
書名（新書名） 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
内村光良リーダー論 : チームが自ずと動き出す
(朝日新書:820)

畑中翔太著 朝日新聞出版 080||As||820 221000932

2
お寺の日本地図 : 名刹古刹でめぐる47都道府県
(文春新書:1309)

鵜飼秀徳著 文藝春秋 080||Bu||1309 221000854

3 枝野ビジョン : 支え合う日本 (文春新書:1314) 枝野幸男著 文藝春秋 080||Bu||1314 221000934

4
養老孟司入門 : 脳・からだ・ヒトを解剖する
(ちくま新書:1556)

布施英利著 筑摩書房 080||Ch||1556 221000869

5
血の日本思想史 : 穢れから生命力の象徴へ (ち
くま新書:1561)

西田知己著 筑摩書房 080||Ch||1561 221000864

6
ダイオウイカvs.マッコウクジラ : 図説・深海
の怪物たち (ちくま新書:1566)

北村雄一著 筑摩書房 080||Ch||1566 221000848

7
氏名の誕生 : 江戸時代の名前はなぜ消えたのか
(ちくま新書:1567)

尾脇秀和著 筑摩書房 080||Ch||1567 221000868

8 デジタルで変わる子どもたち : 学習・言語能力の現在と未来 (ちくま新書:1571)バトラー後藤裕子著筑摩書房 080||Ch||1571 221000639

9
悪魔の証明 : なかったことを「なかった」と説
明できるか (ちくま新書:1574)

谷岡一郎著 筑摩書房 080||Ch||1574 221000863

10 香港危機の700日全記録 (ちくま新書:1577) 益満雄一郎著 筑摩書房 080||Ch||1577 221000876

11
英語の読み方 : ニュース、SNSから小説まで
(中公新書:2637)

北村一真著 中央公論新社 080||Ch||2637 221000923

12
鉄道と政治 : 政友会、自民党の利益誘導から
地方の自立へ (中公新書:2640)

佐藤信之著 中央公論新社 080||Ch||2640 221000871

13
植物のいのち : からだを守り、子孫につなぐ
驚きのしくみ (中公新書:2644)

田中修著 中央公論新社 080||Ch||2644 221000636

14
勉強する気はなぜ起こらないのか (ちくまプリ
マー新書:373)

外山美樹著 筑摩書房 080||Ch||373 221000937

15
「自分らしさ」と日本語 (ちくまプリマー新
書:374)

中村桃子著 筑摩書房 080||Ch||374 221000679

16
みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT
(ちくまプリマー新書:377)

遠藤まめた著 筑摩書房 080||Ch||377 221000877

17
鳥取力 : 新型コロナに挑む小さな県の奮闘
(中公新書ラクレ:724)

平井伸治著 中央公論新社 080||Ch||724 221000860

18
東京を捨てる : コロナ移住のリアル (中公新
書ラクレ:726)

澤田晃宏著 中央公論新社 080||Ch||726 221000857

19
どの子も違う : 才能を伸ばす子育て潰す子育
て (中公新書ラクレ:731)

中邑賢龍筆 中央公論新社 080||Ch||731 221000640

20
ロジカル筋トレ : 超合理的に体を変える (幻冬
舎新書:614, [し-15-1])

清水忍著 幻冬舎 080||Ge||614 221000859

21
がんと癌は違います : 知っているようで知らな
い医学の言葉55 (幻冬舎新書:617, や-19-2)

山本健人著 幻冬舎 080||Ge||617 221000858

22
中国経済の属国ニッポン : マスコミが言わな
い隣国の支配戦略 (幻冬舎新書:619, か-28-
2)

加谷珪一著 幻冬舎 080||Ge||619 221000935

23
官僚と国家 : 菅義偉「暗黒政権」の正体 (平
凡社新書:970)

古賀茂明, 佐高
信著

平凡社 080||He||970 221000853

24
ウンチ化石学入門 (インターナショナル新
書:070)

泉賢太郎著
集英社インター
ナショナル/集
英社 (発売)

080||In||070 221000874

新書新着リスト（8月分）



25
病と妖怪 : 予言獣アマビエの正体 (インターナ
ショナル新書:071)

東郷隆著
集英社インター
ナショナル/集
英社 (発売)

080||In||071 221000847

26
ルポ日本のDX最前線 (インターナショナル新
書:074)

