
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 虚数はなぜ人を惑わせるのか (朝日新書:727) 竹内薫著 朝日新聞出版 080||As||727 220000541

2 ゆかいな珍名踏切 (朝日新書:747) 今尾恵介著 朝日新聞出版 080||As||747 220000542

3 日本中世への招待 (朝日新書:749) 呉座勇一著 朝日新聞出版 080||As||749 220000543

4 患者になった名医たちの選択 (朝日新書:755) 塚﨑朝子著 朝日新聞出版 080||As||755 220000544

5 昭和史がわかるブックガイド (文春新書:1262) 文春新書編 文藝春秋 080||Bu||1262 220000616

6
不自然な宇宙 : 宇宙はひとつだけなのか? (ブ
ルーバックス:B-2084)

須藤靖著 講談社 080||Bu||2084 220000561

7
地球をめぐる不都合な物質 : 拡散する化学物
質がもたらすもの (ブルーバックス:B-2097)

日本環境化学
会編著

講談社 080||Bu||2097 220000568

8
我々は生命を創れるのか : 合成生物学が生
みだしつつあるもの (ブルーバックス:B-2103)

藤崎慎吾著 講談社 080||Bu||2103 220000571

9
数学にとって証明とはなにか : ピタゴラスの定
理からイプシロン・デルタ論法まで (ブルー
バックス:B-2107)

瀬山士郎著 講談社 080||Bu||2107 220000572

10
企業研究者のための人生設計ガイド : 進学・
留学・就職から自己啓発・転職・リストラ対策
まで (ブルーバックス:B-2122)

鎌谷朝之著 講談社 080||Bu||2122 220000575

11
進化のからくり : 現代のダーウィンたちの物語
(ブルーバックス:B-2125)

千葉聡著 講談社 080||Bu||2125 220000576

12
長寿時代の医療・ケア : エンドオブライフの論
理と倫理 (ちくま新書:1333-6. シリーズケアを
考える)

会田薫子著 筑摩書房 080||Ch||1333-6 220000714

13 古代史講義 戦乱篇 (ちくま新書:1391,1480) 佐藤信編 筑摩書房 080||Ch||1391 220000711

14
死体は誰のものか : 比較文化史の視点から
(ちくま新書:1410)

上田信著 筑摩書房 080||Ch||1410 220000712

15
教育格差 : 階層・地域・学歴 (ちくま新
書:1422)

松岡亮二著 筑摩書房 080||Ch||1422 220000713

16
ネットで勝つ情報リテラシー : あの人はなぜ騙
されないのか (ちくま新書:1437)

小木曽健著 筑摩書房 080||Ch||1437 220000715

17 日本の民俗宗教 (ちくま新書:1450) 松尾恒一著 筑摩書房 080||Ch||1450 220000716

18
女のキリスト教史 : 「もう一つのフェミニズム」
の系譜 (ちくま新書:1459)

竹下節子著 筑摩書房 080||Ch||1459 220000717

19
漢語の謎 : 日本語と中国語のあいだ (ちくま
新書:1478)

荒川清秀著 筑摩書房 080||Ch||1478 220000718

20 古代史講義 宮都篇 (ちくま新書:1391,1480) 佐藤信編 筑摩書房 080||Ch||1480 220000719

21 四国遍路の世界 (ちくま新書:1487)

愛媛大学四国
遍路・世界の巡
礼研究センター
編

筑摩書房 080||Ch||1487 220000720

新書新着リスト（7月分）



22
日米地位協定 : 在日米軍と「同盟」の70年
(中公新書:2543)

山本章子著 中央公論新社 080||Ch||2543 220000591

23
科学技術の現代史 : システム、リスク、イノ
ベーション (中公新書:2547)

佐藤靖著 中央公論新社 080||Ch||2547 220000592

24
海外で研究者になる : 就活と仕事事情 (中公
新書:2549)

増田直紀著 中央公論新社 080||Ch||2549 220000593

25
月はすごい : 資源・開発・移住 (中公新
書:2560)

佐伯和人著 中央公論新社 080||Ch||2560 220000594

26
エリザベス女王 : 史上最長・最強のイギリス
君主 (中公新書:2578)

君塚直隆著 中央公論新社 080||Ch||2578 220000595

27
台湾の歴史と文化 : 六つの時代が織りなす
「美麗島」 (中公新書:2581)

大東和重著 中央公論新社 080||Ch||2581 220000596

28
百年戦争 : 中世ヨーロッパ最後の戦い (中公
新書:2582)

