
書名 出版者 所在記述 請求記号
漂流老人ホームレス社会 (朝日文庫) 朝日新聞出版 同朋:B・新書 081/A.B/も21-1

なぜ若者は保守化したのか : 希望を奪い続ける日本社会の真実
(朝日文庫:[や36-1]) 朝日新聞出版 同朋:B・新書 081/A.B/や36-1

大人のアスペルガーがわかる : 他人の気持ちを想像できない人
たち (朝日新書:508) 朝日新聞出版 同朋:B・新書 081/A.S/508

下流老人 : 一億総老後崩壊の衝撃 (朝日新書:520) 朝日新聞出版 同朋:B・新書 081/A.S/520

女子大生風俗嬢 : 若者貧困大国・日本のリアル (朝日新書:537) 朝日新聞出版 同朋:B・新書 081/A.S/537

「3」の思考法 : アイディアの神が降りてくる (朝日新書:547) 朝日新聞出版 同朋:B・新書 081/A.S/547

この国の冷たさの正体 : 一億総「自己責任」時代を生き抜く (朝
日新書:548) 朝日新聞出版 同朋:B・新書 081/A.S/548

すごい家電 : いちばん身近な最先端技術 (ブルーバックス:B-

1948) 講談社 同朋:B・新書 081/B.B/B1948

ヘイトスピーチ : 「愛国者」たちの憎悪と暴力 (文春新書:1027) 文藝春秋 同朋:B・新書 081/B.S/1027

大世界史 : 現代を生きぬく最強の教科書 (文春新書:1045) 文藝春秋 同朋:B・新書 081/B.S/1045

ルポ老人地獄 (文春新書:1056) 文藝春秋 同朋:B・新書 081/B.S/1056

働く女子の運命 (文春新書:1062) 文藝春秋 同朋:B・新書 081/B.S/1062

インターネット・ゲーム依存症 : ネトゲからスマホまで (文春新
書:995) 文藝春秋 同朋:B・新書 081/B.S/995

若者が社会を動かすために (ベスト新書:489) ベストセラーズ 同朋:B・新書 081/B.S-1/489

尊敬されない教師 (ベスト新書:494) ベストセラーズ 同朋:B・新書 081/B.S-1/494

隠れアスペルガーという才能 (ベスト新書:496) ベストセラーズ 同朋:B・新書 081/B.S-1/496

靖国史観 : 日本思想を読みなおす 増補 (ちくま学芸文庫:[コ41-

2]) 筑摩書房 同朋:B・新書
081/C.G.B/コ41-

2

昭和天皇 : 「理性の君主」の孤独 (中公新書:2105) 中央公論新社 同朋:B・新書 081/C.K.S/2105

ベーシック・インカム : 国家は貧困問題を解決できるか (中公新
書:2307) 中央公論新社 同朋:B・新書 081/C.K.S/2307

東京消滅 : 介護破綻と地方移住 (中公新書:2355) 中央公論新社 同朋:B・新書 081/C.K.S/2355

竹島 : もうひとつの日韓関係史 (中公新書:2359) 中央公論新社 同朋:B・新書 081/C.K.S/2359

18歳の著作権入門 (ちくまプリマー新書:225) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.P.S/225

笑う免疫学 : 自分と他者を区別するふしぎなしくみ (ちくまプリ
マー新書:247) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.P.S/247

老人喰い : 高齢者を狙う詐欺の正体 (ちくま新書:1108) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.S/1108

若者はなぜ「決めつける」のか : 壊れゆく社会を生き抜く思考
(ちくま新書:1110) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.S/1110

日本の大課題子どもの貧困 : 社会的養護の現場から考える (ちく
ま新書:1113) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.S/1113

これだけは知っておきたい働き方の教科書 (ちくま新書:1114) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.S/1114

ルポ居所不明児童 : 消えた子どもたち (ちくま新書:1120) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.S/1120

平和憲法の深層 (ちくま新書:1122) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.S/1122

チームの力 : 構造構成主義による"新"組織論 (ちくま新書:1124) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.S/1124

ルポ母子家庭 (ちくま新書:1125) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.S/1125

大人のADHD : もっとも身近な発達障害 (ちくま新書:1134) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.S/1134

無学問のすすめ : 自分の頭で考える思想入門 (ちくま新書:1139) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.S/1139

地域再生入門 : 寄りあいワークショップの力 (ちくま新書:1151) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.S/1151

美術館の舞台裏 : 魅せる展覧会を作るには (ちくま新書:1158) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.S/1158

あざむかれる知性 : 本や論文はどこまで正しいか (ちくま新
書:1160) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.S/1160

家族幻想 : 「ひきこもり」から問う (ちくま新書:1163) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.S/1163

マタハラ問題 (ちくま新書:1164) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.S/1164



ものづくりの反撃 (ちくま新書:1166) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.S/1166

