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新書配架リスト（１０月分）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
世の中がわかる「○○主義」の基礎知識
(PHP新書:470)

吉岡友治著 PHP研究所 080||Ph||470 210003178

2 ぼくらが夢見た未来都市 (PHP新書:676)
五十嵐太郎, 磯
達雄著

PHP研究所 080||Ph||676 210003194

3 だれとも打ち解けられない人 (PHP新書:680) 加藤諦三著 PHP研究所 080||Ph||680 210003232

4
一流の習慣術 : イチローとマー君が実践する
「自分力」の育て方 (ソフトバンク新書:138)

奥村幸治著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||So||138 210003179

5

知っておきたいエネルギーの基礎知識 : 光・
電気・火力・水力から原子力まで各種エネル
ギーを徹底解説! (サイエンス・アイ新書:SIS-
175)

斎藤勝裕著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||175 210003182

6

知っておきたい太陽電池の基礎知識 : シリコ
ンの次にくるのは化合物太陽電池?有機太陽
電池でみんなが買える価格に? (サイエンス・
アイ新書:SIS-176)

斎藤勝裕著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||176 210003183

7

ミツバチは本当に消えたか? : 日本にも蜂群
崩壊性症候群(CCD)はあてはまるのか、多角
度から徹底検証! (サイエンス・アイ新書:SIS-
166)

越中矢住子著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||166 210003184

8
アインシュタインと猿 : パズルでのぞく物理の
世界 (サイエンス・アイ新書:SIS-165)

竹内薫, 原田章
夫著

ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||165 210003195

9
水と体の健康学 : なぜ熱中症には真水が危
険?肉食系は超硬水でダイエット? (サイエン
ス・アイ新書:SIS-167)

藤田紘一郎著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||167 210003231

10
論理的に説明する技術 : 説得力をアップする
効果的なトレーニング法とは (サイエンス・ア
イ新書:SIS-171)

福澤一吉著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||171 210003236

11
「八月十五日」は終戦記念日ではなかった
(ベスト新書:293)

古川愛哲著 ベストセラーズ 080||Be||293 210003459

12
なぜ人は砂漠で溺死するのか? : 死体の行動
分析学 (メディアファクトリー新書:009)

高木徹也著
メディアファクト
リー

498.94||Ta 210003454

13
善人ほど悪い奴はいない : ニーチェの人間
学 (角川oneテーマ21:A-120)

中島義道 [著]
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||A-120 210003449

14
戦後日本が失ったもの : 風景・人間・国家
(角川oneテーマ21:A-121)

東郷和彦 [著]
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||A-121 210003456

15
語源でふやそう英単語 (岩波ジュニア新
書:661)

小池直己著 岩波書店 080||Iw||661 210003440



2

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

16
人は、なぜ約束の時間に遅れるのか : 素朴
な疑問から考える「行動の原因」 (光文社新
書:476)

島宗理著 光文社 080||Ko||476 210003238

17 街場のメディア論 (光文社新書:474) 内田樹著 光文社 080||Ko||474 210003441

18
ニワトリ愛を独り占めにした鳥 (光文社新
書:445)

遠藤秀紀著 光文社 080||Ko||445 210003444

19 人体失敗の進化史 (光文社新書:258) 遠藤秀紀著 光文社 080||Ko||258 210003445

20
分子生物学 (ブルーバックス:B-1674. カラー
図解アメリカ版大学生物学の教科書:第3巻)

デイヴイッド・サダ
ヴァ他著/石崎泰
樹, 丸山敬監訳・
翻訳

講談社 080||Bu||1674 210003180

21
図解・旅客機運航のメカニズム : 航空機オペ
レーション入門 (ブルーバックス:B-1689)

三澤慶洋著 講談社 080||Bu||1689 210003181

22
傑作!数学パズル50 : 名問・良問の宝庫へよ
うこそ (ブルーバックス:B-1694)

小泓正直著 講談社 080||Bu||1694 210003188

23 日本一の桜 (講談社現代新書:2041) 丸谷馨著 講談社 080||Ko||2041 210003446

24 人間関係のレッスン (講談社現代新書:2062) 向後善之著 講談社 080||Ko||2062 210003458

25 腰痛はアタマで治す (集英社新書:0553I) 伊藤和磨著 集英社 080||Sh||0553 210003190

26 ルポ在日外国人 (集英社新書:0555B) 高賛侑著 集英社 080||Sh||0555 210003191

27 演じる心、見抜く目 (集英社新書:0530E) 友澤晃一著 集英社 080||Sh||0530 210003447

28
東京の副知事になってみたら (小学館101新
書:088)

