
新書配架リスト（９月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
災害そのとき人は何を思うのか (ベスト新
書:337)

広瀬弘忠, 中嶋
励子著

KKベストセラー
ズ

080||Be||337 211002466

2
エネルギー論争の盲点 : 天然ガスと分散化
が日本を救う (NHK出版新書:356)

石井彰著 NHK出版 080||Nh||356 211002378

3
「イギリス社会」入門 : 日本人に伝えたい本
当の英国 (NHK出版新書:354)

コリン・ジョイス著
/森田浩之訳

NHK出版 080||Nh||354 211002454

4 官僚の責任 (PHP新書:745) 古賀茂明著 PHP研究所 080||Ph||745 211002370

5
20代からはじめる社会貢献 : 400社が支援
した「社会起業」とは (PHP新書:739)

小暮真久著 PHP研究所 080||Ph||739 211002385

6
スーパーアース : 地球外生命はいるのか
(PHPサイエンス・ワールド新書:041)

井田茂著 PHP研究所 080||Ph||041 211002386

7
超訳マキャヴェリの言葉 : 逆境の時代を生
き抜く (PHP新書:737)

本郷陽二著 PHP研究所 080||Ph||737 211002456

8 歴史学ってなんだ? (PHP新書:286) 小田中直樹著 PHP研究所 080||Ph||286 211002457

9
相手に9割しゃべらせる質問術 : 1対1が苦
手なあなたへ (PHP新書:747)

おちまさと著 PHP研究所 080||Ph||747 211002467

10
トップ営業のお客様から「教わる力」 (PHPビ
ジネス新書:184)

小山聡章著 PHP研究所 080||Ph||184 211002468

11
世界の傑作旅客機50 : 大空を駆け抜けた
名機たちの秘密 (サイエンス・アイ新書:SIS-
211)

嶋田久典著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||211 211002389

12 老いの才覚 (ベスト新書:295) 曽野綾子著 ベストセラーズ 080||Be||295 211002458

13
歯がいい人はボケにくい (角川SSC新
書:124)

倉治ななえ著

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||124 211002462

14
6枚の壁新聞 : 石巻日日新聞・東日本大震
災後7日間の記録 (角川SSC新書:130)

石巻日日新聞社
編

角川マガジンズ 080||Ka||130 211002453
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15
災害ストレス : 直接被災と報道被害 (角川
oneテーマ21:C-202)

保坂隆編著

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||C-202 211002384

16
タバコとわたしたち (岩波ジュニア新書:690.
〈知の航海〉シリーズ)

大野竜三著 岩波書店 080||Iw||690 211002522

17 社会認識の歩み (岩波新書:青版-798) 内田義彦著 岩波書店 080||Iw||B798 211002531

18 社会認識の歩み (岩波新書:青版-798) 内田義彦著 岩波書店 080||Iw||B798 211002532

19
ポジティヴ・アクション : 「法による平等」の技
法 (岩波新書:新赤版 1330)

辻村みよ子著 岩波書店 080||Iw||D1330 211003127

20
脱原子力社会へ : 電力をグリーン化する
(岩波新書:新赤版 1328)

長谷川公一著 岩波書店 080||Iw||D1328 211003128

21 労働法入門 (岩波新書:新赤版 1329) 水町勇一郎著 岩波書店 080||Iw||D1329 211003129

22
心と脳 : 認知科学入門 (岩波新書:新赤版
1331)

安西祐一郎著 岩波書店 080||Iw||D1331 211003130

23 放射能と生きる (幻冬舎新書:218, [た-5-3]) 武田邦彦著 幻冬舎 080||Ge||218 211002455

24
なぜ日本人は世界の中で死刑を是とするの
か : 変わりゆく死刑基準と国民感情 (幻冬
舎新書:217)

森炎著 幻冬舎 080||Ge||217 211002459

25
はじめての支那論 : 中華思想の正体と日本
の覚悟 (幻冬舎新書:224, こ-10-2)

小林よしのり, 有
本香著

幻冬舎 080||Ge||224 211002469

26
神様のサービス : 感動を生み出すプラス・ア
ルファのつくり方 (幻冬舎新書:225, [こ-12-
2])

小宮一慶著 幻冬舎 080||Ge||225 211002524

27
報道災害「原発編」 : 事実を伝えないメディ
アの大罪 (幻冬舎新書:221)

上杉隆, 烏賀陽
弘道著

幻冬舎 080||Ge||221 211002525

28
科学的とはどういう意味か (幻冬舎新
書:219, [も-7-1])

森博嗣著 幻冬舎 080||Ge||219 211003370

29
創られた「日本の心」神話 : 「演歌」をめぐる
戦後大衆音楽史 (光文社新書:487)

輪島裕介著 光文社 080||Ko||487 211002530
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30 発達障害のいま (講談社現代新書:2116) 杉山登志郎著 講談社 080||Ko||2116 211002365

