
書名 著者名 出版者 資料ID 請求記号

1 大往生 (岩波新書) 永六輔著 岩波書店 100297225 080:イ:1-329

2 読書力 (岩波新書:新赤版 801) 齋藤孝著 岩波書店 104013750 080:イ:1-801

3 「ビミョーな未来」をどう生きるか (ちくまプリマー新書:028) 藤原和博著 筑摩書房 104067996 159.7:フ

4 包帯クラブ (ちくまプリマー新書:X01) 天童荒太著 筑摩書房 104072483 913.6:テ

5 そんな言い方ないだろう (新潮新書:116) 梶原しげる著 新潮社 104074224 080:シ:116

6
なぜあの人とは話が通じないのか? : 非・論理コミュニケー
ション (光文社新書:210)

中西雅之著 光文社 104074612 080:コ:210

7
自殺するなら、引きこもれ : 問題だらけの学校から身を守る
法 (光文社新書:326)

本田透, 堀田純司著 光文社 104103346 080:コ:326

8 お坊さんが困る仏教の話 (新潮新書:208) 村井幸三著 新潮社 104103965 080:シ:208

9 いつまでもデブと思うなよ (新潮新書:227) 岡田斗司夫著 新潮社 104104013 080:シ:227

10 女性の品格 : 装いから生き方まで (PHP新書:418) 坂東眞理子著 PHP研究所 104108097 159.6:バ

11 「聞く力」を鍛える (講談社現代新書:1933) 伊藤進著 講談社 104129689 080:コ:1933

12
就活のバカヤロー : 企業・大学・学生が演じる茶番劇 (光文
社新書:378)

石渡嶺司, 大沢仁著 光文社 104130083 080:コ:378

13
どこまでやったらクビになるか : サラリーマンのための労働
法入門 (新潮新書:277)

大内伸哉著 新潮社 104131958 080:シ:277

14
「生きづらさ」について : 貧困、アイデンティティ、ナショナリ
ズム (光文社新書:358)

雨宮処凛, 萱野稔人著 光文社 104131974 080:コ:358

15 名画で読み解くハプスブルク家12の物語 (光文社新書:366) 中野京子著 光文社 104131982 080:コ:366

16 「メール好感度」を格段に上げる技術 (新潮新書:339) 神舘和典著 新潮社 104156302 080:シ:339

17 女子大生がヤバイ! (新潮新書:318) 小沢章友著 新潮社 104156385 080:シ:318

18
バカ丁寧化する日本語 : 敬語コミュニケーションの行方 (光
文社新書:415)

野口恵子著 光文社 104156625 080:コ:415

19 わかりやすく「伝える」技術 (講談社現代新書:2003) 池上彰著 講談社 104156906 080:コ:2003

20
まんが現代史 : アメリカが戦争をやめない理由 (講談社現
代新書:2025)

山井教雄著 講談社 104183173 080:コ:2025

21 「わかりやすさ」の勉強法 (講談社現代新書:2054) 池上彰著 講談社 104183538 080:コ:2054

22
就活のまえに : 良い仕事、良い職場とは? (ちくまプリマー新
書:126)

中沢孝夫著 筑摩書房 104200555 366:ナ

23 公務員試験のカラクリ (光文社新書:532) 大原瞠著 光文社 104214952 080:コ:532

24
新書で大学の教養科目をモノにする政治学 (光文社新
書:526)

浅羽通明著 光文社 104215009 080:コ:526

25 「だましだまし生きる」のも悪くない (光文社新書:503) 香山リカ著/鈴木利宗取材・構成 光文社 104215082 080:コ:503

26 池上彰の宗教がわかれば世界が見える (文春新書:814) 池上彰著 文藝春秋 104215397 080:ブ:814

27
書くことが思いつかない人のための文章教室 (幻冬舎新
書:232:[こ-8-2])

近藤勝重著 幻冬舎 104225834 816:コ

28 親は知らない就活の鉄則 (朝日新書:332) 常見陽平著 朝日新聞出版 104229000 377.9:ツ
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29 大学で何を学ぶか (ベスト新書:230) 加藤諦三著 ベストセラーズ 104263090 377.9:カ

