
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
2100年の世界地図 : アフラシアの時代 (岩波新
書:新赤版 1788)

峯陽一著 岩波書店 080||Iw||D1788 219001249

2 奴隷船の世界史 (岩波新書:新赤版 1789) 布留川正博著 岩波書店 080||Iw||D1789 219001250

3
生きのびるマンション : <二つの老い>をこえて
(岩波新書:新赤版 1790)

山岡淳一郎著 岩波書店 080||Iw||D1790 219001251

4
世界遺産 : 理想と現実のはざまで (岩波新書:新
赤版 1791)

中村俊介著 岩波書店 080||Iw||D1791 219001252

5 短篇小説講義 増補版 (岩波新書:新赤版 1792) 筒井康隆著 岩波書店 080||Iw||D1792 219001253

6
自動運転「戦場」ルポ : ウーバー、グーグル、
日本勢 -- クルマの近未来 (朝日新書:678)

冷泉彰彦著 朝日新聞出版 080||As||678 219001005

7
なぜ「それ」が買われるのか? : 情報爆発時代
に「選ばれる」商品の法則 (朝日新書:698)

博報堂買物研
究所著/山本泰
士執筆

朝日新聞出版 080||As||698 219001006

8
世界を変えるSTEAM人材 : シリコンバレー「デ
ザイン思考」の核心 (朝日新書:702)

ヤング吉原麻里
子, 木島里江著

朝日新聞出版 080||As||702 219001007

9
昭和史の急所 : 戦争・天皇・日本人 (朝日新
書:715)

保阪正康著 朝日新聞出版 080||As||715 219001008

10 消えたお妃候補たちはいま (ベスト新書:602) 小田桐誠著 ベストセラーズ 080||Be||602 219001107

11
日産vs.ゴーン : 支配と暗闘の20年 (文春新
書:1205)

井上久男著 文藝春秋 080||Bu||1205 219001057

12
時計の科学 : 人と時間の5000年の歴史 (ブ
ルーバックス:B-2041)

織田一朗著 講談社 080||Bu||2041 219001018

13
日本列島の下では何が起きているのか : 列
島誕生から地震・火山噴火のメカニズムまで
(ブルーバックス:B-2075)

中島淳一著 講談社 080||Bu||2075 219001023

14
植物たちの戦争 : 病原体との5億年サバイバ
ルレース (ブルーバックス:B-2088)

日本植物病理
学会編著

講談社 080||Bu||2088 219001027

15
はじめての量子化学 : 量子力学が解き明か
す化学の仕組み (ブルーバックス:B-2090)

平山令明著 講談社 080||Bu||2090 219001026

16
いやでも数学が面白くなる : 「勝利の方程式」
は解けるのか? (ブルーバックス:B-2092)

志村史夫著 講談社 080||Bu||2092 219001028

17 闇の日本美術 (ちくま新書:1356) 山本聡美著 筑摩書房 080||Ch||1356 219001081

18
これなら書ける!大人の文章講座 (ちくま新
書:1390)

上阪徹著 筑摩書房 080||Ch||1390 219001082

19
たった一言で印象が変わる大人の日本語100
(ちくま新書:1392)

吉田裕子著 筑摩書房 080||Ch||1392 219001083

新書新着リスト（８月分）



20 問い続ける力 (ちくま新書:1399) 石川善樹著 筑摩書房 080||Ch||1399 219001086
21 ヨーロッパ現代史 (ちくま新書:1400) 松尾秀哉著 筑摩書房 080||Ch||1400 219001087

22
感情の正体 : 発達心理学で気持ちをマネジメ
ントする (ちくま新書:1402)

渡辺弥生著 筑摩書房 080||Ch||1402 219001085

23
英語の処方箋 : 「日本人英語」を変える100の
コツ (ちくま新書:1405)

ジェームス・M・
バーダマン著/
安藤文人訳

筑摩書房 080||Ch||1405 219001089

24
官僚制と公文書 : 改竄、捏造、忖度の背景
(ちくま新書:1407)

