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新書配架リスト（９月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
人生の法則 : 知るだけでココロがラクになる
10章 (ベスト新書:278)

香山リカ著
KKベストセラー
ズ

080||Be||278 210002159

2 個人主義とは何か (PHP新書:459) 西尾幹二著 PHP研究所 080||Ph||459 210002129

3
生きもの上陸大作戦 : 絶滅と進化の5億年
(PHPサイエンス・ワールド新書:026)

中村桂子, 板橋
涼子著

PHP研究所 080||Ph||026 210002147

4
新幹線の科学 : なぜ線路際に信号機がな
いの?どうして超高速で分岐できるの? (サイ
エンス・アイ新書:SIS-172)

梅原淳著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||172 210001930

5
身近な鳥のふしぎ : 庭にくる鳥から街中、水
辺、野山の鳥まで、魅惑的なさえずりと生態
を楽しもう (サイエンス・アイ新書:SIS-164)

細川博昭著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||164 210002127

6
蔦文也と池田高校 : 教え子たちが綴る“攻
めだるま"野球の真実 (ベースボール・マガ
ジン社新書:042)

畠山準, 水野雄
仁, 江上光治著

ベースボール・
マガジン社

080||Be||042 210002146

7
新書がベスト : 10冊で思考が、100冊で生き
方が変わる (ベスト新書:284)

小飼弾著 ベストセラーズ 080||Be||284 210002156

8
「貸せない」金融 : 個人を追い込む金融行政
(角川SSC新書:070)

小林幹男著
角川SSコミュニ
ケーションズ

080||Ka||070 210002138

9 民主党政治の正体 (角川SSC新書:088) 渡辺喜美著

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

080||Ka||088 210002135

10 自己破産の現場 (角川oneテーマ21:C-62) 岡崎昂裕 [著] 角川書店 080||Ka||C-62 210002131

11
無宗教こそ日本人の宗教である (角川one
テーマ21:C-164)

島田裕巳 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||C-164 210002130

12 もっと知ろう朝鮮 (岩波ジュニア新書:366) 尹健次著 岩波書店 080||Iw||366 210002136

13
自動車保険金は出ないのがフツー (幻冬舎
新書:178, [か-13-1])

加茂隆康著 幻冬舎 080||Ge||178 210002149

14
ヒトはどうして死ぬのか : 死の遺伝子の謎
(幻冬舎新書:180, [た-6-1])

田沼靖一著 幻冬舎 080||Ge||180 210002150

15
真の指導者とは (幻冬舎新書:175, [い-11-
1])

石原慎太郎著 幻冬舎 080||Ge||175 210002151
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16 ぶれない人 (幻冬舎新書:179, [こ-12-1]) 小宮一慶著 幻冬舎 080||Ge||179 210002153

17
一億総ガキ社会 : 「成熟拒否」という病 (光
文社新書:469)

片田珠美著 光文社 080||Ko||469 210001977

18 影響力 : その効果と威力 (光文社新書:457) 今井芳昭著 光文社 080||Ko||457 210001981

19
犯罪不安社会 : 誰もが「不審者」? (光文社
新書:281)

浜井浩一, 芹沢
一也著

光文社 080||Ko||281 210001982

20
辺境生物探訪記 : 生命の本質を求めて (光
文社新書:472)

長沼毅, 藤崎慎
吾著

光文社 080||Ko||472 210002157

21 大学院へ行こう (講談社現代新書:1803) 藤倉雅之著 講談社 080||Ko||1803 210001975

22
波のしくみ : 「こと」を見る物理学 (ブルー
バックス:B-1575)

佐藤文隆, 松下
泰雄著

講談社 080||Bu||1575 210001983

23
海のなんでも小事典 : 潮の満ち引きから海
底地形まで (ブルーバックス:B-1593)

道田豊 [ほか]
著

講談社 080||Bu||1593 210002134

24
図解・電車のメカニズム : 通勤電車を徹底
解剖 (ブルーバックス:B1660)

宮本昌幸編著 講談社 080||Bu||1660 210002137

25
脳を活性化する性ホルモン : 記憶・学習と性
ホルモンの意外な関係 (ブルーバックス:B-
1408)

鬼頭昭三著 講談社 080||Bu||1408 210002139

26 ウツになりたいという病 (集英社新書:0546I) 植木理恵著 集英社 080||Sh||0546 210002124

27
名士の系譜 : 日本養子伝 (集英社新
書:0508D)

