
新書配架リスト（５月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
パラダイス鎖国 : 忘れられた大国・日本 (ア
スキー新書:054)

海部美知著 アスキー 080||As||054 211000565

2

カラー図解でわかるジェット旅客機の操縦 :
エアバス機とボーイング機の違いは?自動着
陸機能はどういうしくみなの? (サイエンス・
アイ新書:SIS-192)

中村寛治著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||192 211000385

3
知らないと恥をかく世界の大問題 2 (角川
SSC新書:081, 119)

池上彰著

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||119 211000393

4 「時間」の作法 (角川SSC新書:118) 林望著

角川マーケティ
ング/角川グ
ループパブリッ
シング (発売)

080||Ka||118 211000409

5
大局観 : 自分と闘って負けない心 (角川one
テーマ21:C-198)

羽生善治 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||C-198 211000386

6
社会の真実の見つけかた (岩波ジュニア新
書:673)

堤未果著 岩波書店 080||Iw||673 211000639

7
「意味順」英作文のすすめ (岩波ジュニア新
書:676)

田地野彰著 岩波書店 080||Iw||676 211000642

8
原発を考える50話 新版 (岩波ジュニア新
書:529)

西尾漠著 岩波書店 080||Iw||529 211000644

9 日本の国宝100 (幻冬舎新書:207 ; は-7-1) 橋本麻里[著] 幻冬舎 080||Ge||207 211000564

10 偽善エネルギー (幻冬舎新書:147) 武田邦彦著 幻冬舎 080||Ge||147 211000567

11
世の中の意見が<私>と違うとき読む本 : 自
分らしく考える (幻冬舎新書:203 ; [か-1-4])

香山リカ著 幻冬舎 080||Ge||203 211000568

12 社会主義の誤解を解く (光文社新書:507) 薬師院仁志著 光文社 080||Ko||507 211000389

13
日本代表の冒険 : 南アフリカからブラジル
へ (光文社新書:504)

宇都宮徹壱著 光文社 080||Ko||504 211000406

14
犬は「しつけ」でバカになる : 動物行動学・認
知科学から考える (光文社新書:505)

堀明著 光文社 080||Ko||505 211000566

15
新書で名著をモノにする『プロテスタンティズ
ムの倫理と資本主義の精神』 (光文社新
書:516)

牧野雅彦著 光文社 080||Ko||516 211000666
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16
学校で教えてくれない「分かりやすい説明」
のルール (光文社新書:512)

小暮太一著 光文社 080||Ko||512 211000670

17
ウィキリークス以後の日本 : 自由報道協会
(仮)とメディア革命 (光文社新書:510)

上杉隆著 光文社 080||Ko||510 211000678

18
数列の物語 : なっとくして、ほんとうに理解
できる (ブルーバックス:B-1711. なるほど高
校数学)

宇野勝博著 講談社 080||Bu||1711 211000383

19 デフレと超円高 (講談社現代新書:2091) 岩田規久男著 講談社 080||Ko||2091 211000384

20
「余剰次元」と逆二乗則の破れ : 我々の世
界は本当に三次元か? (ブルーバックス:B-
1716)

村田次郎著 講談社 080||Bu||1716 211000395

21
量子もつれとは何か : 「不確定性原理」と複
数の量子を扱う量子力学 (ブルーバック
ス:B-1715)

古澤明著 講談社 080||Bu||1715 211000396

22
戦前昭和の社会 : 1926-1945 (講談社現代
新書:2098)

井上寿一著 講談社 080||Ko||2098 211000397

23 「麻薬」のすべて (講談社現代新書:2097) 船山信次著 講談社 080||Ko||2097 211000399

24
傑作!物理パズル50 : 解いてビックリわかっ
てスッキリ! (ブルーバックス:B-1720)

ポール・G・ヒュー
イット作/松森靖
夫編訳

講談社 080||Bu||1720 211000401

25
図解・気象学入門 : 原理からわかる雲・雨・
気温・風・天気図 (ブルーバックス:B-1721)

古川武彦, 大木
勇人著

講談社 080||Bu||1721 211000433

26
図解・地下鉄の科学 : トンネル構造から車
両のしくみまで (ブルーバックス:B-1717)

