
新書配架リスト(２月分)

書名(新書名) 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
エネルギーを選ぶ時代は来るのか : 総力取
材! (NHK出版新書:367)

NHKスペシャル
「日本新生」取材
班著

NHK出版 080||Nh||367 211005559

2
「なぜ?」から始める現代アート (NHK出版新
書:364)

長谷川祐子著 NHK出版 080||Nh||364 211005576

3
学者になるか、起業家になるか : 理系の未
来は明るい (PHP新書:769)

城戸淳二, 坂本
桂一著

PHP研究所 080||Ph||769 211005558

4 大災害の経済学 (PHP新書:750) 林敏彦著 PHP研究所 080||Ph||750 211005668

5
スティーブ・ジョブズ全発言 : 世界を動かし
た142の言葉 (PHPビジネス新書:199)

桑原晃弥著 PHP研究所 080||Ph||199 211005681

6
マンガでわかる元素118 : 元素の発見者か
ら意外な歴史、最先端の応用テクノロジーま
で (サイエンス・アイ新書:SIS-229)

齋藤勝裕著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||229 211005573

7 源平興亡三百年 (ソフトバンク新書:182) 中丸満著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||So||182 211005594

8 日本人の美質 (ベスト新書:356) 坂東真理子著 ベストセラーズ 080||Be||356 211005689

9
パスタでたどるイタリア史 (岩波ジュニア新
書:699)

池上俊一著 岩波書店 080||Iw||699 211005570

10
素粒子はおもしろい (岩波ジュニア新
書:697)

益川敏英著 岩波書店 080||Iw||697 211005571

11
西洋音楽論 : クラシックに狂気を聴け (光文
社新書:556)

森本恭正著 光文社 080||Ko||556 211005579

12
ご老人は謎だらけ : 老年行動学が解き明か
す (光文社新書:557)

佐藤眞一著 光文社 080||Ko||557 211005592

13 大震災後の社会学 (講談社現代新書:2136) 遠藤薫編著 講談社 080||Ko||2136 211005550

14
弱者の居場所がない社会 : 貧困・格差と社
会的包摂 (講談社現代新書:2135)

阿部彩著 講談社 080||Ko||2135 211005554

15
ケインズとハイエク : 貨幣と市場への問い
(講談社現代新書:2130)

松原隆一郎著 講談社 080||Ko||2130 211005555

16
マンガ量子力学 : この世を支配する奇妙な
法則 (ブルーバックス:B-1747)

石川真之介原
作・漫画

講談社 080||Bu||1747 211005556
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17
低温「ふしぎ現象」小事典 : 0℃～絶対零度
で何が起こるか? (ブルーバックス:B-1751)

低温工学・超電
導学会編

講談社 080||Bu||1751 211005574

18
マックスウェルの悪魔 (ブルーバックス:B-
1741. マンガで読む)

都筑卓司 [原
作]/月路よなぎ
漫画/銀杏社構
成

講談社 080||Bu||1741 211005581

19
進化しすぎた脳 : 中高生と語る「大脳生理
学」の最前線 (ブルーバックス:B-1538)

池谷裕二著 講談社 080||Bu||1538 211005586

20 マーラーの交響曲 (講談社現代新書:2132)
金聖響, 玉木正
之著

講談社 080||Ko||2132 211005667

21
グローバル恐慌の真相 (集英社新
書:0620A)

中野剛志, 柴山
桂太著

集英社 080||Sh||0620 211005572

22
発達障害の子どもを理解する (集英社新
書:0616I)

小西行郎著 集英社 080||Sh||0616 211005580

23
巨大災害の世紀を生き抜く (集英社新
書:0618E)

広瀬弘忠著 集英社 080||Sh||0618 211005585

24
それでも、自転車に乗りますか? (祥伝社新
書:261)

佐滝剛弘 [著] 祥伝社 080||Sh||261 211005690

25 原発賠償の行方 (新潮新書:443) 井上薫著 新潮社 080||Sh||443 211005583

26 「お手本の国」のウソ (新潮新書:448) 田口理穂ほか著 新潮社 080||Sh||448 211005680

27
心が折れない働き方 : ブレない強さを身に
つける法 (青春新書INTELLIGENCE:PI-344)

