
1/5

新書配架リスト（１１月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
ルポ電子書籍大国アメリカ (アスキー新
書:164)

大原ケイ著

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブ
リッシング (発

080||As||164 210003692

2
マンガでわかる相対性理論 : 光の速さで飛
んだらどうなる?相対性理論のたった2つの
結論とは? (サイエンス・アイ新書:SIS-174)

新堂進著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||174 210003687

3 検察が危ない (ベスト新書:274) 郷原信郎著 ベストセラーズ 080||Be||274 210004140

4
くたばれ!就職氷河期 : 就活格差を乗り越え
ろ (角川SSC新書:105)

常見陽平著

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||105 210003677

5
井上ひさし希望としての笑い : むずかしいこ
とをやさしく、やさしいことをふかく… (角川
SSC新書:104)

高橋敏夫著

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||104 210003695

6
大阪維新 : 橋下改革が日本を変える (角川
SSC新書:108)

上山信一著

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

080||Ka||108 210003744

7 武器なき"環境"戦争 (角川SSC新書:109)
池上彰, 手嶋龍
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||109 210003694

8
ぼく、牧水! : 歌人に学ぶ「まろび」の美学
(角川oneテーマ21:A-122)

伊藤一彦, 堺雅
人 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||A-122 210003762

9
考古学の挑戦 : 地中に問いかける歴史学
(岩波ジュニア新書:657)

阿部芳郎編著 岩波書店 080||Iw||657 210004132

10
世界の国1位と最下位 : 国際情勢の基礎を
知ろう (岩波ジュニア新書:664)

眞淳平著 岩波書店 080||Iw||664 210004133

11
あなたが総理になって、いったい日本の何が
変わるの (幻冬舎新書:172, [か-12-1])

菅伸子著 幻冬舎 080||Ge||172 210003645

12
宇宙は何でできているのか : 素粒子物理学
で解く宇宙の謎 (幻冬舎新書:187, [む-2-1])

村山斉著 幻冬舎 080||Ge||187 210003756

13
昭和45年11月25日 : 三島由紀夫自決、日本
が受けた衝撃 (幻冬舎新書:184, [な-1-7])

中川右介著 幻冬舎 080||Ge||184 210003768

14
希望難民ご一行様 : ピースボートと「承認の
共同体」幻想 (光文社新書:475)

古市憲寿著/本
田由紀解説と反
論

光文社 080||Ko||475 210003640

15
ホームレス博士 : 派遣村・ブラック企業化す
る大学院 (光文社新書:479)

水月昭道著 光文社 080||Ko||479 210003675



2/5

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

16
「日本で最も人材を育成する会社」のテキス
ト (光文社新書:439)

酒井穣著 光文社 080||Ko||439 210003749

17
肖像画で読み解くイギリス王室の物語 (光
文社新書:482)

君塚直隆著 光文社 080||Ko||482 210003764

18 おひとり京都の秋 (光文社新書:483) 柏井壽著 光文社 080||Ko||483 210003769

19
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 080||Bu||1695 210003679

20
財政危機と社会保障 (講談社現代新
書:2068)

鈴木亘著 講談社 080||Ko||2068 210003681

21 攘夷の幕末史 (講談社現代新書:2069) 町田明広著 講談社 080||Ko||2069 210003683

22
動く!深海生物図鑑 : 深海数千メートルにうご
めく生命の驚異 : DVD-ROM&図解 (ブルー
バックス:B-1691)

ビバマンボ, 北村
雄一著

講談社 080||Bu||1691 210003685

23
ジェット・エンジンの仕組み : 工学から見た
原理と仕組み (ブルーバックス:B-1696)

吉中司著 講談社 080||Bu||1696 210003686

24 日本料理の贅沢 (講談社現代新書:2067) 神田裕行著 講談社 080||Ko||2067 210003690

25
日本を甦らせる政治思想 : 現代コミュニタリ
アニズム入門 (講談社現代新書:1875)

菊池理夫著 講談社 080||Ko||1875 210003748

26
手離す技術 : 20年間無敗、伝説の雀鬼の
「執着転換力」 (講談社+α新書:437-3A)

桜井章一[著] 講談社 080||Ko||437-3A 210003760

27
iPadでつくる「究極の電子書斎」 : 蔵書はす
べてデジタル化しなさい! (講談社+α新
書:531-1C)

皆神竜太郎〔著〕 講談社 080||Ko||531-1C 210003767

28
人生の大義 : 社会と会社の両方で成功する
生き方 (講談社+α新書:529-1C)

北尾吉孝,夏野剛
[著]

講談社 080||Ko||529-1C 210004130

29
これから始めるクラウド入門 : あなたも使え
るITの先進技術 2010年度版 (ブルーバック
ス:B-1699)

リブロワークス著 講談社 080||Bu||1699 210004136

30
インフレーション宇宙論 : ビッグバンの前に
何が起こったのか (ブルーバックス:B-1697)

佐藤勝彦著 講談社 080||Bu||1697 210004138

31
知っておきたいアメリカ意外史 (集英社新
書:0556D)

杉田米行著 集英社 080||Sh||0556 210003684
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32 「戦地」に生きる人々 (集英社新書:0557A)
日本ビジュアル・
ジャーナリスト協
会編

集英社 080||Sh||0557 210003752

33
直筆で読む「人間失格」 (集英社新書:ヴィ
ジュアル版 ; 011V)

太宰治著 集英社 080||Sh||011 210003758

34
直筆で読む「坊っちやん」 (集英社新書:ヴィ
ジュアル版 ; 006V)

夏目漱石著 集英社 080||Sh||006 210003759

35 努力しない生き方 (集英社新書:0534C) 桜井章一著 集英社 080||Sh||0534 210003761

36
最前線 (フォワード) は蛮族たれ (集英社新
書:0554B)

