
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 死ぬほど読書 (幻冬舎新書:461, に-5-1) 丹羽宇一郎著 幻冬舎 080||Ge||461 217003475

2
これからの日本、これからの教育 (ちくま新
書:1288)

前川喜平, 寺脇
研著

筑摩書房 080||Ch||1288 217003480

3
大学大倒産時代 : 都会で消える大学、地方
で伸びる大学 (朝日新書:627)

木村誠著 朝日新聞出版 080||As||627 217003481

4
オックスフォードからの警鐘 : グローバル化
時代の大学論 (中公新書ラクレ:587)

苅谷剛彦著 中央公論新社 080||Ch||587 217003482

5
データ分析の力 : 因果関係に迫る思考法
(光文社新書:878)

伊藤公一朗著 光文社 080||Ko||878 217003483

6
日本史の内幕 : 戦国女性の素顔から幕末・
近代の謎まで (中公新書:2455)

磯田道史著 中央公論新社 080||Ch||2455 217003484

7
名門校「武蔵」で教える東大合格より大事な
こと (集英社新書:0897E)

おおたとしまさ
著

集英社 080||Sh||0897 217003485

8
観応の擾乱 : 室町幕府を二つに裂いた足
利尊氏・直義兄弟の戦い (中公新書:2443)

亀田俊和著 中央公論新社 080||Ch||2443 217003486

9
兼好法師 : 徒然草に記されなかった真実
(中公新書:2463)

小川剛生著 中央公論新社 080||Ch||2463 217003487

10
帝国大学 : 近代日本のエリート育成装置
(中公新書:2424)

天野郁夫著 中央公論新社 080||Ch||2424 217003488

11
消費大陸アジア : 巨大市場を読みとく (ちくま
新書:1277)

川端基夫著 筑摩書房 080||Ch||1277 217003489

12
系統樹や生態から見た進化 (ブルーバック
ス:B-1992. カラー図解進化の教科書:第3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||1992 217003490

13 統計は暴走する (中公新書ラクレ:594) 佐々木彈著 中央公論新社 080||Ch||594 217003491

14
人口減少時代の土地問題 : 「所有者不明化」
と相続、空き家、制度のゆくえ (中公新
書:2446)

吉原祥子著 中央公論新社 080||Ch||2446 217003492

新書新着リスト（３月分）



15
ほんとうの憲法 : 戦後日本憲法学批判 (ちく
ま新書:1267)

篠田英朗著 筑摩書房 080||Ch||1267 217003493

16 朝鮮思想全史 (ちくま新書:1292) 小倉紀蔵著 筑摩書房 080||Ch||1292 217003494

17
入門公共政策学 : 社会問題を解決する「新し
い知」 (中公新書:2439)

秋吉貴雄著 中央公論新社 080||Ch||2439 217003495

18
アベノミクスによろしく (インターナショナル新
書:014)

明石順平著
集英社インターナ
ショナル/集英社
(発売)

080||In||014 217003496

19
トラクターの世界史 : 人類の歴史を変えた「鉄
の馬」たち (中公新書:2451)

藤原辰史著 中央公論新社 080||Ch||2451 217003497

20 英語の品格 (インターナショナル新書:012)
ロッシェル・カッ
プ, 大野和基著

集英社インターナ
ショナル/集英社
(発売)

080||In||012 217003498

21
プロテスタンティズム : 宗教改革から現代政
治まで (中公新書:2423)

深井智朗著 中央公論新社 080||Ch||2423 217003499

22
蒙古襲来と神風 : 中世の対外戦争の真実
(中公新書:2461)

服部英雄著 中央公論新社 080||Ch||2461 217003500

23
闘う文豪とナチス・ドイツ : トーマス・マンの亡
命日記 (中公新書:2448)

池内紀著 中央公論新社 080||Ch||2448 217003501

24
都市と野生の思考 (インターナショナル新
書:013)

鷲田清一, 山極
寿一著

集英社インターナ
ショナル/集英社
(発売)

080||In||013 217003502

25
物語ポーランドの歴史 : 東欧の「大国」の苦難
と再生 (中公新書:2445)

渡辺克義著 中央公論新社 080||Ch||2445 217003503

26 自民党 : 「一強」の実像 (中公新書:2428) 中北浩爾著 中央公論新社 080||Ch||2428 217003504

27
まねる力 : 模倣こそが創造である (朝日新
書:628)

齋藤孝著 朝日新聞出版 080||As||628 217003505

28
バルカン : 「ヨーロッパの火薬庫」の歴史 (中
公新書:2440)

マーク・マゾ
ワー著/井上廣
美訳

中央公論新社 080||Ch||2440 217003506

29
すごい進化 : 「一見すると不合理」の謎を解く
(中公新書:2433)

