
書　　　名 編著者名 新書名

1 安楽死と尊厳死 : 医療の中の生と死 保阪正康 講談社現代新書

2 医学は科学ではない 米山公啓 ちくま新書

3 生きる意味 上田紀行 岩波新書

4 意識とはなにか : 「私」を生成する脳 茂木健一郎 ちくま新書

5 異文化理解 青木保 岩波新書

6 ウンコに学べ！ 有田正光、石村多門 ちくま新書

7 エビと日本人 村井吉敬 岩波新書

8 沖縄の旅・アブチラガマと轟の壕 : 国内が戦場になったとき 石原昌家 集英社新書

9 大人への条件 小浜逸郎 ちくま新書

10 科学者という仕事 : 独創性はどのように生まれるか 酒井邦嘉 中公新書

11 科学の世界と心の哲学 : 心は科学で解明できるか 小林道夫 中公新書

12 下流社会 : 新たな階層集団の出現 三浦展 光文社新書

13 漢字 : 生い立ちとその背景 白川静 岩波新書

14 看護 : ベッドサイドの光景 増田れい子 岩波新書

15 がんとどう向き合うか 額田勲 岩波新書

16  「教養」とは何か 阿部謹也 講談社現代新書

17  「健康格差社会」を生き抜く 近藤克則 朝日新書

18 健康不安社会を生きる 飯島裕一 岩波新書

19 現代の貧困 : ワーキングプア/ホームレス/生活保護 岩田正美 ちくま新書

20 言語の脳科学 : 脳はどのようにことばを生みだすか 酒井邦嘉 中公新書

21 こころの情報学 西垣通 ちくま新書

22 国際政治とは何か : 地球社会における人間と秩序 中西寛 中公新書

23 国家の品格 藤原正彦 新潮新書

24 ことばと文化 鈴木孝夫 岩波新書

25 子どもの貧困 : 日本の不公平を考える 阿部彩 岩波新書

26 古武術に学ぶ身体操法 甲野善紀 岩波アクティブ新書

27 差別と日本人 野中広務、辛淑玉 角川oneテーマ21

28 死生観を問いなおす 広井良典 ちくま新書

29 自動車の社会的費用 宇沢弘文 岩波新書

30 市民科学者として生きる 高木仁三郎 岩波新書

31 社会学入門 : 人間と社会の未来 見田宗介 岩波新書

32 十七歳の硫黄島 秋草鶴次 文春新書

33 自由と規律 : イギリスの学校生活 池田潔 岩波新書

34 調べる技術・書く技術 野村進 講談現代新書

35 人口学への招待 : 少子・高齢化はどこまで解明されたか 河野稠果 中公新書

36 人体　失敗の進化史 遠藤秀紀 光文社新書

37 数学の考え方 矢野健太郎 講談社現代新書

38 世紀のラブレター 梯久美子 新潮新書

39 生物と無生物のあいだ 福岡伸一 講談社現代新書

40 生命と地球の歴史 丸山茂徳、磯崎行雄 岩波新書

41 生命観を問いなおす : エコロジーから脳死まで 森岡正博 ちくま新書

42 生命とは何か : 物理的にみた生細胞 E.シュレーディンガー著、岡小天、鎮目恭夫訳 岩波新書

43 赤十字とアンリ・デュナン : 戦争とヒューマニティの相剋 吹浦忠正 中公新書

44 戦場でメシを食う 佐藤和孝 新潮新書

45 戦争を語りつぐ : 女たちの証言 早乙女勝元 岩波新書

46 戦争と救済の文明史 : 赤十字と国際人道法のなりたち 井上忠男 PHP新書

47 禅的生活 玄侑宗久 ちくま新書

48 葬祭の日本史 高橋繁行 講談社現代新書

49 相対論的宇宙論 : ブラックホール・宇宙・超宇宙 佐藤文隆、松田卓也 講談社ブルーバックス

50 ゾウの時間ネズミの時間 : サイズの生物学 本川達雄 中公新書

51 大学生のためのレポート・論文術 小笠原喜康 講談社現代新書

　～コーヒー付ランチと同額の投資で賢くなろう！　新書で脳に栄養をつける。
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書　　　名 編著者名 新書名

