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新書配架リスト（１月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
日本人のための科学論 (PHPサイエンス・
ワールド新書:033)

毛利衛著 PHP研究所 080||Ph||033 210005018

2
自然現象はなぜ数式で記述できるのか
(PHPサイエンス・ワールド新書:032)

志村史夫著 PHP研究所 080||Ph||032 210005034

3
坂本龍馬と北海道 : 大政奉還後の知られざ
る国家構想 (PHP新書:704)

原口泉著 PHP研究所 080||Ph||704 210005043

4 合格を勝ち取る睡眠法 (PHP新書:690) 遠藤拓郎著 PHP研究所 080||Ph||690 210004710

5
粘菌 : その驚くべき知性 (PHPサイエンス・
ワールド新書:019)

中垣俊之著 PHP研究所 080||Ph||019 210004711

6
相対性理論から100年でわかったこと (PHP
サイエンス・ワールド新書:029)

佐藤勝彦著 PHP研究所 080||Ph||029 210004714

7
絶対に影響力のある言葉 : パワーワードが
人生を変える (PHP新書:701)

伊東明著 PHP研究所 080||Ph||701 210004717

8

みんなが知りたい南極・北極の疑問50 : 南
極点の標識が毎日移動しているって?南極
の地下にある地底湖の正体とは? (サイエン
ス・アイ新書:SIS-182)

神沼克伊著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||182 210005016

9
よみがえる脳 : 脳は環境の変化に対応し、
何歳になっても、絶えず変わりつづける (サ
イエンス・アイ新書:SIS-178)

生田哲著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||178 210005020

10
地図の科学 : なぜ昔の人は地球が楕円だと
わかった?航空写真だけで地図をつくれない
ワケは!? (サイエンス・アイ新書:SIS-184)

山岡光治著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||184 210005039

11

宇宙と地球を視る人工衛星100 : スプートニ
ク1号からひまわり、ハッブル、WMAP、ス
ターダスト、はやぶさ、みちびきまで (サイエ
ンス・アイ新書:SIS-186)

中西貴之著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||186 210005042

12
本当は謎がない「古代史」 (ソフトバンク新
書:149)

八幡和郎著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||So||149 210005049

13
BASIC800で書ける!理系英文 : 使うのはい
ま覚えている単語のみ!だれでも学べるカン
タン英語 (サイエンス・アイ新書:SIS-189)

佐藤洋一著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||189 210005259

14
北海道地名の謎と歴史を訪ねて (ベスト新
書:296)

合田一道著 ベストセラーズ 080||Be||296 210004720

15
消費税25%で世界一幸せな国デンマークの
暮らし (角川SSC新書:111)

ケンジ・ステファ
ン・スズキ著

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||111 210005035
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16 くじけないこと (角川SSC新書:112)
アルボムッレ・ス
マナサーラ著

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(発売)

080||Ka||112 210005046

17
大人のための国語教科書 : あの名作の“ア
ブない"読み方! (角川oneテーマ21:A-107)

小森陽一 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||A-107 210005021

18
ゼロから学ぶ経済政策 : 日本を幸福にする
経済政策のつくり方 (角川oneテーマ21:A-
125)

飯田泰之 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||A-125 210005044

19
「英語公用語」は何が問題か (角川oneテー
マ21:B-139)

鳥飼玖美子 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||B-139 210005278

20
ポピュリズムへの反撃 : 現代民主主義復活
の条件 (角川oneテーマ21:A-124)

山口二郎 [著]
角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発売)

080||Ka||A-124 210004721

21
大学破綻 : 合併、身売り、倒産の内幕 (角川
oneテーマ21:C-194)

諸星裕 [著]
角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発売)

080||Ka||C-194 210004723

22
アフリカのいまを知ろう (岩波ジュニア新
書:588)

山田肖子編著 岩波書店 080||Iw||588 210005130

23
ウズベック・クロアチア・ケララ紀行 : 社会主
義の三つの顔 (岩波新書:青-354)