鈴木紀之著 中央公論新社 080||Ch||2433 217003507



30 ハプスブルク帝国 (講談社現代新書:2442) 岩崎周一著 講談社 080||Ko||2442 217003508

31
物語オランダの歴史 : 大航海時代から「寛容」
国家の現代まで (中公新書:2434)

桜田美津夫著 中央公論新社 080||Ch||2434 217003509

32
世界の名作数理パズル100 : 推理力・直観力
を鍛える (ブルーバックス:B-2039)

中村義作著 講談社 080||Bu||2039 217003510

33
競争社会の歩き方 : 自分の「強み」を見つけ
るには (中公新書:2447)

大竹文雄著 中央公論新社 080||Ch||2447 217003511

34
海賊の世界史 : 古代ギリシアから大航海時
代、現代ソマリアまで (中公新書:2442)

桃井治郎著 中央公論新社 080||Ch||2442 217003512

35 僕らの社会主義 (ちくま新書:1265)
國分功一郎, 山
崎亮著

筑摩書房 080||Ch||1265 217003513

36 スノーデン日本への警告 (集英社新書:0876A)
エドワード・ス
ノーデン [ほか]
著

集英社 080||Sh||0876 217003514

37 遺言。 (新潮新書:740) 養老孟司著 新潮社 080||Sh||740 217003515

38 日本の人類学 (ちくま新書:1291)
山極寿一, 尾本
恵市著

筑摩書房 080||Ch||1291 217003516

39
ナチスの「手口」と緊急事態条項 (集英社新
書:0896A)

長谷部恭男, 石
田勇治著

集英社 080||Sh||0896 217003517

40
リーダーを通して見る戦争への道 (ちくま新
書:1266. 昭和史講義:3)

筒井清忠編 筑摩書房 080||Ch||1266 217003518

41
現代暗号入門 : いかにして秘密は守られるの
か (ブルーバックス:B-2035)

神永正博著 講談社 080||Bu||2035 217003519

42
イスラームの歴史 : 1400年の軌跡 (中公新
書:2453)

カレン・アームス
トロング著/小林
朋則訳

中央公論新社 080||Ch||2453 217003520

43
閉じてゆく帝国と逆説の21世紀経済 (集英社
新書:0883A)

水野和夫著 集英社 080||Sh||0883 217003521

44
自閉症の世界 : 多様性に満ちた内面の真実
(ブルーバックス:B-2014)

スティーブ・シル
バーマン著/正高信
男, 入口真夕子訳

講談社 080||Bu||2014 217003522



45
DNAの98%は謎 : 生命の鍵を握る「非コード
DNA」とは何か (ブルーバックス:B-2034)

小林武彦著 講談社 080||Bu||2034 217003523

46 経済学講義 (ちくま新書:1276) 飯田泰之著 筑摩書房 080||Ch||1276 217003524

47 ドキュメント日本会議 (ちくま新書:1253) 藤生明著 筑摩書房 080||Ch||1253 217003525

48
物語フィンランドの歴史 : 北欧先進国「バルト
海の乙女」の800年 (中公新書:2456)

石野裕子著 中央公論新社 080||Ch||2456 217003526

49
睡眠の科学 : なぜ眠るのかなぜ目覚めるの
か 改訂新版 (ブルーバックス:B-2026)

櫻井武著 講談社 080||Bu||2026 217003527

50
脳の意識機械の意識 : 脳神経科学の挑戦
(中公新書:2460)

渡辺正峰著 中央公論新社 080||Ch||2460 217003528

51
不平等を考える : 政治理論入門 (ちくま新
書:1241)

齋藤純一著 筑摩書房 080||Ch||1241 217003529

52
戦争調査会 : 幻の政府文書を読み解く (講談
社現代新書:2453)

井上寿一著 講談社 080||Ko||2453 217003530

53
労働者階級の反乱 : 地べたから見た英国EU
離脱 (光文社新書:912)

ブレイディみか
こ著

光文社 080||Ko||912 217003532

54
斎宮 : 伊勢斎王たちの生きた古代史 (中公新
書:2452)

榎村寛之著 中央公論新社 080||Ch||2452 217003533

55 現代中国入門 (ちくま新書:1258) 光田剛編 筑摩書房 080||Ch||1258 217003534

56
重力波で見える宇宙のはじまり : 「時空のゆ
がみ」から宇宙進化を探る (ブルーバック
ス:B-2027)

ピエール・ビネト
リュイ著/岡田
好惠訳

講談社 080||Bu||2027 217003535

57
海に沈んだ大陸の謎 : 最新科学が解き明か
す激動の地球史 (ブルーバックス:B-2021)

佐野貴司著 講談社 080||Bu||2021 217003536

58
文部省の研究 : 「理想の日本人像」を求めた
百五十年 (文春新書:1129)

