
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 杜甫 (岩波新書:新赤版 1392) 川合康三著 岩波書店 080||Iw||D1392 218000329

2 人とミルクの1万年 (岩波ジュニア新書:790) 平田昌弘著 岩波書店 080||Iw||790 218000330

3 インカの世界を知る (岩波ジュニア新書:819)
木村秀雄, 高野
潤著

岩波書店 080||Iw||819 218000331

4
リベラルアーツの学び : 理系的思考のすす
め (岩波ジュニア新書:871)

芳沢光雄著 岩波書店 080||Iw||871 218000332

5 おひとりさまvs.ひとりの哲学 (朝日新書:651)
山折哲雄, 上野
千鶴子著

朝日新聞出版 080||As||651 218000337

6
世界の未来 : ギャンブル化する民主主義、帝
国化する資本主義 (朝日新書:653)

エマニュエル・トッド
[ほか] 著/大野博
人, 原真人, 国末憲
人聞き手

朝日新聞出版 080||As||653 218000338

7
ルポタックスヘイブン : 秘密文書が暴く、税逃
れのリアル (朝日新書:665)

朝日新聞ICIJ取
材班著

朝日新聞出版 080||As||665 218000339

8 カラー新版ネコを撮る (朝日新書:669) 岩合光昭著 朝日新聞出版 080||As||669 218000340

9
本当に日本人は流されやすいのか (角川新
書:[K-211])

施光恒 [著] KADOKAWA 080||Ka||K-211 218000342

10 心を折る上司 (角川新書:[K-205]) 見波利幸 [著] KADOKAWA 080||Ka||K-205 218000343

11
定年後不安 : 人生100年時代の生き方 (角川
新書:[K-207])

大杉潤 [著] KADOKAWA 080||Ka||K-207 218000344

12 不機嫌は罪である (角川新書:[K-209]) 齋藤孝 [著] KADOKAWA 080||Ka||K-209 218000364

13
おいしい穀物の科学 : コメ、ムギ、トウモロコ
シからソバ、雑穀まで (ブルーバックス:B-
1869)

井上直人著 講談社 080||Bu||1869 218000365

14
アンテナの仕組み : なぜ地デジは魚の骨形で
BSは皿形なのか (ブルーバックス:B-1871)

小暮裕明, 小暮
芳江著

講談社 080||Bu||1871 218000366

新書新着リスト（７月分）



15
コーヒーの科学 : 「おいしさ」はどこで生まれる
のか (ブルーバックス:B-1956)

旦部幸博著 講談社 080||Bu||1956 218000367

16
無名でもすごい超優良企業 : 業界地図の見
方が変わる! (講談社+α新書:728-2C)

田宮寛之 [著] 講談社 080||Ko||728-2C 218000368

17 不屈の棋士 (講談社現代新書:2378) 大川慎太郎著 講談社 080||Ko||2378 218000369

18
保守の真髄 : 老酔狂で語る文明の紊乱 (講
談社現代新書:2455)

西部邁著 講談社 080||Ko||2455 218000370

19 新・日本の階級社会 (講談社現代新書:2461) 橋本健二著 講談社 080||Ko||2461 218000371

20
日本の国難 : 2020年からの賃金・雇用・企業
(講談社現代新書:2463)

中原圭介著 講談社 080||Ko||2463 218000372

21
哲学の最新キーワードを読む : 「私」と社会を
つなぐ知 (講談社現代新書:2465)

小川仁志著 講談社 080||Ko||2465 218000373

22 京都学派 (講談社現代新書:2466) 菅原潤著 講談社 080||Ko||2466 218000374

23
埼玉県立浦和高校 : 人生力を伸ばす浦高の
極意 (講談社現代新書:2470)

佐藤優, 杉山剛
士著

講談社 080||Ko||2470 218000375

24
日露近代史 : 戦争と平和の百年 (講談社現
代新書:2476)

麻田雅文著 講談社 080||Ko||2476 218000376

25
我々はなぜ我々だけなのか : アジアから消え
た多様な「人類」たち (ブルーバックス:B-2037)

川端裕人著 講談社 080||Bu||2037 218000377

26
日本の伝統 : 発酵の科学 : 微生物が生み出
す「旨さ」の秘密 (ブルーバックス:B-2044)

中島春紫著 講談社 080||Bu||2044 218000378

27
サイバー攻撃 : ネット世界の裏側で起きてい
ること (ブルーバックス:B-2045)

中島明日香著 講談社 080||Bu||2045 218000379

28
「おいしさ」の科学 : 素材の秘密・味わいを生
み出す技術 (ブルーバックス:B-2051)

