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新書配架リスト（７月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 「ホンネ」を引き出す質問力 (PHP新書:624) 堀公俊著 PHP研究所 080||Ph||624 210000580

2
本番に強い脳と心のつくり方 : スポーツで頭
がよくなる (PHP新書:673)

苫米地英人著 PHP研究所 080||Ph||673 210000600

3

ガラパゴスのふしぎ : ゾウガメが1千キロの
海を越えた方法は?なぜガラパゴスウミイグ
アナは海に潜るのか? (サイエンス・アイ新
書:SIS-159)

日本ガラパゴス
の会著

ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||159 210000584

4
論理的にプレゼンする技術 : 聴き手の記憶
に残る話し方の極意 (サイエンス・アイ新
書:SIS-103)

平林純著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||103 210000605

5
アメリカ、中国、そして日本経済はこうなる
(WAC BUNKO:B-120)

日下公人, 三橋
貴明著

ワック 080||Wa||B-120 210000603

6
ねぎを首に巻くと風邪が治るか? : 知らない
と損をする最新医学常識 (角川SSC新
書:094)

森田豊著

角川SSコミュニ
ケーションズ/角
川グループパブ
リッシング (発

080||Ka||094 210000593

7
デフレの正体 : 経済は「人口の波」で動く (角
川oneテーマ21:C-188)

藻谷浩介 [著]
角川書店/角川
グループパブ
リッシング

080||Ka||C-188 210000857

8
一字一話 : 日本語をめぐる45の話 (角川one
テーマ21:B-133)

船曳建夫 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||B-133 210000583

9
旅に出よう : 世界にはいろんな生き方があ
ふれてる (岩波ジュニア新書:653)

近藤雄生著 岩波書店 080||Iw||653 210000718

10 西洋哲学の10冊 (岩波ジュニア新書:613) 左近司祥子編著 岩波書店 080||Iw||613 210000719

11 職人を生きる (岩波ジュニア新書:611) 鮫島敦著 岩波書店 080||Iw||611 210000720

12
新聞消滅大国アメリカ (幻冬舎新書:168 ;
[す-4-1])

鈴木伸元著 幻冬舎 080||Ge||168 210000582

13 主将論 (幻冬舎新書:171, [み-4-1]) 宮本恒靖著 幻冬舎 080||Ge||171 210000596

14
日本文化論のインチキ (幻冬舎新書:165 ;
[こ-6-3])

小谷野敦著 幻冬舎 080||Ge||165 210000597

15
13歳からの法学部入門 (幻冬舎新書:167 ;
[し-8-1])

荘司雅彦著 幻冬舎 080||Ge||167 210000598
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書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

16 アイデアを盗む技術 (幻冬舎新書:159) 山名宏和著 幻冬舎 080||Ge||159 210000599

17
ツキの正体 : 運を引き寄せる技術 (幻冬舎
新書:166 ; [さ-8-1])

桜井章一著 幻冬舎 080||Ge||166 210000601

18 低炭素社会 (幻冬舎新書:164 ; [こ-11-1]) 小宮山宏著 幻冬舎 080||Ge||164 210000602

19
名画で読み解くブルボン王朝12の物語 (光
文社新書:463)

中野京子著 光文社 080||Ko||463 210000577

20
ドキュメント宇宙飛行士選抜試験 (光文社新
書:467)

大鐘良一, 小原
健右著

光文社 080||Ko||467 210000855

21
リーダーは自然体 : 無理せず、飾らず、あり
のまま (光文社新書:464)

増田弥生, 金井
壽宏著

光文社 080||Ko||464 210000860

22
不動産投資「やっていい人、悪い人」 : 年収
200万円時代に備える (講談社+α新
書:254-3D)

長嶋修〔著〕 講談社 080||Ko||254-3D 210000604

23
「わかりやすさ」の勉強法 (講談社現代新
書:2054)

池上彰著 講談社 080||Ko||2054 210000842

24
麻酔の科学 : 手術を支える力持ち 第2版
(ブルーバックス:B-1686)

諏訪邦夫著 講談社 080||Bu||1686 210000846

25
宇宙の未解明問題 : 宇宙の起源・量子重力
理論・ワームホール (ブルーバックス:B-
1687)

リチャード・ハモ
ンド著/大貫昌子
訳

講談社 080||Bu||1687 210000849

26 ニッポンの大学 (講談社現代新書:1920) 小林哲夫著 講談社 080||Ko||1920 210000853

27 「事業仕分け」の力 (集英社新書:0540A) 枝野幸男著 集英社 080||Sh||0540 210000592

28
いい人ぶらずに生きてみよう (集英社新
書:0542C)

