
新書配架リスト（１１月分）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
地球200周!ふしぎ植物探検記 (PHPサイエ
ンス・ワールド新書:037)

山口進著 PHP研究所 080||Ph||037 211004274

2
日本人はなぜ日本のことを知らないのか
(PHP新書:755)

竹田恒泰著 PHP研究所 080||Ph||755 211004280

3
大学キャリアセンターのぶっちゃけ話 : 知的
現場主義の就職活動 (ソフトバンク新
書:177)

沢田健太著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||So||177 211004212

4 原発訴訟 (岩波新書:新赤版 1337) 海渡雄一著 岩波書店 080||Iw||D1337 211004370

5
就職とは何か : 「まともな働き方」の条件 (岩
波新書:新赤版 1338)

森岡孝二著 岩波書店 080||Iw||D1338 211004371

6
新しい世界史へ : 地球市民のための構想
(岩波新書:新赤版 1339)

羽田正著 岩波書店 080||Iw||D1339 211004372

7
李鴻章 : 東アジアの近代 (岩波新書:新赤版
1340)

岡本隆司著 岩波書店 080||Iw||D1340 211004373

8 デスマスク (岩波新書:新赤版 1341) 岡田温司著 岩波書店 080||Iw||D1341 211004374

9
内部被曝の真実 (幻冬舎新書:228 ; [こ-13-
1])

児玉龍彦著 幻冬舎 080||Ge||228 211004272

10
甘い物は脳に悪い : すぐに成果が出る食の
新常識 (幻冬舎新書:229, [か-15-1])

笠井奈津子著 幻冬舎 080||Ge||229 211004276

11
書くことが思いつかない人のための文章教
室 (幻冬舎新書:232 ; [こ-8-2])

近藤勝重著 幻冬舎 080||Ge||232 211004277

12
世界の独裁者 : 現代最凶の20人 (幻冬舎新
書:234, [む-3-1])

六辻彰二著 幻冬舎 080||Ge||234 211004278

13
もうダマされないための「科学」講義 (光文
社新書:541)

菊池誠 [ほか]
編

光文社 080||Ko||541 211004270

14
愛着障害 : 子ども時代を引きずる人々 (光
文社新書:540)

岡田尊司著 光文社 080||Ko||540 211004273

15
物理数学の直観的方法 : 理工系で学ぶ数
学「難所突破」の特効薬 普及版 (ブルー
バックス:B-1738)

長沼伸一郎著 講談社 080||Bu||1738 211004196
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16
中国社会の見えない掟 : 潜規則とは何か
(講談社現代新書:2123)

加藤隆則著 講談社 080||Ko||2123 211004202

17
放射光が解き明かす驚異のナノ世界 : 魔法
の光が拓く物質世界の可能性 (ブルーバッ
クス:B-1737)

日本放射光学会
編

講談社 080||Bu||1737 211004204

18 デザインの教科書 (講談社現代新書:2124) 柏木博著 講談社 080||Ko||2124 211004207

19
量子力学の哲学 : 非実在性・非局所性・粒
子と波の二重性 (講談社現代新書:2122)

森田邦久著 講談社 080||Ko||2122 211004271

20
あなたは誰?私はここにいる (集英社新
書:0609F)

姜尚中著 集英社 080||Sh||0609 211004203

21
「リーダーの条件」が変わった : 「危機の時
代」を乗り越える新しい統率力 (小学館101
新書:118)

大前研一著 小学館 080||Sh||118 211004211

22
「規制」を変えれば電気も足りる : 日本をダ
メにする役所の「バカなルール」総覧 (小学
館101新書:112)

原英史著 小学館 080||Sh||112 211004275

23
ミシェル・フーコー : 近代を裏から読む (ちく
ま新書:922)

重田園江著 筑摩書房 080||Ch||922 211004195

24
原発と権力 : 戦後から辿る支配者の系譜
(ちくま新書:923)

山岡淳一郎著 筑摩書房 080||Ch||923 211004197

25 いますぐ書け、の文章法 (ちくま新書:920) 堀井憲一郎著 筑摩書房 080||Ch||920 211004199

26
お買い物の経済心理学 : 何が買い手を動
かすのか (ちくま新書:921)

徳田賢二著 筑摩書房 080||Ch||921 211004205

27
フジモリ式建築入門 (ちくまプリマー新
書:166)

藤森照信著 筑摩書房 080||Ch||166 211004209

28
官僚制批判の論理と心理 : デモクラシーの
友と敵 (中公新書:2128)

野口雅弘著 中央公論新社 080||Ch||2128 211004198

29
経済学の哲学 : 19世紀経済思想とラスキン
(中公新書:2131)

伊藤邦武著 中央公論新社 080||Ch||2131 211004200

30
河内源氏 : 頼朝を生んだ武士本流 (中公新
書:2127)

元木泰雄著 中央公論新社 080||Ch||2127 211004201

31
日本経済の底力 : 臥龍が目覚めるとき (中
公新書:2124)

戸堂康之著 中央公論新社 080||Ch||2124 211004206
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32
地図と愉しむ東京歴史散歩 : カラー版 (中
公新書:2129)

竹内正浩著 中央公論新社 080||Ch||2129 211004208

33
公務員だけの秘密のサバイバル術 (中公新
書ラクレ:395)

中野雅至著 中央公論新社 080||Ch||395 211004210

34 柳井正の希望を持とう (朝日新書:299) 柳井正著 朝日新聞出版 080||As||299 211004238

35
葬式仏教の誕生 : 中世の仏教革命 (平凡社
新書:600)

松尾剛次著 平凡社 080||He||600 211004139

36
知っていそうで知らないノーベル賞の話 (平
凡社新書:606)

北尾利夫著 平凡社 080||He||606 211004279
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