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1 猫のなるほど不思議学 : 知られざる生態の謎に迫る  (ブルーバックス ; B-1513). 岩崎るりは著 講談社 2006.3
2 花はふしぎ : なぜ自然界に青いバラは存在しないのか?  (ブルーバックス ; B-1607). 岩科司著 講談社 2008.7

3
理系のための研究生活ガイド : テーマの選び方から留学の手続きまで. --  第2版  (ブルー
バックス ; B-1671).

坪田一男著 講談社 2010.2

4 図解・超高層ビルのしくみ : 建設から解体までの全技術  (ブルーバックス ; B-1683). 鹿島編 講談社 2010.5
5 10歳からの論理パズル「迷いの森」のパズル魔王に挑戦!  (ブルーバックス ; B-1693). 小野田博一著 講談社 2010.7
6 ジムに通う前に読む本 : スポーツ科学からみたトレーニング  (ブルーバックス ; B-1695). 桜井静香著 講談社 2010.8

7 傑作!物理パズル50 : 解いてビックリわかってスッキリ!  (ブルーバックス ; B-1720).
ポール・G・ヒューイット
作 ; 松森靖夫編訳

講談社 2011.3

8
魚の行動習性を利用する釣り入門 : 科学が明かした「水面下の生態」のすべて  (ブルーバッ
クス ; B-1725).

川村軍蔵著 講談社 2011.4

9
人はなぜだまされるのか : 進化心理学が解き明かす「心」の不思議  (ブルーバックス ; B-
1732).

石川幹人著 講談社 2011.7

10 低温「ふしぎ現象」小事典 : 0℃～絶対零度で何が起こるか?  (ブルーバックス ; B-1751).
低温工学・超電導学会
編

講談社 2011.12

11 振り回されないメール術 : 状況を改善する「適切な書き方」  (ブルーバックス ; B-1755). 田村仁著 講談社 2012.1

12 エアバスA380を操縦する : 巨大旅客機の離陸から着陸まで  (ブルーバックス ; B-1763).
キャプテン・ジブ・ヴォー
ゲル著 ; 水谷淳訳

講談社 2012.3

13 呼吸の極意 : 心身を整える絶妙なしくみ  (ブルーバックス ; B-1771). 永田晟著 講談社 2012.5
14 たのしい電子回路 : すぐ作れて試せるアイデア回路集  (ブルーバックス ; B-1777). 西田和明著 講談社 2012.7

15
図解・新幹線運行のメカニズム : ダイヤ作成から、出発準備、保守点検まで  (ブルーバックス
; B-1779).

川辺謙一著 講談社 2012.7

16 オリンピックに勝つ物理学 : 「摩擦」と「抵抗」に勝機を見出せ!  (ブルーバックス ; B-1780). 望月修著 講談社 2012.7
17 図解・カメラの歴史 : ダゲールからデジカメの登場まで  (ブルーバックス ; B-1781). 神立尚紀著 講談社 2012.8

18
いつか罹る病気に備える本 : 100の病気への不安が軽くなる基礎知識  (ブルーバックス ; B-
1794).

塚崎朝子著 講談社 2012.11

19
元素111の新知識 : 引いて重宝、読んでおもしろい. --  第2版増補版  (ブルーバックス ; B-
1805).

桜井弘編 講談社 2013.2

「新書特集」
展示期間：2014年4月8日(火)～6月7日(土) 展示場所：1Fアメニティゾーン

2012年1月の人気企画展示「ブルーバックス特集」がさらにパワーアップ！今回は「ブルーバックス」に加えて
「日経文庫」「有斐閣アルマ」からも気になる図書を集めました。

持ち運びに便利なお手頃サイズの新書たち。でもしっかりした内容で頼りになりますよ！

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00045503
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051400
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055641
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055641
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055650
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055664
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055665
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060132
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060137
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060137
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060144
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060144
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060123
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060126
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062333
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062339
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062345
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062347
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062347
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062348
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062349
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062360
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062360
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064886
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064886
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20 ジムに通う人の栄養学 : スポーツ栄養学入門  (ブルーバックス ; B-1807). 岡村浩嗣著 講談社 2013.3
21 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). 酒井仙吉著 講談社 2013.5
22 三角形の七不思議 : 単純だけど、奥が深い  (ブルーバックス ; B-1823). 細矢治夫著 講談社 2013.7

23
単純な脳、複雑な「私」 : または、自分を使い回しながら進化した脳をめぐる4つの講義  (ブ
ルーバックス ; B-1830).

池谷裕二著 講談社 2013.9

24 図解・首都高速の科学 : 建設技術から渋滞判定のしくみまで  (ブルーバックス ; B-1840). 川辺謙一著 講談社 2013.11
25 死なないやつら : 極限から考える「生命とは何か」  (ブルーバックス ; B-1844). 長沼毅著 講談社 2013.12

26 論理が伝わる世界標準の「プレゼン術」 : 一生モノの「説得技法」  (ブルーバックス ; B-1847). 倉島保美著 講談社 2014.1

27 世界紛争地図  (日経文庫 ; 1287). 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 2013.7
28 EUの知識. --  16版  (日経文庫 ; 1290). 藤井良広著 日本経済新聞出版社 2013.10
29 ロジカル・ライティング  (日経文庫 ; 1295). 清水久三子著 日本経済新聞出版社 2013.10
30 クイズで学ぶコーチング  (日経文庫 ; 1298). 本間正人著 日本経済新聞出版社 2013.12
31 ビジュアル使える!手帳術  (日経文庫 ; 1924). 舘神龍彦著 日本経済新聞出版社 2012.5
32 現代政治学. --  第4版  (有斐閣アルマ ; Basic). 加茂利男 [ほか] 著 有斐閣 2012.3
33 北・東北アジア地域交流史  (有斐閣アルマ ;  Interest . 世界に出会う各国=地域史). 姫田光義編 有斐閣 2012.7

34 やさしい青年心理学. --  新版  (有斐閣アルマ ; Interest).
白井利明, 都筑学, 森陽
子著

有斐閣 2012.12

35 ベーシック経済学 : 次につながる基礎固め  (有斐閣アルマ ; Basic). 古沢泰治, 塩路悦朗著 有斐閣 2012.12
36 現代人の社会学・入門 : グローバル化時代の生活世界  (有斐閣コンパクト). 西原和久, 油井清光編 有斐閣 2010.12

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064888
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064896
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064904
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064910
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064910
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064919
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064923
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064926
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064941
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064946
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064945
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064949
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062370
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062393
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062404
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062469
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062474
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060179
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