新藤宗幸著 筑摩書房 080||Ch||1407 219001088

25
自公政権とは何か : 「連立」にみる強さの正体
(ちくま新書:1408)

中北浩爾著 筑摩書房 080||Ch||1408 219001084

26
海の帝国 : アジアをどう考えるか (中公新
書:1551)

白石隆著 中央公論新社 080||Ch||1551 219001046

27
原発事故と「食」 : 市場・コミュニケーション・差
別 (中公新書:2474)

五十嵐泰正著 中央公論新社 080||Ch||2474 219001047

28
理科系の読書術 : インプットからアウトプット
までの28のヒント (中公新書:2480)

鎌田浩毅著 中央公論新社 080||Ch||2480 219001048

29
植物のひみつ : 身近なみどりの"すごい"能力
(中公新書:2491)

田中修著 中央公論新社 080||Ch||2491 219001049

30
外国人が見た日本 : 「誤解」と「再発見」の観
光150年史 (中公新書:2511)

内田宗治著 中央公論新社 080||Ch||2511 219001050

31 漢帝国 : 400年の興亡 (中公新書:2542) 渡邉義浩著 中央公論新社 080||Ch||2542 219001051

32
日本人が勘違いしているカタカナ英語120 (中
公新書ラクレ:647)

キャサリン・A・ク
ラフト著/里中哲
彦編訳

中央公論新社 080||Ch||647 219001052

33 完全教祖マニュアル (ちくま新書:814)
架神恭介, 辰巳
一世著

筑摩書房 080||Ch||814 219001078

34 論語と算盤 : 現代語訳 (ちくま新書:827)
渋沢栄一著/守
屋淳訳

筑摩書房 080||Ch||827 219001079

35 女の不作法 (幻冬舎新書:523, う-1-3) 内館牧子著 幻冬舎 080||Ge||523 219001070

36
天皇のお言葉 : 明治・大正・昭和・平成 (幻冬
舎新書:547, つ-3-4)

辻田真佐憲著 幻冬舎 080||Ge||547 219001071

37
ユング的悩み解消術 : 実践!モバイル・イマジ
ネーション (平凡社新書:601)

老松克博著 平凡社 080||He||601 219001105

38
親を棄てる子どもたち : 新しい「姨捨山」のか
たちを求めて (平凡社新書:904)

大山眞人著 平凡社 080||He||904 219001106

39
知っておきたい入管法 : 増える外国人と共生
できるか (平凡社新書:906)

浅川晃広著 平凡社 080||He||906 219001204

40
光の量子コンピューター (インターナショナル
新書:035)

古澤明著
集英社インター
ナショナル/集
英社 (発売)

080||In||035 219001123

41 ことばのトリセツ (インターナショナル新書:040) 黒川伊保子著
集英社インター
ナショナル/集
英社 (発売)

080||In||040 219001246

42
ものがたり西洋音楽史 (岩波ジュニア新
書:892)

近藤譲著 岩波書店 080||Iw||892 219001001

43 快眠は作れる (角川新書:[K-251]) 村井美月 [著] KADOKAWA 080||Ka||K-251 219001011
44 韓めし政治学 (角川新書:[K-253]) 黒田勝弘 [著] KADOKAWA 080||Ka||K-253 219001012
45 偉人たちの経済政策 (角川新書:[K-257]) 竹中平蔵[著] KADOKAWA 080||Ka||K-257 219001010

46
伝わる技術 : 力を引き出すコミュニケーション
(講談社現代新書:2468)

風間八宏著 講談社 080||Ko||2468 219001016

47
昭和の怪物七つの謎 [正] (講談社現代新
書:2484, 2518)

保阪正康著 講談社 080||Ko||2484 219001019

48
大学生のためのレポート・論文術 最新版 (講
談社現代新書:2498)

小笠原喜康著 講談社 080||Ko||2498 219001022

49
ジャポニスム : 流行としての「日本」 (講談社
現代新書:2506)