佐藤成美著 講談社 080||Bu||2051 218000380

29
カラー図解Raspberry Piではじめる機械学習 :
基礎からディープラーニングまで (ブルーバッ
クス:B-2052)

金丸隆志著 講談社 080||Bu||2052 218000381



30
読んでも読んでも忘れてしまう人のための読
書術 (星海社新書:133)

印南敦史著
星海社/講談社
(発売)

080||Se||133 218000382

31
いちまいの絵 : 生きているうちに見るべき名
画 (集英社新書:0888F)

原田マハ著 集英社 080||Sh||0888 218000383

32
デジタル・ポピュリズム : 操作される世論と民
主主義 (集英社新書:0934B)

福田直子著 集英社 080||Sh||0934 218000384

33 学歴フィルター (小学館新書:327) 福島直樹著 小学館 080||Sh||327 218000387

34
日本人が知らない漁業の大問題 (新潮新
書:612)

佐野雅昭著 新潮社 080||Sh||612 218000390

35
サザンオールスターズ1978-1985 (新潮新
書:724)

スージー鈴木著 新潮社 080||Sh||724 218000391

36 バカ論 (新潮新書:737) ビートたけし著 新潮社 080||Sh||737 218000392

37 笑劇の人生 (新潮新書:749) 芦屋小雁著 新潮社 080||Sh||749 218000393

38
「毒親」の正体 : 精神科医の診察室から (新
潮新書:756)

水島広子著 新潮社 080||Sh||756 218000394

39
おまえの代わりなんていくらだっている : 覚悟
の仕事論 (新潮新書:757)

坂上忍著 新潮社 080||Sh||757 218000395

40
金正恩 : 恐怖と不条理の統治構造 (新潮新
書:759)

朴斗鎮著 新潮社 080||Sh||759 218000396

41 人を見る目 (新潮新書:762) 保阪正康著 新潮社 080||Sh||762 218000397

42 発達障害と少年犯罪 (新潮新書:766)
田淵俊彦, NNN
ドキュメント取材
班著

新潮社 080||Sh||766 218000398

43 コンビニ外国人 (新潮新書:767) 芹澤健介著 新潮社 080||Sh||767 218000399

44
「ポスト宮崎駿」論 : 日本アニメの天才たち
(新潮新書:745)

長山靖生著 新潮社 080||Sh||745 218000400



45
山岳信仰 : 日本文化の根底を探る (中公新
書:2310)

鈴木正崇著 中央公論新社 080||Ch||2310 218000403

46
食の人類史 : ユーラシアの狩猟・採集、農耕、
遊牧 (中公新書:2367)

佐藤洋一郎著 中央公論新社 080||Ch||2367 218000404

47
ウニはすごいバッタもすごい : デザインの生
物学 (中公新書:2419)

本川達雄著 中央公論新社 080||Ch||2419 218000405

48 藤原氏 : 権力中枢の一族 (中公新書:2464) 倉本一宏著 中央公論新社 080||Ch||2464 218000406

49
戦前日本のポピュリズム : 日米戦争への道
(中公新書:2471)

筒井清忠著 中央公論新社 080||Ch||2471 218000407

50
「どんでん返し」の科学史 : 蘇る錬金術、天動
説、自然発生説 (中公新書:2476)

小山慶太著 中央公論新社 080||Ch||2476 218000408

51
横山大観 : 近代と対峙した日本画の巨人 : カ
ラー版 (中公新書:2478)

古田亮著 中央公論新社 080||Ch||2478 218000409

52
明治の技術官僚 : 近代日本をつくった長州五
傑 (中公新書:2483)

柏原宏紀著 中央公論新社 080||Ch||2483 218000410

53
目からウロコの自然観察 : カラー版 (中公新
書:2485)

唐沢孝一著 中央公論新社 080||Ch||2485 218000411

54
ふしぎな県境 : 歩ける、またげる、愉しめる :
カラー版 (中公新書:2487)

西村まさゆき著 中央公論新社 080||Ch||2487 218000412

55
ヤングケアラー : 介護を担う子ども・若者の現
実 (中公新書:2488)

澁谷智子著 中央公論新社 080||Ch||2488 218000413

56
法医学事件簿 : 死体はすべて知っている (中
公新書ラクレ:612)

上野正彦著 中央公論新社 080||Ch||612 218000414

57
イスラム10のなぞ : 世界史への招待 (中公新
書ラクレ:621)

宮田律著 中央公論新社 080||Ch||621 218000415

58
素敵な石ころの見つけ方 (中公新書ラク
レ:626)