31
宇宙は本当にひとつなのか : 最新宇宙論入
門 (ブルーバックス:B-1731)

村山斉著 講談社 080||Bu||1731 211002366

32
国力とは何か : 経済ナショナリズムの理論
と政策 (講談社現代新書:2115)

中野剛志著 講談社 080||Ko||2115 211002367

33
未曾有と想定外 : 東日本大震災に学ぶ (講
談社現代新書:2117)

畑村洋太郎著 講談社 080||Ko||2117 211002373

34
Excelのイライラ根こそぎ解消術 : 「思い通り
にならない」と「面倒くさい」を克服 (ブルー
バックス:B-1733)

長谷川裕行著 講談社 080||Bu||1733 211002387

35
人はなぜだまされるのか : 進化心理学が解
き明かす「心」の不思議 (ブルーバックス:B-
1732)

石川幹人著 講談社 080||Bu||1732 211002388

36
「地中海式和食」のすすめ (講談社+α新
書:379-4B)

松生恒夫[著] 講談社 080||Ko||379-4B 211002461

37
謎とき日本近現代史 (講談社現代新書:1414
Jeunesse)

野島博之著 講談社 080||Ko||1414 211002520

38 原発の闇を暴く (集英社新書:0602B)
広瀬隆, 明石昇
二郎著

集英社 080||Sh||0602 211002368

39
荒木飛呂彦の奇妙なホラー映画論 (集英社
新書:0595F)

荒木飛呂彦著 集英社 080||Sh||0595 211002377

40 中東民衆革命の真実 (集英社新書:0601A) 田原牧著 集英社 080||Sh||0601 211002382

41 江戸っ子の意地 (集英社新書:0592D) 安藤優一郎著 集英社 080||Sh||0592 211002528

42
村上春樹と夏目漱石 : 二人の国民作家が
描いた「日本」 (祥伝社新書:243)

柴田勝二 [著] 祥伝社 080||Sh||243 211002380

43
ラー油とハイボール : 時代の空気は「食」で
つかむ (新潮新書:418)

子安大輔著 新潮社 080||Sh||418 211002463

44 不動心 (新潮新書:201) 松井秀喜著 新潮社 080||Sh||201 211002464

45 新・堕落論 : 我欲と天罰 (新潮新書:426) 石原慎太郎著 新潮社 080||Sh||426 211002529
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46
創造的福祉社会 : 「成長」後の社会構想と
人間・地域・価値 (ちくま新書:914)

広井良典著 筑摩書房 080||Ch||914 211002364

47
世界の教科書でよむ「宗教」 (ちくまプリマー
新書:162)

藤原聖子著 筑摩書房 080||Ch||162 211002374

48 福翁自伝 : 現代語訳 (ちくま新書:912)
福澤諭吉著/齋
藤孝編訳

筑摩書房 080||Ch||912 211002376

49
ジャーナリズムの陥し穴 : 明治から東日本
大震災まで (ちくま新書:911)

田原総一朗著 筑摩書房 080||Ch||911 211002379

50 時刻表タイムトラベル (ちくま新書:913) 所澤秀樹著 筑摩書房 080||Ch||913 211002381

51 15歳の東京大空襲 (ちくまプリマー新書:129) 半藤一利著 筑摩書房 080||Ch||129 211002460

52
外邦図 : 帝国日本のアジア地図 (中公新
書:2119)

小林茂著 中央公論新社 080||Ch||2119 211002369

53
世界の運命 : 激動の現代を読む (中公新
書:2114)

ポール・ケネディ
著/山口瑞彦訳

中央公論新社 080||Ch||2114 211002371

54
物語食の文化 : 美味い話、味な知識 (中公
新書:2117)

北岡正三郎著 中央公論新社 080||Ch||2117 211002372

55
言葉の力 : 「作家の視点」で国をつくる (中
公新書ラクレ:389)

猪瀬直樹著 中央公論新社 080||Ch||389 211002383

56 節電の達人 (朝日新書:308) 村井哲之著 朝日新聞出版 080||As||308 211002465

57
人事部は見ている。 (日経プレミアシリー
ズ:122)

楠木新著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||122 211002526

58 京都舞妓と芸妓の奥座敷 (文春新書:205) 相原恭子著 文芸春秋 080||Bu||205 211002527

59
池上彰の宗教がわかれば世界が見える (文
春新書:814)

池上彰著 文藝春秋 080||Bu||814 211002452

60
冠婚葬祭でモメる100の理由 (文春新
書:811)

島田裕巳著 文藝春秋 080||Bu||811 211002521

61 東電帝国 : その失敗の本質 (文春新書:810) 志村嘉一郎著 文藝春秋 080||Bu||810 211002977
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62
パリ五月革命私論 : 転換点としての68年
(平凡社新書:595)

西川長夫著 平凡社 080||He||595 211002375

63 ビンラディン抹殺指令 (新書y:249) 黒井文太郎著 洋泉社 080||Sh||249 211002523
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