
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
「フェイスブック革命」の真実 : ソーシャル
ネットワークは世界をいかに変えたか? (アス
キー新書:225)

石川幸憲著

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||225 212005597

2
いつか罹る病気に備える本 : 100の病気へ
の不安が軽くなる基礎知識 (ブルーバック
ス:B-1794)

塚崎朝子著 講談社 080||Bu||1794 212005450

3 民主主義とは何なのか (文春新書:191) 長谷川三千子著 文藝春秋 080||Bu||191 212005594

4
ネジと人工衛星 : 世界一の工場町を歩く (文
春新書:877)

塩野米松著 文藝春秋 080||Bu||877 212005541

5
ブラック企業 : 日本を食いつぶす妖怪 (文春
新書:887)

今野晴貴著 文藝春秋 080||Bu||887 212005349

6
環境負債 : 次世代にこれ以上ツケを回さな
いために (ちくまプリマー新書:178)

井田徹治 [著] 筑摩書房 080||Ch||178 212005346

7
ぼくらの中の発達障害 (ちくまプリマー新
書:189)

青木省三著 筑摩書房 080||Ch||189 212005343

8
日本恋愛思想史 : 記紀万葉から現代まで
(中公新書:2193)

小谷野敦著 中央公論新社 080||Ch||2193 212005588

9
梅棹忠夫 : 「知の探検家」の思想と生涯 (中
公新書:2194)

山本紀夫著 中央公論新社 080||Ch||2194 212005342

10 筆順のはなし (中公新書ラクレ:435) 松本仁志著 中央公論新社 080||Ch||435 212005347

11 通貨を考える (ちくま新書:962) 中北徹著 筑摩書房 080||Ch||962 212005644

12 中国人民解放軍の実力 (ちくま新書:985) 塩沢英一著 筑摩書房 080||Ch||985 212005345

13
天才なのに消える人凡才だけど生き残る人
(Forest 2545 shinsyo:066)

小宮山悟著 フォレスト出版 080||Fo||066 212005598

14
地球の中心で何が起こっているのか : 地殻
変動のダイナミズムと謎 (幻冬舎新書:226,
[た-9-1])

巽好幸著 幻冬舎 080||Ge||226 212005591

15
ベテルギウスの超新星爆発 : 加速膨張する
宇宙の発見 (幻冬舎新書:238, の-1-1)

野本陽代著 幻冬舎 080||Ge||238 212005593

16 ユーロの正体 (幻冬舎新書:285, あ-7-1) 安達誠司著 幻冬舎 080||Ge||285 212005600

17
デジタルネイティブの時代 : なぜメールをせ
ずに「つぶやく」のか (平凡社新書:660)

木村忠正著 平凡社 080||He||660 212005590

18
サプライズ内定 : なぜ彼らは大手企業に内
定できたのか! (角川SSC新書:166)

才木弓加著

角川マガジンズ/
角川グループパ
ブリッシング (発
売)

080||Ka||166 212005348
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19
「アラブの春」の正体 : 欧米とメディアに踊ら
された民主化革命 (角川oneテーマ21:C-
231)

重信メイ [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||C-231 212005708

20
「病院」がトヨタを超える日 : 医療は日本を救
う輸出産業になる! (講談社+α 新書:549-1C)

北原茂実 [著] 講談社 080||Ko||549-1C 212005595

21
一生食いっぱぐれないためのエンジニアの
仕事術 (光文社新書:613)

椎木一夫著 光文社 080||Ko||613 212005601

22
10分あれば書店に行きなさい (メディアファ
クトリー新書:058)

齋藤孝著
メディアファクト
リー

080||Me||058 212005344

23 伝わる・揺さぶる!文章を書く (PHP新書:180) 山田ズーニー著 PHP研究所 080||Ph||180 212005602

24 プロ弁護士の思考術 (PHP新書:438) 矢部正秋著 PHP研究所 080||Ph||438 212005596

25
やってはいけない筋トレ : いくら腹筋を頑
張ってもお腹は割れません (青春新書
intelligence:PI-350)

坂詰真二著 青春出版社 080||Se||PI-350 212005603

26 語学で身を立てる (集英社新書:0181E) 猪浦道夫著 集英社 080||Sh||0181 212005592

27 バカの話は必ず長い (宝島社新書:354) 櫻井弘著 宝島社 080||Ta||354 212005589

28
使いこなしたい同音同訓意義語 (京都書房
ことのは新書:006)

 京都書房 814.5||Ts 212005599

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 政治的思考 (岩波新書:新赤版 1402) 杉田敦著 岩波書店 080||Iw||D1402 212005612

2
日本財政 : 転換の指針 (岩波新書:新赤版
1403)

井手英策著 岩波書店 080||Iw||D1403 212005613

3 トラウマ (岩波新書:新赤版 1404) 宮地尚子著 岩波書店 080||Iw||D1404 212005618

4
出雲と大和 : 古代国家の原像をたずねて
(岩波新書:新赤版 1405)

村井康彦著 岩波書店 080||Iw||D1405 212005617

5 信長の城 (岩波新書:新赤版 1406) 千田嘉博著 岩波書店 080||Iw||D1406 212005616

6 近代秀歌 (岩波新書:新赤版 1407) 永田和宏著 岩波書店 080||Iw||D1407 212005615

7
百年の手紙 : 日本人が遺したことば (岩波新
書:新赤版 1408)

梯久美子著 岩波書店 080||Iw||D1408 212005614

8 面白い本 (岩波新書:新赤版 1409) 成毛眞著 岩波書店 080||Iw||D1409 212005610
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9 小さな建築 (岩波新書:新赤版 1410) 隈研吾著 岩波書店 080|||Iw||D1410 212005611
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