岡野雅行著 青春出版社 080||Se||PI-344 211005561

28 ソ連史 (ちくま新書:935) 松戸清裕著 筑摩書房 080||Ch||935 211005547

29 神も仏も大好きな日本人 (ちくま新書:936) 島田裕巳著 筑摩書房 080||Ch||936 211005551

30
階級都市 : 格差が街を侵食する (ちくま新
書:937)

橋本健二著 筑摩書房 080||Ch||937 211005553

31
エネルギー進化論 : 「第4の革命」が日本を
変える (ちくま新書:934)

飯田哲也著 筑摩書房 080||Ch||934 211005577

32
20世紀をつくった経済学 : シュンペーター,
ハイエク, ケインズ (ちくまプリマー新書:172)

根井雅弘著 筑摩書房 080||Ch||172 211005578
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33
「しがらみ」を科学する : 高校生からの社会
心理学入門 (ちくまプリマー新書:169)

山岸俊男著 筑摩書房 080||Ch||169 211005587

34
昭和陸軍の軌跡 : 永田鉄山の構想とその
分岐 (中公新書:2144)

川田稔著 中央公論新社 080||Ch||2144 211005548

35
小村寿太郎 : 近代日本外交の体現者 (中公
新書:2141)

片山慶隆著 中央公論新社 080||Ch||2141 211005549

36
経済大国インドネシア : 21世紀の成長条件
(中公新書:2143)

佐藤百合著 中央公論新社 080||Ch||2143 211005552

37
郊外はこれからどうなる? : 東京住宅地開発
秘話 (中公新書ラクレ:404)

三浦展著 中央公論新社 080||Ch||404 211005557

38
子どもの無縁社会 : ルポ (中公新書ラク
レ:407)

石川結貴著 中央公論新社 080||Ch||407 211005575

39
高学歴な親はなぜ子育てに失敗するのか
(中公新書ラクレ:399)

小林公夫著 中央公論新社 080||Ch||399 211005582

40
就活は子どもに任せるな (中公新書ラク
レ:393)

鈴木健介著 中央公論新社 080||Ch||393 211005588

41
放射能列島日本でこれから起きること : 誰も
気づかない環境被害の真実 (朝日新書:331)

武田邦彦著 朝日新聞出版 080||As||331 211005590

42
就職、絶望期 : 「若者はかわいそう」論の失
敗 (扶桑社新書:099)

海老原嗣生著 扶桑社 080||Fu||099 211005589

43 世界はマネーに殺される (扶桑社新書:105) 青木文鷹著 扶桑社 080||Fu||105 211005593

44
被ばくと補償 : 広島、長崎、そして福島 (平
凡社新書:620)

直野章子著 平凡社 080||He||620 211005560

45
中東和平構想の現実 : パレスチナに「二国
家共存」は可能か (平凡社新書:617)

森戸幸次著 平凡社 080||He||617 211005562

46
日本人はどんな大地震を経験してきたのか
: 地震考古学入門 (平凡社新書:614)

寒川旭著 平凡社 080||He||614 211005679

47
短歌で読む昭和感情史 : 日本人は戦争をど
う生きたのか (平凡社新書:619)

菅野匡夫著 平凡社 080||He||619 211005691

48
宇宙で最初の星はどうやって生まれたのか
(宝島社新書)

吉田直紀著 宝島社 080||Ta||330 211005584
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岩波新書継続購入配架図書(２月分)

書名(新書名) 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 日本語雑記帳 (岩波新書:新赤版 1351) 田中章夫著 岩波書店 080||Iw||D1351 211005751

2 四字熟語の中国史 (岩波新書:新赤版 1352) 冨谷至著 岩波書店 080||Iw||D1352 211005753

3
子どもの声を社会へ : 子どもオンブズの挑
戦 (岩波新書:新赤版 1353)

桜井智恵子著 岩波書店 080||Iw||D1353 211005752

4
世界経済図説 第3版 (岩波新書:新赤版
1354)

宮崎勇, 田谷禎
三著

岩波書店 080||Iw||D1354 211005754
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