
新書配架図書リスト（1月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
「科学的思考」のレッスン : 学校で教えてく
れないサイエンス (NHK出版新書:365)

戸田山和久著 NHK出版 080||Nh||365 211005260

2
細胞が自分を食べるオートファジーの謎
(PHPサイエンス・ワールド新書:051)

水島昇著 PHP研究所 080||Ph||051 211005276

3
人を動かす英語 : イェール大学で学べるコ
ミュニケーションの極意 (PHP新書:767)

ウィリアム・ヴァ
ンス著/神田房
枝監訳

PHP研究所 080||Ph||767 211005308

4
真田三代 : 幸綱・昌幸・信繁の史実に迫る
(PHP新書:761)

平山優著 PHP研究所 080||Ph||761 211005311

5
東大博士が語る理系という生き方 (PHPサ
イエンス・ワールド新書:031)

瀬名秀明, 池谷
裕二監修

PHP研究所 080||Ph||031 211005312

6
世界の常識vs日本のことわざ (PHP新
書:765)

布施克彦著 PHP研究所 080||Ph||765 211005316

7
海底ごりごり地球史発掘 (PHPサイエンス・
ワールド新書:050)

須藤斎著 PHP研究所 080||Ph||050 211005319

8
免疫力をアップする科学 : 腸内細菌で病気
知らず!いますぐできる科学的健康法 (サイ
エンス・アイ新書:SIS-224)

藤田紘一郎著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||224 211005278

9
やさしいバイオテクノロジー : カラー版 : 遺
伝子の基礎知識からiPS細胞の話題まで
(サイエンス・アイ新書:SIS-218)

芦田嘉之著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||218 211005279

10
対称性とはなにか : 自然・宇宙のしくみを対
称性の破れによって理解する (サイエンス・
アイ新書:SIS-214)

広瀬立成著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||214 211005280

11
格闘技の科学 : 力学と解剖学で技を分析!
(サイエンス・アイ新書:SIS-226)

吉福康郎著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||226 211005474

12
美しい村に放射能が降った : 飯舘村長・決
断と覚悟の120日 (ワニブックス「Plus」新
書:058)

菅野典雄著
ワニ・プラス/ワ
ニブックス (発
売)

080||Wa||058 211005313

13
まやかしの安全の国 : 原子力村からの告発
(角川SSC新書:137)

田辺文也著

角川マガジンズ
/角川グループ
パブリッシング
(発売)

080||Ka||137 211005328

14
危機の大学論 : 日本の大学に未来はある
か? (角川oneテーマ21:A-146)

尾木直樹, 諸星
裕 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||A-146 211005268

15 年賀状の戦後史 (角川oneテーマ21:B-152) 内藤陽介 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||B-152 211005322
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16
糖尿病克服宣言 : 名医との出会いは一生を
左右する (学研新書:100)

鈴木吉彦著
学研パブリッシ
ング

080||Ga||100 211005315

17
なんにもないけどやってみた : プラ子のアフ
リカボランティア日記 (岩波ジュニア新
書:696)

栗山さやか著 岩波書店 080||Iw||696 211005330

18
成熟社会の経済学 : 長期不況をどう克服す
るか (岩波新書:新赤版 1348)

小野善康著 岩波書店 080||Iw||D1348 211005382

19
英語で話すヒント : 通訳者が教える上達法
(岩波新書:新赤版 1350)

小松達也著 岩波書店 080||Iw||D1350 211005383

20
政権交代とは何だったのか (岩波新書:新赤
版 1347)

山口二郎著 岩波書店 080||Iw||D1347 211005384

21
変革期の地方自治法 (岩波新書:新赤版
1349)

兼子仁著 岩波書店 080||Iw||D1349 211005385

22
1勝100敗!あるキャリア官僚の転職記 : 大学
教授公募の裏側 (光文社新書:550)

中野雅至著 光文社 080||Ko||550 211005269

23
官僚を国民のために働かせる法 (光文社新
書:547)

古賀茂明著 光文社 080||Ko||547 211005305

24
上野先生、勝手に死なれちゃ困ります : 僕ら
の介護不安に答えてください (光文社新
書:544)

