
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 夢の原子力 (ちくま新書:971) 吉見俊哉著 筑摩書房 080||Ch||971 212003616

2 原発危機官邸からの証言 (ちくま新書:974) 福山哲郎著 筑摩書房 080||Ch||974 212003617

3
はじめてのゲーム理論 : 2つのキーワードで
本質がわかる (ブルーバックス:B-1782)

川越敏司著 講談社 080||Bu||1782 212003618

4
東大秋入学の落とし穴 (小学館101新
書:140)

和田秀樹著 小学館 080||Sh||140 212003619

5
図解・カメラの歴史 : ダゲールからデジカメ
の登場まで (ブルーバックス:B-1781)

神立尚紀著 講談社 080||Bu||1781 212003620

6
重金属のはなし : 鉄、水銀、レアメタル (中
公新書:2178)

渡邉泉著 中央公論新社 080||Ch||2178 212003621

7
超解読!はじめてのフッサール『現象学の理
念』 (講談社現代新書:2169)

竹田青嗣著 講談社 080||Ko||2169 212003622

8
確率・統計でわかる「金融リスク」のからくり : 
「想定外の損失」をどう避けるか (ブルーバッ
クス:B-1784)

吉本佳生著 講談社 080||Bu||1784 212003623

9
動物に魂はあるのか : 生命を見つめる哲学 
(中公新書:2176)

金森修著 中央公論新社 080||Ch||2176 212003624

10 生活保護の謎 (祥伝社新書:286) 武田知弘 [著] 祥伝社 080||Sh||286 212003625

11
看板学部と看板倒れ学部 : 大学教育は玉
石混交 (中公新書ラクレ:422)

倉部史記著 中央公論新社 080||Ch||422 212003626

12
知識ゼロからのExcelビジネスデータ分析入
門 : 蓄積する多量のデータを役立てる (ブ
ルーバックス:B-1783)

住中光夫著 講談社 080||Bu||1783 212003627

13
ダークマターとは何か : 天の川銀河探査で
挑む宇宙論最大の謎 (PHPサイエンス・ワー
ルド新書:059)

郷田直輝著 PHP研究所 080||Ph||059 212003628

14 数学による思考のレッスン (ちくま新書:972) 栗田哲也著 筑摩書房 080||Ch||972 212003629

15
知っておきたい電力の疑問100 : なぜ電力
は貯蓄できないの?科学的に見た節電の方
法とは? (サイエンス・アイ新書:SIS-252)

斎藤勝裕著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||252 212003630
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16

天気と気象がわかる!83の疑問 : 気象の原
理や天気図の見方から雲や雨、台風の仕組
み、日本の気候の特徴など (サイエンス・ア
イ新書:SIS-253)

谷合稔著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||253 212003631

17 「地球のからくり」に挑む (新潮新書:472) 大河内直彦著 新潮社 080||Sh||472 212003671

18
「本当のこと」を伝えない日本の新聞 (双葉
新書:044)

マーティン・ファク
ラー著

双葉社 080||Fu||044 212003689

19
医師のつくった「頭のよさ」テスト : 認知特性
から見た6つのパターン (光文社新書:586)

本田真美著 光文社 080||Ko||586 212003734

20 フェイスブックが危ない (文春新書:867) 守屋英一著 文藝春秋 080||Bu||867 212003735

21 社会を変えるには (講談社現代新書:2168) 小熊英二著 講談社 080||Ko||2168 212003783

22
経済学の犯罪 : 稀少性の経済から過剰性
の経済へ (講談社現代新書:2171)

佐伯啓思著 講談社 080||Ko||2171 212003784

23
生きる悪知恵 : 正しくないけど役に立つ60の
ヒント (文春新書:868)

西原理恵子著 文藝春秋 080||Bu||868 212003785

24
六ケ所再処理工場 : 「最悪」の核施設 (集英
社新書:0653B)

小出裕章, 渡辺
満久, 明石昇二
郎著

集英社 080||Sh||0653 212003786

25
国語が子どもをダメにする (中公新書ラク
レ:426)

福嶋隆史著 中央公論新社 080||Ch||426 212003787

26 日本書紀の虚構と史実 (歴史新書y:030) 遠山美都男著 洋泉社 210.3||To 212003788

27
大川周明アジア独立の夢 : 志を継いだ青年
たちの物語 (平凡社新書:651)

