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新書配架リスト（６月分）

出版社 書名（新書名） 著者等 請求記号 資料ID

1 PHP研究所
ロボットは涙を流すか : 映画と現実の狭間
(PHPサイエンス・ワールド新書:014)

石黒浩, 池谷瑠
絵著

080||Ph||014 210000412

2 PHP研究所
「説明責任」とは何か : メディア戦略の視点
から考える (PHP新書:616)

井之上喬著 080||Ph||616 210000429

3 PHP研究所
謎解き「アリス物語」 : 不思議の国と鏡の国
へ (PHP新書:668)

稲木昭子, 沖田
知子著

080||Ph||668 210000549

4

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブ
リッシング (発

日本はアニメで再興する : クルマと家電が
外貨を稼ぐ時代は終わった (アスキー新
書:146)

桜井孝昌著 080||As||146 210000410

5
ソフトバンククリ
エイティブ

地図と家紋で知る名字のルーツ (ソフトバン
ク新書:129)

姓氏の歴史研究
会編

080||So||129 210000416

6
ソフトバンククリ
エイティブ

うまいビールの科学 : 注ぎ方によって味が
変わるって本当?「黒ビール」と「ふつうの
ビール」の違いはなに? (サイエンス・アイ新
書:SIS-168)

山本武司著 080||Sa||168 210000555

7
ソフトバンククリ
エイティブ

うまいウイスキーの科学 : 熟成でおいしくな
る理由は?仕込みによって味はどう変わる?
(サイエンス・アイ新書:SIS-169)

吉村宗之著 080||Sa||169 210000556

8
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

電子書籍の衝撃 : 本はいかに崩壊し、いか
に復活するか? (ディスカヴァー携書:048)

佐々木俊尚著 080||Di||048 210000496

9
角川SSコミュニ
ケーションズ

2010年南アフリカW杯が危ない! (角川SSC
新書:026)

木崎伸也著 080||Ka||026 210000424

10
角川SSコミュニ
ケーションズ

心がフッと軽くなる「瞬間の心理学」 (角川
SSC新書:098)

名越康文著 080||Ka||098 210000428

11

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

考えよ! : なぜ日本人はリスクを冒さないの
か? (角川oneテーマ21:A-114)

イビチャ・オシム
[著]

080||Ka||A-114 210000415

12 岩波書店
実験でわかるインターネット (岩波ジュニア
新書:651)

岡嶋裕史著 080||Iw||651 210000418

13 岩波書店 ニュートリノの夢 (岩波ジュニア新書:646) 小柴昌俊著 080||Iw||646 210000421

14 岩波書店
年中行事を五感で味わう (岩波ジュニア新
書:645)

山下柚実著 080||Iw||645 210000422

15 光文社
ペンギンもクジラも秒速2メートルで泳ぐ : ハ
イテク海洋動物学への招待 (光文社新
書:315)

佐藤克文著 080||Ko||315 210000414
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16 光文社 ダーウィンの夢 (光文社新書:451) 渡辺政隆著 080||Ko||451 210000557

17 光文社
ルポ差別と貧困の外国人労働者 (光文社新
書:465)

安田浩一著 080||Ko||465 210000558

18 光文社
ヤフー・トピックスの作り方 (光文社新
書:454)

奥村倫弘著 080||Ko||454 210000560

19 講談社
知性の限界 : 不可測性・不確実性・不可知
性 (講談社現代新書:2048)

高橋昌一郎著 080||Ko||2048 210000407

20 講談社 異常とは何か (講談社現代新書:2049) 小俣和一郎著 080||Ko||2049 210000408

21 講談社 中国経済の正体 (講談社現代新書:2047) 門倉貴史著 080||Ko||2047 210000413

22 講談社
国際宇宙ステーションとはなにか : 仕組みと
宇宙飛行士の仕事 (ブルーバックス:B-
1628)

若田光一著 080||Bu||1628 210000426

23 講談社
大学生のための知的勉強術 (講談社現代
新書:2046)

松野弘著 080||Ko||2046 210000526

24 講談社
ガロアの群論 : 方程式はなぜ解けなかった
のか (ブルーバックス:B-1684)

中村亨著 080||Bu||1684 210000534

25 講談社
マンガ統計学入門 : 学びたい人のための最
短コース (ブルーバックス:B-1681)

アイリーン・マグ
ネロ文/ボリン・
V・ルーン絵/井
口耕二訳

080||Bu||1681 210000535

26 講談社
はじめてのヘーゲル『精神現象学』 : 超解
読! (講談社現代新書:2050)

竹田青嗣, 西研
著

080||Ko||2050 210000538

27 講談社 「中東」の考え方 (講談社現代新書:2053) 酒井啓子著 080||Ko||2053 210000542

28 講談社
誤解されない話し方 : 説得力より納得力 (講
談社+α新書:515-1A)

梅田悟司[著] 080||Ko||515-1A 210000553

29 講談社
入門者のExcel関数 : 手順通りにやれば必
ずできる (ブルーバックス:B-1682)

リブロワークス著 080||Bu||1682 210000554

30 講談社
メタボの常識・非常識 : 健康な人を「異常」に
する日本だけのシステム (ブルーバック
ス:B-1685)