加藤周一著 岩波書店 080||Iw||B354 210005131

24
表現する仕事がしたい! (岩波ジュニア新
書:631)

岩波書店編集部
編

岩波書店 080||Iw||631 210005132

25
国際協力ってなんだろう : 現場に生きる開
発経済学 (岩波ジュニア新書:668)

高橋和志, 山形
辰史編著

岩波書店 080||Iw||668 210005133

26 中国の妖怪 (岩波新書:黄-235) 中野美代子著 岩波書店 080||Iw||C235 210005134

27
光が照らす未来 : 照明デザインの仕事 (岩波
ジュニア新書:666)

石井幹子著 岩波書店 080||Iw||666 210004727

28
東大卒でも赤字社員中卒でも黒字社員 : 会
社が捨てるのは、利益を出せない人 (リュ
ウ・ブックスアステ新書:096)

香川晋平著 経済界 080||Ry||096 210005067

29 加害者家族 (幻冬舎新書:193, す-4-2) 鈴木伸元著 幻冬舎 080||Ge||193 210005025

30
本当は嘘つきな統計数字 (幻冬舎新書:191,
か-5-4)

門倉貴史著 幻冬舎 080||Ge||191 210005026

31
マンガの教養 : 読んでおきたい常識・必修
の名作100 (幻冬舎新書:194, ち-1-1)

中条省平著 幻冬舎 080||Ge||194 210005030
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32
乗るのが怖い : 私のパニック障害克服法
(幻冬舎新書:195, な-10-1)

長嶋一茂著 幻冬舎 080||Ge||195 210005052

33
爆笑!エリート中国人 (幻冬舎新書:183, [お-
9-1])

小澤裕美著 幻冬舎 080||Ge||183 210004730

34 経済古典は役に立つ (光文社新書:489) 竹中平蔵著 光文社 080||Ko||489 210004987

35
三島由紀夫幻の遺作を読む : もう一つの
『豊饒の海』 (光文社新書:491)

井上隆史著 光文社 080||Ko||491 210005041

36
「つながり」を突き止めろ : 入門!ネットワー
ク・サイエンス (光文社新書:485)

安田雪著 光文社 080||Ko||485 210005138

37
バランスシートで考えれば、世界のしくみが
分かる (光文社新書:494)

高橋洋一著 光文社 080||Ko||494 210005256

38
睡眠の科学 : なぜ眠るのかなぜ目覚めるの
か (ブルーバックス:B-1705)

櫻井武著 講談社 080||Bu||1705 210004988

39
高校数学でわかる線形代数 : 行列の基礎
から固有値まで (ブルーバックス:B-1704)

竹内淳著 講談社 080||Bu||1704 210004990

40
失われた「医療先進国」 : 「救われぬ患者」
「報われぬ医師」の袋小路 (ブルーバック
ス:B-1706)

岩本裕, NHK取
材班著

講談社 080||Bu||1706 210005028

41
認知症と長寿社会 : 笑顔のままで (講談社
現代新書:2079)

信濃毎日新聞取
材班著

講談社 080||Ko||2079 210005050

42
人生に失敗する18の錯覚 : 行動経済学から
学ぶ想像力の正しい使い方 (講談社+α新
書:540-1A)

加藤英明〔著〕 :
岡田克彦〔著〕

講談社 080||Ko||540-1A 210005051

43
院生・ポスドクのための研究人生サバイバ
ルガイド : 「博士余り」時代を生き抜く処方箋
(ブルーバックス:B-1709)

菊地俊郎著 講談社 080||Bu||1709 210005251

44
はじめての政治哲学 : 「正しさ」をめぐる23
の問い (講談社現代新書:2084)

小川仁志著 講談社 080||Ko||2084 210005253

45 天智と持統 (講談社現代新書:2077) 遠山美都男著 講談社 080||Ko||2077 210005261

46
「科学技術大国」中国の真実 (講談社現代新
書:2075)

