
新書配架リスト(3月分)

書名(新書名) 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
脳が冴える勉強法 : 覚醒を高め、思考を整
える (NHK出版新書:369)

築山節著 NHK出版 080||Nh||369 211005940

2
瓦礫の中から言葉を : わたしの「死者」へ
(NHK出版新書:363)

辺見庸著 NHK出版 080||Nh||363 211005943

3 はじめてのノモンハン事件 (PHP新書:776) 森山康平著 PHP研究所 080||Ph||776 211005963

4
どうして時間は「流れる」のか (PHP新
書:777)

二間瀬敏史著 PHP研究所 080||Ph||777 211005965

5 日本の津波災害 (岩波ジュニア新書:701) 伊藤和明著 岩波書店 080||Iw||701 211005954

6 下山の思想 (幻冬舎新書:240, [い-5-2]) 五木寛之著 幻冬舎 080||Ge||240 211005948

7
あなたの中の異常心理 (幻冬舎新書:244 ;
[お-6-5])

岡田尊司著 幻冬舎 080||Ge||244 211005961

8
後白河法皇 : 平家を滅亡させた黒幕 (幻冬
舎新書:245)

河合敦著 幻冬舎 080||Ge||245 211005964

9
アホ大学のバカ学生 : グローバル人材と就
活迷子のあいだ (光文社新書:561)

石渡嶺司, 山内太光文社 080||Ko||561 211005933

10
官邸から見た原発事故の真実 : これから始
まる真の危機 (光文社新書:558)

田坂広志著 光文社 080||Ko||558 211005942

11 円高の正体 (光文社新書:559) 安達誠司著 光文社 080||Ko||559 211005944

12
知っておきたい物理の疑問55 : 物理の基本
知識を問う「疑問中の疑問」 (ブルーバック
ス:B-1750)

日本物理学会編 講談社 080||Bu||1750 211005939

13
山はどうしてできるのか : ダイナミックな地
球科学入門 (ブルーバックス:B-1756)

藤岡換太郎著 講談社 080||Bu||1756 211005947

14
理系のためのクラウド知的生産術 : メール
処理から論文執筆まで (ブルーバックス:B-
1753)

堀正岳著 講談社 080||Bu||1753 211005950

15
犠牲のシステム福島・沖縄 (集英社新
書:0625C)

高橋哲哉著 集英社 080||Sh||0625 211005936



書名(新書名) 著者等 出版社 請求記号 資料ID

16 ローマ人に学ぶ (集英社新書:0627D) 本村凌二著 集英社 080||Sh||0627 211005945

17 科学と宗教と死 (集英社新書:0624C) 加賀乙彦著 集英社 080||Sh||0624 211005951

18 世界一退屈な授業 (星海社新書:8) 適菜収編/柳田国星海社/:講談社 (080||Se||8 211005938

19
「やめること」からはじめなさい (星海社新
書:7)

千田琢哉著 星海社/講談社 ( 080||Se||7 211005949

20
20歳の自分に受けさせたい文章講義 (星海
社新書:9)

古賀史健著 星海社/講談社 ( 080||Se||9 211005952

21
限界集落の真実: 過疎の村は消えるか? (ち
くま新書:941)

山下祐介著 筑摩書房 080||Ch||941 211005934

22
人間とはどういう生物か : 心・脳・意識のふ
しぎを解く (ちくま新書:942)

石川幹人著 筑摩書房 080||Ch||942 211005935

23
タブーの正体! : マスコミが「あのこと」に触れ
ない理由 (ちくま新書:939)

川端幹人著 筑摩書房 080||Ch||939 211005937

24
フランス文学講義 : 言葉とイメージをめぐる
12章 (中公新書:2148)

塚本昌則著 中央公論新社 080||Ch||2148 211005946

25
奇跡の災害ボランティア「石巻モデル」 (朝
日新書:322)

中原一歩著 朝日新聞出版 080||As||322 211005958

26 イエスの言葉 : ケセン語訳 (文春新書:839) 山浦玄嗣著 文藝春秋 080||Bu||839 211005932

27 さよなら!僕らのソニー (文春新書:832) 立石泰則著 文藝春秋 080||Bu||832 211005960

28
聞く力 : 心をひらく35のヒント (文春新
書:841)

阿川佐和子著 文藝春秋 080||Bu||841 211005962

29
バフチン : カーニヴァル・対話・笑い (平凡社
新書:618)

桑野隆著 平凡社 080||He||618 211005941

30
エジプト革命 : アラブ世界変動の行方 (平凡
社新書:622)

長沢栄治著 平凡社 080||He||622 211005953

31
3・11後の建築と社会デザイン (平凡社新
書:612)

三浦展, 藤村龍至平凡社 080||He||612 211005955



書名(新書名) 著者等 出版社 請求記号 資料ID

32
パソコンは買ったときからムダだらけ (宝島
社新書)

湯浅顕人著 宝島社 080||Ta||336 211005956

33 反社会的勢力 (新書y:250) 夏原武著 洋泉社 080||Sh||250 211005957

34
世界が賞賛した日本の町の秘密 (新書
y:251)

チェスター・リーブ 洋泉社 080||Sh||251 211005959

岩波新書継続購入図書(3月分)

書名(新書名) 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 3.11複合被災 (岩波新書:新赤版 1355) 外岡秀俊著 岩波書店 080||Iw||D1355 211005847

2
夢よりも深い覚醒へ : 3.11後の哲学 (岩波
新書:新赤版 1356)

大澤真幸著 岩波書店 080||Iw||D1356 211005848

3
食べるギリシア人 : 古典文学グルメ紀行
(岩波新書:新赤版 1360)

丹下和彦著 岩波書店 080||Iw||D1360 211005966

4
飯舘村は負けない : 土と人と未来のために
(岩波新書:新赤版 1357)

千葉悦子, 松野光岩波書店 080||Iw||D1357 211005968

5 朝鮮人強制連行 (岩波新書:新赤版 1358) 外村大著 岩波書店 080||Iw||D1358 211005969

6 日本の税金 新版 (岩波新書:新赤版 1359) 三木義一著 岩波書店 080||Iw||D1359 211005967


