
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
英EU離脱の衝撃 (日経プレミアシリー
ズ:321)

菅野幹雄著
日本経済新聞
出版社

080||Ni||321 216001672

2
マンガ「解析学」超入門 : 微分積分の本質を
理解する (ブルーバックス:B-1973)

ラリー・ゴニック
著・絵/鍵本聡,
坪井美佐訳

講談社 080||Bu||1973 216001674

3 社会学講義 (ちくま新書:1205)
橋爪大三郎
[ほか] 著

筑摩書房 080||Ch||1205 216001747

4
経済数学の直観的方法 マクロ経済学編 (ブ
ルーバックス:B-1984)

長沼伸一郎著 講談社 080||Bu||1984 216001748

5
シベリア出兵 : 近代日本の忘れられた七年
戦争 (中公新書:2393)

麻田雅文著 中央公論新社 080||Ch||2393 216001749

6
周 : 理想化された古代王朝 (中公新
書:2396)

佐藤信弥著 中央公論新社 080||Ch||2396 216001750

7
難民問題 : イスラム圏の動揺、EUの苦悩、
日本の課題 (中公新書:2394)

墓田桂著 中央公論新社 080||Ch||2394 216001751

8 銀の世界史 (ちくま新書:1206) 祝田秀全著 筑摩書房 080||Ch||1206 216001752

9
日本震災史 : 復旧から復興への歩み (ちく
ま新書:1210)

北原糸子著 筑摩書房 080||Ch||1210 216001753

10
重力波とはなにか : 「時空のさざなみ」が拓
く新たな宇宙論 (ブルーバックス:B-1983)

安東正樹著 講談社 080||Bu||1983 216001754

11
東大VS京大 : その"実力"を比較する (祥伝
社新書:479)

橘木俊詔 [著] 祥伝社 080||Sh||479 216001755

12 自民党と創価学会 (集英社新書:0835A) 佐高信著 集英社 080||Sh||0835 216001928

13
資本主義の克服 : 「共有論」で社会を変える
(集英社新書:0777A)

金子勝著 集英社 080||Sh||0777 216001982

14
戦後政治を終わらせる : 永続敗戦の、その
先へ (NHK出版新書:485)

白井聡著 NHK出版 080||Nh||485 216001983

新書新着リスト（１１月分）



15 「憲法改正」の真実 (集英社新書:0826A)
樋口陽一, 小林
節著

集英社 080||Sh||0826 216001990

16 安倍「壊憲」を撃つ (平凡社新書:789)
小林節, 佐高信
著

平凡社 080||He||789 216001991

17 ひきこもる女性たち (ベスト新書:510) 池上正樹著 ベストセラーズ 080||Be||510 216002018

18
若者は、選挙に行かないせいで、四〇〇〇
万円も損してる!? (ディスカヴァー携書:036.
35歳くらいまでの政治リテラシー養成講座)

森川友義 [著]
ディスカ
ヴァー・トゥエン
ティワン

080||Di||036 216002071

19
愛国と信仰の構造 : 全体主義はよみがえる
のか (集英社新書:0822A)

中島岳志, 島薗
進著

集英社 080||Sh||0822 216002072

20
「反戦・脱原発リベラル」はなぜ敗北するの
か (ちくま新書:1168)

浅羽通明著 筑摩書房 080||Ch||1168 216002074

21 憲法という希望 (講談社現代新書:2387) 木村草太著 講談社 080||Ko||2387 216002175

22
理系のための英語論文執筆ガイド : ネイ
ティブとの発想のズレはどこか? (ブルーバッ
クス:B-1364)

原田豊太郎著 講談社 080||Bu||1364 216002187

23
アルファ碁はなぜ人間に勝てたのか (ベスト
新書:530)

斉藤康己著 ベストセラーズ 080||Be||530 216002319

24
基礎から学ぶ機械工作 : キカイをつくって動
かす実践的ものづくり学の工作編 (サイエン
ス・アイ新書:SIS-322)

門田和雄著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||322 216002398

25
基礎から学ぶ機械設計 : キカイをつくって動
かす実践的ものづくり学の設計編 (サイエン
ス・アイ新書:SIS-288)

門田和雄著
ソフトバンククリ
エイティブ

080||Sa||288 216002399

26
基礎から学ぶ機械製図 : 3Dプリンタを扱う
ための3D CAD製図法 (サイエンス・アイ新
書:SIS-347)

門田和雄著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||347 216002400

27
中東から世界が崩れる : イランの復活、サ
ウジアラビアの変貌 (NHK出版新書:490)

高橋和夫著 NHK出版 080||Nh||490 216002535

28
問題は英国ではない、EUなのだ : 21世紀の
新・国家論 (文春新書:1093)

エマニュエル・
トッド著/堀茂
樹訳

文藝春秋 080||Bu||1093 216002644

29
古墳の古代史 : 東アジアのなかの日本 (ち
くま新書:1207)

森下章司著 筑摩書房 080||Ch||1207 216002645



30
ショパン・コンクール : 最高峰の舞台を読み
解く (中公新書:2395)

青柳いづみこ
著

中央公論新社 080||Ch||2395 216002679
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