マルクス入門 (ちくま新書:533) 筑摩書房 同朋:B・新書 081/C.S/533

スマホチルドレン対応マニュアル : 「依存」「炎上」これで防
ぐ! (中公新書ラクレ:495) 中央公論新社 同朋:B・新書 081/C.S.R/495

教師はサービス業です : 学校が変わる「苦情対応術」 (中公新書
ラクレ:531) 中央公論新社 同朋:B・新書 081/C.S.R/531

呼吸で心を整える (Forest 2545 shinsyo:111) フォレスト出版 同朋:B・新書 081/F.S/115

いじめと探偵 (幻冬舎新書:308) 幻冬舎 同朋:B・新書 081/G.S/308

九条を読もう! (幻冬舎新書:388) 幻冬舎 同朋:B・新書 081/G.S/388

学校と暴力 : いじめ・体罰問題の本質 (平凡社新書:753) 平凡社 同朋:B・新書 081/H.S/753

「君が代」日本文化史から読み解く (平凡社新書:762) 平凡社 同朋:B・新書 081/H.S/762

オペラでわかるヨーロッパ史 (平凡社新書:797) 平凡社 同朋:B・新書 081/H.S/797

人類哲学序説 (岩波新書:新赤版 1422) 岩波書店 同朋:B・新書 081/I.S/4-1422

復興「災害」 : 阪神・淡路大震災と東日本大震災 (岩波新書:新赤
版 1518) 岩波書店 同朋:B・新書 081/I.S/4-1518

在日朝鮮人 : 歴史と現在 (岩波新書:新赤版 1528) 岩波書店 同朋:B・新書 081/I.S/4-1528

異常気象と地球温暖化 : 未来に何が待っているか (岩波新書:新赤
版 1538) 岩波書店 同朋:B・新書 081/I.S/4-1538

ナグネ : 中国朝鮮族の友と日本 (岩波新書:新赤版 1539) 岩波書店 同朋:B・新書 081/I.S/4-1539

ルポ保育崩壊 (岩波新書:新赤版 1542) 岩波書店 同朋:B・新書 081/I.S/4-1542

鈴木さんにも分かるネットの未来 (岩波新書:新赤版 1551) 岩波書店 同朋:B・新書 081/I.S/4-1551

右傾化する日本政治 (岩波新書:新赤版 1553) 岩波書店 同朋:B・新書 081/I.S/4-1553

ルポにっぽんのごみ (岩波新書:新赤版 1555) 岩波書店 同朋:B・新書 081/I.S/4-1555

在宅介護 : 「自分で選ぶ」視点から (岩波新書:新赤版 1557) 岩波書店 同朋:B・新書 081/I.S/4-1557

不可能を可能に : 点字の世界を駆けぬける (岩波新書:新赤版
1560) 岩波書店 同朋:B・新書 081/I.S/4-1560

雇用身分社会 (岩波新書:新赤版 1568) 岩波書店 同朋:B・新書 081/I.S/4-1568

考え方の教室 (岩波新書:新赤版 1571) 岩波書店 同朋:B・新書 081/I.S/4-1571

村上春樹は、むずかしい (岩波新書:新赤版 1575) 岩波書店 同朋:B・新書 081/I.S/4-1575

日本病 : 長期衰退のダイナミクス (岩波新書:新赤版 1583) 岩波書店 同朋:B・新書 081/I.S/4-1583

京都の歴史を歩く (岩波新書:新赤版 1584) 岩波書店 同朋:B・新書 081/I.S/4-1584

日本にとって沖縄とは何か (岩波新書:新赤版 1585) 岩波書店 同朋:B・新書 081/I.S/4-1585

「出生前診断」を迷うあなたへ : 子どもを選ばないことを選ぶ
(講談社+アルファ文庫:[A146-1]) 講談社 同朋:B・新書

081/K.A.B/A146-

1

おとなの小論文教室。 (河出文庫) 河出書房新社 同朋:B・新書 081/K.B/や21-1

老人に冷たい国・日本 : 「貧困と社会的孤立」の現実 (光文社新
書:767) 光文社 同朋:B・新書 081/K.B.S/167

「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) 光文社 同朋:B・新書 081/K.B.S/735

