
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 鋼のメンタル (新潮新書:679) 百田尚樹著 新潮社 080||Sh||679 216000963

2
一流は、なぜシンプルな英単語で話すのか
(青春新書intelligence:PI-479)

柴田真一著 青春出版社 080||Se||PI-479 216000973

3
通訳になりたい! : ゼロからめざせる10の道
(岩波ジュニア新書:830)

松下佳世著 岩波書店 080||Iw||830 216000989

4
脱入門者のExcel VBA : 自力でプログラミン
グする極意を学ぶ (ブルーバックス:B-1962)

立山秀利著 講談社 080||Bu||1962 216000990

5
理系のための論理が伝わる文章術 : 実例
で学ぶ読解・作成の手順 (ブルーバック
ス:B-1965)

成清弘和著 講談社 080||Bu||1965 216000993

6
ブラックホール・膨張宇宙・重力波 : 一般相
対性理論の100年と展開 (光文社新書:774)

真貝寿明著 光文社 080||Ko||774 216000994

7 プラネタリウム男 (講談社現代新書:2374) 大平貴之著 講談社 080||Ko||2374 216000995

8
宇宙の誕生と終焉 : 最新理論で解き明か
す!138億年の宇宙の歴史とその未来 (サイ
エンス・アイ新書:SIS-350)

松原隆彦著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||350 216000996

9
「暗黒・中国」からの脱出 : 逃亡・逮捕・拷
問・脱獄 (文春新書:1083)

顔伯鈞著/安田
峰俊編訳

文藝春秋 080||Bu||1083 216000998

10
人口と日本経済 : 長寿、イノベーション、経
済成長 (中公新書:2388)

吉川洋著 中央公論新社 080||Ch||2388 216001142

11
中国の論理 : 歴史から解き明かす (中公新
書:2392)

岡本隆司著 中央公論新社 080||Ch||2392 216001143

12
広島大学は世界トップ100に入れるのか
(PHP新書:1059)

山下柚実著 PHP研究所 080||Ph||1059 216001144

13
通貨の日本史 : 無文銀銭、富本銭から電子
マネーまで (中公新書:2389)

高木久史著 中央公論新社 080||Ch||2389 216001145

14 ヒト : 異端のサルの1億年 (中公新書:2390) 島泰三著 中央公論新社 080||Ch||2390 216001146

新書新着リスト（１０月分）



15
脳は、なぜあなたをだますのか : 知覚心理
学入門 (ちくま新書:1202)

妹尾武治著 筑摩書房 080||Ch||1202 216001147

16
ゲノム編集とは何か : 「DNAのメス」クリス
パーの衝撃 (講談社現代新書:2384)

小林雅一著 講談社 080||Ko||2384 216001148

17
光と電磁気 : ファラデーとマクスウェルが考
えたこと : 電場とは何か?磁場とは何か? (ブ
ルーバックス:B-1982)

小山慶太著 講談社 080||Bu||1982 216001149

18
「超」入門!論理トレーニング (ちくま新
書:1200)

横山雅彦著 筑摩書房 080||Ch||1200 216001150

19
Q&A火山噴火127の疑問 : 噴火の仕組みを
理解し災害に備える (ブルーバックス:B-
1936)

日本火山学会
編

講談社 080||Bu||1936 216001154

20
あっと驚く科学の数字 : 最新宇宙論から生
命の不思議まで (ブルーバックス:B-1905)

数から科学を
読む研究会著

講談社 080||Bu||1905 216001155

21
女子高生アイドルは、なぜ東大生に知力で
勝てたのか? (講談社現代新書:2360)

村松秀著 講談社 080||Ko||2360 216001156

22 理系あるある (幻冬舎新書:345) 小谷太郎著 幻冬舎 080||Ge||345 216001160

23
マンガ「代数学」超入門 : 足し算、引き算か
ら2次方程式まで (ブルーバックス:B-1949)

ラリー・ゴニック
著・絵/薮田真
弓, 藤原誉枝子
訳

講談社 080||Bu||1949 216001161

24
数学ロングトレイル「大学への数学」に挑戦
: じっくり着実に理解を深める ベクトル編 (ブ
ルーバックス:B-1921, B-1941, B-1942)

山下光雄著 講談社 080||Bu||1941 216001162

25
偽りの保守・安倍晋三の正体 (講談社+α新
書:733-1C)