川辺謙一著 講談社 080||Bu||1717 211000434

27
占いと中世人 : 政治・学問・合戦 (講談社現
代新書:2089)

菅原正子著 講談社 080||Ko||2089 211000436

28
「認められたい」の正体 : 承認不安の時代
(講談社現代新書:2094)

山竹伸二著 講談社 080||Ko||2094 211000511

29
モーツァルトを「造った」男 : ケッヘルと同時
代のウィーン (講談社現代新書:2096)

小宮正安著 講談社 080||Ko||2096 211000641

30
ウソを見破る統計学 : 退屈させない統計入
門 (ブルーバックス:B-1724)

神永正博著 講談社 080||Bu||1724 211000671

31
超解読!はじめてのカント『純粋理性批判』
(講談社現代新書:2099)

竹田青嗣著 講談社 080||Ko||2099 211000672
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32
小惑星探査機「はやぶさ」の超技術 : プロ
ジェクト立ち上げから帰還までの全記録 (ブ
ルーバックス:B-1722)

「はやぶさ」プロ
ジェクトチーム編

講談社 080||Bu||1722 211000674

33
国際共通語としての英語 (講談社現代新
書:2104)

鳥飼玖美子著 講談社 080||Ko||2104 211000675

34
冗長性から見た情報技術 : やさしく理解す
る原理と仕組み (ブルーバックス:B-1719)

青木直史著 講談社 080||Bu||1719 211000677

35
ウェブ×ソーシャル×アメリカ : 「全球時代」
の構想力 (講談社現代新書:2093)

池田純一著 講談社 080||Ko||2093 211000680

36 モノ言う中国人 (集英社新書:0579B) 西本紫乃著 集英社 080||Sh||0579 211000404

37
強く生きるために読む古典 (集英社新
書:0575C)

岡敦著 集英社 080||Sh||0575 211000437

38 音楽で人は輝く (集英社新書:0577F) 樋口裕一著 集英社 080||Sh||0577 211000509

39
自分探しと楽しさについて (集英社新
書:0580C)

森博嗣著 集英社 080||Sh||0580 211000572

40 日本人の坐り方 (集英社新書:0581D) 矢田部英正著 集英社 080||Sh||0581 211000573

41 TPP亡国論 (集英社新書:0584A) 中野剛志著 集英社 080||Sh||0584 211000640

42 原発列島を行く (集英社新書:0116B) 鎌田慧著 集英社 080||Sh||0116 211000643

43
○ (まる) のない大人× (ばつ) だらけの子
ども (集英社新書:0586E)

袰岩奈々著 集英社 080||Sh||0586 211000681

44
高学歴でも失敗する人、学歴なしでも成功
する人 (小学館101新書:100)

勝間和代著 小学館 080||Sh||100 211000510

45 茶 : 利休と今をつなぐ (新潮新書:392) 千宗屋著 新潮社 080||Sh||392 211000405

46 プロ野球解説者の嘘 (新潮新書:412) 小野俊哉著 新潮社 080||Sh||412 211000571

47 日本語教室 (新潮新書:410) 井上ひさし著 新潮社 080||Sh||410 211000659
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48
大学生からの文章表現 : 無難で退屈な日本
語から卒業する (ちくま新書:889)

黒田龍之助著 筑摩書房 080||Ch||889 211000387

49 世界史をつくった海賊 (ちくま新書:888) 竹田いさみ著 筑摩書房 080||Ch||888 211000388

50 現代語訳史記 (ちくま新書:890)
司馬遷著/大木
康訳・解説

筑摩書房 080||Ch||890 211000391

51 地下鉄は誰のものか (ちくま新書:891) 猪瀬直樹著 筑摩書房 080||Ch||891 211000392

52
伊勢神宮の謎を解く : アマテラスと天皇の
「発明」 (ちくま新書:895)

武澤秀一著 筑摩書房 080||Ch||895 211000400

53
伝わる文章の書き方教室 : 書き換えトレー
ニング10講 (ちくまプリマー新書:151)

