
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
チューリングの計算理論入門 : チューリング・マ
シンからコンピュータへ(ブルーバックス:B-
1851)

高岡詠子著 講談社 080||Bu||1851 214000522

2
物理のアタマで考えよう! : 素朴な疑問ほど奥が
深い(ブルーバックス:B-1852)

ジョー・ヘルマン
ス著/村岡克紀
訳・解説

講談社 080||Bu||1852 214000523

3
図解・内臓の進化 : 形と機能に刻まれた激動
の歴史(ブルーバックス:B-1853)

岩堀修明著 講談社 080||Bu||1853 214000524

4
基礎・食品・環境(ブルーバックス:B-1854. カ
ラー図解EURO版バイオテクノロジーの教科書:
上)

ラインハート・レ
ンネバーグ著/
田中暉夫, 奥原
正國訳

講談社 080||Bu||1854 214000564

5
医療・産業・新技術(ブルーバックス:B-1855. カ
ラー図解Euro版バイオテクノロジーの教科書:
下)

ラインハート・レ
ンネバーグ著/
西山広子, 奥原
正國訳

講談社 080||Bu||1855 214000525

6
量子的世界像101の新知識 : 現代物理学の本
質がわかる(ブルーバックス:B-1856)

ケネス・フォード
著/塩原通緒訳

講談社 080||Bu||1856 214000550

7
放射能と人体 : 細胞・分子レベルからみた放射
線被曝(ブルーバックス:B-1859)

落合栄一郎著 講談社 080||Bu||1859 214000526

8
地球進化46億年の物語 : 「青い惑星」はいかに
してできたのか(ブルーバックス:B-1865)

ロバート・ヘイゼ
ン著/渡会圭子
訳

講談社 080||Bu||1865 214000527

9 叱られる力(文春新書:960. 聞く力:2) 阿川佐和子著 文藝春秋 080||Bu||960 214000540

10 哲学入門(ちくま新書:1060) 戸田山和久著 筑摩書房 080||Ch||1060 214000516

11
青木昌彦の経済学入門 : 制度論の地平を拡げ
る(ちくま新書:1061)

青木昌彦著 筑摩書房 080||Ch||1061 214000517

12
日本語の近代 : はずされた漢語(ちくま新
書:1062)

今野真二著 筑摩書房 080||Ch||1062 214000518

13 日本漁業の真実(ちくま新書:1064) 濱田武士著 筑摩書房 080||Ch||1064 214000519

14
使える行動分析学 : じぶん実験のすすめ(ちく
ま新書:1066)

島宗理 [著] 筑摩書房 080||Ch||1066 214000520

15
男子の貞操 : 僕らの性は、僕らが語る(ちくま新
書:1067)

坂爪真吾著 筑摩書房 080||Ch||1067 214000521

新書新着リスト（８月分）



16
かなづかいの歴史 : 日本語を書くということ(中
公新書:2254)

今野真二著 中央公論新社 080||Ch||2254 214000509

17
ハンナ・アーレント : 「戦争の世紀」を生きた政
治哲学者(中公新書:2257)

矢野久美子著 中央公論新社 080||Ch||2257 214000508

18 スキマの植物図鑑 : カラー版(中公新書:2259) 塚谷裕一著 中央公論新社 080||Ch||2259 214000565

19
旧約聖書の謎 : 隠されたメッセージ(中公新
書:2261)

長谷川修一著 中央公論新社 080||Ch||2261 214000549

20
先進国・韓国の憂鬱 : 少子高齢化、経済格差、
グローバル化(中公新書:2262)

大西裕著 中央公論新社 080||Ch||2262 214000510

21
うわさとは何か : ネットで変容する「最も古いメ
ディア」(中公新書:2263)

松田美佐著 中央公論新社 080||Ch||2263 214000511

22
天下統一 : 信長と秀吉が成し遂げた「革命」(中
公新書:2265)

藤田達生著 中央公論新社 080||Ch||2265 214000512

23
アデナウアー : 現代ドイツを創った政治家(中公
新書:2266)

板橋拓己著 中央公論新社 080||Ch||2266 214000513

24
蒸気車模型から鉄道国有化まで(中公新
書:2269. 日本鉄道史:幕末・明治篇)

老川慶喜著 中央公論新社 080||Ch||2269 214000514

25
日清戦争 : 近代日本初の対外戦争の実像(中
公新書:2270)

大谷正著 中央公論新社 080||Ch||2270 214000515

26
被災大学は何をしてきたか : 福島大、岩手大、
東北大の光と影(中公新書ラクレ:487)

中井浩一著 中央公論新社 080||Ch||487 214000532

27
教養としてのプログラミング講座(中公新書ラク
レ:489)

清水亮著 中央公論新社 080||Ch||489 214000533

28
クール・ジャパンはなぜ嫌われるのか : 「熱狂」
と「冷笑」を超えて(中公新書ラクレ:491)

三原龍太郎著 中央公論新社 080||Ch||491 214000598

29 修羅場の極意(中公新書ラクレ:500) 佐藤優著 中央公論新社 080||Ch||500 214000534

30
もっとにぎやかな外国語の世界(白水Uブック
ス:1129)

黒田龍之助著 白水社 080||Ha||1129 214000562

31
魂をゆさぶる歌に出会う : アメリカ黒人文化の
ルーツへ(岩波ジュニア新書:766)

ウェルズ恵子著 岩波書店 080||Iw||766 214000570

32
中東から世界が見える : イラク戦争から「アラブ
の春」へ(岩波ジュニア新書:767. 「知の航海」シ
リーズ)

酒井啓子著 岩波書店 080||Iw||767 214000571



33 憲法読本 第4版(岩波ジュニア新書:768) 杉原泰雄著 岩波書店 080||Iw||768 214000572

34
平安女子の楽しい!生活(岩波ジュニア新
書:772)

