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新書配架リスト（８月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
土の科学 : いのちを育むパワーの秘密
(PHPサイエンス・ワールド新書:024)

久馬一剛著 PHP研究所 080||Ph||024 210000931

2
スウェーデンはなぜ強いのか : 国家と企業
の戦略を探る (PHP新書:681)

北岡孝義著 PHP研究所 080||Ph||681 210001839

3
世界を驚かせた日本人の発明力 (アスキー
新書:157)

竹内一正著
アスキー・メディ
アワークス

080||As||157 210000943

4
海に生きるものたちの掟 : 食うか食われる
か、命を受け継ぐ食物連鎖の秘密 (サイエン
ス・アイ新書:SIS-127)

窪寺恒己編著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||127 210000935

5

みんなが知りたい地図の疑問50 : 地図はな
ぜ北が上なの?コンビニのマークが地図記号
にないのは? (サイエンス・アイ新書:SIS-
173)

真野栄一, 遠藤
宏之, 石川剛著

ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||173 210001832

6
日本の未来、ほんとは明るい! (WAC
BUNKO:B-126)

三橋貴明著 ワック 080||Wa||B-126 210000940

7
しあわせる力 : 禅的幸福論 (角川SSC新
書:089)

玄侑宗久著

角川SSコミュニ
ケーションズ/角
川グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||089 210000936

8
毎日5分の「日経新聞」道場 : 「データウオッ
チ」と「連想」で経済が分かる! (角川SSC新
書:101)

角川総一著

角川SSコミュニ
ケーションズ/角
川グループパブ
リッシング(発売)

080||Ka||101 210000930

9
米中逆転 : なぜ世界は多極化するのか?
(角川oneテーマ21:C-189)

田中宇 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||C-189 210000942

10
日本らしい自然と多様性 : 身近な環境から
考える (岩波ジュニア新書:654)

根本正之著 岩波書店 080||Iw||654 210000997

11
ピーター流生き方のすすめ (岩波ジュニア新
書:625)

ピーター・フラン
クル著

岩波書店 080||Iw||625 210000998

12
はやぶさ : 不死身の探査機と宇宙研の物語
(幻冬舎新書:016)

吉田武著 幻冬舎 080||Ge||016 210000941

13
イルカを食べちゃダメですか? : 科学者の追
い込み漁体験記 (光文社新書:473)

関口雄祐著 光文社 080||Ko||473 210000938

14 一流たちの修業時代 (光文社新書:471) 野地秩嘉著 光文社 080||Ko||471 210000939
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書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

15
日本の大問題が面白いほど解ける本 : シン
プル・ロジカルに考える (光文社新書:459)

高橋洋一著 光文社 080||Ko||459 210000987

16
世界の野菜を旅する (講談社現代新
書:2055)

玉村豊男著 講談社 080||Ko||2055 210000928

17
自立が苦手な人へ : 福沢諭吉と夏目漱石に
学ぶ (講談社現代新書:2057)

長山靖生著 講談社 080||Ko||2057 210000929

18
エントロピーがわかる : 神秘のベールをはぐ
7つのゲーム (ブルーバックス:B-1690)

アリー・ベン-ナイ
ム著/中嶋一雄
訳

講談社 080||Bu||1690 210001824

19 消費税のカラクリ (講談社現代新書:2059) 斎藤貴男著 講談社 080||Ko||2059 210001827

20
新・材料化学の最前線 : 未来を創る「化学」
の力 (ブルーバックス:B-1692)

首都大学東京都
市環境学部分子
応用化学研究会
編

講談社 080||Bu||1692 210001828

21 「あなた」の哲学 (講談社現代新書:2032) 村瀬学著 講談社 080||Ko||2032 210001838

22
二酸化炭素温暖化説の崩壊 (集英社新
書:0552A)

広瀬隆著 集英社 080||Sh||0552 210001826

23 生きるチカラ (集英社新書:0549C) 植島啓司著 集英社 080||Sh||0549 210001833

24
高機能自閉症児を育てる : 息子・Tの自立を
育てた20年の記録 (小学館101新書:079)

高橋和子著 小学館 080||Sh||079 210000999

25
小さなチーム、大きな仕事 : 37シグナルズ成
功の法則 (ハヤカワ新書juice:011)

ジェイソン・フリー
ド&デイヴィット・
ハイネマイヤー・
ハンソン著/黒沢
健二 [ほか] 訳

早川書房 080||Ha||011 210000932

26
ポストモダンの共産主義 : はじめは悲劇とし
て、二度めは笑劇として (ちくま新書:852)

スラヴォイ・ジ
ジェク著/栗原百
代訳

筑摩書房 080||Ch||852 210001823

27
ニッポンの海外旅行 : 若者と観光メディアの
50年史 (ちくま新書:854)

山口誠著 筑摩書房 080||Ch||854 210001831

28 下から目線で読む『孫子』 (ちくま新書:856) 山田史生著 筑摩書房 080||Ch||856 210001834

29
「いい文章」ってなんだ? : 入試作文・小論文
の歴史 (ちくま新書:850)

石川巧著 筑摩書房 080||Ch||850 210001835
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30 仏教の身体感覚 (ちくま新書:845) 久保田展弘著 筑摩書房 080||Ch||845 210001837

31
外務省革新派 : 世界新秩序の幻影 (中公新
書:2059)

戸部良一著 中央公論新社 080||Ch||2059 210001825

32
通貨で読み解く世界経済 : ドル、ユーロ、人
民元、そして円 (中公新書:2064)

小林正宏, 中林
伸一著

中央公論新社 080||Ch||2064 210001829

33 田中角栄の昭和 (朝日新書:244) 保阪正康著 朝日新聞出版 080||As||244 210000945

34 力士 (ちからびと) の世界 (文春新書:603)
33代木村庄之助
著

文藝春秋 080||Bu||603 210000944

35 丸山眞男人生の対話 (文春新書:763) 中野雄著 文藝春秋 080||Bu||763 210001830

36
大人のための「ローマの休日」講義 : オード
リーはなぜベスパに乗るのか (平凡社新
書:388)

北野圭介著 平凡社 080||He||388 210000933

37
生殖医療と家族のかたち : 先進国スウェー
デンの実践 (平凡社新書:531)

石原理著 平凡社 080||He||531 210000934

38
CIAと戦後日本 : 保守合同・北方領土・再軍
備 (平凡社新書:530)

有馬哲夫著 平凡社 080||He||530 210001836

39 暴走するセキュリティ (新書y:211) 芹沢一也著 洋泉社 080||Sh||211 210000937

岩波新書継続購入図書（８月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
漢文と東アジア : 訓読の文化圏 (岩波新書:
新赤版 1262)

金文京著 岩波書店 080||Iw||D1262 210001840

2
『教行信証』を読む : 親鸞の世界へ (岩波新
書:新赤版 1263)

山折哲雄著 岩波書店 080||Iw||D1263 210001841

3 前方後円墳の世界 (岩波新書:新赤版 1264) 広瀬和雄著 岩波書店 080||Iw||D1264 210001842

4
ぶらりミクロ散歩 : 電子顕微鏡で覗く世界
(岩波新書:新赤版 1265)

田中敬一著 岩波書店 080||Iw||D1265 210001843
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