52 大学の誕生 天野郁夫 中公新書

53 対決！大学の教育力 友野伸一郎 朝日新書

54 ダーウィンの思想　人間と動物のあいだ 内井惣七 岩波新書

55 タテ社会の人間関係 中根千枝 講談社現代新書

56 地域の力 : 食・農・まちづくり 大江正章 岩波新書

57 地球温暖化を考える 宇沢弘文 岩波新書

58 知的生産の技術 梅棹忠夫 岩波新書

59 長寿を科学する 祖父江逸郎 岩波新書

60 「超」整理法 野口悠紀雄 中公新書

61 デモクラシーの帝国 : アメリカ・戦争・現代世界 藤原帰一 岩波新書

62 読書通 : 知の巨人に出会う愉しみ 谷沢永一 学研新書

63 奴隷の時間　自由な時間 : お金持ちから時間持ちへ ひろさちや 朝日新書

64 悩む力 姜尚中 集英社新書

65 20世紀とは何だったのか : 「西欧近代」の帰結 佐伯啓思 PHP新書

66 20世紀言語学入門 : 現代思想の原点 加賀野井秀一 講談社現代新書

67 日本人と「死の準備」 : これからをより良く生きるために 山折哲雄 角川SSC新書

68 日本人の死生観 加藤周一、M.ライシュ、 R.J.リフトン 岩波新書

69 ニッポンの縁起食 : なぜ「赤飯」を炊くのか 柳原一成、柳原紀子 生活人新書

70 日本辺境論 内田樹 新潮新書

71 人間の器量 福田和也 新潮新書

72 人間はどこまで動物か : 新しい人間像のために アドルフ・ポルトマン著、高木正孝訳 岩波新書

73 脳と記憶の謎 山元大輔 講談社現代新書

74 脳の進化学 : 男女の脳はなぜ違うのか 田中冨久子 中公新書ラクレ

75 博多 : 町人が育てた国際都市 武野要子 岩波新書

76 バカの壁 養老孟司 新潮新書

77 芭蕉「おくのほそ道」の旅 金森敦子 角川oneテーマ21

78 パンデミックとたたかう 押谷仁、瀬名秀明 岩波新書

79 羊の歌 加藤周一 岩波新書

80 ひとすじの蛍火 : 吉田松陰　人とことば 関厚夫 文春新書

81 貧困の克服 アマルティア・セン著、大石りら訳 集英社新書

82 不幸な国の幸福論 加賀乙彦 集英社新書

83 仏教入門　 松尾剛次 岩波ジュニア新書

84 物理学とは何だろうか 朝永振一郎 岩波新書

85 プロフェッショナル原論 波頭亮 ちくま新書

86 文化人類学への招待 山口昌男 岩波新書

87 ボランティア : もうひとつの情報社会 金子郁容 岩波新書

88 本の未来はどうなるか : 新しい記憶技術の時代へ 歌田明弘 中公新書

89 水戦争 : 水資源争奪の最終戦争が始まった 柴田明夫 角川SSC新書

90 明治維新 : １８５８－１８８１ 坂野潤治、大野健一 講談社現代新書

91 豊かさとは何か 暉峻淑子 岩波新書

92 米原万里の「愛の法則」 米原万里 集英社新書

93 甦る海上の道・日本と琉球 谷川健一 文春新書

94 理科系の作文技術 木下是雄 中公新書

95 臨床の知とは何か 中村雄二郎 岩波新書

96 歴史とは何か E.H. カー著、清水幾太郎訳 岩波新書

97 私たちの終わり方 : 延命治療と尊厳死のはざまで 真部昌子 学研新書

98 私とは何か 上田閑照 岩波新書

99 “私”の愛国心 香山リカ ちくま新書

100 ん : 日本語最後の謎に挑む 山口謠司 新潮新書

特別推薦書
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