
No. 書名 著者 出版者 請求記号 資料ID

1 日本絵画のあそび (岩波新書:新赤版 574) 榊原悟 岩波書店 IS||574 130008706

2 すしの歴史を訪ねる (岩波新書:新赤版 641) 日比野光敏 岩波書店 IS||641 130005897

3 世界の音を訪ねる : 音の錬金術師の旅日記 (岩波新書:新赤版 1011) 久保田麻琴 岩波書店 IS||1011 130014275

4 すばる望遠鏡の宇宙 : ハワイからの挑戦 : カラー版 (岩波新書:新赤版 1087) 海部宣男 / 宮下曉彦 岩波書店 IS||1087 130018436

5 ルポ貧困大国アメリカ [1] (岩波新書:新赤版 1112, 1225) 堤未果 岩波書店 IS||1112 130019804

6 西洋陶磁入門 : カラー版 (岩波新書:新赤版 1117) 大平雅己 岩波書店 IS||1117 130020469

7 知床・北方四島 : 流氷が育む自然遺産 : カラー版 (岩波新書:新赤版 1135) 大泰司紀之 / 本間浩昭 岩波書店 IS||1135 130021393

8 浮世絵 : カラー版 (岩波新書:新赤版 1163) 大久保純一 岩波書店 IS||1163 110143472

9 タイ中進国の模索 (岩波新書:新赤版 1201) 末廣昭 岩波書店 IS||1201 110148590

10 文学フシギ帖 : 日本の文学百年を読む (岩波新書:新赤版 1261) 池内紀 岩波書店 IS||1261 110154839

11 ラテンアメリカ十大小説 (岩波新書:新赤版 1296) 木村栄一 岩波書店 IS||1296 110159694

12 コルトレーン : ジャズの殉教者 (岩波新書:新赤版 1303) 藤岡靖洋 岩波書店 IS||1303 110160315

13 英語で話すヒント : 通訳者が教える上達法 (岩波新書:新赤版 1350) 小松達也 岩波書店 IS||1350 110166072

14 食べるギリシア人 : 古典文学グルメ紀行 (岩波新書:新赤版 1360) 丹下和彦 岩波書店 IS||1360 110167424

15 ことばの力学 : 応用言語学への招待 (岩波新書:新赤版 1419) 白井恭弘 岩波書店 IS||1419 110173788

16 実践日本人の英語 (岩波新書:新赤版 1420) Petersen, Mark 岩波書店 IS||1420 110176040

17 辞書の仕事 (岩波新書:新赤版 1452) 増井元 岩波書店 IS||1452 110177916

18 日本語スケッチ帳 (岩波新書:新赤版 1480) 田中章夫 岩波書店 IS||1480 110181163

19 中国絵画入門 (岩波新書:新赤版 1490) 宇佐美文理 岩波書店 IS||1490 110181730

20 金沢を歩く (岩波新書:新赤版 1493) 山出保 岩波書店 IS||1493 110181866

21 村上春樹は、むずかしい (岩波新書:新赤版 1575) 加藤典洋 岩波書店 IS||1575 110185961

22 京都の歴史を歩く (岩波新書:新赤版 1584)
小林丈広 / 高木博志 / 三枝

暁子
岩波書店 IS||1584 110186080
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23 プーチンとG8の終焉 (岩波新書:新赤版 1594) 佐藤親賢 岩波書店 IS||1594 110186858

