
書名 著者名 出版者名 出版年 資料コード

読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤 孝／著 SBクリエイティブ 2019.1 8135043250 019 サ

正しいコピペのすすめ 宮武 久佳／著 岩波書店 2017.3 8134768923 021.2 ミ

ドレミファソラシは虹の七色? 伊藤 浩介／著 光文社 2021.3 8135290289 141.2 ｲ

レンアイ、基本のキ 打越 さく良／著 岩波書店 2015.1 8134602550 152.1 ｳ

「空気」を読んでも従わない 鴻上 尚史／著 岩波書店 2019.4 8135036819 159.7 コ

世界の神話 沖田 瑞穂／著 岩波書店 2019.8 8135081959 164 オ

ぼくは縄文大工 雨宮 国広／著 平凡社 2020.9 8135223007 210.2 ｱ

歴史のIF 本郷 和人／著 扶桑社 2020.11 8135262201 210.4 ﾎ

綾瀬はるか「戦争」を聞く TBSテレビ『NEWS23』取材班／編 岩波書店 2013.4 8134333434 210.7 ア

秘蔵カラー写真で味わう60年前の東京・日本 J.ウォーリー・ヒギンズ／著 光文社 2018.1 8135156030 210.7 ﾋ/1

はじめての三国志 渡邉 義浩／著 筑摩書房 2019.11 8135133124 222.04 ﾜ

ヨーロッパ史入門 池上 俊一／著 岩波書店 2021.12 8135363035 230 ｲ

ウンコはどこから来て、どこへ行くのか 湯澤 規子／著 筑摩書房 2020.1 8135231303 290.1 ﾕ

国家を食べる 松本 仁一／著 新潮社 2019.7 8135111314 302.2 マ

<刑務所>で盲導犬を育てる 大塚 敦子／著 岩波書店 2015.2 8134527231 326.5 ｵ

友だちは永遠じゃない 森 真一／著 筑摩書房 2014.11 8135107151 361.3 モ

江戸とアバター 池上 英子／著 朝日新聞出版 2020.3 8135201565 361.4 ｲ

メンヘラの精神構造 加藤 諦三／著 PHP研究所 2020.6 8135232472 361.4 ｶ

みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT 遠藤 まめた／著 筑摩書房 2021.6 8135315566 367.9 ｴ

親を頼らないで生きるヒント コイケ ジュンコ／著 岩波書店 2021.11 8135358017 369.43 ｺ

SDGs時代の国際協力 西村 幹子／著 岩波書店 2021.2 8135264091 372.2 ｴ

お菓子でたどるフランス史 池上 俊一／著 岩波書店 2013.11 8134394082 383.8 イ

妖怪がやってくる 佐々木 高弘／著 岩波書店 2021.7 8135331677 388.1 ｻ

理系研究者の「実験メシ」 松尾 佑一／著 光文社 2021.5 8135311950 407 ﾏ

理系女性の人生設計ガイド 大隅 典子／著 講談社 2021.5 8135311941 407 ﾘ

すごいぜ!菌類 星野 保／著 筑摩書房 2020.7 8135206383 474.7 ﾎ

ダイオウイカvs.マッコウクジラ 北村 雄一／著 筑摩書房 2021.4 8135295810 481.7 ｷ

博士の愛したジミな昆虫 金子 修治／編著 岩波書店 2020.4 8135160355 486.1 ﾊ

マンボウのひみつ 澤井 悦郎／著 岩波書店 2017.8 8134817385 487.7 サ

イルカと心は通じるか 村山 司／著 新潮社 2021.9 8135347621 489.6 ﾑ

スマホを捨てたい子どもたち 山極 寿一／著 ポプラ社 2020.6 8135227641 489.9 ﾔ

花粉症と人類 小塩 海平／著 岩波書店 2021.2 8135263737 493.14 ｺ

スマホ依存から脳を守る 中山 秀紀／著 朝日新聞出版 2020.2 8135157860 493.74 ﾅ

なぜ日本の列車は秒刻みで動くのか 荒木 文宏／著 交通新聞社 2021.1 8135353834 516 ｱ

ゆかいな珍名踏切 今尾 恵介／著 朝日新聞出版 2020.1 8135177746 516.2 ｲ

宇宙飛行士選抜試験 内山 崇／著 SBクリエイティブ 2020.12 8135243814 538.9 ｳ

日本のジーパン 林 芳亨／著 光文社 2021.9 8135348280 589.2 ﾊ

バンクシー 毛利 嘉孝／著 光文社 2019.12 8135146795 723.3 ﾊﾞ

人間ベートーヴェン 石川 栄作／著 平凡社 2021.6 8135321699 762.3 ﾍﾞ

演劇入門 鴻上 尚史／著 集英社 2021.6 8135330956 770 ｺ

職業としてのシネマ 高野 てるみ／著 集英社 2021.5 8135313015 778.09 ﾀ

ディズニーとチャップリン 大野 裕之／著 光文社 2021.6 8135327870 778.2 ﾁ

アニメーション学入門 津堅 信之／著 平凡社 2017.2 8134767748 778.7 ツ

日本の道化師 大島 幹雄／著 平凡社 2021.5 8135313024 779.5 ｵ

音読で外国語が話せるようになる科学 門田 修平／著 SBクリエイティブ 2020.3 8135174430 807 ｶ

中高生からの論文入門 小笠原 喜康／著 講談社 2019.1 8135047017 816.5 オ

方言萌え!? 田中 ゆかり／著 岩波書店 2016.12 8134749928 818 タ

高校生からの韓国語入門 稲川 右樹／著 筑摩書房 2021.2 8135299972 829.1 ｲ

英語バカのすすめ 横山 雅彦／著 筑摩書房 2020.3 8135169815 830.7 ﾖ

物語は人生を救うのか 千野 帽子／著 筑摩書房 2019.5 8135107204 901.3 チ

平安男子の元気な!生活 川村 裕子／著 岩波書店 2021.2 8135264082 910.2 ｶ

平安女子の楽しい!生活 川村 裕子／著 岩波書店 2014.5 8134442733 910.2 カ
大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル 豊島 ミホ／著 岩波書店 2015.5 8134543683 914.6 ﾄｼ
人は見た目!と言うけれど 外川 浩子／著 岩波書店 2020.11 8135236990 916 ﾄ

＊ティーンズコーナーテーマ展示＊　新書デビューしてみない？

「表紙が地味でつまらなさそう…」と思っている読まず嫌いにおすすめしたい新書を集めました。

請求記号


