
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 女子校力 (PHP新書:854) 杉浦由美子著 PHP研究所 080||Ph||854 214000057

2
コミュニティ発電所 : 原発なくてもいいかもよ?
(ポプラ新書:004)

古屋将太著 ポプラ社 540.921||Fu 214000053

3
「老いがい」の時代 : 日本映画に読む (岩波
新書:新赤版 1475)

天野正子著 岩波書店 080||Iw||D1475 214000003

4
女のからだ : フェミニズム以後 (岩波新書:新
赤版 1476)

荻野美穂著 岩波書店 080||Iw||D1476 214000002

5
唐物の文化史 : 舶来品からみた日本 (岩波
新書:新赤版 1477)

河添房江著 岩波書店 080||Iw||D1477 214000004

6 算数的思考法 (岩波新書:新赤版 1478) 坪田耕三著 岩波書店 080||Iw||D1478 214000001

7 日本語の考古学 (岩波新書:新赤版 1479) 今野真二著 岩波書店 080||Iw||D1479 214000149

8 日本語スケッチ帳 (岩波新書:新赤版 1480) 田中章夫著 岩波書店 080||Iw||D1480 214000150

9 ひとり親家庭 (岩波新書:新赤版 1481) 赤石千衣子著 岩波書店 080||Iw||D1481 214000151

10 新・世界経済入門 (岩波新書:新赤版 1482) 西川潤著 岩波書店 080||Iw||D1482 214000152

11
ルネサンス歴史と芸術の物語 (光文社新
書:588)

池上英洋著 光文社 080||Ko||588 214000063

12
いやでも物理が面白くなる : 交通信号「止ま
れ」はなぜどこの国でも赤なのか? (ブルー
バックス:B-1324)

志村史夫著 講談社 080||Bu||1324 214000065

13
フリーメイソン : 西欧神秘主義の変容 (講談
社現代新書:930)

吉村正和著 講談社 080||Ko||0930 214000048

14
オスマン帝国 : イスラム世界の「柔らかい専
制」 (講談社現代新書:1097)

鈴木董著 講談社 080||Ko||1097 214000064

15
ロスチャイルド家 : ユダヤ国際財閥の興亡
(講談社現代新書:1252)

横山三四郎著 講談社 080||Ko||1252 214000047

16 「世間」とは何か (講談社現代新書:1262) 阿部謹也著 講談社 080||Ko||1262 214000061
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17
じぶん・この不思議な存在 (講談社現代新
書:1315 Jeunesse)

鷲田清一著 講談社 080||Ko||1315 214000062

18 武士道の逆襲 (講談社現代新書:1741) 菅野覚明著 講談社 080||Ko||1741 214000049

19
経済成長神話の終わり : 減成長と日本の希
望 (講談社現代新書:2148)

アンドリュー・J.サ
ター著/中村起子
訳

講談社 080||Ko||2148 214000045

20 成長から成熟へ (集英社新書:0713A) 天野祐吉著 集英社 080||Sh||0713 214000157

21 日本農業への正しい絶望法 (新潮新書:488) 神門善久著 新潮社 080||Sh||488 214000056

22 キレイゴトぬきの農業論 (新潮新書:538) 久松達央著 新潮社 080||Sh||538 214000055

23
日本人はなぜ無宗教なのか (ちくま新
書:085)

阿満利麿著 筑摩書房 080||Ch||085 214000052

24
チャイニーズ・ドリーム : 大衆資本主義が世
界を変える (ちくま新書:1011)

丸川知雄著 筑摩書房 080||Ch||1011 214000060

25
現代オカルトの根源 : 霊性進化論の光と闇
(ちくま新書:1022)

大田俊寛著 筑摩書房 080||Ch||1022 214000051

26 靖国問題 (ちくま新書:532) 高橋哲哉著 筑摩書房 080||Ch||532 214000050

27 毒の話 (中公新書:781) 山崎幹夫著 中央公論社 080||Ch||781 214000044

28 日本語力と英語力 (中公新書ラクレ:128)
齋藤孝, 斎藤兆
史著

中央公論新社 080||Ch||128 214000066

29
マグダラのマリア : エロスとアガペーの聖女
(中公新書:1781)

岡田温司著 中央公論新社 080||Ch||1781 214000046

30
現代中国の産業 : 勃興する中国企業の強さ
と脆さ (中公新書:1897)

丸川知雄著 中央公論新社 080||Ch||1897 214000059

31
夫婦格差社会 : 二極化する結婚のかたち
(中公新書:2200)

橘木俊詔, 迫田さ
やか著

中央公論新社 080||Ch||2200 214000058

32
禁欲のヨーロッパ : 修道院の起源 (中公新
書:2253)

佐藤彰一著 中央公論新社 080||Ch||2253 214000072

33
フード左翼とフード右翼 : 食で分断される日
本人 (朝日新書:439)

速水健朗著 朝日新聞出版 080||As||439 214000054

34
千里眼事件 : 科学とオカルトの明治日本 (平
凡社新書:299)

長山靖生著 平凡社 080||He||299 214000043
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