
新書配架リスト（６月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
物理学の原理と法則 : これだけは知ってお
きたい (PHPサイエンス・ワールド新書:043)

池内了著 PHP研究所 080||Ph||043 211001004

2
論理的な伝え方を身につける : 外見から感
性の表現まで (PHP新書:728)

内山力著 PHP研究所 080||Ph||728 211001006

3
次元とはなにか : 0次元から始めて多次元、
余剰次元まで、空間と時空の謎に迫る!! (サ
イエンス・アイ新書:SIS-203)

新海裕美子, ハ
インツ・ホライス,
矢沢潔著

ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||203 211001003

4

知っておきたい放射能の基礎知識 : 原子炉
の種類や構造、α・β・γ線の違い、ヨウ
素・セシウム・ストロンチウムまで (サイエン
ス・アイ新書:SIS-206)

齋藤勝裕著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||206 211001009

5
Facebook世界を征するソーシャルプラット
フォーム (ソフトバンク新書:152)

山脇伸介著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||So||152 211001015

6
日本人のためのフェイスブック入門 : イン
ターネットを超えた!最強のコミュニケーション
ツール (Forest 2545 Shinsyo:029)

松宮義仁著 フォレスト出版 080||Fo||029 211000752

7
漢字が日本語をほろぼす (角川SSC新
書:126)

田中克彦著

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||126 211000996

8
正しいパンツのたたみ方 : 新しい家庭科勉
強法 (岩波ジュニア新書:674)

南野忠晴著 岩波書店 080||Iw||674 211000749

9 赤ちゃんの不思議 (岩波新書:新赤版 1311) 開一夫著 岩波書店 080||Iw||D1311 211000753

10
平城京の時代 (岩波新書:新赤版 1274. シ
リーズ日本古代史:4)

坂上康俊著 岩波書店 080||Iw||D1274 211000987

11
次世代インターネットの経済学 (岩波新書:
新赤版 1310)

依田高典著 岩波書店 080||Iw||D1310 211000991

12
日本の食糧が危ない (岩波新書:新赤版
1309)

中村靖彦著 岩波書店 080||Iw||D1309 211001018

13
発達障害を見過ごされる子ども、認めない
親 (幻冬舎新書:208 ; [ほ-3-1])

星野仁彦[著] 幻冬舎 080||Ge||208 211000751

14
検証 : 東日本大震災の流言・デマ (光文社
新書:518)

荻上チキ著 光文社 080||Ko||518 211000992

15
風評被害 : そのメカニズムを考える (光文社
新書:521)

関谷直也著 光文社 080||Ko||521 211001000
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書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

16 ニッポンの書評 (光文社新書:515) 豊崎由美著 光文社 080||Ko||515 211001008

17
江戸の卵は1個400円! : モノの値段で知る江
戸の暮らし (光文社新書:513)

丸田勲著 光文社 080||Ko||513 211001014

18
小事典からだの手帖 : 薬よりよく効く101話 :
新装版 (ブルーバックス:B-1718)

高橋長雄著 講談社 080||Bu||1718 211000744

19
日本は世界1位の金属資源大国 (講談社+
α新書:562-1C)

平沼光〔著〕 講談社 080||Ko||562-1C 211000750

20
アイデアを形にして伝える技術 (講談社現代
新書:2103)

原尻淳一著 講談社 080||Ko||2103 211000916

21 ふしぎなキリスト教 (講談社現代新書:2100)
橋爪大三郎, 大
澤真幸著

講談社 080||Ko||2100 211000986

22
戦国誕生 : 中世日本が終焉するとき (講談
社現代新書:2106)

渡邊大門著 講談社 080||Ko||2106 211000995

23
魚の行動習性を利用する釣り入門 : 科学が
明かした「水面下の生態」のすべて (ブルー
バックス:B-1725)

川村軍蔵著 講談社 080||Bu||1725 211001002

24
9回裏無死1塁でバントはするな : 野球解説
は"ウソ"だらけ (祥伝社新書:234)

鳥越規央[著] 祥伝社 080||Sh||234 211000742

25
発達障害に気づかない大人たち 職場編 (祥
伝社新書:190, 237)

星野仁彦 [著] 祥伝社 080||Sh||237 211000839

26
世界の宗教がざっくりわかる (新潮新
書:415)

島田裕巳著 新潮社 080||Sh||415 211000927

27
「痴呆老人」は何を見ているか (新潮新
書:248)

大井玄著 新潮社 080||Sh||248 211001012

28
突破する力 (青春新書INTELLIGENCE:PI-
306)

猪瀬直樹著 青春出版社 080||Se||PI-306 211001016

29 ギリシア哲学入門 (ちくま新書:901) 岩田靖夫著 筑摩書房 080||Ch||901 211000737

30
考える力をつける論文教室 (ちくまプリマー
新書:158)

