
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
Excelで遊ぶ手作り数学シミュレーション : グ
ラフ機能とVBAプログラムを自在に操る (ブ
ルーバックス:B-1430)

田沼晴彦著 講談社 080||Bu||1430 212005737

2
シャノンの情報理論入門 : 価値ある情報を
高速に、正確に送る (ブルーバックス:B-
1795)

高岡詠子著 講談社 080||Bu||1795 212005862

3 選ぶ力 (文春新書:886) 五木寛之著 文藝春秋 080||Bu||886 212005866

4 虹の西洋美術史 (ちくまプリマー新書:190) 岡田温司著 筑摩書房 080||Ch||190 212005865

5
政友会と民政党 : 戦前の二大政党制に何を
学ぶか (中公新書:2192)

井上寿一著 中央公論新社 080||Ch||2192 212005853

6
入門人間の安全保障 : 恐怖と欠乏からの自
由を求めて (中公新書:2195)

長有紀枝著 中央公論新社 080||Ch||2195 212005857

7
大原孫三郎 : 善意と戦略の経営者 (中公新
書:2196)

兼田麗子著 中央公論新社 080||Ch||2196 212005860

8
韓国論の通説・俗説 : 徹底検証 : 日韓対立
の感情vs.論理 (中公新書ラクレ:439)

浅羽祐樹, 木村
幹, 佐藤大介著

中央公論新社 080||Ch||439 212005878

9
キレる女懲りない男 : 男と女の脳科学 (ちく
ま新書:988)

黒川伊保子著 筑摩書房 080||Ch||988 212005858

10
18分集中法 : 時間の「質」を高める (ちくま新
書:989)

菅野仁著 筑摩書房 080||Ch||989 212005856

11 入門朱子学と陽明学 (ちくま新書:990) 小倉紀蔵著 筑摩書房 080||Ch||990 212005855

12
増税時代 : われわれは、どう向き合うべきか
(ちくま新書:991)

石弘光著 筑摩書房 080||Ch||991 212005861

13
原発と日本人 : 自分を売らない思想 (角川
oneテーマ21:A-164)

小出裕章, 佐高
信 [著]

角川学芸出版/
角川グループパ
ブリッシング (発
売)

080||Ka||A-164 212005864

14
日本の選択 : あなたはどちらを選びますか?
(角川oneテーマ21:C-234. 先送りできない日
本:2)

池上彰 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||C-234 212005854

15 民法はおもしろい (講談社現代新書:2186) 池田真朗著 講談社 080||Ko||2186 212005852

16
教室内 (スクール) カースト (光文社新
書:616)

鈴木翔著 光文社 080||Ko||616 212005851

17
福岡ハカセの本棚 (メディアファクトリー新
書:063)

福岡伸一著
メディアファクト
リー

080||Me||063 212005871

18
はじめる!楽しい電子工作 : カラー図解を見
ながらつくれる!電気のしくみもよくわかる!
(サイエンス・アイ新書:SIS-256)

小峯龍男著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||256 212005867
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19
論理的に読む技術 : 文章の中身を理解する
"読解力"強化の必須スキル! (サイエンス・
アイ新書:SIS-265)

福澤一吉著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||265 212005873

20
外来生物最悪50 : なぜ生態系や固有種存
続に悪影響が?招かれざる種を徹底分析!
(サイエンス・アイ新書:SIS-266)

今泉忠明著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||266 212005872

21
年収150万円で僕らは自由に生きていく (星
海社新書:26)

イケダハヤト著 星海社 080||Se||26 212005863

22
日本人の魂と新島八重 (小学館101新
書:151)

櫻井よしこ著 小学館 080||Sh||151 212005870

23 微分積分 1 (マセマ新書キャンパス・ゼミ)
馬場敬之, 高杉
豊著

マセマ出版社 413.3||Ba||1 212005868

24 微分積分 2 (マセマ新書キャンパス・ゼミ)
馬場敬之, 高杉
豊著

マセマ出版社 413.3||Ba||2 212005869

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 ラジオのこちら側で (岩波新書:新赤版 1411)
ピーター・バラカ
ン著

岩波書店 080||Iw||D1411 212005734

2
震災日録 : 記憶を記録する (岩波新書:新赤
版 1412)

森まゆみ著 岩波書店 080||Iw||D1412 212005944

3 哲学のヒント (岩波新書:新赤版 1413) 藤田正勝著 岩波書店 080||Iw||D1413 212005942

4 なつかしい時間 (岩波新書:新赤版 1414) 長田弘著 岩波書店 080||Iw||D1414 212005943

5 ヘタウマ文化論 山藤章二著 岩波書店 080||Iw||D1415 212005941

6
キング牧師 : 人種の平等と人間愛を求めて
(岩波ジュニア新書:221)

辻内鏡人, 中絛
献著

岩波書店 080||Iw||221 212005884

7
原発事故と放射能 : ハンドブック (岩波ジュニ
ア新書:727)

山口幸夫著 岩波書店 080||Iw||727 212005883

8 古典力 (岩波新書:新赤版 1389) 齋藤孝著 岩波書店 080||Iw||D1389 212005859
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