
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
新・戦争論 : 僕らのインテリジェンスの磨き方
(文春新書:1000)

池上彰, 佐藤優
著

文藝春秋 080||Bu||1000 214003407

2
生態学(ブルーバックス:B-1876. カラー図解アメ
リカ版大学生物学の教科書:第5巻)

D・サダヴァ他著
/石崎泰樹, 斎
藤成也監訳

講談社 080||Bu||1876 214003400

3
非ユークリッド幾何の世界 : 幾何学の原点をさ
ぐる : 新装版(ブルーバックス:B-1880)

寺阪英孝著 講談社 080||Bu||1880 214003421

4
プログラミング20言語習得法 : 初心者のための
実践独習ガイド(ブルーバックス:B-1881)

小林健一郎著 講談社 080||Bu||1881 214003412

5
「ネイティブ発音」科学的上達法 : おどろきのス
トレッチ式発声術(ブルーバックス:B-1882)

藤田佳信著 講談社 080||Bu||1882 214003376

6
川はどうしてできるのか : 地形のミステリーツ
アーへようこそ(ブルーバックス:B-1885)

藤岡換太郎著 講談社 080||Bu||1885 214003414

7
直感を裏切る数学 : 「思い込み」にだまされな
い数学的思考法(ブルーバックス:B-1888)

神永正博著 講談社 080||Bu||1888 214003413

8
ようこそ「多変量解析」クラブへ : 何をどう計算
するのか(ブルーバックス:B-1890)

小野田博一著 講談社 080||Bu||1890 214003417

9
Raspberry Piで学ぶ電子工作 : 超小型コン
ピュータで電子回路を制御する(ブルーバック
ス:B-1891)

金丸隆志著 講談社 080||Bu||1891 214003343

10
もじれる社会  : 戦後日本型循環モデルを超え
て(ちくま新書:1091)

本田由紀著 筑摩書房 080||Ch||1091 214003404

11 幕末史(ちくま新書:1096) 佐々木克著 筑摩書房 080||Ch||1096 214003348

12
物語ベルギーの歴史 : ヨーロッパの十字路(中
公新書:2279)

松尾秀哉著 中央公論新社 080||Ch||2279 214003409

13
怨霊とは何か : 菅原道真・平将門・崇徳院(中
公新書:2281)

山田雄司著 中央公論新社 080||Ch||2281 214003418

14
日本政治とメディア : テレビの登場からネット時
代まで(中公新書:2283)

逢坂巌著 中央公論新社 080||Ch||2283 214003408

15 言論抑圧 : 矢内原事件の構図(中公新書:2284) 将基面貴巳著 中央公論新社 080||Ch||2284 214003410

16
日本ミステリー小説史 : 黒岩涙香から松本清
張へ(中公新書:2285)

堀啓子著 中央公論新社 080||Ch||2285 214003346

新書新着リスト（２月分）



17
日本銀行と政治 : 金融政策決定の軌跡(中公
新書:2287)

上川龍之進著 中央公論新社 080||Ch||2287 214003419

18
フランクフルト学派 : ホルクハイマー、アドルノ
から21世紀の「批判理論」へ(中公新書:2288)

細見和之著 中央公論新社 080||Ch||2288 214003403

19
教養としての宗教入門 : 基礎から学べる信仰と
文化(中公新書:2293)

中村圭志著 中央公論新社 080||Ch||2293 214003416

20
天災から日本史を読みなおす : 先人に学ぶ防
災(中公新書:2295)

磯田道史著 中央公論新社 080||Ch||2295 214003415

21
福井県の学力・体力がトップクラスの秘密(中公
新書ラクレ:508)

志水宏吉, 前馬
優策編著

中央公論新社 080||Ch||508 214003377

22 古典和歌入門(岩波ジュニア新書:775) 渡部泰明著 岩波書店 080||Iw||775 214003345

23
村 : 百姓たちの近世(岩波新書:新赤版 1523.
シリーズ日本近世史:2)

水本邦彦著 岩波書店 080||Iw||D1523 214003399

24 被災弱者(岩波新書:新赤版 1530) 岡田広行著 岩波書店 080||Iw||D1530 214003397

25
袁世凱 : 現代中国の出発(岩波新書:新赤版
1531)

岡本隆司著 岩波書店 080||Iw||D1531 214003398

26
朝鮮と日本に生きる : 済州島から猪飼野へ(岩
波新書:新赤版 1532)

金時鐘著 岩波書店 080||Iw||D1532 214003394

27 子どもと本(岩波新書:新赤版 1533) 松岡享子著 岩波書店 080||Iw||D1533 214003395

28 桜(岩波新書:新赤版 1534) 勝木俊雄著 岩波書店 080||Iw||D1534 214003393

29 医と人間(岩波新書:新赤版 1535) 井村裕夫編 岩波書店 080||Iw||D1535 214003396

30
満州事変(講談社現代新書:2272. 昭和陸軍全
史:1)

川田稔著 講談社 080||Ko||2272 214003378

31 現実脱出論(講談社現代新書:2274) 坂口恭平著 講談社 080||Ko||2274 214003344

32
マックス・ウェーバーを読む(講談社現代新
書:2279)

仲正昌樹著 講談社 080||Ko||2279 214003406

33
デジタルは人間を奪うのか(講談社現代新
書:2283)

小川和也著 講談社 080||Ko||2283 214003347



34 昆虫はすごい(光文社新書:710) 丸山宗利著 光文社 080||Ko||710 214003402

35
女子高生の裏社会 : 「関係性の貧困」に生きる
少女たち(光文社新書:711)

仁藤夢乃著 光文社 080||Ko||711 214003411

36 論文捏造はなぜ起きたのか?(光文社新書:714) 杉晴夫著 光文社 080||Ko||714 214003405

37
日清・日露戦争をどう見るか : 近代日本と朝鮮
半島・中国(NHK出版新書:444)

原朗著 NHK出版 080||Nh||444 214003350

38
ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼 : 巨人たちは
経済政策の混迷を解く鍵をすでに知っていた
(PHP新書:958)

松尾匡著 PHP研究所 080||Ph||958 214003420

39 誰が「知」を独占するのか(集英社新書:0756A) 福井健策著 集英社 080||Sh||0756 214003349

40 沈みゆく大国アメリカ(集英社新書:0763A) 堤未果著 集英社 080||Sh||0763 214003401


