
新書配架リスト（１２月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
ナショナリズムは悪なのか : 新・現代思想講
義 (NHK出版新書:361)

萱野稔人著 NHK出版 080||Nh||361 211004831

2
人生と仕事を変えた57の言葉 : 「プロフェッ
ショナル仕事の流儀」決定版 (NHK出版新
書:362)

NHK「プロフェッ
ショナル」制作班
著

NHK出版 080||Nh||362 211004929

3
数学で未来を予測する : ギャンブルから経
済まで (PHPサイエンス・ワールド新書:048)

野崎昭弘著 PHP研究所 080||Ph||048 211004833

4
生物のなかの時間 : 時計遺伝子から進化ま
で (PHPサイエンス・ワールド新書:047)

西川伸一, 倉谷
滋, 上田泰己著

PHP研究所 080||Ph||047 211004914

5
日経新聞を「早読み」する技術 (PHPビジネ
ス新書:181)

佐藤治彦著 PHP研究所 080||Ph||181 211004916

6
国家の存亡 : 「平成の開国」が日本を亡ぼ
す (PHP新書:729)

関岡英之著 PHP研究所 080||Ph||729 211004923

7
地産地消のエネルギー革命 : もう原発には
頼らない (PHP新書:764)

黒岩祐治著 PHP研究所 080||Ph||764 211004928

8
サムスンの戦略的マネジメント (PHPビジネ
ス新書:191)

片山修著 PHP研究所 080||Ph||191 211004933

9 日本企業にいま大切なこと (PHP新書:752)
野中郁次郎, 遠
藤功著

PHP研究所 080||Ph||752 211004934

10
明日の広告 : 変化した消費者とコミュニケー
ションする方法 (アスキー新書:045)

佐藤尚之著 アスキー 080||As||045 211005054

11
明日のコミュニケーション : 「関与する生活
者」に愛される方法 (アスキー新書:202)

佐藤尚之著

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(発売)

080||As||202 211004931

12
論理的に考える技術 : 「思考する力」は構想
と発想、そして接続詞の理解で驚くほど伸び
る! 新版 (サイエンス・アイ新書:SIS-220)

村山涼一著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||220 211004830

13

BASIC800クイズで学ぶ!理系英文 : クイズで
理系英語脳をきたえよう!頭の柔軟体操で読
み書き力アップ (サイエンス・アイ新書:SIS-
217)

佐藤洋一著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||217 211004834

14

災害で活躍する乗物たち : 漂流者や孤立者
を救助したのはどんなヘリ?福島第一原発に
放水したのはどんな消防車? (サイエンス・ア
イ新書:SIS-221)

柿谷哲也著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||221 211004922

15
本当はスゴい国?ダメな国?日本の通信簿
(ソフトバンク新書:176)

八幡和郎著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||So||176 211004925
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16
Google+次世代SNS戦争のゆくえ (ソフトバン
ク新書:173)

小川浩著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||So||173 211004930

17
あの実況がすごかった (メディアファクトリー
新書:035)

伊藤滋之著
メディアファクト
リー

080||Me||035 211004917

18
孫文 : その指導者の資質 (角川oneテーマ
21:A-142)

舛添要一 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

080||Ka||A-142 211005053

19 まじめの罠 (光文社新書:543) 勝間和代著 光文社 080||Ko||543 211004832

20
統計・確率思考で世の中のカラクリが分か
る (光文社新書:542)

高橋洋一著 光文社 080||Ko||542 211004906

21
ベルギービールという芸術 (光文社新
書:061)

田村功著 光文社 080||Ko||061 211004919

22
宇宙のダークエネルギー : 「未知なる力」の
謎を解く (光文社新書:539)

土居守, 松原隆
彦著

光文社 080||Ko||539 211005051

23
大学入試問題で語る数論の世界 : 素数、完
全数からゼータ関数まで (ブルーバック
ス:B-1743)

清水健一著 講談社 080||Bu||1743 211004908

24 ラーメンと愛国 (講談社現代新書:2127) 速水健朗著 講談社 080||Ko||2127 211004910

25
日本を滅ぼす「世間の良識」 (講談社現代新
書:2126)

森巣博著 講談社 080||Ko||2126 211004911

26
アメリカ最優秀教師が教える相対論&量子
論 : はじめて学ぶ二大理論 (ブルーバック
ス:B-1746)

スティーヴン・L・
マンリー著/ス
ティーヴン・
フォーニア絵/吉
田三知世訳

講談社 080||Bu||1746 211004912

27
ビジネスマンのための「行動観察」入門 (講
談社現代新書:2125)

松波晴人著 講談社 080||Ko||2125 211004935

28 電力と国家 (集英社新書:0613B) 佐高信著 集英社 080||Sh||0613 211004913

29
リーダーシップ : 胆力と大局観 (新潮新
書:441)