30 考える力をつける論文教室 (ちくまプリマー新書:158) 今野雅方著 筑摩書房 104263223 816.5:コ

31 心をひらく35のヒント (文春新書:841. 聞く力:[1]) 阿川佐和子著 文藝春秋 104265160 361.454:ア

32 面白い本 (岩波新書:新赤版 1409) 成毛眞著 岩波書店 104278163 080:イ:1-1409

33
なぜ、「怒る」のをやめられないのか : 「怒り恐怖症」と受動
的攻撃 (光文社新書:592)

片田珠美著 光文社 104278551 080:コ:592

34
アホ大学のバカ学生 : グローバル人材と就活迷子のあいだ
(光文社新書:561)

石渡嶺司, 山内太地著 光文社 104278684 080:コ:561

35 人間関係 (新潮新書:518) 曽野綾子著 新潮社 104279070 080:シ:518

36 誤解だらけの「発達障害」 (新潮新書:496) 河野俊一著 新潮社 104279161 080:シ:496

37
失礼な敬語 : 誤用例から学ぶ、正しい使い方 (光文社新
書:649)

野口恵子著 光文社 104282025 080:コ:649

38
友だち地獄 : 「空気を読む」世代のサバイバル (ちくま新
書:710)

土井隆義著 筑摩書房 104282330 367.68:ド

39
友だち幻想 : 人と人の「つながり」を考える (ちくまプリマー
新書:079)

菅野仁著 筑摩書房 104282371 361.4:カ

40
人の話を「聴く」技術 : 対話で心をケアするスペシャリスト
《精神対話士》の (宝島社新書:371)

メンタルケア協会編著 宝島社 104297023 146.8:ヒ

41 「対面力」をつけろ! (光文社新書:646) 齋藤孝著 光文社 104299664 080:コ:646

42 「いいね!」が社会を破壊する (新潮新書:542) 楡周平著 新潮社 104299748 080:シ:542

43
20代のための「キャリア」と「仕事」入門 (講談社現代新
書:2235)

塩野誠著 講談社 104299763 080:コ:2235

44 やっぱり見た目が9割 (新潮新書:529) 竹内一郎著 新潮社 104299805 080:コ:529

45
女子と就活 : 20代からの「就・妊・婚」講座 (中公新書ラク
レ:431)

白河桃子, 常見陽平著 中央公論新社 104301056 377.9:シ

46 若者のためのまちづくり (岩波ジュニア新書:752) 服部圭郎著 岩波書店 104304092 080:イ:752

47
アサーション入門 : 自分も相手も大切にする自己表現法
(講談社現代新書:2143)

平木典子著 講談社 104306303 080:コ:2143

48 職場の理不尽 : めげないヒント45 (新潮新書:487) 石原壮一郎, 岸良裕司著 新潮社 104306576 080:シ:487

49 本当は怖い動物の子育て (新潮新書:512) 竹内久美子著 新潮社 104306634 080:シ:512

50
生きる悪知恵 : 正しくないけど役に立つ60のヒント (文春新
書:868)

西原理恵子著 文藝春秋 104306907 080:ブ:868

51
天職は寝て待て : 新しい転職・就活・キャリア論 (光文社新
書:574)

山口周著 光文社 104307194 080:コ:574

52
それ、パワハラです : 何がアウトで、何がセーフか (光文社
新書:591)

笹山尚人著 光文社 104307244 080:コ:591

53 男は邪魔! : 「性差」をめぐる探究 (光文社新書:636) 高橋秀実著 光文社 104307400 080:コ:636

54
就活のコノヤロー : ネット就活の限界。その先は? (光文社
新書:671)

石渡嶺司著 光文社 104307475 080:コ:671

55 もっと面白い本 (岩波新書:新赤版 1468) 成毛眞著 岩波書店 104309448 080:イ:1-1468

56 理系アナ桝太一の生物部な毎日 (岩波ジュニア新書:780) 桝太一著 岩波書店 104325303 080:イ:780

57
文章ベタな人のための論文・レポートの授業 (光文社新
書:697)

古郡廷治著 光文社 104335922 080:コ:697



58
その「つぶやき」は犯罪です : 知らないとマズいネットの法
律知識 (新潮新書:572)

神田芳明 [ほか] 著 新潮社 104336029 080:シ:572

59 「自分」の壁 (新潮新書:576) 養老孟司著 新潮社 104336045 080:シ:576

60 余計な一言 (新潮新書:577) 齋藤孝著 新潮社 104336052 080:シ:577

61
新・戦争論 : 僕らのインテリジェンスの磨き方 (文春新
書:1000)

