
新書配架リスト（７月分）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
福島第一原発事故と放射線 : 緊急解説!
(NHK出版新書:353)

水野倫之, 山崎
淑行, 藤原淳登
著

NHK出版 080||Nh||353 211001231

2
ダンゴムシに心はあるのか : 新しい心の科
学 (PHPサイエンス・ワールド新書:039)

森山徹著 PHP研究所 080||Ph||039 211001155

3

日本人が知りたい巨大地震の疑問50 : 東北
地方太平洋沖地震の原因から首都圏大地
震の予測まで (サイエンス・アイ新書:SIS-
205)

島村英紀著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||205 211001230

4
せんいの科学 : 天然せんいとスーパーせん
いの驚くべき機能と活用法 (サイエンス・ア
イ新書:SIS-204)

山崎義一, 佐藤
哲也著

ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||204 211001236

5
先送りできない日本 : “第二の焼け跡"から
の再出発 (角川oneテーマ21:C-201)

池上彰[著] 角川書店 080||Ka||C-201 211001154

6
脳科学の教科書 神経編 (岩波ジュニア新
書:680)

理化学研究所脳
科学総合研究セ
ンター編

岩波書店 080||Iw||680 211001058

7 世界について (岩波ジュニア新書:675) 戸田剛文著 岩波書店 080||Iw||675 211001059

8
子どもにかかわる仕事 (岩波ジュニア新
書:683)

汐見稔幸編 岩波書店 080||Iw||683 211001060

9
幸せのための経済学 : 効率と衡平の考え方
(岩波ジュニア新書:688. 〈知の航海〉シリー
ズ)

蓼沼宏一著 岩波書店 080||Iw||688 211001357

10
新書で大学の教養科目をモノにする政治学
(光文社新書:526)

浅羽通明著 光文社 080||Ko||526 211001240

11
1秒もムダに生きない : 時間の上手な使い
方 (光文社新書:525)

岩田健太郎著 光文社 080||Ko||525 211001355

12
はじめての認知療法 (講談社現代新
書:2105)

大野裕著 講談社 080||Ko||2105 211001061

13
成功する人は缶コーヒーを飲まない : 「すべ
てがうまく回りだす」黄金の食習慣 (講談社+
α新書:550-1C)

姫野友美[著] 講談社 080||Ko||550-1C 211001063

14
宇宙進化の謎 : 暗黒物質の正体に迫る (ブ
ルーバックス:B-1723)

谷口義明著 講談社 080||Bu||1723 211001232

15
ゼロからわかるブラックホール : 時空を歪め
る暗黒天体が吸い込み、輝き、噴出するメカ
ニズム (ブルーバックス:B-1728)

大須賀健著 講談社 080||Bu||1728 211001234
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16
たんぱく質入門 : どう作られ、どうはたらくの
か (ブルーバックス:B-1730)

武村政春著 講談社 080||Bu||1730 211001242

17
現代中国「解体」新書 (講談社現代新
書:2108)

梁過著 講談社 080||Ko||2108 211001243

18
「神道」の虚像と実像 (講談社現代新
書:2109)

井上寛司著 講談社 080||Ko||2109 211001274

19
原発社会からの離脱 : 自然エネルギーと共
同体自治に向けて (講談社現代新書:2112)

宮台真司, 飯田
哲也著

講談社 080||Ko||2112 211001354

20
その英語、ちょっとエラそうです : ネイティブ
が怒りだす!アブナイ英会話 (青春新書
INTELLIGENCE:PI-321)

デイビッド・セイ
ン著

青春出版社 080||Se||PI-321 211001358

21 正義論の名著 (ちくま新書:907) 中山元著 筑摩書房 080||Ch||907 211001237

22
現代文明論講義 : ニヒリズムをめぐる京大
生との対話 (ちくま新書:910)

佐伯啓思著 筑摩書房 080||Ch||910 211001238

23
東大入試に学ぶロジカルライティング (ちく
ま新書:908)

吉岡友治著 筑摩書房 080||Ch||908 211001239

24 図書館で調べる (ちくまプリマー新書:160) 高田高史著 筑摩書房 080||Ch||160 211001275

25 自己啓発の名著30 (ちくま新書:909) 三輪裕範著 筑摩書房 080||Ch||909 211001353

26
グリーン・エコノミー : 脱原発と温暖化対策
の経済学 (中公新書:2115)

吉田文和著 中央公論新社 080||Ch||2115 211001235

27
消費するアジア : 新興国市場の可能性と不
安 (中公新書:2111)

大泉啓一郎著 中央公論新社 080||Ch||2111 211001241

28 パレスチナ : 聖地の紛争 (中公新書:2112) 船津靖著 中央公論新社 080||Ch||2112 211001244

29
地震の日本史 : 大地は何を語るのか 増補
版 (中公新書:1922)

寒川旭著 中央公論新社 080||Ch||1922 211001249

30
経済成長は不可能なのか : 少子化と財政
難を克服する条件 (中公新書:2116)

盛山和夫著 中央公論新社 080||Ch||2116 211001356

31
発達障害 : 境界に立つ若者たち (平凡社新
書:470)

山下成司著 平凡社 080||He||470 211001062
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32 福島原発の真実 (平凡社新書:594) 佐藤栄佐久著 平凡社 080||He||594 211001233

岩波新書継続購入図書（７月分）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 原発を終わらせる (岩波新書:新赤版 1315) 石橋克彦編 岩波書店 080||Iw||D1315 211001338

2
人間と国家 : ある政治学徒の回想 上 (岩波
新書:新赤版 1316, 1317)

坂本義和著 岩波書店 080||Iw||D1316 211001343

3
人間と国家 : ある政治学徒の回想 下 (岩波
新書:新赤版 1316, 1317)

坂本義和著 岩波書店 080||Iw||D1317 211001344

4 大学とは何か (岩波新書:新赤版 1318) 吉見俊哉著 岩波書店 080||Iw||D1318 211001340

5
渋沢栄一 : 社会企業家の先駆者 (岩波新
書:新赤版 1319)

島田昌和著 岩波書店 080||Iw||D1319 211001339

6
アスベスト : 広がる被害 (岩波新書:新赤版
1320)

大島秀利著 岩波書店 080||Iw||D1320 211001342

7
肝臓病 : 治る時代の基礎知識 (岩波新書:
新赤版 1321)

渡辺純夫著 岩波書店 080||Iw||D1321 211001341
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