山内昌之著 新潮社 080||Sh||441 211004918

30 文明の災禍 (新潮新書:437) 内山節著 新潮社 080||Sh||437 211004924

31 法然親鸞一遍 (新潮新書:439) 釈徹宗著 新潮社 080||Sh||439 211005089
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32
増税のウソ (青春新書INTELLIGENCE:PI-
338)

三橋貴明著 青春出版社 080||Se||PI-338 211005055

33
ライフログのすすめ : 人生の「すべて」をデ
ジタルに記録する! (ハヤカワ新書juice:010)

ゴードン・ベル,
ジム・ゲメル著/
飯泉恵美子訳

早川書房 080||Ha||010 211005056

34 脳からストレスを消す食事 (ちくま新書:919) 武田英二著 筑摩書房 080||Ch||919 211004835

35
心づくしの日本語 : 和歌でよむ古代の思想
(ちくま新書:929)

ツベタナ・クリス
テワ著

筑摩書房 080||Ch||929 211004901

36
民法改正 : 契約のルールが百年ぶりに変
わる (ちくま新書:925)

内田貴著 筑摩書房 080||Ch||925 211004903

37
公務員革命 : 彼らの「やる気」が地域社会を
変える (ちくま新書:926)

太田肇著 筑摩書房 080||Ch||926 211004904

38 教えることの復権 (ちくま新書:399)
大村はま, 苅谷
剛彦, 苅谷夏子
著

筑摩書房 080||Ch||399 211004915

39
はじめて学ぶ生命倫理 : 「いのち」は誰が決
めるのか (ちくまプリマー新書:167)

小林亜津子著 筑摩書房 080||Ch||167 211004921

40 読み上手書き上手 (ちくまプリマー新書:076) 齋藤孝著 筑摩書房 080||Ch||076 211004927

41
高校生にもわかる「お金」の話 (ちくま新
書:928)

内藤忍著 筑摩書房 080||Ch||928 211004936

42
金融が乗っ取る世界経済 : 21世紀の憂鬱
(中公新書:2132)

ロナルド・ドーア
著

中央公論新社 080||Ch||2132 211004905

43
仏教、本当の教え : インド、中国、日本の理
解と誤解 (中公新書:2135)

植木雅俊著 中央公論新社 080||Ch||2135 211004907

44
文化と外交 : パブリック・ディプロマシーの時
代 (中公新書:2133)

渡辺靖著 中央公論新社 080||Ch||2133 211004909

45
灘中奇跡の国語教室 : 橋本武の超スロー・
リーディング (中公新書ラクレ:394)

黒岩祐治著 中央公論新社 080||Ch||394 211005221

46 日本の雇用と労働法 (日経文庫:1248) 濱口桂一郎著
日本経済新聞出
版社

080||Ni||1248 211005052

47 TPPが日本を壊す (扶桑社新書:090) 廣宮孝信著 扶桑社 080||Fu||090 211004837

3/4



書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

48
うほほいシネクラブ : 街場の映画論 (文春新
書:826)

内田樹著 文藝春秋 080||Bu||826 211004932

49
平塚らいてう : 孫が語る素顔 (平凡社新
書:602)

奥村直史著 平凡社 080||He||602 211004902

50
江戸の本屋と本づくり (平凡社ライブラ
リー:747. 和本入門:続)

橋口侯之介著 平凡社 080||He||747 211004920

51
原発推進者の無念 : 避難所生活で考え直し
たこと (平凡社新書:609)

北村俊郎著 平凡社 080||He||609 211004926

52 TPPは国を滅ぼす (宝島社新書) 小倉正行著 宝島社 080||Ta||323 211004836

岩波新書継続購入図書（１２月分）

書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
震災と情報 : あのとき何が伝わったか (岩
波新書:新赤版 1343)

徳田雄洋著 岩波書店 080||Iw||D1343 211005214

2
宇宙から学ぶ : ユニバソロジのすすめ (岩
波新書:新赤版 1346)

毛利衛著 岩波書店 080||Iw||D1346 211005215

3
平成不況の本質 : 雇用と金融から考える
(岩波新書:新赤版 1344)

大瀧雅之著 岩波書店 080||Iw||D1344 211005216

4
原発のコスト : エネルギー転換への視点
(岩波新書:新赤版 1342)

大島堅一著 岩波書店 080||Iw||D1342 211005217

5 勝海舟と西郷隆盛 (岩波新書:新赤版 1345) 松浦玲著 岩波書店 080||Iw||D1345 211005218

6
摂関政治 (岩波新書:新赤版 1276. シリーズ
日本古代史:6)

古瀬奈津子著 岩波書店 080||Iw||D1276 211005219
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