
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 やっぱりドルは強い (朝日新書:401) 中北徹著 朝日新聞出版 080||As||401 213001043

2
「やりがいのある仕事」という幻想 (朝日新
書:402)

森博嗣著 朝日新聞出版 080||As||402 213000767

3 正義という名の凶器 (ベスト新書:402) 片田珠美著 ベストセラーズ 080||Be||402 213000819

4
高校数学でわかる相対性理論 : 特殊相対
論の完全理解を目指して (ブルーバック
ス:B-1803)

竹内淳著 講談社 080||Bu||1803 213001042

5
不完全性定理とはなにか : ゲーデルと
チューリングの考えたこと (ブルーバック
ス:B-1810)

竹内薫著 講談社 080||Bu||1810 213000815

6
からだの中の外界腸のふしぎ : 最大の免疫
器官にして第二のゲノム格納庫 (ブルーバッ
クス:B-1812)

上野川修一著 講談社 080||Bu||1812 213000770

7
大人のための高校物理復習帳 : 役立つ物
理の公式28 (ブルーバックス:B-1815)

桑子研著 講談社 080||Bu||1815 213000773

8
大人のための高校化学復習帳 : 元素記号
が好きになる (ブルーバックス:B-1816)

竹田淳一郎著 講談社 080||Bu||1816 213000774

9
その一言が余計です。 : 日本語の「正しさ」
を問う (ちくま新書:1012)

山田敏弘著 筑摩書房 080||Ch||1012 213000775

10 学力幻想 (ちくま新書:1014) 小玉重夫著 筑摩書房 080||Ch||1014 213000790

11 日本型雇用の真実 (ちくま新書:1015) 石水喜夫著 筑摩書房 080||Ch||1015 213001038

12 ナショナリズムの復権 (ちくま新書:1017) 先崎彰容著 筑摩書房 080||Ch||1017 213001039

13
ヒトの心はどう進化したのか : 狩猟採集生活
が生んだもの (ちくま新書:1018)

鈴木光太郎著 筑摩書房 080||Ch||1018 213001035

14
腎臓のはなし : 130グラムの臓器の大きな役
割 (中公新書:2214)

坂井建雄著 中央公論新社 080||Ch||2214 213000771

15
戦略論の名著 : 孫子、マキアヴェリから現代
まで (中公新書:2215)

野中郁次郎編著 中央公論新社 080||Ch||2215 213000766

16
バチカン近現代史 : ローマ教皇たちの「近
代」との格闘 (中公新書:2221)

松本佐保著 中央公論新社 080||Ch||2221 213001040

17
ヴェルディ : オペラ変革者の素顔と作品 (平
凡社新書:683)

加藤浩子著 平凡社 080||He||683 213000818

18
日本が対峙する大国の思惑 (角川SSC新
書:180. 知らないと恥をかく世界の大問題:4)

池上彰著

角川マガジンズ/
角川グループ
ホールディング
ス (発売)

080||Ka||180 213000982
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19 野心のすすめ (講談社現代新書:2201) 林真理子著 講談社 080||Ko||2201 213001034

20
非社交的社交性 : 大人になるということ (講
談社現代新書:2208)

中島義道著 講談社 080||Ko||2208 213000768

21
明治国家をつくった人びと (講談社現代新
書:2212)

瀧井一博著 講談社 080||Ko||2212 213001037

22
アベノミクスのゆくえ : 現在・過去・未来の視
点から考える (光文社新書:638)

片岡剛士著 光文社 080||Ko||638 213000816

23
アゴを引けば身体が変わる : 腰痛・肩こり・
頭痛が消える大人の体育 (光文社新書:641)

伊藤和磨著 光文社 080||Ko||641 213001044

24
日本語は「空気」が決める : 社会言語学入
門 (光文社新書:643)

石黒圭著 光文社 080||Ko||643 213000772

25
レイヤー化する世界 : テクノロジーとの共犯
関係が始まる (NHK出版新書:410)

佐々木俊尚著 NHK出版 080||Nh||410 213001041

26
瞬間の記憶力 : 競技かるたクイーンのメンタ
ル術 (PHP新書:838)

楠木早紀著 PHP研究所 080||Ph||838 213000776

27
これだけは知っておきたい世界の鉱物50 :
鉱物通になるための第一歩 (サイエンス・ア
イ新書:SIS-279)

松原聡, 宮脇律
郎著

ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||279 213000817

28
日本の「労働」はなぜ違法がまかり通るの
か? (星海社新書:32)

今野晴貴著
星海社/講談社
(発売)

080||Se||32 213000791

29 TPP黒い条約 (集英社新書:0695A) 中野剛志編 集英社 080||Sh||0695 213001036

30
人間はいろいろな問題についてどう考えてい
けば良いのか (新潮新書:510)

森博嗣著 新潮社 080||Sh||510 213000769

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
(株)貧困大国アメリカ (岩波新書:新赤版
1430)

堤未果著 岩波書店 080||Iw||D1430 213000765

2 先生! (岩波新書:新赤版 1434) 池上彰編 岩波書店 080||Iw||D1434 213000988

3
柳宗悦 : 「複合の美」の思想 (岩波新書:新
赤版 1435)

中見真理著 岩波書店 080||Iw||D1435 213000987

4
おとなが育つ条件 : 発達心理学から考える
(岩波新書:新赤版 1436)

柏木惠子著 岩波書店 080||Iw||D1436 213000986

5
富士山 : 大自然への道案内 (岩波新書:新
赤版 1437)

小山真人著 岩波書店 080||Iw||D1437 213000989
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