社会保障が経済を強くする : 少子高齢社会の成長戦略 (光文社新
書:740) 光文社 同朋:B・新書 081/K.B.S/740

目の見えない人は世界をどう見ているのか (光文社新書:751) 光文社 同朋:B・新書 081/K.B.S/751

教育という病 : 子どもと先生を苦しめる「教育リスク」 (光文社
新書:760) 光文社 同朋:B・新書 081/K.B.S/760

教育虐待・教育ネグレクト : 日本の教育システムと親が抱える
問題 (光文社新書:773) 光文社 同朋:B・新書 081/K.B.S/773

韓流スターと兵役 : あの人は軍隊でどう生きるのか (光文社新
書:797) 光文社 同朋:B・新書 081/K.B.S/797

ユダヤ人と近代美術 (光文社新書:798) 光文社 同朋:B・新書 081/K.B.S/798

非社交的社交性 : 大人になるということ (講談社現代新書:2208) 講談社 同朋:B・新書 081/K.G.S/2208

大人のひきこもり : 本当は「外に出る理由」を探している人た
ち (講談社現代新書:2286) 講談社 同朋:B・新書 081/K.G.S/2286

石油・武器・麻薬 : 中東紛争の正体 (講談社現代新書:2326) 講談社 同朋:B・新書 081/K.G.S/2326

「イスラム国」と「恐怖の輸出」 (講談社現代新書:2327) 講談社 同朋:B・新書 081/K.G.S/2327

「アラブの春」と「イスラム国」 (講談社現代新書:2331. まんが
パレスチナ問題:続) 講談社 同朋:B・新書 081/K.G.S/2331



介護ビジネスの罠 (講談社現代新書:2334) 講談社 同朋:B・新書 081/K.G.S/2334

ネットフリックスの時代 : 配信とスマホがテレビを変える (講談
社現代新書:2340) 講談社 同朋:B・新書 081/K.G.S/2340

「脳疲労」社会 : ストレスケア病棟からみえる現代日本 (講談社
現代新書:2349) 講談社 同朋:B・新書 081/K.G.S/2349

仕事の技法 (講談社現代新書:2350) 講談社 同朋:B・新書 081/K.G.S/2350

発達障害のある人の就活成功バイブル (経営者新書:153)
幻冬舎メディアコンサル
ティング 同朋:B・新書 081/K.S/153

宗教は人を救えるのか (角川SSC新書:222) KADOKAWA 同朋:B・新書 081/K.S.S/222

日本霊性論 (NHK出版新書:442) NHK出版 同朋:B・新書 081/N.S/442

踊る昭和歌謡 : リズムからみる大衆音楽 (NHK出版新書:454) NHK出版 同朋:B・新書 081/N.S/454

ルポ消えた子どもたち : 虐待・監禁の深層に迫る (NHK出版新
書:476) NHK出版 同朋:B・新書 081/N.S/476

ヨーロッパから民主主義が消える : 難民・テロ・甦る国境 (PHP

新書:1024) PHP研究所 同朋:B・新書 081/P.S/1024

人類と地球の大問題 : 真の安全保障を考える (PHP新書:1025) PHP研究所 同朋:B・新書 081/P.S/1025

「専業主夫」になりたい男たち (ポプラ新書:077) ポプラ社 同朋:B・新書 081/P.S-1/077

クラシック音楽のトリセツ (SB新書:291) SBクリエイティブ 同朋:B・新書 081/S.B.S/291

ないがままで生きる (SB新書:326) SBクリエイティブ 同朋:B・新書 081/S.B.S/326

同性婚 : 私たち弁護士夫夫 (ふうふ) です (祥伝社新書:422) 祥伝社 同朋:B・新書 081/S.D.S/422

居酒屋の戦後史 (祥伝社新書:450) 祥伝社 同朋:B・新書 081/S.D.S/450

「助けて」と言える国へ (集英社新書:0703B) 集英社 同朋:B・新書 081/S.E.S/0703B

日本は世界一の「医療被曝」大国 (集英社新書:0788I) 集英社 同朋:B・新書 081/S.E.S/0788I

沖縄の米軍基地 : 「県外移設」を考える (集英社新書:0790B) 集英社 同朋:B・新書 081/S.E.S/0790B

日本の大問題「10年後」を考える : 「本と新聞の大学」講義録
(集英社新書:0792B) 集英社 同朋:B・新書 081/S.E.S/0792B

原発訴訟が社会を変える (集英社新書:0802B) 集英社 同朋:B・新書 081/S.E.S/0802B

孤独病 : 寂しい日本人の正体 (集英社新書:0806E) 集英社 同朋:B・新書 081/S.E.S/0806E

経済的徴兵制 (集英社新書:0811A) 集英社 同朋:B・新書 081/S.E.S/0811A

医療再生 : 日本とアメリカの現場から (集英社新書:0817B) 集英社 同朋:B・新書 081/S.E.S/0817B

ブームをつくる : 人がみずから動く仕組み (集英社新書:0819B) 集英社 同朋:B・新書 081/S.E.S/0819B

厳選500ジャズ喫茶の名盤 (小学館新書:259) 小学館 同朋:B・新書 081/S.G.S/259

被差別のグルメ (新潮新書:640) 新潮社 同朋:B・新書 081/S.S/640

中流崩壊 : 日本のサラリーマンが下層化していく : 2020年、ア
ベノミクス後の日本 (詩想社新書:8) 詩想社 同朋:B・新書 081/S.S.S/8

最強の介護職、最幸の介護術 : "燃える闘魂"介護士が教える大介
護時代のケアのあり方 (ワニブックス「Plus」新書:124) ワニ・プラス 同朋:B・新書 081/Y.S/124

アメリカ人は気軽に精神科医に行く (ワニブックス「Plus」新
書:146) ワニブックス 同朋:B・新書 081/Y.S/146


