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新書配架リスト（２月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 就活地獄の真相 (ベスト新書:309) 恩田敏夫著
KKベストセラー
ズ

080||Be||309 210005413

2
ナショナリズムと神学 (NHK出版新書:336.
はじめての宗教論:左巻)

佐藤優著 NHK出版 191||Sa 210005530

3
日本はスウェーデンになるべきか (PHP新
書:706)

高岡望著 PHP研究所 080||Ph||706 210005362

4 電子出版の未来図 (PHP新書:708) 立入勝義著 PHP研究所 080||Ph||708 210005398

5 女たちの戦国 (アスキー新書:176) 楠戸義昭著
アスキー・メディ
アワークス

080||As||176 210005405

6

大量絶滅がもたらす進化 : 巨大隕石の衝突
が絶滅の原因ではない?絶滅の危機がない
と生物は進化を止める? (サイエンス・アイ新
書:SIS-152)

金子隆一著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||152 210005356

7
ランニングの作法 : ゼロからフルマラソン完
走を目指す75の知恵 (ソフトバンク新書:111)

中野ジェームズ
修一著

ソフトバンククリ
エイティブ

080||So||111 210005406

8
健康常識にダマされるな! : 誰も教えてくれな
かった「通説」のウソ・ホント (ソフトバンク新
書:147)

井上健二著 : 工
藤一彦監修

ソフトバンククリ
エイティブ

080||So||147 210005501

9
バイリンガルは二重人格 (Forest 2545
Shinsyo:026)

苫米地英人著 フォレスト出版 080||Fo||026 210005407

10
トラウマを消す技術 (Forest 2545
Shinsyo:027)

マイケル・ボル
ダック著 : 堀江信
宏訳

フォレスト出版 080||Fo||027 210005408

11
中国がなくても、日本経済はまったく心配な
い! (WAC BUNKO:B-137)

三橋貴明著 ワック 080||Wa||B-137 210005410

12
孫正義のデジタル教育が日本を救う (角川
SSC新書:113)

中村東吾著

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||113 210005354

13
江 : 浅井三姉妹と三人の天下人 (角川SSC
新書:116)

畑裕子著
角川マーケティ
ング

080||Ka||116 210005358

14
報道再生 : グーグルとメディア崩壊 (角川
oneテーマ21:A-128)

河内孝, 金平茂
紀 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||A-128 210005396

15
オバマの誤算 : 「チェンジ」は成功したか (角
川oneテーマ21:A-127)

上坂昇 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||A-127 210005401
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16
即戦力は3年もたない : 組織を強くする採用
と人事 (角川oneテーマ21:C-196)

樋口弘和 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||C-196 210005412

17
まず歩きだそう : 女性物理学者として生きる
(岩波ジュニア新書:616)

米沢富美子著 岩波書店 080||Iw||616 210005463

18
謎解き 太陽の塔 (幻冬舎新書:188, [い-13-
1])

石井匠著 幻冬舎 080||Ge||188 210005404

19
外様大名40家 : 「負け組」の処世術 (幻冬舎
新書:189, [え-2-2])

榎本秋 幻冬舎 080||Ge||189 210005414

20 イタリア24の都市の物語 (光文社新書:496) 池上英洋著 光文社 080||Ko||496 210005350

21
予防接種は「効く」のか? : ワクチン嫌いを考
える (光文社新書:495)

岩田健太郎著 光文社 080||Ko||495 210005415

22 指揮者の仕事術 (光文社新書:501) 伊東乾著 光文社 080||Ko||501 210005534

23
サービスはホテルに学べ/ 富田昭次著 (光
文社新書:502)

 光文社 080||Ko||502 210005544

24
誰も教えてくれない人を動かす文章術 (講談
社現代新書:2083)

齋藤孝著 講談社 080||Ko||2083 210005351

25
はじめてのポルトガル語 (講談社現代新
書:2081)

浜岡究著 講談社 080||Ko||2081 210005353

26
「交渉力」を強くする : 上手な交渉のための
16の原則 (ブルーバックス:B-1707)

藤沢晃治著 講談社 080||Bu||1707 210005357

27
笑う禅僧 : 「公案」と悟り (講談社現代新
書:2080)

安永祖堂著 講談社 080||Ko||2080 210005360

28
英語と日本語のあいだ (講談社現代新
書:2086)

菅原克也著 講談社 080||Ko||2086 210005527

29
言葉と脳と心 : 失語症とは何か (講談社現
代新書:2085)

山鳥重著 講談社 080||Ko||2085 210005529

30
図解・感覚器の進化 : 原始動物からヒトへ
水中から陸上へ (ブルーバックス:B-1712)

岩堀修明著 講談社 080||Bu||1712 210005532

31
Wordのイライラ根こそぎ解消術 : 「おせっか
い」と「使いにくい」を一掃する (ブルーバック
ス:B-1714)

長谷川裕行著 講談社 080||Bu||1714 210005533
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32 財界の正体 (講談社現代新書:2087) 川北隆雄著 講談社 080||Ko||2087 210005535

33
マンガおはなし化学史 : 驚きと感動のエピ
ソード満載! (ブルーバックス:B-1710)

松本泉原作/
佐々木ケン漫画

講談社 080||Bu||1710 210005539

34 温泉をよむ (講談社現代新書:2088)
日本温泉文化研
究会著

講談社 080||Ko||2088 210005542

35 新書沖縄読本 (講談社現代新書:2092)
下川裕治, 仲村
清司著・編

講談社 080||Ko||2092 210005547

36 韓国人の作法 (集英社新書:0566C)
金栄勲著/金順
姫訳

集英社 080||Sh||0566 210005416

37
快楽でよみとく古典文学 (小学館101新
書:097)