伊佐進一著 講談社 080||Ko||2075 210004712

47
日本は世界4位の海洋大国 (講談社+α新
書:536-1D)

山田吉彦[著] 講談社 080||Ko||536-1D 210004718
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48
村上春樹を読みつくす (講談社現代新
書:2071)

小山鉄郎著 講談社 080||Ko||2071 210004725

49 上手な逝き方 (集英社新書:0565C)
嵐山光三郎, 大
村英昭著

集英社 080||Sh||0565 210005019

50
超マクロ展望世界経済の真実 (集英社新
書:0568A)

水野和夫, 萱野
稔人著

集英社 080||Sh||0568 210005048

51
携帯電磁波の人体影響 (集英社新
書:0569B)

矢部武著 集英社 080||Sh||0569 210005277

52
美人は得をするか「顔」学入門 (集英社新
書:0558G)

山口真美著 集英社 080||Sh||0558 210004722

53
お釈迦さまの脳科学 : 釈迦の教えを先端脳
科学者はどう解くか? (小学館101新書:096)

苫米地英人著 小学館 080||Sh||096 210005139

54
お金から見た幕末維新 : 財政破綻と円の誕
生 (祥伝社新書:219)

渡辺房男 [著] 祥伝社 080||Sh||219 210005053

55 知的余生の方法 (新潮新書:393) 渡部昇一著 新潮社 080||Sh||393 210004993

56
政治とカネ : 海部俊樹回顧録 (新潮新
書:394)

海部俊樹著 新潮社 080||Sh||394 210005047

57
ハゲとビキニとサンバの国 : ブラジル邪推
紀行 (新潮新書:388)

井上章一著 新潮社 080||Sh||388 210005140

58
イスラエル : ユダヤパワーの源泉 (新潮新
書:383)

三井美奈著 新潮社 080||Sh||383 210004726

59 女は男の指を見る (新潮新書:358) 竹内久美子著 新潮社 080||Sh||358 210004908

60
日本人の心を伝える思いやりの日本語 (青
春新書INTELLIGENCE:PI-232)

山下景子著 青春出版社 080||Se||PI-232 210005024

61
三宅久之の書けなかった特ダネ (青春新書
INTELLIGENCE:PI-293)

三宅久之著 青春出版社 080||Se||PI-293 210005045

62
笑芸人しょの世界 : プロも使えるネタノート
(双葉新書:010)

高田文夫著 双葉社 080||Fu||010 210005263

63
就活生のための作文・プレゼン術 (ちくま新
書:872)

小笠原喜康著 筑摩書房 080||Ch||872 210004991
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64 道州制 (ちくま新書:873) 佐々木信夫著 筑摩書房 080||Ch||873 210005036

65
ダメになる会社 : 企業はなぜ転落するのか?
(ちくま新書:875)

高橋伸夫著 筑摩書房 080||Ch||875 210005038

66 古事記を読みなおす (ちくま新書:876) 三浦佑之著 筑摩書房 080||Ch||876 210005055

67
ニーチェはこう考えた (ちくまプリマー新
書:148)

石川輝吉著 筑摩書房 080||Ch||148 210005056

68 就活エリートの迷走 (ちくま新書:880) 豊田義博著 筑摩書房 080||Ch||880 210005248

69 ヒトの進化七〇〇万年史 (ちくま新書:879) 河合信和著 筑摩書房 080||Ch||879 210005252

70
東大生の論理 : 「理性」をめぐる教室 (ちくま
新書:881)

高橋昌一郎著 筑摩書房 080||Ch||881 210005254

71 現代語訳論語 (ちくま新書:877)
[孔子著]/齋藤孝
訳

筑摩書房 080||Ch||877 210005255

72
寄生虫病の話 : 身近な虫たちの脅威 (中公
新書:2078)