猪瀬直樹著 小学館 080||Sh||088 210003234

29 小布施まちづくりの奇跡 (新潮新書:354) 川向正人著 新潮社 080||Sh||354 210003442

30 テレビの大罪 (新潮新書:378) 和田秀樹著 新潮社 080||Sh||378 210003448

31
大女優物語 : オードリー、マリリン、リズ (新
潮新書:379)

中川右介著 新潮社 080||Sh||379 210003452
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書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

32
その英語、ネイティブは笑ってます (青春新
書INTELLIGENCE:PI-285)

デイビッド・セイン,
岡悦子著

青春出版社 080||Se||PI-285 210003186

33 倭人伝を読みなおす (ちくま新書:859) 森浩一著 筑摩書房 080||Ch||859 210003187

34 現代語訳武士道 (ちくま新書:861)
新渡戸稲造著/
山本博文訳・解
説

筑摩書房 080||Ch||861 210003196

35 国際貢献のウソ (ちくまプリマー新書:143) 伊勢崎賢治著 筑摩書房 080||Ch||143 210003233

36
電気自動車 : 「燃やさない文明」への大転換
(ちくまプリマー新書:130)

村沢義久著 筑摩書房 080||Ch||130 210003457

37
ルポ生活保護 : 貧困をなくす新たな取り組み
(中公新書:2070)

本田良一著 中央公論新社 080||Ch||2070 210003185

38
ロシアの論理 : 復活した大国は何を目指す
か (中公新書:2068)

武田善憲著 中央公論新社 080||Ch||2068 210003189

39
算数トレーニング : 思考を鍛える50問 (中公
新書:2065)

中山理著 中央公論新社 080||Ch||2065 210003192

40
影の銀行 : もう一つの戦後日本金融史 (中公
新書:2069)

河村健吉著 中央公論新社 080||Ch||2069 210003193

41
バルセロナ : 地中海都市の歴史と文化 (中公
新書:2071)

岡部明子著 中央公論新社 080||Ch||2071 210003237

42
「戦争体験」の戦後史 : 世代・教養・イデオロ
ギー (中公新書:1990)

福間良明著 中央公論新社 080||Ch||1990 210003443

43
新聞で学力を伸ばす : 切り取る、書く、話す
(朝日新書:249)

齋藤孝著 朝日新聞出版 080||As||249 210003450

44
野村の「監督ミーティング」 : 選手を変える、
組織を伸ばす「野村克也の教え」 (日文新書)

橋上秀樹著 日本文芸社 080||Ni||044 210003455

45 「怖い絵」で人間を読む (生活人新書:325) 中野京子著
日本放送出版協
会

080||Se||325 210003451

46 通勤電車でよむ詩集 (生活人新書:302) 小池昌代編著
日本放送出版協
会

080||Se||302 210003460

47
ここがおかしい、外国人参政権 (文春新
書:766)

井上薫著 文藝春秋 080||Bu||766 210003453
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48 野球へのラブレター (文春新書:764) 長嶋茂雄著 文藝春秋 080||Bu||764 210003466

49
モーツァルトの台本作者 : ロレンツォ・ダ・ポ
ンテの生涯 (平凡社新書:538)

田之倉稔著 平凡社 080||He||538 210003235

50 ニホン英語は世界で通じる (平凡社新書:535) 末延岑生著 平凡社 080||He||535 210003461

岩波新書継続購入図書（１０月分）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 革命とナショナリズム : 1925-1945 (岩波新書石川禎浩著 岩波書店 080||Iw 210003594

2 希望のつくり方 (岩波新書) 玄田有史著 岩波書店 080||Iw||D 210003595

3 農耕社会の成立 (岩波新書) 石川日出志著 岩波書店 080||Iw||D 210003596

4 アメリカン・デモクラシーの逆説 (岩波新書) 渡辺靖著 岩波書店 080||Iw||D 210003597

5 ことばと思考 (岩波新書) 今井むつみ著 岩波書店 080||Iw||D 210003598

6 太陽系大紀行 (岩波新書) 野本陽代著 岩波書店 080||Iw||D 210003599


	新刊図書

