
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
ルポ看護の質 : 患者の命は守られるのか
(岩波新書:新赤版 1614)

小林美希著 岩波書店 080||Iw||D1614 216000549

2 日本会議の研究 (扶桑社新書:212) 菅野完著 扶桑社 080||Fu||212 216000610

3
保守主義とは何か : 反フランス革命から現代
日本まで (中公新書:2378)

宇野重規著 中央公論新社 080||Ch||2378 216000611

4
脳・心・人工知能 : 数理で脳を解き明かす (ブ
ルーバックス:B-1968)

甘利俊一著 講談社 080||Bu||1968 216000612

5
元老 : 近代日本の真の指導者たち (中公新
書:2379)

伊藤之雄著 中央公論新社 080||Ch||2379 216000614

6
研究不正 : 科学者の捏造、改竄、盗用 (中公新
書:2373)

黒木登志夫著 中央公論新社 080||Ch||2373 216000615

7
細胞の中の分子生物学 : 最新・生命科学入門
(ブルーバックス:B-1944)

森和俊著 講談社 080||Bu||1944 216000616

8
不平等との闘い : ルソーからピケティまで (文
春新書:1078)

稲葉振一郎著 文藝春秋 080||Bu||1078 216000617

9
言ってはいけない : 残酷すぎる真実 (新潮新
書:663)

橘玲著 新潮社 080||Sh||663 216000645

10
糖質制限の真実 : 日本人を救う革命的食事法
ロカボのすべて (幻冬舎新書:396)

山田悟著 幻冬舎 080||Ge||396 216000646

11
グーグルマップの社会学 : ググられる地図の正
体 (光文社新書:825)

松岡慧祐著 光文社 080||Ko||825 216000649

12
18歳選挙世代は日本を変えるか (ポプラ新
書:094)

原田曜平著 ポプラ社 080||Po||094 216000679

13 恥をかかないスピーチ力 (ちくま新書:1189) 齋藤孝著 筑摩書房 080||Ch||1189 216000680

14
鳥獣害 : 動物たちと、どう向きあうか (岩波新
書:新赤版 1618)

祖田修著 岩波書店 080||Iw||D1618 216000722

15
やさしい日本語 : 多文化共生社会へ (岩波新
書:新赤版 1617)

庵功雄著 岩波書店 080||Iw||D1617 216000723

16 天下と天朝の中国史 (岩波新書:新赤版 1615) 檀上寛著 岩波書店 080||Iw||D1615 216000724

新書新着リスト（８月分）



17
迫りくる「息子介護」の時代 : 28人の現場から
(光文社新書:682)

平山亮著 光文社 080||Ko||682 216000755

18
身近にある毒植物たち : "知らなかった"ではす
まされない雑草、野菜、草花の恐るべき仕組み
(サイエンス・アイ新書:SIS-359)

森昭彦著 SBクリエイティブ 080||Sa||359 216000788

19
この道を生きる、心臓外科ひとすじ (NHK出版
新書:401)

天野篤著 NHK出版 080||Nh||401 216000800

20
日本会議 : 戦前回帰への情念 (集英社新
書:0842A)

山崎雅弘著 集英社 080||Sh||0842 216000802

21 安保論争 (ちくま新書:1199) 細谷雄一著 筑摩書房 080||Ch||1199 216000803

22
専門研究者が見る戦争への道 (ちくま新
書:1194. 昭和史講義:2)

筒井清忠編 筑摩書房 080||Ch||1194 216000804

23
ビッグデータと人工知能 : 可能性と罠を見極め
る (中公新書:2384)

西垣通著 中央公論新社 080||Ch||2384 216000805

24
戦争の社会学 : はじめての軍事・戦争入門 (光
文社新書:827)

橋爪大三郎著 光文社 080||Ko||827 216000806

25 政府はもう嘘をつけない (角川新書:[K-89]) 堤未果[著] KADOKAWA 080||Ka||K-89 216000807

26
革新自治体 : 熱狂と挫折に何を学ぶか (中公
新書:2385)

岡田一郎著 中央公論新社 080||Ch||2385 216000808

27
結婚と家族のこれから : 共働き社会の限界 (光
文社新書:824)

筒井淳也著 光文社 080||Ko||824 216000809

28
「野党」論 : 何のためにあるのか (ちくま新
書:1195)

吉田徹著 筑摩書房 080||Ch||1195 216000810

29
悪意の心理学 : 悪口、嘘、ヘイト・スピーチ (中
公新書:2386)

岡本真一郎著 中央公論新社 080||Ch||2386 216000811

30
天文学者たちの江戸時代 : 暦・宇宙観の大転
換 (ちくま新書:1198)

嘉数次人著 筑摩書房 080||Ch||1198 216000812

31
戦艦武蔵 : 忘れられた巨艦の航跡 (中公新
書:2387)

一ノ瀬俊也著 中央公論新社 080||Ch||2387 216000813

32
「18歳選挙権」で社会はどう変わるか (集英社
新書:0838B)

林大介著 集英社 080||Sh||0838 216000826
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