
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
給食費未納 : 子どもの貧困と食生活格差
(光文社新書:842)

鳫咲子著 光文社 080||Ko||842 216004189

2
「ココロ」の経済学 : 行動経済学から読み解
く人間のふしぎ (ちくま新書:1228)

依田高典著 筑摩書房 080||Ch||1228 216004199

3 奨学金が日本を滅ぼす (朝日新書:604) 大内裕和著 朝日新聞出版 080||As||604 216004210

4
人工知能はいかにして強くなるのか? : 対戦
型AIで学ぶ基本のしくみ (ブルーバック
ス:B-2001)

小野田博一著 講談社 080||Bu||2001 216004217

5
正しいマラソン : どうすれば走り続けられる
か?タイムを縮めるロジックとは? (サイエン
ス・アイ新書:SIS-372)

金哲彦編著/山本
正彦, 河合美香, 山
下佐知子著

SBクリエイティ
ブ

080||Sa||372 216004218

6
すべての疲労は脳が原因 [1] (集英社新
書:0829I, 0861I)

梶本修身著 集英社 080||Sh||0829 216004226

7 縄文人に学ぶ (新潮新書:524) 上田篤著 新潮社 080||Sh||524 216004227

8
免疫が挑むがんと難病 : 現代免疫物語
beyond (ブルーバックス:B-1955)

岸本忠三, 中嶋
彰著

講談社 080||Bu||1955 216004235

9
理系のための法律入門 : デキる社会人に
不可欠な知識と倫理 第2版 (ブルーバック
ス:B-1958)

井野邊陽著 講談社 080||Bu||1958 216004236

10
脳からみた自閉症 : 「障害」と「個性」のあい
だ (ブルーバックス:B-1964)

大隅典子著 講談社 080||Bu||1964 216004237

11
聖地巡礼 : 世界遺産からアニメの舞台まで
(中公新書:2306)

岡本亮輔著 中央公論新社 080||Ch||2306 216004261

12 イスラーム国の衝撃 (文春新書:1013) 池内恵著 文藝春秋 080||Bu||1013 216004263

13
ポピュリズムとは何か : 民主主義の敵か、
改革の希望か (中公新書:2410)

水島治郎著 中央公論新社 080||Ch||2410 216004308

14
進化の理論 (ブルーバックス:B-1991. カラー
図解進化の教科書:第2巻)

カール・ジンマー, ダグ
ラス・J・エムレン著/更
科功, 石川牧子, 国友
良樹訳

講談社 080||Bu||1991 216004310

新書新着リスト（３月分）



15
アメリカの大学の裏側 : 「世界最高水準」は
危機にあるのか? (朝日新書:603)

アキ・ロバーツ,
竹内洋著

朝日新聞出版 080||As||603 216004317

16
日本人の9割が間違える英語表現100 (ちく
ま新書:1230)

キャサリン・A・
クラフト著/里
中哲彦編訳

筑摩書房 080||Ch||1230 216004318

17
日本列島100万年史 : 大地に刻まれた壮大
な物語 (ブルーバックス:B-2000)

山崎晴雄, 久保
純子著

講談社 080||Bu||2000 216004319

18
トルコ現代史 : オスマン帝国崩壊からエルド
アンの時代まで (中公新書:2415)

今井宏平著 中央公論新社 080||Ch||2415 216004320

19 アレント入門 (ちくま新書:1229) 中山元著 筑摩書房 080||Ch||1229 216004321

20
科学報道の真相 : ジャーナリズムとマスメ
ディア共同体 (ちくま新書:1231)

瀬川至朗著 筑摩書房 080||Ch||1231 216004322

21
進化論の最前線 (インターナショナル新
書:002)

池田清彦著
集英社インターナ
ショナル/集英社
(発売)

080||In||002 216004323

22 知の仕事術 (インターナショナル新書:001) 池澤夏樹著
集英社インターナ
ショナル/集英社
(発売)

080||In||001 216004324

23
書く力 : 私たちはこうして文章を磨いた (朝
日新書:600)

池上彰, 竹内政
明著

朝日新聞出版 080||As||600 216004325

24
見てわかるDNAのしくみ : DVD&図解 (ブ
ルーバックス:B-1582)

工藤光子, 中村
桂子著

講談社 080||Bu||1582 216004326

25
下り坂をそろそろと下る (講談社現代新
書:2363)

平田オリザ著 講談社 080||Ko||2363 216004338

26
電磁気学のABC : やさしい回路から「場」の
考え方まで (ブルーバックス:B-728)

福島肇著 講談社 080||Bu||728 216004339

27 韓国「反日」の真相 (文春新書:1007) 澤田克己著 文藝春秋 080||Bu||1007 216004394

28 危うし!小学校英語 (文春新書:509) 鳥飼玖美子著 文藝春秋 080||Bu||509 216004396

29 ゴジラとエヴァンゲリオン (新潮新書:677) 長山靖生著 新潮社 080||Sh||677 216004397



30
「イスラム国」はテロの元凶ではない : グ
ローバル・ジハードという幻想 (集英社新
書:0862B)

川上泰徳著 集英社 080||Sh||0862 216004403

31
公務員ってなんだ? : 最年少市長が見た地
方行政の真実 (ワニブックス「Plus」新
書:090)

熊谷俊人著 ワニブックス 080||Wa||090 216004407

32 地方議会を再生する (集英社新書:0873A) 相川俊英著 集英社 080||Sh||0873 216004408