岸井成格, 佐高
信著

講談社 080||Ko||733-1C 216001167

26
夢の新エネルギー「人工光合成」とは何か :
世界をリードする日本の科学技術 (ブルー
バックス:B-1980)

光化学協会編 講談社 080||Bu||1980 216001169

27 宇宙からみた生命史 (ちくま新書:1203) 小林憲正著 筑摩書房 080||Ch||1203 216001170

28
集合住宅 : 二〇世紀のユートピア (ちくま新
書:1204)

松葉一清著 筑摩書房 080||Ch||1204 216001171

29
国際情勢に強くなる英語キーワード (岩波
ジュニア新書:825)

明石和康著 岩波書店 080||Iw||825 216001356



30
毒の科学 : 身近にある毒から人間がつくり
だした化学物質まで (サイエンス・アイ新
書:SIS-349)

齋藤勝裕著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||349 216001357

31
科学研究とデータのからくり : 日本は不正
が多すぎる! (PHP新書:1006)

谷岡一郎著 PHP研究所 080||Ph||1006 216001358

32
ほんとうに使える数学 : 教科書では教えてく
れない! 基礎編 (じっぴコンパクト新書:200,
225)

芳沢光雄著 実業之日本社 080||Ji||200 216001359

33
ほんとうに使える数学 : 教科書では教えてく
れない! レベルアップ編 (じっぴコンパクト新
書:200, 225)

芳沢光雄著 実業之日本社 080||Ji||225 216001360

34
マンガでわかる量子力学 : 日常の常識では
はかりしれないミクロな世界の現象を解き明
かす (サイエンス・アイ新書:SIS-298)

福江純著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||298 216001361

35
暮らしを支える「熱」の科学 : ヒートテックや
チルド冷蔵、ヒートパイプを生んだ熱の技術
を総まとめ! (サイエンス・アイ新書:SIS-333)

梶川武信著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||333 216001362

36 水の常識ウソホント77 (平凡社新書:787) 左巻健男著 平凡社 080||He||787 216001363

37
138億年の宇宙絶景図鑑 (ベスト新書:462.
ヴィジュアル新書)

高橋典嗣著 ベストセラーズ 080||Be||462 216001364

38 日本会議の正体 (平凡社新書:818) 青木理著 平凡社 080||He||818 216001418

39
武器としての人口減社会 : 国際比較統計で
わかる日本の強さ (光文社新書:834)

村上由美子著 光文社 080||Ko||834 216001436

40
経済学のすすめ : 人文知と批判精神の復
権 (岩波新書:新赤版 1622)

佐和隆光著 岩波書店 080||Iw||D1622 216001475

41
魚と日本人 : 食と職の経済学 (岩波新書:新
赤版 1623)

濱田武士著 岩波書店 080||Iw||D1623 216001476

42
ルポ難民追跡 : バルカンルートを行く (岩波
新書:新赤版 1624)

坂口裕彦著 岩波書店 080||Iw||D1624 216001477

43 読書と日本人 (岩波新書:新赤版 1626) 津野海太郎著 岩波書店 080||Iw||D1626 216001478

44
弘法大師空海と出会う (岩波新書:新赤版
1625)

川崎一洋著 岩波書店 080||Iw||D1625 216001479



45
VRビジネスの衝撃 : 「仮想世界」が巨大マ
ネーを生む (NHK出版新書:486)

新清士著 NHK出版 080||Nh||486 216001504

46
おりがみで楽しむ幾何図形 : 紙を折れば数
学が見える! (サイエンス・アイ新書:SIS-320)

芳賀和夫著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||320 216001587

47
数学ロングトレイル「大学への数学」に挑戦
: じっくり着実に理解を深める 関数編 (ブ
ルーバックス:B-1921, B-1941, B-1942)

山下光雄著 講談社 080||Bu||1942 216001588

48
図解・化学「超」入門 : 物質の基本がゼロか
らわかる (サイエンス・アイ新書:SIS-308)

左巻健男, 寺田
光宏, 山田洋一
著

SBクリエイティ
ブ

080||Sa||308 216001591

49
宇宙背景放射 : 「ビッグバン以前」の痕跡を
探る (集英社新書:0807G)

羽澄昌史著 集英社 080||Sh||0807 216001594
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