渡辺一夫著 中央公論新社 080||Ch||626 218000416

59
火山入門 : 日本誕生から破局噴火まで (NHK
出版新書:461)

島村英紀著 NHK出版 080||Nh||461 218000417



60 日本史のツボ (文春新書:1153) 本郷和人著 文藝春秋 080||Bu||1153 218000422

61
歴史の余白 : 日本近現代こぼれ話 (文春新
書:1162)

浅見雅男著 文藝春秋 080||Bu||1162 218000423

62 人に話したくなる世界史 (文春新書:1165) 玉木俊明著 文藝春秋 080||Bu||1165 218000424

63
世界一美味しい煮卵の作り方 : 家メシ食堂 :
ひとりぶん100レシピ (光文社新書:870)

はらぺこグリズ
リー著

光文社 080||Ko||870 218000426

64
美術の力 : 表現の原点を辿る (光文社新
書:925)

宮下規久朗著 光文社 080||Ko||925 218000427

65
誤解だらけの人工知能 : ディープラーニング
の限界と可能性 (光文社新書:932)

田中潤, 松本健
太郎著

光文社 080||Ko||932 218000428

66
「女性活躍」に翻弄される人びと (光文社新
書:934)

奥田祥子著 光文社 080||Ko||934 218000429

67
AI時代の新・ベーシックインカム論 (光文社新
書:940)

井上智洋著 光文社 080||Ko||940 218000450

68
東大生となった君へ : 真のエリートへの道 (光
文社新書:942)

田坂広志著 光文社 080||Ko||942 218000451

69
日本サッカー辛航紀 : 愛と憎しみの100年史
(光文社新書:946)

佐山一郎著 光文社 080||Ko||946 218000452

70
天皇と儒教思想 : 伝統はいかに創られたの
か? (光文社新書:948)

小島毅著 光文社 080||Ko||948 218000453

71
AIを信じるか、神 (アッラー) を信じるか (祥伝
社新書:538)

島田裕巳 [著] 祥伝社 080||Sh||538 218000455

72
英語対訳で読む日本のことわざ : 日英の発想
の違いが面白い! (じっぴコンパクト新書:337)

牧野高吉著 実業之日本社 080||Ji||337 218000458

73
身体 (からだ) が生み出すクリエイティブ (ちく
ま新書:1307)

諏訪正樹著 筑摩書房 080||Ch||1307 218000460

74
世界がわかる地理学入門 : 気候・地形・動植
物と人間生活 (ちくま新書:1314)

水野一晴著 筑摩書房 080||Ch||1314 218000461



75
絶滅危惧の地味な虫たち : 失われる自然を
求めて (ちくま新書:1317)

小松貴著 筑摩書房 080||Ch||1317 218000462

76
欧州ポピュリズム : EU分断は避けられるか
(ちくま新書:1327)

庄司克宏著 筑摩書房 080||Ch||1327 218000463

77
ヨーロッパで勝つ!ビジネス成功術 : 日本人の
知らない新常識 (ちくま新書:1332)

塚谷泰生著 筑摩書房 080||Ch||1332 218000464

78
世界一美しい人体の教科書 (ちくまプリマー新
書:297. カラー新書)

坂井建雄著 筑摩書房 080||Ch||297 218000466

79
雑草はなぜそこに生えているのか : 弱さから
の戦略 (ちくまプリマー新書:291)

稲垣栄洋著 筑摩書房 080||Ch||291 218000467

80
95歳まで生きるのは幸せですか? (PHP新
書:1112)

瀬戸内寂聴, 池
上彰著

PHP研究所 080||Ph||1112 218000489

81 逃げる力 (PHP新書:1134) 百田尚樹著 PHP研究所 080||Ph||1134 218000490

82 入門資本主義経済 (平凡社新書:866) 伊藤誠著 平凡社 080||He||866 218000492

83
「ネコ型」人間の時代 : 直感こそAIに勝る (平
凡社新書:874)

太田肇著 平凡社 080||He||874 218000493

84
江戸の科学者 : 西洋に挑んだ異才列伝 (平
凡社新書:875)

新戸雅章著 平凡社 080||He||875 218000494

85
教養としての10年代アニメ 反逆編 (ポプラ新
書:117, 147)

町口哲生著 ポプラ社 080||Po||147 218000497

86
自分のことだけ考える。 : 無駄なものにふりま
わされないメンタル術 (ポプラ新書:146)

堀江貴文著 ポプラ社 080||Po||146 218000498

87

知っておきたい化学物質の常識84 : なんとな
く恐れている事故や公害から、"意外と正体を
知らない"家庭用品まで (サイエンス・アイ新
書:SIS-368)