大塚ひかり著 小学館 080||Sh||097 210005400

38
生命は、宇宙のどこで生まれたのか (祥伝
社新書:229)

福江翼 [著] 祥伝社 080||Sh||229 210005541

39 さらば脳ブーム (新潮新書:396) 川島隆太著 新潮社 080||Sh||396 210005347

40 速記者たちの国会秘録 (新潮新書:395) 菊地正憲著 新潮社 080||Sh||395 210005462

41
どこからが心の病ですか? (ちくまプリマー新
書:152)

岩波明著 筑摩書房 080||Ch||152 210005361

42 ルポ若者ホームレス (ちくま新書:883)
飯島裕子, ビッグ
イシュー基金著

筑摩書房 080||Ch||883 210005528

43 中国を拒否できない日本 (ちくま新書:882) 関岡英之著 筑摩書房 080||Ch||882 210005537

44 過激派で読む世界地図 (ちくま新書:885) 宮田律著 筑摩書房 080||Ch||885 210005538

45 親鸞 (ちくま新書:886) 阿満利麿著 筑摩書房 080||Ch||886 210005540

46
ガロア : 天才数学者の生涯 (中公新
書:2085)

加藤文元著 中央公論新社 080||Ch||2085 210005348

47
戦国武将の手紙を読む : 浮かびあがる人間
模様 (中公新書:2084)

小和田哲男著 中央公論新社 080||Ch||2084 210005352
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48
シュルレアリスム : 終わりなき革命 (中公新
書:2094)

酒井健著 中央公論新社 080||Ch||2094 210005531

49
江戸の紀行文 : 泰平の世の旅人たち (中公
新書:2093)

板坂耀子著 中央公論新社 080||Ch||2093 210005536

50
パタゴニアを行く : 世界でもっとも美しい大
地 : カラー版 (中公新書:2092)

野村哲也著 中央公論新社 080||Ch||2092 210005543

51 都知事 : 権力と都政 (中公新書:2090) 佐々木信夫著 中央公論新社 080||Ch||2090 210005545

52
カンブリア宮殿 : 特別版 : 村上龍×孫正義
(日経プレミアシリーズ:104)

村上龍著/テレビ
東京報道局編

日本経済新聞出
版社

080||Ni||104 210005411

53
常識として知っておきたい日本の宗教 (日文
新書:058)

小池長之著 日本文芸社 080||Ni||058 210005403

54
ダメ情報の見分けかた : メディアと幸福につ
きあうために (生活人新書:334)

荻上チキ, 飯田
泰之, 鈴木謙介
著

日本放送出版協
会

080||Se||334 210005402

55 百歳日記 (生活人新書:332) まど・みちお著
日本放送出版協
会

080||Se||332 210005409

56
日米同盟vs.中国・北朝鮮 : アーミテージ・ナ
イ緊急提言 (文春新書:788)

リチャード・L・
アーミテージ,
ジョセフ・S・ナイ
Jr, 春原剛著

文藝春秋 080||Bu||788 210005417

57
市民社会とは何か : 基本概念の系譜 (平凡
社新書:559)

植村邦彦著 平凡社 080||He||559 210005349

58
世界の国名地名うんちく大全 (平凡社新
書:562)

八幡和郎著 平凡社 080||He||562 210005355

59
お江 : 浅井三姉妹の戦国時代 (平凡社新
書:564)

武光誠著 平凡社 080||He||564 210005359

60
私のフォト・ジャーナリズム : 戦争から人間
へ (平凡社新書:558)

長倉洋海著 平凡社 080||He||558 210005399

61
巨大翼竜は飛べたのか : スケールと行動の
動物学 (平凡社新書:568)

佐藤克文著 平凡社 080||He||568 210005546
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岩波新書継続購入図書リスト（２月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
社会主義への挑戦 : 1945-1971 (岩波新書:
新赤版 1252. シリーズ中国近現代史:4)

久保亨著 岩波書店 080||Iw||D1252 210005368

2 日本語の古典 (岩波新書:新赤版 1287) 山口仲美著 岩波書店 080||Iw||D1287 210005363

3
日本の国会 : 審議する立法府へ (岩波新書:
新赤版 1288)

大山礼子著 岩波書店 080||Iw||D1288 210005364

4
中国エネルギー事情 (岩波新書:新赤版
1289)

郭四志著 岩波書店 080||Iw||D1289 210005365

5 職業としての科学 (岩波新書:新赤版 1290) 佐藤文隆著 岩波書店 080||Iw||D1290 210005366

6 ジプシーを訪ねて (岩波新書:新赤版 1291) 関口義人著 岩波書店 080||Iw||D1291 210005367

7
人が人を裁くということ (岩波新書:新赤版
1292)

小坂井敏晶著 岩波書店 080||Iw||D1292 210005548

8
パル判事 : インド・ナショナリズムと東京裁
判 (岩波新書:新赤版 1293)

中里成章著 岩波書店 080||Iw||D1293 210005549

9 王朝文学の楽しみ (岩波新書:新赤版 1294) 尾崎左永子著 岩波書店 080||Iw||D1294 210005550

10
歌謡曲 : 時代を彩った歌たち (岩波新書:新
赤版 1295)

高護著 岩波書店 080||Iw||D1295 210005551

11
ラテンアメリカ十大小説 (岩波新書:新赤版
1296)

木村榮一著 岩波書店 080||Iw||D1296 210005552
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