佐藤猛著 中央公論新社 080||Ch||2582 220000597

29
鉄道のドイツ史 : 帝国の形成からナチス時
代、そして東西統一へ (中公新書:2583)

鴋澤歩著 中央公論新社 080||Ch||2583 220000598

30
椿井文書 : 日本最大級の偽文書 (中公新
書:2584)

馬部隆弘著 中央公論新社 080||Ch||2584 220000599

31
子どもたちに語る日中二千年史 (ちくまプリ
マー新書:346)

小島毅著 筑摩書房 080||Ch||346 220000724

32
海底の支配者底生生物 : 世界は「巣穴」で満
ちている (中公新書ラクレ:676)

清家弘治著 中央公論新社 080||Ch||676 220000601

33
福島で酒をつくりたい : 「磐城壽」 (いわきこと
ぶき) 復活の軌跡 (平凡社新書:934)

上野敏彦著 平凡社 080||He||934 220000781

34 地下鉄の駅はものすごい (平凡社新書:942) 渡部史絵著 平凡社 080||He||942 220000782

35
不便益のススメ : 新しいデザインを求めて (岩
波ジュニア新書:891)

川上浩司著 岩波書店 080||Iw||891 220000539

36
新・大学でなにを学ぶか (岩波ジュニア新
書:912)

上田紀行編著 岩波書店 080||Iw||912 220000540

37
「中国」の形成 : 現代への展望 (岩波新書:新
赤版 1808. シリーズ中国の歴史:5)

岡本隆司著 岩波書店 080||Iw||D1808 220000947

38
ジョージ・オーウェル : 「人間らしさ」への讃歌
(岩波新書:新赤版 1837)

川端康雄著 岩波書店 080||Iw||D1837 220000945

39
景観からよむ日本の歴史 (岩波新書:新赤版
1838)

金田章裕著 岩波書店 080||Iw||D1838 220000946

40
イスラームからヨーロッパをみる : 社会の深層
で何が起きているのか (岩波新書:新赤版
1839)

内藤正典著 岩波書店 080||Iw||D1839 220000944

41
コロナ後の世界を生きる : 私たちの提言 (岩
波新書:新赤版 1840)

村上陽一郎編 岩波書店 080||Iw||D1840 220001021

42
漁師と水産業 : 漁業・養殖・流通の秘密 (じっ
ぴコンパクト新書:277)

小松正之監修 実業之日本社 080||Ji||277 220000693

43 恥ずかしい英語 (角川新書:[K-269])
長尾和夫, アン
ディ・バーガー
[著]

KADOKAWA 080||Ka||K-269 220000546

44
サブスクリプション : 製品から顧客中心のビジ
ネスモデルへ (角川新書:[K-272])

雨宮寛二 [著] KADOKAWA 080||Ka||K-272 220000547

45
ネットは社会を分断しない (角川新書:[K-
289])

田中辰雄, 浜屋
敏 [著]

KADOKAWA 080||Ka||K-289 220000548

46
睡眠障害 : 現代の国民病を科学の力で克服
する (角川新書:[K-307])

西野精治 [著] KADOKAWA 080||Ka||K-307 220000545

47
海洋プラスチック : 永遠のごみの行方 (角川
新書:[K-318])

保坂直紀 [著] KADOKAWA 080||Ka||K-318 220000549

48
グローバリズムのその先 (角川新書:K-320.
知らないと恥をかく世界の大問題:11)

池上彰 [著] KADOKAWA 080||Ka||K-320 220000550

49 他人の意見を聞かない人 (角川新書:[K-6]) 片田珠美 [著] KADOKAWA 080||Ka||K-6 220000556



50
あなたのメールは、なぜ相手を怒らせるのか?
: 仕事ができる人の文章術 (光文社新
書:1031)

中川路亜紀著 光文社 080||Ko||1031 220000674

51
なぜ「つい買ってしまう」のか? : 「人を動かす
隠れた心理」の見つけ方 (光文社新書:1032)

松本健太郎著 光文社 080||Ko||1032 220000675

52
アイロニーはなぜ伝わるのか? (光文社新
書:1044)

木原善彦著 光文社 080||Ko||1044 220000676

53
炎上CMでよみとくジェンダー論 (光文社新
書:1068)

瀬地山角著 光文社 080||Ko||1068 220000677

54
「情報」帝国の興亡 : ソフトパワーの五〇〇年
史 (講談社現代新書:2386)