今野雅方著 筑摩書房 080||Ch||158 211000740

31
つまずき克服! : 数学学習法 (ちくまプリマー
新書:157)

高橋一雄著 筑摩書房 080||Ch||157 211000741
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32 日本農業の真実 (ちくま新書:902) 生源寺眞一著 筑摩書房 080||Ch||902 211000988

33
日本の国境問題 : 尖閣・竹島・北方領土 (ち
くま新書:905)

孫崎享著 筑摩書房 080||Ch||905 211000989

34
友達がいないということ (ちくまプリマー新
書:159)

小谷野敦著 筑摩書房 080||Ch||159 211000994

35
火災の科学 : 火事のしくみと防ぎ方 (中公新
書ラクレ:383)

辻本誠著 中央公論新社 080||Ch||383 211000745

36
『古事記』神話の謎を解く : かくされた裏面
(中公新書:2095)

西條勉著 中央公論新社 080||Ch||2095 211000974

37
近代哲学の名著 : デカルトからマルクスまで
の24冊 (中公新書:2113)

熊野純彦編 中央公論新社 080||Ch||2113 211000990

38
私たちはこうして「原発大国」を選んだ : 増
補版「核」論 (中公新書ラクレ:387)

武田徹著 中央公論新社 080||Ch||387 211000997

39
日中国交正常化 : 田中角栄、大平正芳、官
僚たちの挑戦 (中公新書:2110)

服部龍二著 中央公論新社 080||Ch||2110 211000998

40
メガチャイナ : 翻弄される世界、内なる矛盾
(中公新書:2106)

読売新聞中国取
材団著

中央公論新社 080||Ch||2106 211000999

41
ことばから誤解が生まれる : 「伝わらない日
本語」見本帳 (中公新書ラクレ:386)

飯間浩明著 中央公論新社 080||Ch||386 211001005

42
オペラの運命 : 十九世紀を魅了した「一夜
の夢」 (中公新書:1585)

岡田暁生著 中央公論新社 080||Ch||1585 211001007

43 いいね!フェイスブック (朝日新書:289) 野本響子著 朝日新聞出版 080||As||289 211000743

44 消える大学生き残る大学 (朝日新書:290) 木村誠著 朝日新聞出版 080||As||290 211000975

45
福島原発メルトダウン : Fukushima (朝日新
書:298)

広瀬隆著 朝日新聞出版 080||As||298 211000985

46
間違いだらけのTPP : 日本は食い物にされ
る (朝日新書:294)

東谷暁著 朝日新聞出版 080||As||294 211000993

47
金融商品取引法入門 第4版 (日経文
庫:1237)

黒沼悦郎著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||1237 211000739
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48 マクロ経済学入門 第2版 (日経文庫:1030) 中谷巌著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||1030 211000746

49 自分の始末 (扶桑社新書:85) 曽野綾子著 扶桑社 080||Fu||085 211000727

50 原発のウソ (扶桑社新書:094) 小出裕章著 扶桑社 080||Fu||094 211001010

51 日本人の誇り (文春新書:804) 藤原正彦著 文藝春秋 080||Bu||804 211000738

52
江戸の本づくし : 黄表紙で読む江戸の出版
事情 (平凡社新書:566)

鈴木俊幸著 平凡社 080||He||566 211000747

53
文学者たちの大逆事件と韓国併合 (平凡社
新書:555)

高澤秀次著 平凡社 080||He||555 211000748

54
日本語の深層 : ことばの由来、心身のむか
し (平凡社新書:570)

木村紀子著 平凡社 080||He||570 211000915

55
天才たちの科学史 : 発見にかくされた虚像
と実像 (平凡社新書:587)

杉晴夫著 平凡社 080||He||587 211001001

56
発達障害 : 母たちの奮闘記 (平凡社新
書:582)

山下成司著 平凡社 080||He||582 211001011

57
映画はネコである : はじめてのシネマ・スタ
ディーズ (平凡社新書:579)

宮尾大輔著 平凡社 080||He||579 211001017

58
大相撲は死んだ : 「過去のあやまち」を認め
ない人たち (宝島社新書:327)

中沢潔著 宝島社 080||Ta||327 211001013

岩波新書継続購入図書（６月分）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 大震災のなかで : 私たちは何をすべきか (岩内橋克人編 岩波書店 080||Iw||D1312 211000980

2 教科書の中の宗教 : この奇妙な実態 (岩波新藤原聖子著 岩波書店 080||Iw||D1313 211000981

3 感染症と文明 : 共生への道 (岩波新書:新赤版山本太郎著 岩波書店 080||Iw||D1314 211000982

4 平安京遷都 (岩波新書:新赤版 1275. シリーズ川尻秋生著 岩波書店 080||Iw||D1275 211000983
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