小島莊明著 中央公論新社 080||Ch||2078 210004992

73
未来型サバイバル音楽論 : USTREAM、
twitterは何を変えたのか (中公新書ラク
レ:370)

津田大介, 牧村
憲一著

中央公論新社 080||Ch||370 210004994

74 論説入門 (中公新書ラクレ:365) 朝倉敏夫著 中央公論新社 080||Ch||365 210005017

75
江の生涯 : 徳川将軍家御台所の役割 (中公
新書:2080)

福田千鶴著 中央公論新社 080||Ch||2080 210005027

76
異端の系譜 : 慶應義塾大学湘南藤沢キャン
パス (中公新書ラクレ:371)

中西茂著 中央公論新社 080||Ch||371 210005054

77
チョコレートの世界史 : 近代ヨーロッパが磨
き上げた褐色の宝石 (中公新書:2088)

武田尚子著 中央公論新社 080||Ch||2088 210005249

78
フランス的思考 : 野生の思考者たちの系譜
(中公新書:2087)

石井洋二郎著 中央公論新社 080||Ch||2087 210005250

79
英語の質問箱 : そこが知りたい100のQ&A
(中公新書:2086)

里中哲彦著 中央公論新社 080||Ch||2086 210005257
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80
石と人間の歴史 : 地の恵みと文化 (中公新
書:2081)

蟹澤聰史著 中央公論新社 080||Ch||2081 210005258

81
古語の謎 : 書き替えられる読みと意味 (中
公新書:2083)

白石良夫著 中央公論新社 080||Ch||2083 210005262

82 日本の貴人151家の運命 (朝日新書:273) 中山良昭著 朝日新聞出版 080||As||273 210005033

83
激変!日本古代史 : 卑弥呼から平城京まで
(朝日新書:261)

足立倫行著 朝日新聞出版 080||As||261 210004729

84 消費者行動の知識 (日経文庫:1222) 青木幸弘著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||1222 210004713

85
医療問題 第4版 (日経文庫:1817. ベーシック.
Basic)

池上直己著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||1817 210004715

86 チームリーダーの英語表現 (日経文庫:1226)
デイビッド・セイン
著

日本経済新聞出
版社

080||Ni||1226 210004716

87 今こそルソーを読み直す (生活人新書:333) 仲正昌樹著
日本放送出版
協会

080||Se||333 210004989

88 正岡子規の「楽しむ力」 (生活人新書:305) 坪内稔典著
日本放送出版
協会

080||Se||305 210005023

89
Twitterで英語をつぶやいてみる (生活人新
書:320)

石原真弓著
日本放送出版協
会

080||Se||320 210004728

90
小惑星探査機はやぶさ物語 (生活人新
書:330)

的川泰宣著
日本放送出版協
会(NHK出版)

080||Se||330 210004724

91
中国共産党「天皇工作」秘録 (文春新
書:712)

城山英巳著 文藝春秋 080||Bu||712 210005022

92 天皇はなぜ万世一系なのか (文春新書:781) 本郷和人著 文藝春秋 080||Bu||781 210005040

93 公共事業が日本を救う (文春新書:779) 藤井聡著 文藝春秋 080||Bu||779 210004719

94 ルポ出所者の現実 (平凡社新書:557) 斎藤充功著 平凡社 080||He||557 210005029

95
なぜ日本人はイラクに行くのか (平凡社新
書:264)

吉岡逸夫著 平凡社 080||He||264 210005031
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96
サンデルの政治哲学 : 「正義」とは何か (平
凡社新書:553)

小林正弥著 平凡社 080||He||553 210005032

97
マンガはなぜ規制されるのか : 「有害」をめ
ぐる半世紀の攻防 (平凡社新書:556)

長岡義幸著 平凡社 080||He||556 210005037

98
日本と朝鮮の一〇〇年史 : これだけは知っ
ておきたい (平凡社新書:560)

和田春樹著 平凡社 080||He||560 210005260
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