辻田真佐憲著 文藝春秋 080||Bu||1129 217003537

59
紀元前の世界 (ちくま新書:1287-1. 人類5000
年史:1)

出口治明著 筑摩書房 080||Ch||1287-1 217003538



60 現代思想の名著30 (ちくま新書:1259) 仲正昌樹著 筑摩書房 080||Ch||1259 217003539

61
珈琲 (コーヒー) の世界史 (講談社現代新
書:2445)

旦部幸博著 講談社 080||Ko||2445 217003540

62
フランス現代史隠された記憶 : 戦争のタブー
を追跡する (ちくま新書:1278)

宮川裕章著 筑摩書房 080||Ch||1278 217003541

63
アジア辺境論 : これが日本の生きる道 (集英
社新書:0893A)

内田樹, 姜尚中
著

集英社 080||Sh||0893 217003542

64
ハイデガー『存在と時間』入門 (講談社現代新
書:2437)

轟孝夫著 講談社 080||Ko||2437 217003543

65 入門ユダヤ思想 (ちくま新書:1272) 合田正人著 筑摩書房 080||Ch||1272 217003544

66
「香り」の科学 : 匂いの正体からその効能まで
(ブルーバックス:B-2020)

平山令明著 講談社 080||Bu||2020 217003545

67 日本経済入門 (講談社現代新書:2416) 野口悠紀雄著 講談社 080||Ko||2416 217003546

68
ロマン主義、印象派、ゴッホ 増補版 (中公新
書:385. 近代絵画史 : カラー版:上)

高階秀爾著 中央公論新社 080||Ch||385 217003547

69
歴史に「何を」学ぶのか (ちくまプリマー新
書:282)

半藤一利著 筑摩書房 080||Ch||282 217003548

70
先生は教えてくれない大学のトリセツ (ちくま
プリマー新書:277)

田中研之輔著 筑摩書房 080||Ch||277 217003549

71 縮小ニッポンの衝撃 (講談社現代新書:2436)
NHKスペシャル
取材班著

講談社 080||Ko||2436 217003550

72
アルツハイマー病は「脳の糖尿病」 : 2つの
「国民病」を結ぶ驚きのメカニズム (ブルー
バックス:B-2025)

鬼頭昭三, 新郷
明子著

講談社 080||Bu||2025 217003551

73
生物はウイルスが進化させた : 巨大ウイルス
が語る新たな生命像 (ブルーバックス:B-
2010)

武村政春著 講談社 080||Bu||2010 217003552

74
これを知らずに働けますか? : 学生と考える、
労働問題ソボクな疑問30 (ちくまプリマー新
書:281)

竹信三恵子著 筑摩書房 080||Ch||281 217003553



75
なぜと問うのはなぜだろう (ちくまプリマー新
書:287)

吉田夏彦著 筑摩書房 080||Ch||287 217003554

76
知ってはいけない : 隠された日本支配の構造
(講談社現代新書:2439)

矢部宏治著 講談社 080||Ko||2439 217003555

77 人間の経済 (新潮新書:713) 宇沢弘文著 新潮社 080||Sh||713 217003556

78
地政学入門 : 外交戦略の政治学 改版 (中公
新書:721)

曽村保信著 中央公論新社 080||Ch||721 217003557

79
縄文とケルト : 辺境の比較考古学 (ちくま新
書:1255)

松木武彦著 筑摩書房 080||Ch||1255 217003558

80 戦争と農業 (インターナショナル新書:015) 藤原辰史著
集英社インター
ナショナル

080||In||015 217003559

81
世紀末絵画、ピカソ、シュルレアリスム 増補
版 (中公新書:386. 近代絵画史 : カラー版:下)

高階秀爾著 中央公論新社 080||Ch||386 217003560

82
元素118の新知識 : 引いて重宝、読んでおも
しろい (ブルーバックス:B-2028)

桜井弘編 講談社 080||Bu||2028 217003561

83
すべての教育は「洗脳」である : 21世紀の脱・
学校論 (光文社新書:871)

堀江貴文著 光文社 080||Ko||871 217003562

84 死刑 : その哲学的考察 (ちくま新書:1281) 萱野稔人著 筑摩書房 080||Ch||1281 217003563

85
AIが人間を殺す日 : 車、医療、兵器に組み込
まれる人工知能 (集英社新書:0890G)

小林雅一著 集英社 080||Sh||0890 217003564

86
東芝解体 : 電機メーカーが消える日 (講談社
現代新書:2426)

大西康之著 講談社 080||Ko||2426 217003565

87
城の科学 : 個性豊かな天守の「超」技術 (ブ
ルーバックス:B-2038)