上野千鶴子, 古
市憲寿著

光文社 080||Ko||544 211005461

25 つながる読書術 (講談社現代新書:2133) 日垣隆著 講談社 080||Ko||2133 211005263

26
いまを生きるための思想キーワード (講談社
現代新書:2134)

仲正昌樹著 講談社 080||Ko||2134 211005264

27 物語論 (講談社現代新書:2129) 木村俊介著 講談社 080||Ko||2129 211005266

28
「分かりやすい表現」の技術 (ブルーバック
ス:B-1739. マンガで読む)

[藤沢晃治原作]/
カノウ漫画/銀杏
社構成

講談社 080||Bu||1739 211005271

29
瞬間操作!高速キーボード術 : マウスに頼ら
ないパソコンの動かし方 (ブルーバックス:B-
1744)

リブロワークス著 講談社 080||Bu||1744 211005274

30
計算力を強くする (ブルーバックス:B-1740.
マンガで読む)

[鍵本聡原作]/が
そんみほ漫画/
銀杏社構成

講談社 080||Bu||1740 211005281

31 事実婚 : 新しい愛の形 (集英社新書:0619B) 渡辺淳一著 集英社 080||Sh||0619 211005275
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32
朝鮮学校「歴史教科書」を読む (祥伝社新
書:257)

萩原遼, 井沢元
彦 [著]

祥伝社 080||Sh||257 211005318

33 社畜のススメ (新潮新書:445) 藤本篤志著 新潮社 080||Sh||445 211005368

34 暴力団 (新潮新書:434) 溝口敦著 新潮社 080||Sh||434 211005460

35 「決断」の前に読む言葉 (双葉新書:034) 向谷匡史著 双葉社 080||Fu||034 211005320

36
世代間格差 : 人口減少社会を問いなおす
(ちくま新書:930)

加藤久和著 筑摩書房 080||Ch||930 211005262

37 ヒトラーの側近たち (ちくま新書:932) 大澤武男著 筑摩書房 080||Ch||932 211005272

38
後藤新平 : 大震災と帝都復興 (ちくま新
書:933)

越澤明著 筑摩書房 080||Ch||933 211005307

39
ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ : 原子力を受
け入れた日本 (ちくまプリマー新書:165)

田口ランディ著 筑摩書房 080||Ch||165 211005310

40
レーガン : いかにして「アメリカの偶像」と
なったか (中公新書:2140)

村田晃嗣著 中央公論新社 080||Ch||2140 211005261

41
国家と歴史 : 戦後日本の歴史問題 (中公新
書:2137)

波多野澄雄著 中央公論新社 080||Ch||2137 211005265

42
大学教員採用・人事のカラクリ (中公新書ラ
クレ:401)

櫻田大造著 中央公論新社 080||Ch||401 211005267

43
100万人が笑った!「世界のジョーク集」傑作
選 (中公新書ラクレ:400)

早坂隆著 中央公論新社 080||Ch||400 211005273

44
贈与の歴史学 : 儀礼と経済のあいだ (中公
新書:2139)

桜井英治著 中央公論新社 080||Ch||2139 211005304

45
ソーシャル・キャピタル入門 : 孤立から絆へ
(中公新書:2138)

稲葉陽二著 中央公論新社 080||Ch||2138 211005306

46 親鸞いまを生きる (朝日新書:325)
姜尚中, 田口ラン
ディ, 本多弘之著

朝日新聞出版 080||As||325 211005309

47
就活生の親が今、知っておくべきこと (日経
プレミアシリーズ:142)

麓幸子著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||142 211005317
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48 体制維新 : 大阪都 (文春新書:827)
橋下徹, 堺屋太
一著

文藝春秋 080||Bu||827 211005270

49
いま、知らないと絶対損する年金50問50答
(文春新書:802)

太田啓之著 文藝春秋 080||Bu||802 211005314

50 謎とき平清盛 (文春新書:835) 本郷和人著 文藝春秋 080||Bu||835 211005329

51
平清盛 : 天皇に翻弄された平氏一族 (平凡
社新書:613)

武光誠著 平凡社 080||He||613 211005277

52
新聞・テレビは信頼を取り戻せるか : 「調査
報道」を考える (平凡社新書:616)

小俣一平著 平凡社 080||He||616 211005321

53 日本語の難問 (宝島社新書) 宮腰賢著 宝島社 080||Ta||331 211005497

4/4