千玄室著 集英社 080||Sh||0542 210000754

29 小説家という職業 (集英社新書:0548F) 森博嗣著 集英社 080||Sh||0548 210000843

30 不幸になる生き方 (集英社新書:0547C) 勝間和代著 集英社 080||Sh||0547 210000859
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31
英語多読法 : やさしい本で始めれば使える
英語は必ず身につく (小学館101新書:083)

古川昭夫著 小学館 080||Sh||083 210000848

32 話せぬ若手と聞けない上司 (新潮新書:136) 山本直人著 新潮社 080||Sh||136 210000608

33 エコ亡国論 (新潮新書:372) 澤昭裕著 新潮社 080||Sh||372 210000858

34
競争の作法 : いかに働き、投資するか (ちく
ま新書:851)

齊藤誠著 筑摩書房 080||Ch||851 210000845

35
成熟日本への進路 : 「成長論」から「分配
論」へ (ちくま新書:847)

波頭亮著 筑摩書房 080||Ch||847 210000850

36
年金は本当にもらえるのか? (ちくま新
書:855)

鈴木亘著 筑摩書房 080||Ch||855 210000854

37
平城京遷都 : 女帝・皇后と「ヤマトの時代」
(中公新書:1940)

千田稔著 中央公論新社 080||Ch||1940 210000581

38
原爆と検閲 : アメリカ人記者たちが見た広
島・長崎 (中公新書:2060)

繁沢敦子著 中央公論新社 080||Ch||2060 210000847

39
「医師アタマ」との付き合い方 : 患者と医者
はわかりあえるか (中公新書ラクレ:344)

尾藤誠司著 中央公論新社 080||Ch||344 210000851

40
物語上野動物園の歴史 : 園長が語る動物
たちの140年 (中公新書:2063)

小宮輝之著 中央公論新社 080||Ch||2063 210000852

41
病気になりやすい「性格」 : 5万人調査から
の報告 (朝日新書:242)

辻一郎著 朝日新聞出版 080||As||242 210000594

42 慶応の人脈力 (朝日新書:239) 国貞文隆著 朝日新聞出版 080||As||239 210000856

43
明日のテレビ : チャンネルが消える日 (朝日
新書:248)

志村一隆著 朝日新聞出版 080||As||248 210000861

44 就活革命 (生活人新書:322) 辻太一朗著
日本放送出版協
会(NHK出版)

080||Se||322 210000609

45
常識人の99%は非常識である (扶桑社新
書:074)

内山安雄著 扶桑社 080||Fu||074 210000595
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46 帝国陸軍の栄光と転落 (文春新書:750) 別宮暖朗著 文藝春秋 080||Bu||750 210000578

47 勝つための論文の書き方 (文春新書:295) 鹿島茂著 文藝春秋 080||Bu||295 210000606

48 傷つくのがこわい (文春新書:444) 根本橘夫著 文藝春秋 080||Bu||444 210000607

49 日本人へ リーダー篇 (文春新書:752, 756) 塩野七生著 文藝春秋 080||Bu||752 210000767

50
日本人へ 国家と歴史篇 (文春新書:752,
756)

塩野七生著 文藝春秋 080||Bu||756 210000844

51 小沢一郎50の謎を解く (文春新書:757) 後藤謙次著 文藝春秋 080||Bu||757 210000862

52
健康問答 (平凡社ライブラリー:695. 平成の
養生訓)

五木寛之, 帯津
良一著

平凡社 080||He||695 210000579

53
新宗教マネー : 課税されない「巨大賽銭箱」
の秘密 (宝島社新書)

山田直樹著 宝島社 080||Ta||308 210000768

岩波新書継続購入図書配架リスト（７月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 日本の教育格差 (岩波新書:新赤版 1258) 橘木俊詔著 岩波書店 080||Iw||1258 210000835

2 国家神道と日本人 (岩波新書:新赤版 1259) 島薗進著 岩波書店 080||Iw||1259 210000836

3 漢語日暦 (岩波新書:新赤版 1260) 興膳宏著 岩波書店 080||Iw||1260 210000837

4 文学フシギ帖 : 日本の文学百年を読む (岩波  池内紀著 岩波書店 080||Iw||1261 210000838


	新書・岩波