池上彰, 佐藤優著 文藝春秋 104336128 080:ブ:1000

62
大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル (岩波
ジュニア新書:805)

豊島ミホ著 岩波書店 104346788 080:イ:805

63
おとなの教養 : 私たちはどこから来て、どこへ行くのか?
(NHK出版新書:431)

池上彰著 NHK出版 104347844 002:イ

64
わかりあえないことから : コミュニケーション能力とは何か
(講談社現代新書:2177)

平田オリザ著 講談社 104353255 080:コ:2177

65 AKB48、被災地へ行く (岩波ジュニア新書:816) 石原真著 岩波書店 104360953 080:イ:816

66
ヤバいLINE : 日本人が知らない不都合な真実 (光文社新
書:754)

慎武宏, 河鐘基著 光文社 104375688 080:コ:754

67
「赤ちゃん縁組」で虐待死をなくす : 愛知方式がつないだ命
(光文社新書:735)

矢満田篤二, 萬屋育子著 光文社 104375712 080:コ:735

68
ルポ保健室 : 子どもの貧困・虐待・性のリアル (朝日新
書:576)

秋山千佳著 朝日新聞出版 104383161 374.9:ア

69 綾瀬はるか「戦争」を聞く 2 (岩波ジュニア新書:741, 835) TBSテレビ『NEWS23』取材班編 岩波書店 104398359 080:イ:835

70
研究するって面白い! : 科学者になった11人の物語 (岩波
ジュニア新書:841)

伊藤由佳理編著 岩波書店 104398417 080:イ:841

71
絵でわかる人工知能 : 明日使いたくなるキーワード68 (サイ
エンス・アイ新書:SIS-363)

三宅陽一郎, 森川幸人著 SBクリエイティブ 104398870 007.13:ミ

72 綾瀬はるか「戦争」を聞く [1] (岩波ジュニア新書:741, 835) TBSテレビ『NEWS23』取材班編 岩波書店 104406251 080:イ:741

73 不適切な日本語 (新潮新書:668) 梶原しげる著 新潮社 104407499 080:シ:668

74 キレイゴトぬきの就活論 (新潮新書:701) 石渡嶺司著 新潮社 104407606 080:シ:701

75 告発児童相談所が子供を殺す (文春新書:1090) 山脇由貴子著 文藝春秋 104410212 080:ブ:1090

76
問題は英国ではない、EUなのだ : 21世紀の新・国家論 (文
春新書:1093)

エマニュエル・トッド著/堀茂樹訳 文藝春秋 104410246 080:ブ:1093

77
超初心者のためのサイバーセキュリティ入門 (文春新
書:1097)

齋藤ウィリアム浩幸著 文藝春秋 104410279 080:ブ:1097

78
お祈りメール来た、日本死ね : 「日本型新卒一括採用」を考
える (文春新書:1105)

海老原嗣生著 文藝春秋 104410295 080:ブ:1105

79
できる人は社畜力がすごい : 自分のための「働き方改革」
(PHP新書:1100)

藤本篤志著 PHP 104414685 159.4:フ

80 言ってはいけない : 残酷すぎる真実 (新潮新書:663) 橘玲著 新潮社 104415484 080:シ:663

81
ルポトランプ王国 : もう一つのアメリカを行く (岩波新書:新
赤版 1644)

金成隆一著 岩波書店 104417928 080:イ:1-1644

82
正しいコピペのすすめ : 模倣、創造、著作権と私たち (岩波
ジュニア新書:849)

宮武久佳著 岩波書店 104418249 080:イ:849

83
質問する、問い返す : 主体的に学ぶということ (岩波ジュニ
ア新書:854)

名古谷隆彦著 岩波書店 104418298 080:イ:854

84 誰が「働き方改革」を邪魔するのか (光文社新書:904) 中村東吾著 光文社 104423157 080:コ:904

85 生きてこそ (新潮新書:720) 瀬戸内寂聴著 新潮社 104423322 080:シ:720

86 ブラック奨学金 (文春新書:1112) 今野晴貴著 文藝春秋 104423439 080:ブ:1112



87 スマホ廃人 (文春新書:1126) 石川結貴著 文藝春秋 104423454 080:ブ:1126

88 後悔しない「産む」×「働く」 (ポプラ新書:129) 齊藤英和, 白河桃子著 ポプラ社 104425921 367:サ

89 キャリアデザイン入門 第2版 1 (日経文庫:1352-1353) 大久保幸夫著 日本経済新聞出版社 104435391 366.29:キ:1

90 キャリアデザイン入門 第2版 2 (日経文庫:1352-1353) 大久保幸夫著 日本経済新聞出版社 104435409 366.29:キ:2

91
先生は教えてくれない大学のトリセツ (ちくまプリマー新
書:277)