玉居子精宏著 平凡社 080||He||651 212003789

28
頼朝の武士団 : 将軍・御家人たちと本拠地・
鎌倉 (歴史新書y:031)

細川重男著 洋泉社 210.42||Ho 212003790

29 徳川将軍家十五代のカルテ (新潮新書:119) 篠田達明著 新潮社 080||Sh||119 212003791

30
日本人はなぜ足元を見られるのか? : 「お人
好し民族」の悲哀 (アスキー新書:226)

杉江弘著

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||As||226 212003792

31 嘘だらけの日米近現代史 (扶桑社新書:124) 倉山満著 扶桑社 080||Fu||124 212003793

32
ヒッグス粒子と宇宙創成 (日経プレミアシ
リーズ:164)

竹内薫著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||164 212003861
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33 俳句いきなり入門 (NHK出版新書:383) 千野帽子著 NHK出版 080||Nh||383 212003862

34
国家の危機と首相の決断 (角川SSC新
書:156)

塩田潮著

角川マガジンズ/
角川グループパ
ブリッシング(発
売)

080||Ka||156 212003863

35
足利義満 : 公武に君臨した室町将軍 (中公
新書:2179)

小川剛生著 中央公論新社 080||Ch||2179 212003942

36
アメリカの大学・ニッポンの大学 : TA、シラ
バス、授業評価 (中公新書ラクレ:429. グ
ローバル化時代の大学論:1)

苅谷剛彦著 中央公論新社 080||Ch||429 212004517

37
日本人のための日本語文法入門 (講談社現
代新書:2173)

原沢伊都夫著 講談社 080||Ko||2173 212004518

38
「ゼロリスク社会」の罠 : 「怖い」が判断を狂
わせる (光文社新書:603)

佐藤健太郎著 光文社 080||Ko||603 212004519

39
日本の領土問題 : 北方四島, 竹島, 尖閣諸
島 (角川oneテーマ21:A-150)

保阪正康, 東郷
和彦 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||A-150 212004520

40
入門医療政策 : 誰が決めるか、何を目指す
のか (中公新書:2177)

真野俊樹著 中央公論新社 080||Ch||2177 212004521

41
政権交代 : 民主党政権とは何であったのか 
(中公新書:2181)

小林良彰著 中央公論新社 080||Ch||2181 212004522

42
「超」入門微分積分 : 学校では教えてくれな
い「考え方のコツ」 (ブルーバックス:B-1786)

神永正博著 講談社 080||Bu||1786 212004523

43
8・15と3・11 : 戦後史の死角 (NHK出版新
書:388)

笠井潔著 NHK出版 080||Nh||388 212004524

44
現代 (ヒュンダイ) がトヨタを越えるとき : 韓
国に駆逐される日本企業 (ちくま新書:977)

小林英夫, 金英
善著

筑摩書房 080||Ch||977 212004525

45
「調べる」論 : しつこさで壁を破った20人 
(NHK出版新書:387)

木村俊介著 NHK出版 080||Nh||387 212004526

46 JAL再建の真実 (講談社現代新書:2176) 町田徹著 講談社 080||Ko||2176 212004527

47
コミュニケーションを学ぶ (ちくまプリマー新
書:186)

高田明典著 筑摩書房 080||Ch||186 212004528

48
もう「東大話法」にはだまされない : 「立場主
義」エリートの欺瞞を見抜く (講談社+α 新
書:599-1C)

安富歩 [著] 講談社 080||Ko||599-1C 212004529

49
被災した時間 : 3.11が問いかけているもの 
(中公新書:2180)

斎藤環著 中央公論新社 080||Ch||2180 212004530
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50
北朝鮮と中国 : 打算でつながる同盟国は衝
突するか (ちくま新書:979)

五味洋治著 筑摩書房 080||Ch||979 212004531

51 町の忘れもの (ちくま新書:975) なぎら健壱著 筑摩書房 080||Ch||975 212004532

52
東京スカイツリーの科学 : 世界一高い自立
式電波塔を建てる技術 (サイエンス・アイ新
書:SIS-251)

平塚桂著/たか
ぎみ江イラスト

ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||251 212004533

53
もうダマされないための経済学講義 (光文社
新書:601)

若田部昌澄著 光文社 080||Ko||601 212004534

54
沖縄美ら海 (ちゅらうみ) 水族館が日本一に
なった理由 (わけ) (光文社新書:599)

内田詮三著 光文社 080||Ko||599 212004535
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