萩原さちこ著 講談社 080||Bu||2038 217003566

88 正しい本の読み方 (講談社現代新書:2447) 橋爪大三郎著 講談社 080||Ko||2447 217003567

89 ルポ農業新時代 (中公新書ラクレ:580)
読売新聞経済
部著

中央公論新社 080||Ch||580 217003568



90
折口信夫 : 日本の保守主義者 (中公新
書:2458)

植村和秀著 中央公論新社 080||Ch||2458 217003569

91
佐藤文隆先生の量子論 : 干渉実験・量子もつ
れ・解釈問題 (ブルーバックス:B-2032)

佐藤文隆著 講談社 080||Bu||2032 217003570

92
分解するイギリス : 民主主義モデルの漂流
(ちくま新書:1262)

近藤康史著 筑摩書房 080||Ch||1262 217003571

93
ヨーロッパ文明の起源 : 聖書が伝える古代オ
リエントの世界 (ちくまプリマー新書:288)

池上英洋著 筑摩書房 080||Ch||288 217003573

94
教育とは何? : 日本のエリートはニセモノか
(中公新書ラクレ:595)

尾木直樹, 茂木
健一郎著

中央公論新社 080||Ch||595 217003574

95 縄文の思想 (講談社現代新書:2454) 瀬川拓郎著 講談社 080||Ko||2454 217003575

96
現代日本の地政学 : 13のリスクと地経学の時
代 (中公新書:2450)

日本再建イニシ
アティブ著

中央公論新社 080||Ch||2450 217003576

97
カラー図解古生物たちのふしぎな世界 : 繁栄
と絶滅の古生代3億年史 (ブルーバックス:B-
2018)

土屋健著/田中
源吾協力

講談社 080||Bu||2018 217003577

98
さらば、民主主義 : 憲法と日本社会を問いな
おす (朝日新書:617)

佐伯啓思著 朝日新聞出版 080||As||617 217003578

99
グローバリズムその先の悲劇に備えよ (集英
社新書:0886A)

中野剛志, 柴山
桂太著

集英社 080||Sh||0886 217003579

100 発達障害 (文春新書:1123) 岩波明著 文藝春秋 080||Bu||1123 217003580

101
保育園問題 : 待機児童、保育士不足、建設反
対運動 (中公新書:2429)

前田正子著 中央公論新社 080||Ch||2429 217003581

102 ハーバード日本史教室 (中公新書ラクレ:599)
佐藤智恵著/アン
ドルー・ゴードン
[ほか述]

中央公論新社 080||Ch||599 217003582

103 詭弁論理学 改版 (中公新書:448) 野崎昭弘著 中央公論新社 080||Ch||448 217003583

104
大嘗祭 : 天皇制と日本文化の源流 (中公新
書:2462)

工藤隆著 中央公論新社 080||Ch||2462 217003584



105
世界を動かす巨人たち 経済人編 (集英社新
書:0828A, 0889A)

池上彰著 集英社 080||Sh||0889 217003585

106
知性の顚覆 (てんぷく) : 日本人がバカになっ
てしまう構造 (朝日新書:615)

橋本治著 朝日新聞出版 080||As||615 217003586

107
医療危機 : 高齢社会とイノベーション (中公新
書:2449)

真野俊樹著 中央公論新社 080||Ch||2449 217003587

108 マクロ経済学の核心 (光文社新書:889) 飯田泰之著 光文社 080||Ko||889 217003588

109 純文学とは何か (中公新書ラクレ:604) 小谷野敦著 中央公論新社 080||Ch||604 217003589

110
生命を支えるATPエネルギー : メカニズムか
ら医療への応用まで (ブルーバックス:B-2029)

二井將光著 講談社 080||Bu||2029 217003590

111
ミルクと日本人 : 近代社会の「元気の源」 (中
公新書:2438)

武田尚子著 中央公論新社 080||Ch||2438 217003591

112
名画で読み解くイギリス王家12の物語 (光文
社新書:907)

中野京子著 光文社 080||Ko||907 217003592

113
不死身の特攻兵 : 軍神はなぜ上官に反抗し
たか (講談社現代新書:2451)

鴻上尚史著 講談社 080||Ko||2451 217003665

114
健康格差 : あなたの寿命は社会が決める (講
談社現代新書:2452)

NHKスペシャル
取材班著

講談社 080||Ko||2452 217003666

115 大魔神の精神史 (角川oneテーマ21:B-136)
小野俊太郎
[著]

角川書店/角川グ
ループパブリッシ
ング (発売)

080||Ka||B-136 217003716

116
人口減少と社会保障 : 孤立と縮小を乗り越え
る (中公新書:2454)

山崎史郎著 中央公論新社 080||Ch||2454 217003722

117 藤井聡太はAIに勝てるか? (光文社新書:939) 松本博文著 光文社 080||Ko||939 217003726