田中研之輔著 筑摩書房 104435748 377.9:タ

92
ブラック職場 : 過ちはなぜ繰り返されるのか? (光文社新
書:913)

笹山尚人著 光文社 104441761 080:コ:913

93
手を洗いすぎてはいけない : 超清潔志向が人類を滅ぼす
(光文社新書:922)

藤田紘一郎著 光文社 104441795 080:コ:922

94 名画で読み解くイギリス王家12の物語 (光文社新書:907) 中野京子著 光文社 104441860 080:コ:907

95 たべたいの (新潮新書:741) 壇蜜著 新潮社 104441902 080:シ:741

96 高齢ドライバー (文春新書:1157) 所正文, 小長谷陽子, 伊藤安海著 文藝春秋 104444203 080:ブ:1157

97
その情報、本当ですか? : ネット時代のニュースの読み解き
方 (岩波ジュニア新書:866)

塚田祐之著 岩波書店 104444278 080:イ:866

98
誤解だらけの人工知能 : ディープラーニングの限界と可能
性 (光文社新書:932)

田中潤, 松本健太郎著 光文社 104444328 080:コ:932

99 看る力 : アガワ流介護入門 (文春新書:1172) 阿川佐和子, 大塚宣夫著 文藝春秋 104448717 080:ブ:1172

100 読書の価値 (NHK出版新書:547) 森博嗣著 NHK出版 104450226 019:モ

101
人口減少時代の都市 : 成熟型のまちづくりへ (中公新
書:2473)

諸富徹著 中央公論新社 104450234 318.7:モ

102 働く女子のキャリア格差 (ちくま新書:1302) 国保祥子著 筑摩書房 104450333 366.38:コ

103
知らなきゃよかった : 予測不能時代の新・情報術 (文春新
書:1168)

池上彰, 佐藤優著 文藝春秋 104451356 080:ブ:1168

104
アップルのリンゴはなぜかじりかけなのか? : 心をつかむ
ニューロマーケティング (光文社新書:959)

廣中直行著 光文社 104451406 080:コ:959

105
地域の力を引き出す企業 : グローバル・ニッチトップ企業が
示す未来 (ちくま新書:1268)

細谷祐二著 筑摩書房 104455209 335.35:ホ

106
児童虐待から考える : 社会は家族に何を強いてきたか (朝
日新書:643)

杉山春著 朝日新聞出版 104456751 367.6:ス

107
教養としてのテクノロジー : AI、仮想通貨、ブロックチェーン
(NHK出版新書:545)

伊藤穰一, アンドレー・ウール著 NHK出版 104458286 504:イ

108
大学生のためのレポート・論文術 最新版 (講談社現代新
書:2498)

小笠原喜康著 講談社 104460241 080:コ:2498

109
保育園問題 : 待機児童、保育士不足、建設反対運動 (中公
新書:2429)

前田正子著 中央公論新社 104461314 369.42:マ

110
入門公共政策学 : 社会問題を解決する「新しい知」 (中公新
書:2439)

秋吉貴雄著 中央公論新社 104461355 301:ア

111 大嘗祭 : 天皇制と日本文化の源流 (中公新書:2462) 工藤隆著 中央公論新社 104461454 210.091:ク

112 なぜ人工知能は人と会話ができるのか (マイナビ新書) 三宅陽一郎著 マイナビ出版 104462684 007.13:ミ

113 国語ゼミ : AI時代を生き抜く集中講義 (NHK出版新書:554) 佐藤優著 NHK出版 104464813 817.5:サ

114 大人のための言い換え力 (NHK出版新書:538) 石黒圭著 NHK出版 104464821 816.2:イ

115
レポート・論文の教科書 : 5日で学べて一生使える! (ちくまプ
リマー新書:311)

小川仁志著 筑摩書房 104477948 816.5:オ



116
本質をつかむ聞く力 : ニュースの現場から (ちくまプリマー
新書:299)

松原耕二著 筑摩書房 104477963 361.453:マ

117
「対人不安」って何だろう? : 友だちづきあいに疲れる心理
(ちくまプリマー新書:293)

