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新書配架リスト（１２月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
就活のしきたり : 踊らされる学生、ふりまわ
される企業 (PHP新書:694)

石渡嶺司著 PHP研究所 080||Ph||694 210004227

2
人事のプロは学生のどこを見ているか (PHP
ビジネス新書:150)

横瀬勉著 PHP研究所 080||Ph||150 210004234

3
女性の幸福 : 今日からできること、しなけれ
ばいけないこと 仕事編 (PHP新書:692)

坂東真理子著 PHP研究所 080||Ph||692 210004236

4
「Why型思考」が仕事を変える : 鋭いアウト
プットを出せる人の「頭の使い方」 (PHPビジ
ネス新書:144)

細谷功著 PHP研究所 080||Ph||144 210004238

5

自衛隊戦闘機はどれだけ強いのか? : 主力
戦闘機の秘められた実力を科学的な視点か
ら徹底検証!! (サイエンス・アイ新書:SIS-
180)

青木謙知著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||180 210004237

6
私はなぜ「中国」を捨てたのか (WAC
BUNKO:B-110)

石平著 ワック 080||Wa||B-110 210004344

7 観光アート (光文社新書:488) 山口裕美著 光文社 080||Ko||488 210004307

8
誰も教えてくれない男の礼儀作法 (光文社
新書:484)

小笠原敬承斎著 光文社 080||Ko||484 210004310

9
イギリス近代史講義 (講談社現代新
書:2070)

川北稔著 講談社 080||Ko||2070 210004226

10
リスクに背を向ける日本人 (講談社現代新
書:2073)

山岸俊男, メア
リー・C・ブリント
ン著

講談社 080||Ko||2073 210004229

11
光と色彩の科学 : 発色の原理から色の見え
る仕組みまで (ブルーバックス:B-1701)

齋藤勝裕著 講談社 080||Bu||1701 210004330

12 子ども虐待 (講談社現代新書:2076) 西澤哲著 講談社 080||Ko||2076 210004334

13
自由はどこまで可能か : リバタリアニズム入
門 (講談社現代新書:1542)

森村進著 講談社 080||Ko||1542 210004338

14
記憶力を強くする : 最新脳科学が語る記憶
のしくみと鍛え方 (ブルーバックス:B-1315)

池谷裕二著 講談社 080||Bu||1315 210004339

15
外国語の壁は理系思考で壊す/ 杉本大一
郎著 (集英社新書:0562E)

 集英社 080||Sh||0562 210004231
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16 食卓は学校である (集英社新書:0563H) 玉村豊男著 集英社 080||Sh||0563 210004311

17
品格の原点 : いまなぜ「日本道徳論」なのか
(小学館101新書:092)

西村茂樹著 : 尾
田幸雄現代語訳

小学館 080||Sh||092 210004239

18 無知との遭遇 (小学館101新書:095) 落合信彦著 小学館 080||Sh||095 210004308

19
尖閣戦争 : 米中はさみ撃ちにあった日本
(祥伝社新書:223)

西尾幹二, 青木
直人 [著]

祥伝社 080||Sh||223 210004242

20
ジャパン・ショック : 国債暴落から始まる世界
恐慌 (祥伝社新書:217)

山崎養世 [著] 祥伝社 080||Sh||217 210004309

21
眠りにつく太陽 : 地球は寒冷化する (祥伝社
新書:215)

桜井邦朋 [著] 祥伝社 080||Sh||215 210004326

22
人類を幸せにする国・日本 (祥伝社新
書:218)

井沢元彦 [著] 祥伝社 080||Sh||218 210004329

23 核がなくならない7つの理由 (新潮新書:391) 春原剛著 新潮社 080||Sh||391 210004241

24 国家の命運 (新潮新書:390) 薮中三十二著 新潮社 080||Sh||390 210004342

25
故郷の風景 : もの神・たま神と三つの時空
(ちくまプリマー新書:145)

佐藤正英著 筑摩書房 080||Ch||145 210004224

26 デジタル時代の著作権 (ちくま新書:867) 野口祐子著 筑摩書房 080||Ch||867 210004228

27
35歳までに読むキャリア (しごとえらび) の教
科書 : 就・転職の絶対原則を知る (ちくま新
書:869)

渡邉正裕著 筑摩書房 080||Ch||869 210004232

28
スポーツを仕事にする! (ちくまプリマー新
書:146)

生島淳著 筑摩書房 080||Ch||146 210004336

29
理科系冷遇社会 : 沈没する日本の科学技
術 (中公新書ラクレ:366)

林幸秀著 中央公論新社 080||Ch||366 210004230

30
武士の町大坂 : 「天下の台所」の侍たち (中
公新書:2079)

藪田貫著 中央公論新社 080||Ch||2079 210004328

31
アメリカと宗教 : 保守化と政治化のゆくえ
(中公新書:2076)

堀内一史著 中央公論新社 080||Ch||2076 210004332
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32
文書術 : 読みこなし、書きこなす (中公新
書:2073)

工藤順一著 中央公論新社 080||Ch||2073 210004333

33
生の暴発、死の誘惑 : 「生きがい」を見失う
とき (中公新書ラクレ:364)

岩波明著 中央公論新社 080||Ch||364 210004335

34
アメリカの大学院で成功する方法 : 留学準
備から就職まで (中公新書:1732)

吉原真里著 中央公論新社 080||Ch||1732 210004340

35
就活の勘違い : 採用責任者の本音を明か
す (朝日新書:257)

楠木新著 朝日新聞出版 080||As||257 210004331

36
負け組が勝つ時代 (日経プレミアシリー
ズ:091)

布施克彦著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||091 210004240

37
裏側からみた美術史 (日経プレミアシリー
ズ:096)

宮下規久朗著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||096 210004345

38 こんな言葉で叱られたい (文春新書:773) 清武英利著 文藝春秋 080||Bu||773 210004225

39
ぼくらの就活戦記 : 難関企業内定者40人の
証言 (文春新書:775)

森健著 文藝春秋 080||Bu||775 210004233

40 決闘ネット「光の道」革命 (文春新書:778)
孫正義, 佐々木
俊尚著

文藝春秋 080||Bu||778 210004312

41 日中韓歴史大論争 (文春新書:777)
櫻井よしこ [ほ
か] 著

文藝春秋 080||Bu||777 210004327

42 源氏物語とその作者たち (文春新書:746) 西村亨著 文藝春秋 080||Bu||746 210004341

43
犯罪者の自伝を読む : ピエール・リヴィエー
ルから永山則夫まで (平凡社新書:543)

小倉孝誠著 平凡社 080||He||543 210004235

44
ネオ階級社会はここから始まった : 1974年、
見過ごされた転換点 (平凡社新書:545)

林信吾, 葛岡智
恭著

平凡社 080||He||545 210004337

45 都バスで行く東京散歩 (新書y:235) 加藤佳一著 洋泉社 080||Sh||235 210004343
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岩波新書継続購入図書（１２月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 近代国家への模索 : 1894-1925 (岩波新書) 川島真著 岩波書店 080||Iw||D 210004821

2 正岡子規 : 言葉と生きる (岩波新書) 坪内稔典著 岩波書店 080||Iw||D 210004822

3
日本語と時間 : 「時の文法」をたどる (岩波
新書)

藤井貞和著 岩波書店 080||Iw||D 210004823

4 高木貞治 : 近代日本数学の父 (岩波新書) 高瀬正仁著 岩波書店 080||Iw||D 210004824

5 津波災害 : 減災社会を築く (岩波新書) 河田惠昭著 岩波書店 080||Iw||D 210004825
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