24 ヴェネツィア : 美の都の一千年 (岩波新書:新赤版 1608) 宮下規久朗 岩波書店 IS||1608 110187355

25 古代出雲を歩く (岩波新書:新赤版 1612) 平野芳英 岩波書店 IS||1612 110187521

26 アメリカ政治の壁 : 利益と理念の狭間で (岩波新書:新赤版 1616) 渡辺将人 岩波書店 IS||1616 110187734

27 ルポ難民追跡 : バルカンルートを行く (岩波新書:新赤版 1624) 坂口裕彦 岩波書店 IS||1624 110188034

28 夏目漱石 (岩波新書:新赤版 1631) 十川信介 岩波書店 IS||1631 110188194

29 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 岩波書店 IS||1644 110188850

30 シリア情勢 : 終わらない人道危機 (岩波新書:新赤版 1651) 青山弘之 岩波書店 IS||1651 110189982

31 中国のフロンティア : 揺れ動く境界から考える (岩波新書:新赤版 1652) 川島真 岩波書店 IS||1652 110189983

32 『レ・ミゼラブル』の世界 (岩波新書:新赤版 1655) 西永良成 岩波書店 IS||1655 110189986

33 正岡子規 : 人生のことば (岩波新書:新赤版 1660) 復本一郎 岩波書店 IS||1660 110190077

34 習近平の中国 : 百年の夢と現実 (岩波新書:新赤版 1663) 林望 岩波書店 IS||1663 110190158

35
ハッブル望遠鏡で見る宇宙の驚異 : 偉大な成果をデジタル画像と傑作写真で完全網

羅 : DVD-ROM&図解 (ブルーバックス:B-1645)
ビバマンボ / 小野夏子 講談社 KB||1645 110148125

36
ウイスキーの科学 : 知るほどに飲みたくなる「熟成」の神秘 (ブルーバックス:B-

1658)
古賀邦正 講談社 KB||1658 110150019

37 スパイスなんでも小事典 : おいしくて体によい使い方 (ブルーバックス:B-1698) 日本香辛料研究会 講談社 KB||1698 110163727

38 宇宙は本当にひとつなのか : 最新宇宙論入門 (ブルーバックス:B-1731) 村山斉 講談社 KB||1731 110162833

39 牛乳とタマゴの科学 : 完全栄養食品の秘密 (ブルーバックス:B-1814) 酒井仙吉 講談社 KB||1814 110176349

40
おいしい穀物の科学 : コメ、ムギ、トウモロコシからソバ、雑穀まで (ブルーバッ

クス:B-1869)
井上直人 講談社 KB||1869 110181724

41
「ネイティブ発音」科学的上達法 : おどろきのストレッチ式発声術 (ブルーバック

ス:B-1882)
藤田佳信 講談社 KB||1882 110182150

42
小惑星探査機「はやぶさ2」の大挑戦 : 太陽系と生命の起源を探る壮大なミッショ

ン (ブルーバックス:B-1887)
山根一眞 講談社 KB||1887 110182887
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43 日本酒の科学 : 水・米・麹の伝統の技 (ブルーバックス:B-1935) 和田美代子 / 高橋俊成 講談社 KB||1935 110185602

44
50カ国語習得法 : 誰にでもできる、いまからでも間に合う (ブルーバックス:B-

1947)
新名美次 講談社 KB||1947 110185871

45 コーヒーの科学 : 「おいしさ」はどこで生まれるのか (ブルーバックス:B-1956) 旦部幸博 講談社 KB||1956 110186374

46 へんな星たち : 天体物理学が挑んだ10の恒星 (ブルーバックス:B-1971) 鳴沢真也 講談社 KB||1971 110187351

47
怖いくらい通じるカタカナ英語の法則 : ネイティブも認めた画期的発音術 ネット対

応版 (ブルーバックス:B-1987)
池谷裕二 講談社 KB||1987 110187981

48 チーズの科学 : ミルクの力、発酵・熟成の神秘 (ブルーバックス:B-1993) 齋藤忠夫 講談社 KB||1993 110188184

49
宇宙に「終わり」はあるのか : 最新宇宙論が描く、誕生から「10の100乗年」後ま

で (ブルーバックス:B-2006)
吉田伸夫 講談社 KB||2006 110189025

50
巨大ブラックホールの謎 : 宇宙最大の「時空の穴」に迫る (ブルーバックス:B-

2011)
本間希樹 講談社 KB||2011 110190051

51 お茶の科学 :  「色・香り・味」 を生み出す茶葉のひみつ (ブルーバックス:B-2016) 大森正司 講談社 KB||2016 110190137

52 世界の言語入門 (講談社現代新書:1959) 黒田龍之助 講談社 KG||1959 110142297

53 日本語という外国語 (講談社現代新書:2013) 荒川洋平 講談社 KG||2013 110148585

54 はじめてのポルトガル語 (講談社現代新書:2081) 浜岡究 講談社 KG||2081 110160374

55 英語と日本語のあいだ (講談社現代新書:2086) 菅原克也 講談社 KG||2086 110161555

56 マーラーの交響曲 (講談社現代新書:2132) 金聖響 / 玉木正之 講談社 KG||2132 110165720

57 一生モノの英文法 (講談社現代新書:2158) 澤井康佑 講談社 KG||2158 110168820

58 日本人のための日本語文法入門 (講談社現代新書:2173) 原沢伊都夫 講談社 KG||2173 110169951

59 フルーツひとつばなし : おいしい果実たちの「秘密」 (講談社現代新書:2222) 田中修 講談社 KG||2222 110177192

60 フランス文学と愛 (講談社現代新書:2228) 野崎歓 講談社 KG||2228 110177907

61 ロックの歴史 (講談社現代新書:2270) 中山康樹 講談社 KG||2270 110181661

62 ふしぎなイギリス (講談社現代新書:2317) 笠原敏彦 講談社 KG||2317 110184792
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63 日本のロック名盤ベスト100 (講談社現代新書:2329) 川崎大助 講談社 KG||2329 110185347

64 食をめぐるほんとうの話 (講談社現代新書:2342)
阿部尚樹 / 上原万里子 / 中

沢彰吾
講談社 KG||2342 110185873

65 本物の英語力 (講談社現代新書:2353) 鳥飼玖美子 講談社 KG||2353 110186378

66 インド人の「力」 (講談社現代新書:2354) 山下博司 講談社 KG||2354 110187358

67 ニッポンの文学 (講談社現代新書:2356) 佐々木敦 講談社 KG||2356 110186380

68 138億年の音楽史 (講談社現代新書:2381) 浦久俊彦 講談社 KG||2381 110187519

69 ピアニストは語る (講談社現代新書:2389) Afanassiev, Valéry 講談社 KG||2389 110187832

70 現代美術コレクター (講談社現代新書:2393) 高橋龍太郎 講談社 KG||2393 110187990

71 すごい「会話力」 (講談社現代新書:2396) 斉藤孝 講談社 KG||2396 110188186

72 本物の名湯ベスト100 (講談社現代新書:2404) 石川理夫 講談社 KG||2404 110188428

73 入門東南アジア近現代史 (講談社現代新書:2410) 岩崎育夫 講談社 KG||2410 110188607

74 話すための英語力 (講談社現代新書:2411) 鳥飼玖美子 講談社 KG||2411 110189016

75 アメリカ帝国の終焉 : 勃興するアジアと多極化世界 (講談社現代新書:2413) 進藤栄一 講談社 KG||2413 110189018

76 カラー版東京の森を歩く (講談社現代新書:2420) 福嶋司 講談社 KG||2420 110189899