榎本博明著 筑摩書房 104477997 361.4:エ

118 外国人に正しく伝えたい日本の礼儀作法 (光文社新書:984) 小笠原敬承斎著 光文社 104478300 080:コ:984

119
暴走トランプと独裁の習近平に、どう立ち向かうか? (光文社
新書:974)

細川昌彦著 光文社 104478367 080:コ:974

120 もっと言ってはいけない (新潮新書:799) 橘玲著 新潮社 104478409 080:シ:799

121 昆虫は美味い! (新潮新書:798) 内山昭一著 新潮社 104478425 080:シ:798

122 箱根駅伝強豪校の勝ち方 (文春新書:1192) 碓井哲雄著 文藝春秋 104478516 080:ブ:1192

123 中高生からの論文入門 (講談社現代新書:2511) 小笠原喜康, 片岡則夫著 講談社 104478532 080:コ:2511

124
安楽死・尊厳死の現在 : 最終段階の医療と自己決定 (中公
新書:2519)

松田純著 中央公論新社 104478722 490.154:マ

125
日本の主権はこうして失われた (講談社現代新書:2499.
知ってはいけない:2)

矢部宏治著 講談社 104478813 080:コ:2499

126
底辺への競争 : 格差放置社会ニッポンの末路 (朝日新
書:635)

山田昌弘著 朝日新聞出版 104479043 361.8:ヤ

127 LGBTを知る (日経文庫:1389) 森永貴彦著 日本経済新聞出版社 104479258 367.9:モ

128
巡礼ビジネス : ポップカルチャーが観光資産になる時代 (角
川新書:[K-243])

岡本健 [著] KADOKAWA 104479555 689.21:オ

129 「承認欲求」の呪縛 (新潮新書:800) 太田肇著 新潮社 104482385 080:シ:800

130 日産vs.ゴーン : 支配と暗闘の20年 (文春新書:1205) 井上久男著 文藝春秋 104482401 080:ブ:1205

131 いきいきと手紙を書く (講談社現代新書:1467) 轡田隆史著 講談社 300029394 816.6:ク

132 ペンギンの世界 (岩波新書:新赤版 743) 上田一生著 岩波書店 301018008 080:イ:1-743

133 日本人はなぜ英語ができないか (岩波新書:新赤版 622) 鈴木孝夫著 岩波書店 301018693 080:イ:1-622

134
若者はなぜ3年で辞めるのか? : 年功序列が奪う日本の未
来 (光文社新書:270)

城繁幸著 光文社 720022987 080:コ:270

135
少子社会日本 : もうひとつの格差のゆくえ (岩波新書:新赤
版 1070)

山田昌弘著 岩波書店 720036060 080:イ:1-1070

136
若者が無縁化する : 仕事・福祉・コミュニティでつなぐ (ちく
ま新書:947)

宮本みち子著 筑摩書房 720108570 367.68:ミ

137
「友だちいない」は"恥ずかしい"のか : 自己を取りもどす孤
独力 (平凡社新書:633)

武長脩行著 平凡社 720126069 159.7:タ

138
就活のしきたり : 踊らされる学生、ふりまわされる企業
(PHP新書:694)

石渡嶺司著 PHP研究所 730045457 377.9:イ

139
自信力が学生を変える : 大学生意識調査からの提言 (平凡
社新書:276)

河地和子著 平凡社 740030358 377.9:カ

140
就活のバカヤロー : 企業・大学・学生が演じる茶番劇 (光文
社新書:378)

石渡嶺司, 大沢仁著 光文社 740087606 377.9:イ

141
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 740136072 369.31:ヤ

142 池上彰の憲法入門 (ちくまプリマー新書:204) 池上彰著 筑摩書房 740146386 323.14:イ

143 ヘイト・スピーチとは何か (岩波新書:新赤版 1460) 師岡康子著 岩波書店 740161815 080:イ:1-1460

144
高学歴ワーキングプア : 「フリーター生産工場」としての大
学院 (光文社新書:322)

水月昭道著 光文社 770103919 080:コ:322



145 話し上手聞き上手 (ちくまプリマー新書:052) 齋藤孝著 筑摩書房 770148567 809.2:サ

146 平安女子の楽しい!生活 (岩波ジュニア新書:772) 川村裕子著 岩波書店 770241735 080:イ:772

147 超バカの壁 (新潮新書:149) 養老孟司著 新潮社 780003281 080:シ:149


