
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
若者のホンネ : 平成生まれは何を考えている
のか (朝日新書:378)

香山リカ著 朝日新聞出版 080||As||378 212006089

2
「魅せる声」のつくり方 : 3大新理論があなた
の印象を変える (ブルーバックス:B-1796)

篠原さなえ著 講談社 080||Bu||1796 212006079

3
古代日本の超技術 : あっと驚くご先祖様の智
慧 改訂新版 (ブルーバックス:B-1797)

志村史夫著 講談社 080||Bu||1797 212006104

4
宇宙になぜ我々が存在するのか : 最新素粒
子論入門 (ブルーバックス:B-1799)

村山斉著 講談社 080||Bu||1799 212006071

5
ゲノムが語る生命像 : 現代人のための最新・
生命科学入門 (ブルーバックス:B-1800)

本庶佑著 講談社 080||Bu||1800 212006076

6
新しいウイルス入門 : 単なる病原体でなく生
物進化の立役者? (ブルーバックス:B-1801)

武村政春著 講談社 080||Bu||1801 212006078

7
実例で学ぶExcel VBA : 定番プログラムを使
いこなす (ブルーバックス:B-1802)

立山秀利著 講談社 080||Bu||1802 212006099

8 謎とき平清盛 (文春新書:835) 本郷和人著 文藝春秋 080||Bu||835 212005975

9
日本型リーダーはなぜ失敗するのか (文春新
書:880)

半藤一利著 文藝春秋 080||Bu||880 212006024

10
新しい国へ : 美しい国へ完全版 (文春新
書:903)

安倍晋三著 文藝春秋 080||Bu||903 212006229

11
循環型社会 : 持続可能な未来への経済学
(中公新書:1743)

吉田文和著 中央公論新社 080||Ch||1743 212006091

12
ことばの発達の謎を解く (ちくまプリマー新
書:191)

今井むつみ著 筑摩書房 080||Ch||191 212006073

13
経済大陸アフリカ : 資源、食糧問題から開発
政策まで (中公新書:2199)

平野克己著 中央公論新社 080||Ch||2199 212006102

14
言語の社会心理学 : 伝えたいことは伝わる
のか (中公新書:2202)

岡本真一郎著 中央公論新社 080||Ch||2202 212006103

15
「豊かな地域」はどこがちがうのか : 地域間競
争の時代 (ちくま新書:992)

根本祐二著 筑摩書房 080||Ch||992 212006069

16
やりなおし高校世界史 : 考えるための入試問
題8問 (ちくま新書:994)

津野田興一著 筑摩書房 080||Ch||994 212006070

17
東北発の震災論 : 周辺から広域システムを
考える (ちくま新書:995)

山下祐介著 筑摩書房 080||Ch||995 212006074

18
僕らはいつまで「ダメ出し社会」を続けるのか
: 絶望から抜け出す「ポジ出し」の思想 (幻冬
舎新書:287, お-15-1)

荻上チキ著 幻冬舎 080||Ge||287 212006028

19
経済ジェノサイド : フリードマンと世界経済の
半世紀 (平凡社新書:666)

中山智香子著 平凡社 080||He||666 212006077

20 入門日本近現代文芸史 (平凡社新書:667) 鈴木貞美著 平凡社 080||He||667 212006101

21
電池の「なぜ?」がわかると未来が見える (じっ
ぴコンパクト新書:138)

京極一樹著 実業之日本社 080||Ji||138 212006230

22 学び続ける力 (講談社現代新書:2188) 池上彰著 講談社 080||Ko||2188 212006068

23
世界史の中のパレスチナ問題 (講談社現代
新書:2189)

臼杵陽著 講談社 080||Ko||2189 212006072

24
戦前日本の安全保障 (講談社現代新
書:2190)

川田稔著 講談社 080||Ko||2190 212006080

25
DNA医学の最先端 : 自分の細胞で病気を治
す (講談社現代新書:2191)

大野典也著 講談社 080||Ko||2191 212006098

26
日本語の宿命 : なぜ日本人は社会科学を理
解できないのか (光文社新書:617)

薬師院仁志著 光文社 080||Ko||617 212006022

27
バカに民主主義は無理なのか? (光文社新
書:623)

長山靖生著 光文社 080||Ko||623 212006092

28
日本語と英語 : その違いを楽しむ (NHK出版
新書:391)

片岡義男著 NHK出版 080||Nh||391 212006090

29 知の逆転 (NHK出版新書:395)

ジャレド・ダイアモ
ンド [ほか述]/吉
成真由美インタ
ビュー・編

NHK出版 080||Nh||395 212006023

30
超入門・グローバル経済 : 「地球経済」解体
新書 (NHK出版新書:396)

浜矩子著 NHK出版 080||Nh||396 212006094
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31
「やりたい仕事」病 (日経プレミアシリー
ズ:182)

榎本博明著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||182 212006027

32 日本の怖い数字 (PHP新書:840) 佐藤拓著 PHP研究所 080||Ph||840 212006100

33
ダムの科学 : 知られざる超巨大建造物の秘
密に迫る (サイエンス・アイ新書:SIS-261)

ダム工学会近畿・
中部ワーキング
グループ著

ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||261 212006097

34
寺田寅彦は忘れた頃にやって来る (集英社
新書:0144D)

松本哉 [著] 集英社 080||Sh||0144 212006228

35
原発ゼロ社会へ!新エネルギー論 (集英社新
書:0666B)

広瀬隆著 集英社 080||Sh||0666 212006025

36 荒天の武学 (集英社新書:0671C)
内田樹, 光岡英
稔著

集英社 080||Sh||0671 212006095

37 原発、いのち、日本人 (集英社新書:0673B)
浅田次郎 [ほか]
著

集英社 080||Sh||0673 212006096

38
対論!日本と中国の領土問題 (集英社新
書:0675A)

横山宏章, 王雲
海著

集英社 080||Sh||0675 212006093

39 第二次尖閣戦争 (祥伝社新書:301)
西尾幹二, 青木
直人 [著]

祥伝社 080||Sh||301 212006026

40 間抜けの構造 (新潮新書:490) ビートたけし著 新潮社 080||Sh||490 212006075

41 たくらむ技術 (新潮新書:501) 加地倫三著 新潮社 080||Sh||501 212006231

42
今日から磨く「おとなことば」 (京都書房ことの
は新書:007)

松尾佳津子著 京都書房 817.8||Ma 212006060
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1
平家の群像 : 物語から史実へ (岩波新書:新
赤版 1212)

高橋昌明著 岩波書店 080||Iw||D1212 212005976
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