
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
下流老人 : 一億総老後崩壊の衝撃(朝日新
書:520)

藤田孝典著 朝日新聞出版 080||As||520 215001976

2
地球を突き動かす超巨大火山 : 新しい「地球
学」入門(ブルーバックス:B-1925)

佐野貴司著 講談社 080||Bu||1925 215001860

3
確率を攻略する : ギャンブルから未来を決め
る最新理論まで(ブルーバックス:B-1927)

小島寛之著 講談社 080||Bu||1927 215001864

4
直感を裏切るデザイン・パズル : 脳と勝負す
る(ブルーバックス:B-1928)

馬場雄二著 講談社 080||Bu||1928 215001922

5
心臓の力 : 休めない臓器はなぜ「それ」を宿
したのか(ブルーバックス:B-1929)

柿沼由彦著 講談社 080||Bu||1929 215001859

6
薬学教室へようこそ : いのちを守るクスリを
知る旅(ブルーバックス:B-1931)

二井將光編著 講談社 080||Bu||1931 215001858

7
若い人に語る戦争と日本人(ちくまプリマー新
書:086)

保阪正康著 筑摩書房 080||Ch||086 215002033

8
平和のための戦争論 : 集団的自衛権は何を
もたらすのか?(ちくま新書:1111)

植木千可子著 筑摩書房 080||Ch||1111 215002034

9 平和憲法の深層(ちくま新書:1122) 古関彰一著 筑摩書房 080||Ch||1122 215001785

10
たたかう植物 : 仁義なき生存戦略(ちくま新
書:1137)

稲垣栄洋著 筑摩書房 080||Ch||1137 215001851

11
ルポ過労社会 : 八時間労働は岩盤規制か
(ちくま新書:1138)

中澤誠著 筑摩書房 080||Ch||1138 215001855

12
無学問のすすめ : 自分の頭で考える思想入
門(ちくま新書:1139)

伊東祐吏著 筑摩書房 080||Ch||1139 215001854

13
がん幹細胞の謎にせまる : 新時代の先端が
ん治療へ(ちくま新書:1140)

山崎裕人著 筑摩書房 080||Ch||1140 215001865

14 告発の正義(ちくま新書:1142) 郷原信郎著 筑摩書房 080||Ch||1142 215001919

15
チェ・ゲバラ : 旅、キューバ革命、ボリビア(中
公新書:2330)

伊高浩昭著 中央公論新社 080||Ch||2330 215001863

16
廃線紀行 : もうひとつの鉄道旅 : カラー版(中
公新書:2331)

梯久美子著 中央公論新社 080||Ch||2331 215001975

新書新着リスト（１０月分）



17 創生戦略篇(中公新書:2333. 地方消滅)
増田寛也, 冨山
和彦著

中央公論新社 080||Ch||2333 215001852

18
東京鉄道遺産100選 : カラー版(中公新
書:2335)

内田宗治著 中央公論新社 080||Ch||2335 215001862

19 特攻 : 戦争と日本人(中公新書:2337) 栗原俊雄著 中央公論新社 080||Ch||2337 215001866

20
地図で読む「国際関係」入門(ちくまプリマー
新書:239)

眞淳平著 筑摩書房 080||Ch||239 215001857

21
レイチェル・カーソンはこう考えた(ちくまプリ
マー新書:241)

多田満著 筑摩書房 080||Ch||241 215001920

22
本をサクサク読む技術 : 長編小説から翻訳
モノまで(中公新書ラクレ:535)

斎藤孝著 中央公論新社 080||Ch||535 215001856

23 人間の分際(幻冬舎新書:383) 曽野綾子著 幻冬舎 080||Ge||383 215001910

24
カール・ポランニーの経済学入門 : ポスト新
自由主義時代の思想(平凡社新書:784)

若森みどり著 平凡社 080||He||784 215002314

25 イルカ漁は残酷か(平凡社新書:785) 伴野準一著 平凡社 080||He||785 215001921

26 昭和史のかたち(岩波新書:新赤版 1565) 保阪正康著 岩波書店 080||Iw||D1565 215002369

27
検証安倍イズム : 胎動する新国家主義(岩波
新書:新赤版 1566)

柿崎明二著 岩波書店 080||Iw||D1566 215002371

28
生命保険とのつき合い方(岩波新書:新赤版
1567)

出口治明著 岩波書店 080||Iw||D1567 215002368

29 雇用身分社会(岩波新書:新赤版 1568) 森岡孝二著 岩波書店 080||Iw||D1568 215002370

30
ガリレオ裁判 : 400年後の真実(岩波新書:新
赤版 1569)

田中一郎著 岩波書店 080||Iw||D1569 215002367

31
スポーツアナウンサー : 実況の真髄(岩波新
書:新赤版 1570)

山本浩著 岩波書店 080||Iw||D1570 215002366

32
なぜ僕はドキュメンタリーを撮るのか(講談社
現代新書:2113)

想田和弘著 講談社 080||Ko||2113 215002039

33
商店街はいま必要なのか : 「日本型流通」の
近現代史(講談社現代新書:2325)

満薗勇著 講談社 080||Ko||2325 215001979



34
天才のノート術 : 連想が連想を呼ぶマインド
マップ「内山式」超思考法(講談社+α新
書:699-1C)

内山雅人 [著] 講談社 080||Ko||699-1C 215001978

35
人は、誰もが「多重人格」 : 誰も語らなかった
「才能開花の技法」(光文社新書:753)

田坂広志著 光文社 080||Ko||753 215001911

36 昆虫はもっとすごい(光文社新書:772)
丸山宗利, 養老
孟司, 中瀬悠太
著

光文社 080||Ko||772 215001853

37 「うつ」を治す 最新版(PHP新書:956) 大野裕著 PHP研究所 080||Ph||956 215002027

38
ドイツ人はなぜ、1年に150日休んでも仕事が
回るのか(青春新書intelligence:PI-462)

熊谷徹著 青春出版社 080||Se||PI-462 215002435

39
なぜ「あの場所」は犯罪を引き寄せるのか :
見てすぐわかる犯罪地図(青春新書
intelligence:PI-457)

小宮信夫著 青春出版社 080||Se||Pl-457 215002053

40
日本の大問題「10年後」を考える : 「本と新聞
の大学」講義録(集英社新書:0792B)

一色清 [ほか]
著

集英社 080||Sh||0792 215001977

41
科学者は戦争で何をしたか(集英社新
書:0799C)

益川敏英著 集英社 080||Sh||0799 215001882

42 知性とは何か(祥伝社新書:420) 佐藤優 [著] 祥伝社 080||Sh||420 215001861

43
老いへの「ケジメ」 : モタさんの言葉(Wide
shinsho:219)

斎藤茂太著 新講社 114.2||Sa 215001912
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