新井えり著 集英社 080||Sh||0508 210002133

28
編集者の仕事 : 本の魂は細部に宿る (新潮
新書:371)

柴田光滋著 新潮社 080||Sh||371 210001929

29 即答するバカ (新潮新書:376) 梶原しげる著 新潮社 080||Sh||376 210002152

30
われら銀河をググるべきや : テキスト化され
る世界の読み方 (ハヤカワ新書juice:014)

新城カズマ著 早川書房 080||Ha||014 210002155

31
地球を救う新世紀農業 : アグロエコロジー
計画 (ちくまプリマー新書:133)

吉田太郎著 筑摩書房 080||Ch||133 210001980
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32
地域再生の罠 : なぜ市民と地方は豊かにな
れないのか? (ちくま新書:853)

久繁哲之介著 筑摩書房 080||Ch||853 210002125

33
進化論の5つの謎 : いかにして人間になる
か (ちくまプリマー新書:088)

船木亨著 筑摩書房 080||Ch||088 210002128

34
宇宙がよろこぶ生命論 (ちくまプリマー新
書:112)

長沼毅著 筑摩書房 080||Ch||112 210002132

35 日本経済のウソ (ちくま新書:857) 高橋洋一著 筑摩書房 080||Ch||857 210002158

36
コーヒーが廻り世界史が廻る : 近代市民社
会の黒い血液 (中公新書:1095)

臼井隆一郎著 中央公論社 080||Ch||1095 210002145

37
政権漂流 : 交代劇は日本の何を変えたの
か (中公新書ラクレ:357)

森省歩著 中央公論新社 080||Ch||357 210001934

38
いじめとは何か : 教室の問題、社会の問題
(中公新書:2066)

森田洋司著 中央公論新社 080||Ch||2066 210001976

39
野球と戦争 : 日本野球受難小史 (中公新
書:2062)

山室寛之著 中央公論新社 080||Ch||2062 210001978

40
物語エルサレムの歴史 : 旧約聖書以前から
パレスチナ和平まで (中公新書:2067)

笈川博一著 中央公論新社 080||Ch||2067 210002126

41
トレッキングinヒマラヤ : カラー版 (中公新
書:1603)

向一陽, 向晶子
著

中央公論新社 080||Ch||1603 210002142

42
海洋帝国の黄金時代 (中公新書:1635. 物語
スペインの歴史)

岩根圀和著 中央公論新社 080||Ch||1635 210002143

43
エル・シドからガウディまで (中公新書:1750.
物語スペインの歴史:人物篇)

岩根圀和著 中央公論新社 080||Ch||1750 210002144

44
アトリエの巨匠に会いに行く : ダリ、ミロ、
シャガール… (朝日新書:181)

南川三治郎著 朝日新聞出版 080||As||181 210001984

45
ほんとの野菜は緑が薄い (日経プレミアシ
リーズ:084)

河名秀郎著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||084 210001979

46 人口経済学 (日経文庫:1160) 加藤久和著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||1160 210002140

47
ユニクロ型デフレと国家破産 (文春新
書:759)

浜矩子著 文藝春秋 080||Bu||759 210001931
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48 硫黄島栗林中将の最期 (文春新書:761) 梯久美子著 文藝春秋 080||Bu||761 210002154

49
座右の名文 : ぼくの好きな十人の文章家
(文春新書:570)

高島俊男著 文藝春秋 080||Bu||570 210002160

50 折口信夫 霊性の思索者 (平凡社新書:503) 林浩平著 平凡社 080||He||503 210002141

51 電子書籍の真実 (マイコミ新書) 村瀬拓男著
毎日コミュニ
ケーションズ

080||Ma 210002148

岩波新書継続購入図書（９月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 知的財産法入門 (岩波新書) 小泉直樹著 岩波書店 080|| 210002779

2
グランドツアー : 18世紀イタリアへの旅 (岩
波新書:新赤版 1267)

岡田温司著 岩波書店 080|| 210002780

3 トクヴィル : 現代へのまなざし (岩波新書) 富永茂樹著 岩波書店 080|| 210002781

4 偶然とは何か : その積極的意味 (岩波新書) 竹内啓著 岩波書店 080|| 210002782
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