左巻健男, 一色
健司編著

SBクリエイティ
ブ

080||Sa||368 218000514

88
身近な野菜の奇妙な話 : もとは雑草?薬草?不
思議なルーツと驚きの活用法があふれる世界
へようこそ (サイエンス・アイ新書:SIS-402)

森昭彦著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||402 218000519

89
汚れの科学 : 汚れはどのように発生し、どの
ように消えるのか (サイエンス・アイ新書:SIS-
398)

齋藤勝裕著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||398 218000522



90
教養としてのプログラミング的思考 : 今こそ必
要な「問題を論理的に解く」技術 (サイエンス・
アイ新書:SIS-404)

草野俊彦著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||404 218000523

91
AIに心は宿るのか (インターナショナル新
書:022)

松原仁著
集英社インター
ナショナル/集
英社 (発売)

080||In||022 218000525

92 戦争体験と経営者 (岩波新書:新赤版 1728) 立石泰則著 岩波書店 080||Iw||D1728 218000546

93 戦国大名と分国法 (岩波新書:新赤版 1729) 清水克行著 岩波書店 080||Iw||D1729 218000547

94
K-POP : 新感覚のメディア (岩波新書:新赤版
1730)

金成玟著 岩波書店 080||Iw||D1730 218000548

95
総介護社会 : 介護保険から問い直す (岩波新
書:新赤版 1731)

小竹雅子著 岩波書店 080||Iw||D1731 218000549

96
原民喜 : 死と愛と孤独の肖像 (岩波新書:新赤
版 1727)

梯久美子著 岩波書店 080||Iw||D1727 218000550

97
生物学の基礎はことわざにあり : カエルの子
はカエル?トンビがタカを生む? (岩波ジュニア
新書:869)

杉本正信著 岩波書店 080||Iw||869 218000576

98
外国人が熱狂するクールな田舎の作り方 (新
潮新書:748)

山田拓著 新潮社 080||Sh||748 218000578

99 家族という病 [1] (幻冬舎新書:375, 416) 下重暁子著 幻冬舎 080||Ge||375 218000587

100
息子が人を殺しました : 加害者家族の真実
(幻冬舎新書:472, [あ-15-1])

阿部恭子著 幻冬舎 080||Ge||472 218000588

101 やりなおし高校日本史 (ちくま新書:1306) 野澤道生著 筑摩書房 080||Ch||1306 218000603

102
地図から消される街 : 3.11後の「言ってはいけ
ない真実」 (講談社現代新書:2472)

青木美希著 講談社 080||Ko||2472 218000796

103
飛行機事故はなぜなくならないのか : 55の事
例でわかった本当の原因 (ブルーバックス:B-
1909)

青木謙知著 講談社 080||Bu||1909 218000797

104
世界で生きぬく理系のための英文メール術 :
短く、正確に、要点を押さえて (ブルーバック
ス:B-1934)

吉形一樹著 講談社 080||Bu||1934 218000798



105
明日、機械がヒトになる : ルポ最新科学 (講談
社現代新書:2370)

海猫沢めろん著 講談社 080||Ko||2370 218000799

106
ピアノの名曲 : 聴きどころ弾きどころ (講談社
現代新書:2446)

イリーナ・メ
ジューエワ著

講談社 080||Ko||2446 218000800

107 炎の牛肉教室! (講談社現代新書:2456) 山本謙治著 講談社 080||Ko||2456 218000801

108 9.11後の現代史 (講談社現代新書:2459) 酒井啓子著 講談社 080||Ko||2459 218000802

109
アクティブラーニング : 学校教育の理想と現
実 (講談社現代新書:2471)

小針誠著 講談社 080||Ko||2471 218000803

110
ランニングする前に読む本 : 最短で結果を出
す科学的トレーニング (ブルーバックス:B-
2005)

田中宏暁著 講談社 080||Bu||2005 218000804

111
方程式のガロア群 : 深遠な解の仕組みを理
解する (ブルーバックス:B-2046)

金重明著 講談社 080||Bu||2046 218000805

112
最新ウイスキーの科学 : 熟成の香味を生む
驚きのプロセス (ブルーバックス:B-2047)

古賀邦正著 講談社 080||Bu||2047 218000806

113
E=mc[2]のからくり : エネルギーと質量はなぜ
「等しい」のか (ブルーバックス:B-2048)

山田克哉著 講談社 080||Bu||2048 218000807

114
理系のための「実戦英語力」習得法 : 最速で
ネイティブの感覚が身につく (ブルーバック
ス:B-2055)