飯間浩明著 筑摩書房 080||Ch||151 211000429

54
道徳を問いなおす : リベラリズムと教育のゆ
くえ (ちくま新書:893)

河野哲也著 筑摩書房 080||Ch||893 211000431

55
ダーウィン入門 : 現代進化学への展望 (ちく
ま新書:892)

斎藤成也著 筑摩書房 080||Ch||892 211000432

56
キュレーションの時代 : 「つながり」の情報革
命が始まる (ちくま新書:887)

佐々木俊尚著 筑摩書房 080||Ch||887 211000438

57
日本人のためのアフリカ入門 (ちくま新
書:900)

白戸圭一著 筑摩書房 080||Ch||900 211000669

58 ルポ餓死現場で生きる (ちくま新書:897) 石井光太著 筑摩書房 080||Ch||897 211000676

59 世界を変えた発明と特許 (ちくま新書:898) 石井正著 筑摩書房 080||Ch||898 211000679

60
使えるマキャベリ : のし上がるための心理
術 (ちくま新書:894)

内藤誼人著 筑摩書房 080||Ch||894 211000682

61
からだ上手こころ上手 (ちくまプリマー新
書:153)

齋藤孝著 筑摩書房 080||Ch||153 211000685

62 季語百話 : 花をひろう (中公新書:2091) 高橋睦郎著 中央公論新社 080||Ch||2091 211000390

63
江戸の思想史 : 人物・方法・連環 (中公新
書:2097)

田尻祐一郎著 中央公論新社 080||Ch||2097 211000394
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64
三国志 : 演義から正史、そして史実へ (中
公新書:2099)

渡邉義浩著 中央公論新社 080||Ch||2099 211000398

65
ブラジルの流儀 : なぜ「21世紀の主役」なの
か (中公新書:2096)

和田昌親編著 中央公論新社 080||Ch||2096 211000402

66 谷干城 : 憂国の明治人 (中公新書:2103) 小林和幸著 中央公論新社 080||Ch||2103 211000403

67
国会議員の仕事 : 職業としての政治 (中公
新書:2101)

林芳正, 津村啓
介著

中央公論新社 080||Ch||2101 211000408

68
あなたの表現はなぜ伝わらないのか : 論理
と作法 (中公新書:2098)

古郡廷治著 中央公論新社 080||Ch||2098 211000430

69
科学の横道 : サイエンス・マインドを探る12
の対話 (中公新書:2104)

佐倉統編著 中央公論新社 080||Ch||2104 211000435

70
知的文章とプレゼンテーション : 日本語の場
合、英語の場合 (中公新書:2109)

黒木登志夫著 中央公論新社 080||Ch||2109 211000665

71
近現代日本を史料で読む : 「大久保利通日
記」から「富田メモ」まで (中公新書:2107)

御厨貴編著 中央公論新社 080||Ch||2107 211000667

72
昭和天皇 : 「理性の君主」の孤独 (中公新
書:2105)

古川隆久著 中央公論新社 080||Ch||2105 211000668

73
つながり進化論 : ネット世代はなぜリア充を
求めるのか (中公新書:2100)

小川克彦著 中央公論新社 080||Ch||2100 211000673

74
招かれざる大臣 : 政と官の新ルール (朝日
新書:282)

長妻昭著 朝日新聞出版 080||As||282 211000535

75 歴史を動かした会議 (朝日新書:291) 加来耕三著 朝日新聞出版 080||As||291 211000684

76
中国を知る : 巨大経済の読み解き方 第2版
(日経文庫:1232)

遊川和郎著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||1232 211000536

77
国会議員に立候補する : 体験ルポ (文春新
書:801)

若林亜紀著 文藝春秋 080||Bu||801 211000569

78
医療鎖国 : なぜ日本ではがん新薬が使えな
いのか (文春新書:799)

中田敏博著 文藝春秋 080||Bu||799 211000570

79
近代部落史 : 明治から現代まで (平凡社新
書:569)

黒川みどり著 平凡社 080||He||569 211000407
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80
森林異変 : 日本の林業に未来はあるか (平
凡社新書:583)

田中淳夫著 平凡社 080||He||583 211000683
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