
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
アダムとイヴ : 語り継がれる「中心の神話」
(中公新書:2188)

岡田温司著 中央公論新社 080||Ch||2188 212005136

2
ゼロからわかる経済学の思考法 (講談社現
代新書:2178)

小島寛之著 講談社 080||Ko||2178 212005137

3 アメリカを占拠せよ! (ちくま新書:980)
ノーム・チョムス
キー著/松本剛
史訳

筑摩書房 080||Ch||980 212005138

4
「リスク」の食べ方 : 食の安全・安心を考える
(ちくま新書:982)

岩田健太郎著 筑摩書房 080||Ch||982 212005139

5
複素数とはなにか : 虚数の誕生からオイ
ラーの公式まで (ブルーバックス:B-1788)

示野信一著 講談社 080||Bu||1788 212005140

6
構図がわかれば絵画がわかる (光文社新
書:609)

布施英利著 光文社 080||Ko||609 212005141

7
食欲の科学 : 食べるだけでは満たされない
絶妙で皮肉なしくみ (ブルーバックス:B-
1789)

櫻井武著 講談社 080||Bu||1789 212005142

8
脳からみた認知症 : 不安を取り除き、介護
の負担を軽くする (ブルーバックス:B-1790)

伊古田俊夫著 講談社 080||Bu||1790 212005143

9
錯覚学 : 知覚の謎を解く (集英社新
書:0660G)

一川誠著 集英社 080||Sh||0660 212005144

10
歴史の愉しみ方 : 忍者・合戦・幕末史に学ぶ
(中公新書:2189)

磯田道史著 中央公論新社 080||Ch||2189 212005145

11
領土問題をどう解決するか : 対立から対話
へ (平凡社新書:657)

和田春樹著 平凡社 080||He||657 212005146

12
アメリカを動かす思想 : プラグマティズム入
門 (講談社現代新書:2179)

小川仁志著 講談社 080||Ko||2179 212005147

13
女子のキャリア : 「男社会」のしくみ、教えま
す (ちくまプリマー新書:188)

海老原嗣生著 筑摩書房 080||Ch||188 212005148

14
貧困についてとことん考えてみた (NHK出版
新書:390)

湯浅誠, 茂木健
一郎著

NHK出版 080||Nh||390 212005149

15
原発難民 : 放射能雲の下で何が起きたのか
(PHP新書:831)

烏賀陽弘道著 PHP研究所 080||Ph||831 212005150

16
東電福島原発事故総理大臣として考えたこ
と (幻冬舎新書:283 ; [か-16-1])

菅直人著 幻冬舎 080||Ge||283 212005151
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17
事故がなくならない理由 (わけ) : 安全対策
の落とし穴 (PHP新書:825)

芳賀繁著 PHP研究所 080||Ph||825 212005152

18 旧字力、旧仮名力 (生活人新書:147) 青木逸平著
日本放送出版協
会

080||Se||147 212005153

19

ビックリするほどiPS細胞がわかる本 : ES細
胞やiPS細胞といった万能細胞の基礎知識
から再生医療の可能性まで (サイエンス・ア
イ新書:SIS-257)

北條元治著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||257 212005161

20
英語で返事ができますか? (角川oneテーマ
21:B-110)

長尾和夫, アン
ディ・バーガー
[著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||110 212005162

21 戦国武将敗者の子孫たち (歴史新書y:033) 高沢等著 洋泉社 281.04||Ta 212005179

22
笑うフェルメールと微笑むモナ・リザ : 名画に
潜む「笑い」の謎 (小学館101ビジュアル新
書:V022. Art:7)

元木幸一著 小学館 080||Sh||V022 212005180

23 インタビュー術! (講談社現代新書:1627) 永江朗著 講談社 080||Ko||1627 212005181

24
オタクの息子に悩んでます : 朝日新聞「悩み
のるつぼ」より (幻冬舎新書:277 ; [お-14-1])

岡田斗司夫著,
FREEex著

幻冬舎 080||Ge||277 212005201

25
「香り」はなぜ脳に効くのか : アロマセラピー
と先端医療 (NHK出版新書:385)

塩田清二著 NHK出版 080||Nh||385 212005202

26
新島八重 : とある会津女子の生涯 (晋遊舎
新書:S09)

久野潤監修 晋遊舎 289.1||Ni 212005203

27 ひっかかる日本語 (新潮新書:489) 梶原しげる著 新潮社 080||Sh||489 212005204

28 いじめ加害者を厳罰にせよ (ベスト新書:386) 内藤朝雄著 ベストセラーズ 080||Be||386 212005205

29 バカを治す (Forest 2545 shinsyo:072) 適菜収著 フォレスト出版 080||Fo||072 212005206

30
とっさのひと言で心に刺さるコメント術 (PHP
新書:810)

おちまさと著 PHP研究所 080||Ph||810 212005207

31
「あたりまえ」からはじめなさい (星海社新
書:20)

千田琢哉著
星海社/講談社
(発売)

080||Se||20 212005235

32 原発再稼働の深い闇 (宝島社新書:351)
一ノ宮美成[ほ
か]著

宝島社 080||Ta||351 212005297

33
犯罪者はどこに目をつけているか (新潮新
書:486)

清永賢二, 清永
奈穂著

新潮社 080||Sh||486 212005298
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34 一億総ツッコミ時代 (星海社新書:24) 槙田雄司著
星海社/講談社
(発売)

080||Se||24 212005299

35 キヨミズ准教授の法学入門 (星海社新書:25) 木村草太著 星海社 080|| 212005306

36 ウェブで政治を動かす! (朝日新書:377) 津田大介著 朝日新聞出版 080|| 212005307

37
日本の転機 : 米中の狭間でどう生き残るか
(ちくま新書:984)

ロナルド・ドーア
著

筑摩書房 080|| 212005308

38 科学の限界 (ちくま新書:986) 池内了著 筑摩書房 080|| 212005309

39
国際秩序 : 18世紀ヨーロッパから21世紀ア
ジアへ (中公新書:2190)

細谷雄一著 中央公論新社 080|| 212005310

40
論理が伝わる世界標準の「書く技術」 : 「パ
ラグラフ・ライティング」入門 (ブルーバック
ス:B-1793)

倉島保美著 講談社 080|| 212005311

41 死刑と正義 (講談社現代新書:2183) 森炎著 講談社 080|| 212005312

42
日本の領土・海洋問題 : 基礎からわかる
(中公新書ラクレ:434)

読売新聞政治部
著

中央公論新社 080|| 212005313

43
大阪 : 大都市は国家を超えるか (中公新
書:2191)

砂原庸介著 中央公論新社 080|| 212005314

44
東大生だけが知っている「やる気スイッチ」
の魔法

岡田真波著 主婦の友社 080|| 212005315

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 空海と日本思想 (岩波新書:新赤版 1400) 篠原資明著 岩波書店 080||Iw||D1400 212005293

2
現代日本の政党デモクラシー (岩波新書:新
赤版 1398)

中北浩爾著 岩波書店 080||Iw||D1398 212005294

3
自閉症スペクトラム障害 : 療育と対応を考え
る (岩波新書:新赤版 1401)

平岩幹男著 岩波書店 080||Iw||D1401 212005295

4
原発をつくらせない人びと : 祝島から未来へ
(岩波新書:新赤版 1399)

山秋真著 岩波書店 080||Iw||D1399 212005296
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