冨歩著 筑摩書房 080||Ch||953 212000584
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60
神道とは何か : 神と仏の日本史 (中公新
書:2158)

伊藤聡著 中央公論新社 080||Ch||2158 212000585

61
声のなんでも小事典 : 発声のメカニズムか
ら声の健康まで (ブルーバックス:B-1761)

和田美代子著 講談社 080||Bu||1761 212000586

62
英文法、ネイティブがもっと教えます (NHK出
版新書:376. やり直し教養講座)

デイビッド・セイ
ン, 森田修著

NHK出版 080||Nh||376 212000587

63
本好きのためのウォーキング入門 : 川端康
成から藤沢周平まで (平凡社新書:637)

武村岳男著 平凡社 080||He||637 212000588

64
巨大津波は生態系をどう変えたか : 生きも
のたちの東日本大震災 (ブルーバックス:B-
1767)

永幡嘉之著 講談社 080||Bu||1767 212000589

65 昆虫食入門 (平凡社新書:635) 内山昭一著 平凡社 080||He||635 212000590

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 論語入門 (岩波新書:新赤版 1366) 井波律子著 岩波書店 080||Iw||D1366 212000530

2 特高警察 (岩波新書:新赤版 1368) 荻野富士夫著 岩波書店 080||Iw||D1368 212000531

3
グリーン経済最前線 (岩波新書:新赤版
1367)

井田徹治, 末吉
竹二郎著

岩波書店 080||Iw||D1367 212000532

4 北斎 : カラー版 (岩波新書:新赤版 1369) 大久保純一著 岩波書店 080||Iw||D1369 212000533

5
みんなでつくろう学校図書館 (岩波ジュニア
新書:703)

成田康子著 岩波書店 080||Iw||703 212000540

6 社会認識の歩み (岩波新書:青版-798) 内田義彦著 岩波書店 080||Iw||B798 212000541

岩波新書継続購入図書（５月分）
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