宮崎克己著 講談社 080||Ko||2506 219001024



50
0 (ゼロ) から1 (イチ) をつくる : 地元で見つけ
た、世界での勝ち方 (講談社現代新書:2509)

本橋麻里著 講談社 080||Ko||2509 219001025

51
昭和の怪物七つの謎 続 (講談社現代新
書:2484, 2518)

保阪正康著 講談社 080||Ko||2518 219001241

52
外資の流儀 : 生き残る会社の秘密 (講談社現
代新書:2521)

中澤一雄著 講談社 080||Ko||2521 219001215

53
院政 : 天皇と上皇の日本史 (講談社現代新
書:2523)

本郷恵子著 講談社 080||Ko||2523 219001029

54
大量廃棄社会 : アパレルとコンビニの不都合
な真実 (光文社新書:998)

仲村和代, 藤田
さつき著

光文社 080||Ko||998 219001067

55
なんで、その価格で売れちゃうの? : 行動経済
学でわかる「値づけの科学」 (PHP新書:1162)

永井孝尚著 PHP研究所 080||Ph||1162 219001100

56
お金の流れで読む日本と世界の未来 : 世界
的投資家は予見する (PHP新書:1172)

ジム・ロジャー
ズ著/大野和基
訳

PHP研究所 080||Ph||1172 219001102

57 戦略で読み解く日本合戦史 (PHP新書:1185) 海上知明著 PHP研究所 080||Ph||1185 219001104

58
人を動かす対話術 : 心の奇跡はなぜ起きる
のか (PHP新書:762)

岡田尊司著 PHP研究所 080||Ph||762 219001099

59
炭素はすごい : なぜ炭素は「元素の王様」と
いわれるのか (サイエンス・アイ新書:SIS-426)

齋藤勝裕著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||426 219001122

60
英会話その勉強ではもったいない! (青春新書
intelligence:PI-570)

デイビッド・セイ
ン著

青春出版社 080||Se||PI-570 219001073

61
歴史戦と思想戦 : 歴史問題の読み解き方 (集
英社新書:0978D)

山崎雅弘著 集英社 080||Sh||0978 219001243

62
生命は自由になれるのか 新版 (小学館新
書:[333]. 動的平衡:2)

福岡伸一著 小学館 080||Sh||333 219001033

63
発想力 : 「0から1」を生み出す15の方法 (小学
館新書:[336])

大前研一著 小学館 080||Sh||336 219001034

64 天皇の憂鬱 (新潮新書:805) 奥野修司著 新潮社 080||Sh||805 219001043
65 誰の味方でもありません (新潮新書:810) 古市憲寿著 新潮社 080||Sh||810 219001217

66
深層日本論 : ヤマト少数民族という視座 (新
潮新書:813)

工藤隆著 新潮社 080||Sh||813 219001044

67
ニュースがわかる図解東アジアの歴史 (SBビ
ジュアル新書:0005)

三城俊一著/か
みゆ歴史編集
部編

SBクリエイティ
ブ

220||Mi 219001121

68
女ぎらい : ニッポンのミソジニー (朝日文庫:[う
5-9])

上野千鶴子著 朝日新聞出版 367.1||Ue 219001004

69
京都大とノーベル賞 : 本庶佑と伝説の研究室
(河出新書:007)

広瀬一隆著 河出書房新社 377.28||Hi 219001065

70 知ろうとすること。 (新潮文庫:10101, い-36-7)
早野龍五, 糸井
重里著

新潮社 543.5||Ha 219001035

71 「ない仕事」の作り方 (文春文庫:[み-23-6]) みうらじゅん著 文藝春秋 726.101||Mi 219001058

72 天才はあきらめた (朝日文庫:[や43-1]) 山里亮太著 朝日新聞出版 779.14||Ya 219001003

73
上野千鶴子のサバイバル語録 (文春文庫:[う
-28-4])

上野千鶴子著 文藝春秋 917||Ue 219001059