玉木俊明著 講談社 080||Ko||2386 220000557

55 仕事と心の流儀 (講談社現代新書:2508) 丹羽宇一郎著 講談社 080||Ko||2508 220000562

56
進化する形 : 進化発生学入門 (講談社現代
新書:2517)

倉谷滋著 講談社 080||Ko||2517 220000565

57
「国境なき医師団」になろう! (講談社現代新
書:2540)

いとうせいこう
著

講談社 080||Ko||2540 220000573

58
自分をコントロールする力 : 非認知スキルの
心理学 (講談社現代新書:2551)

森口佑介著 講談社 080||Ko||2551 220000574

59
あぶない法哲学 : 常識に盾突く思考のレッス
ン (講談社現代新書:2571)

住吉雅美著 講談社 080||Ko||2571 220000578

60 「自閉症」の時代 (講談社現代新書:2574) 竹中均著 講談社 080||Ko||2574 220000580
61 空気を読む脳 (講談社+α新書:823-1C) 中野信子[著] 講談社 080||Ko||823-1C 220000558

62
トヨタチーフエンジニアの仕事 (講談社+α新
書:829-1C)

北川尚人[著] 講談社 080||Ko||829-1C 220000582

63
ダークサイド投資術 : 元経済ヤクザが明かす
「アフター・コロナ」を生き抜く黒いマネーの流
儀 (講談社+α新書:830-1C)

猫組長[著] 講談社 080||Ko||830-1C 220000581

64 マグロの最高峰 (NHK出版新書:609) 中原一歩著 NHK出版 080||Nh||609 220000612

65
テクニカル分析がわかる (日経文
庫:1410:A91)

古城鶴也著
日本経済新聞
出版社

080||Ni||1410 220000750

66
日本にしかない「商いの心」の謎を解く : 日本
人はなぜ「世のため」に商売をするのか (PHP
新書:1086)

呉善花著 PHP研究所 080||Ph||1086 220000774

67
子どもを攻撃せずにはいられない親 (PHP新
書:1195)

片田珠美著 PHP研究所 080||Ph||1195 220000775

68
トイレは世界を救う : ミスター・トイレが語る貧
困と世界ウンコ情勢 (PHP新書:1202)

ジャック・シム著
/近藤奈香訳

PHP研究所 080||Ph||1202 220000776

69
売ってはいけない : 売らなくても儲かる仕組み
を科学する (PHP新書:1203)

永井孝尚著 PHP研究所 080||Ph||1203 220000777

70 ドラえもんを本気でつくる (PHP新書:1216) 大澤正彦著 PHP研究所 080||Ph||1216 220000778

71
交渉力 : 結果が変わる伝え方・考え方 (PHP
新書:1220)

橋下徹著 PHP研究所 080||Ph||1220 220000779

72
他人を攻撃せずにはいられない人 (PHP新
書:895)

片田珠美著 PHP研究所 080||Ph||895 220000773

73
2020年6月30日にまたここで会おう : 瀧本哲
史伝説の東大講義 (星海社新書:160)

瀧本哲史著
星海社/講談社
(発売)

080||Se||160 220000579

74
スマートフォンその使い方では年5万円損して
ます (青春新書intelligence:PI-513)

武井一巳著 青春出版社 080||Se||PI-513 220000696

75
「他者」の起源 : ノーベル賞作家のハーバード
連続講演録 (集英社新書:0985B)

トニ・モリスン著
/荒このみ訳

集英社 080||Sh||0985 220000583

76
モーツァルトは「アマデウス」ではない (集英社
新書:1009F)

石井宏著 集英社 080||Sh||1009 220000584

77 証言沖縄スパイ戦史 (集英社新書:1011D) 三上智恵著 集英社 080||Sh||1011 220000585

78
水道、再び公営化! : 欧州・水の闘いから日本
が学ぶこと (集英社新書:1013A)

岸本聡子著 集英社 080||Sh||1013 220000586

79 もっと言ってはいけない (新潮新書:799) 橘玲著 新潮社 080||Sh||799 220000589
80 バカの国 (新潮新書:863) 百田尚樹著 新潮社 080||Sh||863 220000590



81
定年デジタル : リタイアライフが10倍楽しくな
る (ワニブックス「Plus」新書:238)

吉越浩一郎著
ワニ・プラス/ワ
ニブックス(発
売)

080||Wa||238 220000434

82
すごすぎる!武将たちのPR戦略 (ワニブックス
「Plus」新書:264)

殿村美樹著 ワニブックス 080||Wa||264 220000435