田中秀一著 080||Bu||1685 210000562

31 集英社
フランス革命の肖像 (集英社新書:ヴィジュア
ル版 ; 018V)

佐藤賢一著 080||Sh||018 210000543
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32 祥伝社
日本文化のキーワード : 七つのやまと言葉
(祥伝社新書:201)

栗田勇 [著] 080||Sh||201 210000419

33 新潮社 ジャンケン文明論 (新潮新書:111) 李御寧著 080||Sh||111 210000417

34 新潮社 歴史を動かしたプレゼン (新潮新書:365) 林寧彦著 080||Sh||365 210000427

35 新潮社
日韓がタブーにする半島の歴史 (新潮新
書:360)

室谷克実著 080||Sh||360 210000450

36 新潮社 ツキの波 (新潮新書:363) 竹内一郎著 080||Sh||363 210000492

37 新潮社 これが「教養」だ (新潮新書:361) 清水真木著 080||Sh||361 210000493

38 青春出版社
ネイティブはこの「5単語」で会話する (青春
新書INTELLIGENCE:PI-271)

晴山陽一著 080||Se||PI-271 210000420

39 筑摩書房
「理科」で歴史を読みなおす (ちくま新
書:841)

伊達宗行著 080||Ch||841 210000435

40 筑摩書房
組織力 : 宿す、紡ぐ、磨く、繋ぐ (ちくま新
書:842)

高橋伸夫著 080||Ch||842 210000540

41 筑摩書房 日本のナショナリズム (ちくま新書:846) 松本健一著 080||Ch||846 210000541

42 筑摩書房
東大生・医者・弁護士になれる人の思考法
(ちくまプリマー新書:137)

小林公夫著 080||Ch||137 210000544

43 筑摩書房 無縁所の中世 (ちくま新書:843) 伊藤正敏著 080||Ch||843 210000545

44 中央公論新社
国際連盟 : 世界平和への夢と挫折 (中公新
書:2055)

篠原初枝著 080||Ch||2055 210000536

45 中央公論新社
日本語作文術 : 伝わる文章を書くために
(中公新書:2056)

野内良三著 080||Ch||2056 210000539

46 中央公論新社
日本神判史 : 盟神探湯・湯起請・鉄火起請
(中公新書:2058)

清水克行著 080||Ch||2058 210000546

47 中央公論新社
正倉院文書の世界 : よみがえる天平の時代
(中公新書:2054)

丸山裕美子著 080||Ch||2054 210000547
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48 朝日新聞社 「粉もん」庶民の食文化 (朝日新書:065) 熊谷真菜著 080||As||065 210000425

49 朝日新聞出版
エコ・ウオーズ : 低炭素社会への挑戦 (朝日
新書:227)

朝日新聞特別取
材班著

080||As||227 210000409

50 日本経済新聞社
経営学入門 下 (日経文庫:853-854 ; F33-
F34)

榊原清則著 080||Ni||854 210000559

51
日本放送出版協
会

新国民病ロコモティブシンドローム : 長寿社
会は警告する (生活人新書:315)

中村耕三著 080||Se||315 210000423

52
日本放送出版協
会

使える経済書100冊 : 『資本論』から『ブラッ
ク・スワン』まで (生活人新書:318)

池田信夫著 080||Se||318 210000550

53 文藝春秋
先の先を読め : 複眼経営者「石橋信夫」とい
う生き方 (文春新書:743)

樋口武男著 080||Bu||743 210000406

54 文藝春秋
ワールドカップは誰のものか : FIFAの戦略と
政略 (文春新書:754)

後藤健生著 080||Bu||754 210000551

55 平凡社
アンデス食の旅 : 高度差5000mの恵みを味
わう (平凡社新書:064)

高野潤著 080||He||064 210000405

56 平凡社 江戸の砲術師たち (平凡社新書:512) 宇田川武久著 080||He||512 210000411

57 平凡社
ハングルの誕生 : 音 (おん) から文字を創る
(平凡社新書:523)

野間秀樹著 080||He||523 210000537

58 平凡社 全体主義 (平凡社新書:522)
エンツォ・トラヴェ
ルソ著/柱本元
彦訳

080||He||522 210000548

59 平凡社
養生問答 (平凡社ライブラリー:696. 平成の
養生訓)

五木寛之, 帯津
良一著

080||He||696 210000552

60 平凡社 上機嫌のすすめ 初版 (平凡社新書:527) 武田双雲著 080||He||527 210000561

61 平凡社
昭和史の深層 : 15の争点から読み解く 初版
(平凡社新書:525)

保阪正康著 080||He||525 210000563
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岩波新書継続購入図書（６月分）

出版社 書名（新書名） 著者等 請求記号 資料ID

1 岩波書店
清朝と近代世界 : 19世紀 (岩波新書:新赤版
1249. シリーズ中国近現代史:1)

吉澤誠一郎著 080||Iw||D1249 210000527

2 岩波書店
『七人の侍』と現代 : 黒澤明再考 (岩波新書:
新赤版 1255)

四方田犬彦著 080||Iw||D1255 210000528

3 岩波書店
木簡から古代がみえる (岩波新書:新赤版
1256)

木簡学会編 080||Iw||D1256 210000529

4 岩波書店
生物多様性とは何か (岩波新書:新赤版
1257)

井田徹治著 080||Iw||D1257 210000530
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