
新書配架リスト（１０月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
気候変動とエネルギー問題 : CO[2]温暖化
論争を超えて (中公新書:2120)

深井有著 中央公論新社 080||Ch||2120 211003496

2
iPS細胞とはなにか : 万能細胞研究の現在
(ブルーバックス:B-1727)

朝日新聞大阪本
社科学医療グ
ループ著

講談社 080||Bu||1727 211003497

3 日本の大転換 (集英社新書:0606C) 中沢新一著 集英社 080||Sh||0606 211003498

4 公務員試験のカラクリ (光文社新書:532) 大原瞠著 光文社 080||Ko||532 211003499

5 居酒屋の世界史 (講談社現代新書:2120) 下田淳著 講談社 080||Ko||2120 211003500

6
太陽と地球のふしぎな関係 : 絶対君主と無
力なしもべ (ブルーバックス:B-1713)

上出洋介著 講談社 080||Bu||1713 211003501

7
ガウディ伝 : 「時代の意志」を読む (中公新
書:2122)

田澤耕著 中央公論新社 080||Ch||2122 211003502

8
葬儀と日本人 : 位牌の比較宗教史 (ちくま新
書:916)

菊地章太著 筑摩書房 080||Ch||916 211003503

9
イタリア旅行 : 「美しい国」の旅人たち (中公
新書:2126)

河村英和著 中央公論新社 080||Ch||2126 211003504

10
動きが心をつくる : 身体心理学への招待 (講
談社現代新書:2119)

春木豊著 講談社 080||Ko||2119 211003505

11
会話は「最初のひと言」が9割 (光文社新
書:528)

向谷匡史著 光文社 080||Ko||528 211003506

12

うまい雑草、ヤバイ野草 : 日本人が食べてき
た薬草・山菜・猛毒草 魅惑的な植物の見分
け方から調理法まで (サイエンス・アイ新
書:SIS-215)

森昭彦著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||215 211003507

13
ふしぎなふしぎな子どもの物語 : なぜ成長を
描かなくなったのか? (光文社新書:535)

ひこ・田中著 光文社 080||Ko||535 211003508

14 スピーチの奥義 (光文社新書:517) 寺澤芳男著 光文社 080||Ko||517 211003509

15
地理と気候の日本地図 : 地元の常識、驚く
べき数字を知る (PHPサイエンス・ワールド新
書:044)

浅井建爾著 PHP研究所 080||Ph||044 211003888
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16
新自由主義の復権 : 日本経済はなぜ停滞し
ているのか (中公新書:2123)

八代尚宏著 中央公論新社 080||Ch||2123 211003889

17 経営戦略の教科書 (光文社新書:527) 遠藤功著 光文社 080||Ko||527 211003890

18
心理学とは何なのか : 人間を理解するため
に (中公新書:2125)

永田良昭著 中央公論新社 080||Ch||2125 211003891

19
ロシア苦悩する大国、多極化する世界 (アス
キー新書:198)

廣瀬陽子著

アスキー・メディ
アワークス/角川
グループパブ
リッシング (発

080||As||198 211003892

20
事情のある国の切手ほど面白い (メディア
ファクトリー新書:007)

内藤陽介著
メディアファクト
リー

080||Me||007 211003893

21 ロボットが日本を救う (文春新書:818) 岸宣仁著 文藝春秋 080||Bu||818 211003894

22
幕臣たちの明治維新 (講談社現代新
書:1931)

安藤優一郎著 講談社 080||Ko||1931 211003895

23 江戸城・大奥の秘密 (文春新書:576) 安藤優一郎著 文藝春秋 080||Bu||576 211003896

24
歴代征夷大将軍総覧 (幻冬舎新書:222, [え-
2-3])

榎本秋著 幻冬舎 080||Ge||222 211003897

25 茶の湯の宇宙 (朝日新書:301) 小堀宗実著 朝日新聞出版 080||As||301 211003898

26
図説地図とあらすじでわかる!弘法大師と四
国遍路 (青春新書INTELLIGENCE:PI-325. イ
ンテリジェンス)

星野英紀監修 青春出版社 080||Se||PI-325 211003899

27
「通貨」を知れば世界が読める : “1ドル50円
時代"は何をもたらすのか? (PHPビジネス新
書:179)

浜矩子著 PHP研究所 080||Ph||179 211003900

28 自分力を高める (岩波ジュニア新書:685) 今北純一著 岩波書店 080||Iw||685 211003901

29 決断できない日本 (文春新書:821) ケビン・メア著 文藝春秋 080||Bu||821 211003902

30
こんなに厳しい!世界の校則 (メディアファクト
リー新書:029)

二宮皓監修
メディアファクト
リー

080||Me||029 211003903

31 国民皆保険が危ない (平凡社新書:599) 山岡淳一郎著 平凡社 080||He||599 211003904
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32 「原発」国民投票 (集英社新書:0603A) 今井一著 集英社 080||Sh||0603 211003905

岩波新書継続購入図書（１０月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 民法改正を考える (岩波新書:新赤版 1334) 大村敦志著 岩波書店 080||Iw||D1334 211004025

2
和本のすすめ : 江戸を読み解くために (岩波
新書:新赤版 1336)

中野三敏著 岩波書店 080||Iw||D1336 211004026

3
日本のデザイン : 美意識がつくる未来 (岩波
新書:新赤版 1333)

原研哉著 岩波書店 080||Iw||D1333 211004027

4
本へのとびら : 岩波少年文庫を語る (岩波
新書:新赤版 1332)

宮崎駿著 岩波書店 080||Iw||D1332 211004028

5
重い障害を生きるということ (岩波新書:新赤
版 1335)

高谷清著 岩波書店 080||Iw||D1335 211004029
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