志村史夫著 講談社 080||Bu||2055 218000808

115
新しい1キログラムの測り方 : 科学が進めば
単位が変わる (ブルーバックス:B-2056)

臼田孝著 講談社 080||Bu||2056 218000809

116
パンの科学 : しあわせな香りと食感の秘密
(ブルーバックス:B-2058)

吉野精一著 講談社 080||Bu||2058 218000810

117
チョコレートはなぜ美味しいのか (集英社新
書:0860G)

上野聡著 集英社 080||Sh||0860 218000811

118 能 : 650年続いた仕掛けとは (新潮新書:732) 安田登著 新潮社 080||Sh||732 218000814

119
議院内閣制 : 変貌する英国モデル (中公新
書:2469)

高安健将著 中央公論新社 080||Ch||2469 218000816



120
倭の五王 : 王位継承と五世紀の東アジア (中
公新書:2470)

河内春人著 中央公論新社 080||Ch||2470 218000817

121
人口減少時代の都市 : 成熟型のまちづくりへ
(中公新書:2473)

諸富徹著 中央公論新社 080||Ch||2473 218000818

122
職場のハラスメント : なぜ起こり、どう対処す
べきか (中公新書:2475)

大和田敢太著 中央公論新社 080||Ch||2475 218000819

123
スポーツ国家アメリカ : 民主主義と巨大ビジネ
スのはざまで (中公新書:2479)

鈴木透著 中央公論新社 080||Ch||2479 218000820

124
ご先祖様、ただいま捜索中! : あなたのルーツ
もたどれます (中公新書ラクレ:609)

丸山学著 中央公論新社 080||Ch||609 218000821

125
茶の世界史 : 緑茶の文化と紅茶の社会 改版
(中公新書:596)

角山栄著 中央公論新社 080||Ch||596 218000822

126
絶滅の人類史 : なぜ「私たち」が生き延びた
のか (NHK出版新書:541)

更科功著 NHK出版 080||Nh||541 218000823

127 植物はなぜ薬を作るのか (文春新書:1119) 斉藤和季著 文藝春秋 080||Bu||1119 218000827

128
アート×テクノロジーの時代 : 社会を変革する
クリエイティブ・ビジネス (光文社新書:888)

宮津大輔著 光文社 080||Ko||888 218000829

129 灯台はそそる (光文社新書:894) 不動まゆう著 光文社 080||Ko||894 218000830

130 雲を愛する技術 (光文社新書:923) 荒木健太郎著 光文社 080||Ko||923 218000831

131
日本の分断 : 切り離される非大卒若者 (レッ
グス) たち (光文社新書:945)

吉川徹著 光文社 080||Ko||945 218000832

132
デザインが日本を変える : 日本人の美意識を
取り戻す (光文社新書:949)

前田育男著 光文社 080||Ko||949 218000833

133
行政学講義 : 日本官僚制を解剖する (ちくま
新書:1310)

金井利之著 筑摩書房 080||Ch||1310 218000837

134
シベリア抑留最後の帰還者 : 家族をつないだ
52通のハガキ (角川新書:[K-186])

栗原俊雄 [著] KADOKAWA 080||Ka||K-186 218000925



135
公文書問題 : 日本の「闇」の核心 (集英社新
書:0920A)

瀬畑源著 集英社 080||Sh||0920 218000926

136 笑福亭鶴瓶論 (新潮新書:728) 戸部田誠著 新潮社 080||Sh||728 218000927

137 ひとり空間の都市論 (ちくま新書:1304) 南後由和著 筑摩書房 080||Ch||1304 218000983

138 英語教育の危機 (ちくま新書:1298) 鳥飼玖美子著 筑摩書房 080||Ch||1298 218000984

139
アメリカの社会変革 : 人種・移民・ジェンダー・
LGBT (ちくま新書:1311)

ホーン川嶋瑤子
著

筑摩書房 080||Ch|| 1311 218000985

140 勘定奉行の江戸時代 (ちくま新書:1309) 藤田覚著 筑摩書房 080||Ch||1309 218000986

141
古代史講義 : 邪馬台国から平安時代まで (ち
くま新書:1300)

佐藤信編 筑摩書房 080||Ch||1300 218000987

142
生き物と向き合う仕事 (ちくまプリマー新
書:249)

田向健一著 筑摩書房 080||Ch||249 218000988

143 石油を読む 第3版 (日経文庫:1370:A52) 藤和彦著
日本経済新聞
出版社

080||Ni||1370 218000999

144 LGBTを知る (日経文庫:1389) 森永貴彦著
日本経済新聞
出版社

080||Ni||1389 218001000


