
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
地方にこもる若者たち : 都会と田舎の間に出
現した新しい社会 (朝日新書:406)

阿部真大著 朝日新聞出版 080||As||406 213002394

2
世界は2乗でできている : 自然にひそむ平方
数の不思議 (ブルーバックス:B-1819)

小島寛之著 講談社 080||Bu||1819 213002350

3
三角形の七不思議 : 単純だけど、奥が深い
(ブルーバックス:B-1823)

細矢治夫著 講談社 080||Bu||1823 213002046

4
日本の深海 : 資源と生物のフロンティア (ブ
ルーバックス:B-1824)

瀧澤美奈子著 講談社 080||Bu||1824 213002069

5
大栗先生の超弦理論入門 : 九次元世界に
あった究極の理論 (ブルーバックス:B-1827)

大栗博司著 講談社 080||Bu||1827 213002346

6
エピゲノムと生命 : DNAだけでない「遺伝」の
しくみ (ブルーバックス:B-1829)

太田邦史著 講談社 080||Bu||1829 213002347

7
ビルはなぜ建っているかなぜ壊れるか : 現代
人のための建築構造入門 (文春新書:335)

望月重著 文藝春秋 080||Bu||335 213002329

8
何のために働くのか : 自分を創る生き方 (文
春新書:921)

寺島実郎著 文藝春秋 080||Bu||921 213002395

9 近代中国史 (ちくま新書:1019) 岡本隆司著 筑摩書房 080||Ch||1019 213002406

10
規制改革で何が変わるのか (ちくま新
書:1024)

八代尚宏著 筑摩書房 080||Ch||1024 213002351

11
ユダヤ人の教養 : グローバリズム教育の三
千年 (ちくま新書:1026)

大澤武男著 筑摩書房 080||Ch||1026 213002353

12
世界史の叡智 : 勇気、寛容、先見性の51人
に学ぶ (中公新書:2223)

本村凌二著 中央公論新社 080||Ch||2223 213002041

13
政令指定都市 : 百万都市から都構想へ (中
公新書:2224)

北村亘著 中央公論新社 080||Ch||2224 213002042

14
悪の引用句辞典 : マキアヴェリ、シェイクスピ
ア、吉本隆明かく語りき (中公新書:2226)

鹿島茂著 中央公論新社 080||Ch||2226 213002044

15
地図と愉しむ東京歴史散歩 : カラー版 地形
篇 (中公新書:2129, 2170, 2227)

竹内正浩著 中央公論新社 080||Ch||2227 213002045
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16
日本の財政 : 再建の道筋と予算制度 (中公
新書:2228)

田中秀明著 中央公論新社 080||Ch||2228 213002352

17
英文法の楽園 : 日本人の知らない105の秘密
(中公新書:2231)

里中哲彦著 中央公論新社 080||Ch||2231 213002349

18
若者と労働 : 「入社」の仕組みから解きほぐ
す (中公新書ラクレ:465)

濱口桂一郎著 中央公論新社 080||Ch||465 213002348

19
基礎からわかる憲法改正論争 (中公新書ラク
レ:469)

読売新聞政治部
著

中央公論新社 080||Ch||469 213002356

20 人間にとって成熟とは何か (幻冬舎新書:311) 曽野綾子著 幻冬舎 080||Ge||311 213002407

21
知れば知るほど面白い黒田官兵衛忍従と野
望 (じっぴコンパクト新書:163)

二木謙一監修 実業之日本社 080||Ji||163 213002411

22
里山資本主義 : 日本経済は「安心の原理」で
動く (角川oneテーマ21:C-249)

藻谷浩介, NHK広
島取材班 [著]

角川書店
/KADOKAWA
(発売)

080||Ka||C-249 213002068

23
まんが哲学入門 : 生きるって何だろう? (講談
社現代新書:2216)

森岡正博, 寺田
にゃんこふ著

講談社 080||Ko||2216 213002067

24 ヒゲの日本近現代史 (講談社現代新書:2217) 阿部恒久著 講談社 080||Ko||2217 213002047

25
宇宙はなぜこのような宇宙なのか : 人間原理
と宇宙論 (講談社現代新書:2219)

青木薫著 講談社 080||Ko||2219 213002043

26
「学歴エリート」は暴走する : 「東大話法」が蝕
む日本人の魂 (講談社+α 新書:599-2C)

安冨歩著 講談社 080||Ko||599-2C 213002048

27 世界は宗教で動いてる (光文社新書:645) 橋爪大三郎著 光文社 080||Ko||645 213002408

28
ドキュメント深海の超巨大イカを追え! (光文社
新書:650)

NHKスペシャル深
海プロジェクト取
材班, 坂元志歩
著

光文社 080||Ko||650 213002189

29 修業論 (光文社新書:651) 内田樹著 光文社 080||Ko||651 213002040

30 蔵書の苦しみ (光文社新書:652) 岡崎武志著 光文社 080||Ko||652 213002330

31
1日で学び直す哲学 : 常識を打ち破る思考力
をつける (光文社新書:657)

甲田純生著 光文社 080||Ko||657 213002354

32 いのちを守る気象情報 (NHK出版新書:404) 斉田季実治著 NHK出版 080||Nh||404 213002412
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33
憲法問題 : なぜいま改憲なのか (PHP新
書:874)

伊藤真著 PHP研究所 080||Ph||874 213002355

34
ウイルスと感染のしくみ : なぜ感染し、増殖す
るのか!?その驚くべきナゾに迫る!! (サイエン
ス・アイ新書:SIS-287)

生田哲著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||287 213002409

35
なぜ本屋に行くとアイデアが生まれるのか
(祥伝社新書:321)

嶋浩一郎 [著] 祥伝社 080||Sh||321 213002039

36
富士山文化 : その信仰遺跡を歩く (祥伝社新
書:325)

竹谷靭負 [著] 祥伝社 080||Sh||325 213002049

37
日本の10大庭園 : 何を見ればいいのか (祥
伝社新書:336)

重森千青 [著] 祥伝社 080||Sh||336 213002410

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
福島原発事故 : 県民健康管理調査の闇 (岩
波新書:新赤版 1442)

日野行介著 岩波書店 080||Iw||D1442 213002337

2
土と生きる : 循環農場から (岩波新書:新赤
版 1443)

小泉英政著 岩波書店 080||Iw||D1443 213002338

3
シルクロードの古代都市 : アムダリヤ遺跡
の旅 (岩波新書:新赤版 1444)

加藤九祚著 岩波書店 080||Iw||D1444 213002339

4
仏像の顔 : 形と表情をよむ (岩波新書:新赤
版 1445)

清水眞澄著 岩波書店 080||Iw||D1445 213002336

5
小林一茶 : 時代を詠んだ俳諧師 (岩波新書:
新赤版 1446)

青木美智男著 岩波書店 080||Iw||D1446 213002335
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