川村裕子著 岩波書店 080||Iw||772 214000573

35
開発主義の時代へ : 1972-2014(岩波新書:新
赤版 1253. シリーズ中国近現代史:5)

高原明生, 前田
宏子著

岩波書店 080||Iw||D1253 214000584

36 アベノミクスの終焉(岩波新書:新赤版 1495) 服部茂幸著 岩波書店 080||Iw||D1495 214000585

37 ものの言いかた西東(岩波新書:新赤版 1496)
小林隆, 澤村美
幸著

岩波書店 080||Iw||D1496 214000586

38
食と農でつなぐ : 福島から(岩波新書:新赤版
1497)

塩谷弘康, 岩崎
由美子著

岩波書店 080||Iw||D1497 214000587

39
日米「核」同盟 : 原爆、核の傘、フクシマ(岩波
新書:新赤版 1498)

太田昌克著 岩波書店 080||Iw||D1498 214000588

40
どうする世界のリーダー? : 新たな東西冷戦(角
川SSC新書:221. 知らないと恥をかく世界の大
問題:5)

池上彰著 KADOKAWA 080||Ka||221 214000543

41 ツカむ!話術(角川oneテーマ21:D-19)
パトリック・ハー
ラン [著]

KADOKAWA 080||Ka||D-19 214000548

42
愛と暴力の戦後とその後(講談社現代新
書:2246)

赤坂真理著 講談社 080||Ko||2246 214000569

43 絶望の裁判所(講談社現代新書:2250) 瀬木比呂志著 講談社 080||Ko||2250 214000499

44 社会保障亡国論(講談社現代新書:2253) 鈴木亘著 講談社 080||Ko||2253 214000500

45 教育の力(講談社現代新書:2254) 苫野一徳著 講談社 080||Ko||2254 214000501

46
歴史家が見る現代世界(講談社現代新
書:2257)

入江昭著 講談社 080||Ko||2257 214000502

47
変わった世界変わらない日本(講談社現代新
書:2261)

野口悠紀雄著 講談社 080||Ko||2261 214000503

48
生命誕生 : 地球史から読み解く新しい生命像
(講談社現代新書:2262)

中沢弘基著 講談社 080||Ko||2262 214000504

49 ナショナリズム入門(講談社現代新書:2263) 植村和秀著 講談社 080||Ko||2263 214000505



50 第一次世界大戦と日本(講談社現代新書:2266) 井上寿一著 講談社 080||Ko||2266 214000506

51 生命のからくり(講談社現代新書:2268) 中屋敷均著 講談社 080||Ko||2268 214000507

52
君の働き方に未来はあるか? : 労働法の限界
と、これからの雇用社会(光文社新書:676)

大内伸哉著 光文社 080||Ko||676 214000551

53
高学歴女子の貧困 : 女子は学歴で「幸せ」にな
れるか?(光文社新書:681)

大理奈穂子 [ほ
か] 著

光文社 080||Ko||681 214000561

54
違和感から始まる社会学 : 日常性のフィールド
ワークへの招待(光文社新書:690)

好井裕明著 光文社 080||Ko||690 214000537

55
文章ベタな人のための論文・レポートの授業(光
文社新書:697)

古郡廷治著 光文社 080||Ko||697 214000535

56
知性を磨く : 「スーパージェネラリスト」の時代
(光文社新書:698)

田坂広志著 光文社 080||Ko||698 214000536

57
転換期の日本へ : 「パックス ・ アメリカーナ」か
「パックス ・ アジア」か(NHK出版新書:423)

ジョン・W.ダワー,
ガバン・マコー
マック著/明田川
融, 吉永ふさ子

NHK出版 080||Nh||423 214000528

58 ネグリ、日本と向き合う(NHK出版新書:430)
アントニオ・ネグ
リほか著/三浦
信孝訳

NHK出版 080||Nh||430 214000529

59
おとなの教養 : 私たちはどこから来て、どこへ
行くのか?(NHK出版新書:431)

池上彰著 NHK出版 080||Nh||431 214000530

60 知の英断(NHK出版新書:432)

ジミー・カーター
[ほか] 著/吉成真
由美インタビュー・
編

NHK出版 080||Nh||432 214000531

61 テレビが伝えない憲法の話(PHP新書:920) 木村草太著 PHP研究所 080||Ph||920 214000544

62
資本主義の終焉と歴史の危機(集英社新
書:0732A)

水野和夫著 集英社 080||Sh||0732 214000538

63 非線形科学同期する世界(集英社新書:0737G) 蔵本由紀著 集英社 080||Sh||0737 214000539

64
あの歌詞は、なぜ心に残るのか : Jポップの日
本語力(祥伝社新書:355)

山田敏弘 [著] 祥伝社 080||Sh||355 214000563

65 京都から大学を変える(祥伝社新書:362) 松本紘 [著] 祥伝社 080||Sh||362 214000542

66 東大教授(新潮新書:560) 沖大幹著 新潮社 080||Sh||560 214000552



67 だから日本はズレている(新潮新書:566) 古市憲寿 [著] 新潮社 080||Sh||566 214000541

68 「超常現象」を本気で科学する(新潮新書:571) 石川幹人著 新潮社 080||Sh||571 214000599

69
その「つぶやき」は犯罪です : 知らないとマズい
ネットの法律知識(新潮新書:572)

神田芳明 [ほ
か] 著

新潮社 080||Sh||572 214000553

70
歌と宗教 : 歌うこと。そして祈ること(ポプラ新
書:020)

鎌田東二著 ポプラ社 160.4||Ka 214000554

71 ポケット教育小六法 2014年版
教職研究会編
集

溪水社
373.22||Po||201
4

214000555
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