釜本邦茂著 集英社 080||Sh||0554 210003771

37
ヒルクライマー宣言 : 自転車で山に登る人
(小学館101新書:081)

高千穂遥著 小学館 080||Sh||081 210003770

38 創造性とは何か (祥伝社新書:213) 川喜田二郎 [著] 祥伝社 080||Sh||213 210003682

39
日本人のための戦略的思考入門 : 日米同
盟を超えて (祥伝社新書:210)

孫崎享 [著] 祥伝社 080||Sh||210 210003740

40
ドラッカー流最強の勉強法 (祥伝社新
書:207)

中野明 [著] 祥伝社 080||Sh||207 210003757

41
もののけの正体 : 怪談はこうして生まれた
(新潮新書:381)

原田実著 新潮社 080||Sh||381 210003631

42 異形の日本人 (新潮新書:387) 上原善広著 新潮社 080||Sh||387 210004137

43
イランはこれからどうなるのか : 「イスラム大
国」の真実 (新潮新書:384)

春日孝之著 新潮社 080||Sh||384 210004139

44
ウェブで学ぶ : オープンエデュケーションと
知の革命 (ちくま新書:862)

梅田望夫, 飯吉
透著

筑摩書房 080||Ch||862 210003676

45 歴史の中の『新約聖書』 (ちくま新書:864) 加藤隆著 筑摩書房 080||Ch||864 210003678

46 鉄道と日本軍 (ちくま新書:863) 竹内正浩著 筑摩書房 080||Ch||863 210003680

47
電子書籍の時代は本当に来るのか (ちくま
新書:871)

歌田明弘著 筑摩書房 080||Ch||871 210003693
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48 日本語の哲学へ (ちくま新書:866) 長谷川三千子著 筑摩書房 080||Ch||866 210003738

49 刑事 (デカ) 魂 (ちくま新書:838) 萩生田勝著 筑摩書房 080||Ch||838 210003750

50
リクルート事件・江副浩正の真実 改訂版
(中公新書ラクレ:360)

江副浩正著 中央公論新社 080||Ch||360 210003688

51
日本的感性 : 触覚とずらしの構造 (中公新
書:2072)

佐々木健一著 中央公論新社 080||Ch||2072 210003739

52
歌う国民 : 唱歌、校歌、うたごえ (中公新
書:2075)

渡辺裕著 中央公論新社 080||Ch||2075 210003742

53
暴力相談 : 「こわがらせる人」との交渉術
(中公新書ラクレ:355)

狩集紘一著 中央公論新社 080||Ch||355 210003746

54
政権交代期の日本経済 (中公新書ラク
レ:356)

白川一郎著 中央公論新社 080||Ch||356 210003747

55
都会の花と木 : 四季を彩る植物のはなし
(中公新書:1985)

田中修著 中央公論新社 080||Ch||1985 210003755

56 新世界 国々の興亡 (朝日新書:258) 船橋洋一著 朝日新聞出版 080||As||258 210003765

57 梅棹忠夫 語る (日経プレミアシリーズ:097)
梅棹忠夫語り手/
小山修三聞き手

日本経済新聞出
版社

080||Ni||097 210003766

58 父として考える (生活人新書:324)
東浩紀, 宮台真
司著

日本放送出版協
会

080||Se||324 210003644

59
科学は誰のものか : 社会の側から問い直す
(生活人新書:328)

平川秀幸著
日本放送出版協
会

080||Se||328 210003741

60
ミドルクラスを問いなおす : 格差社会の盲点
(生活人新書:326)

渋谷望著
日本放送出版協
会

080||Se||326 210003743

61 ど真剣に生きる (生活人新書:327) 稲盛和夫著
日本放送出版協
会

080||Se||327 210003763

62
優柔不断は“得"である : 「人生の損益分岐
点」の考え方 (扶桑社新書:080)

竹内一郎著 扶桑社 080||Fu||080 210003754

63 中国の地下経済 (文春新書:771) 富坂聰著 文藝春秋 080||Bu||771 210004131
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64 財務官僚の出世と人事 (文春新書:765) 岸宣仁著 文藝春秋 080||Bu||765 210004134

65
外交官が見た「中国人の対日観」 (文春新
書:767)

道上尚史著 文藝春秋 080||Bu||767 210004135

66
撮りたい写真が撮れる!デジカメ撮影のコツ :
カラー版 (平凡社新書:547)

近藤純夫著 平凡社 080||He||547 210003691

67 科学者としての宮沢賢治 (平凡社新書:533) 斎藤文一著 平凡社 080||He||533 210003745

68
公務員の「壁」 : 官民合流で役所はここまで
変わる! (新書y:239)

中野雅至著 洋泉社 080||Sh||239 210003689

69
エコ・テロリズム : 過激化する環境運動とア
メリカの内なるテロ (新書y:210)

浜野喬士著 洋泉社 080||Sh||210 210003751

70
死ぬまでに一度は行きたい世界の遺跡 (新
書y:241)

鎌倉淳著 洋泉社 080||Sh||241 210003753

岩波新書継続購入図書（１１月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 本は、これから (岩波新書:新赤版 1280) 池澤夏樹著 岩波書店 080||Iw||D1280 210004057

2 戦後政治史 第3版 (岩波新書:新赤版 1281)
石川真澄, 山口
二郎著

岩波書店 080||Iw||D1281 210004058

3 ユーロ (岩波新書:新赤版 1282) 田中素行著 岩波書店 080||Iw||D1282 210004059

4
ヤマト王権 (岩波新書:新赤版 1272. シリー
ズ日本古代史:2)

吉村武彦著 岩波書店 080||Iw||D1272 210004060
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