酒井真弓著
集英社インター
ナショナル/集
英社 (発売)

080||In||074 221000873

27 日韓関係史 (岩波新書:新赤版 1886) 木宮正史著 岩波書店 080||Iw||D1886 221000654

28
異文化コミュニケーション学 (岩波新書:新赤
版 1887)

鳥飼玖美子著 岩波書店 080||Iw||D1887 221000655

29
ネルソン・マンデラ : 分断を超える現実主義者
(リアリスト) (岩波新書:新赤版 1888)

堀内隆行著 岩波書店 080||Iw||D1888 221000653

30
大岡信 : 架橋する詩人 (岩波新書:新赤版
1889)

大井浩一著 岩波書店 080||Iw||D1889 221000652

31
法医学者の使命 : 「人の死を生かす」ために
(岩波新書:新赤版 1890)

吉田謙一著 岩波書店 080||Iw||D1890 221000987

32
死者と霊性 : 近代を問い直す (岩波新書:新赤
版 1891)

末木文美士編 岩波書店 080||Iw||D1891 221000986

33 万葉集に出会う (岩波新書:新赤版 1892) 大谷雅夫著 岩波書店 080||Iw||D1892 221000988

34
どうせ死ぬから言わせてもらおう (角川新
書:[K-356])

池田清彦 [著] KADOKAWA 080||Ka||K-356 221000852

35
未来は決まっており、自分の意志など存在し
ない。 : 心理学的決定論 (光文社新書:1122)

妹尾武治著 光文社 080||Ko||1122 221000842

36
郵政腐敗日本型組織の失敗学 (光文社新
書:1129)

藤田知也著 光文社 080||Ko||1129 221000870

37
「倫理の問題」とは何か : メタ倫理学から考え
る (光文社新書:1130)

佐藤岳詩著 光文社 080||Ko||1130 221000681

38
理系研究者の「実験メシ」 : 科学の力で解決!
食にまつわる疑問 (光文社新書:1134)

松尾佑一著 光文社 080||Ko||1134 221000851

39 新・人間関係のルール (光文社新書:1136) 辛酸なめ子著 光文社 080||Ko||1136 221000673

40
フォン・ノイマンの哲学 : 人間のフリをした悪魔
(講談社現代新書:2608)

高橋昌一郎著 講談社 080||Ko||2608 221000642

41
発達障害と人間関係 : カサンドラ症候群にな
らないために (講談社現代新書:2611)

宮尾益知著 講談社 080||Ko||2611 221000867

42
百人一首 : うたものがたり (講談社現代新
書:2612)

水原紫苑著 講談社 080||Ko||2612 221000866

43
感じるオープンダイアローグ (講談社現代新
書:2614)

森川すいめい
著

講談社 080||Ko||2614 221000676

44 生物はなぜ死ぬのか (講談社現代新書:2615) 小林武彦著 講談社 080||Ko||2615 221000675

45
はじめてのプラトン : 批判と変革の哲学 (講談
社現代新書:2618)

中畑正志著 講談社 080||Ko||2618 221000641

46
生贄探し : 暴走する脳 (講談社+α新書:823-
2C)

中野信子, ヤマ
ザキマリ [著]

講談社 080||Ko||823-2C 221000677

47
就活のワナ : あなたの魅力が伝わらない理由
(講談社+α新書:839-1C)

石渡嶺司[著] 講談社 080||Ko||839-1C 221000849

48
食料危機 : パンデミック、バッタ、食品ロス
(PHP新書:1242)

井出留美著 PHP研究所 080||Ph||1242 221000865

49
NATOの教訓 : 世界最強の軍事同盟と日本が
手を結んだら (PHP新書:1261)

グレンコ・アンド
リー著

PHP研究所 080||Ph||1261 221000850

50 同調圧力の正体 (PHP新書:1263) 太田肇著 PHP研究所 080||Ph||1263 221000936

51
子どもの発達格差 : 将来を左右する要因は何
か (PHP新書:1264)

森口佑介著 PHP研究所 080||Ph||1264 221000845

52
「顧客消滅」時代のマーケティング : ファンか
ら始まる「売れるしくみ」の作り方 (PHPビジネ
ス新書:422)

小阪裕司著 PHP研究所 080||Ph||422 221000872



53 日本史を動かした女性たち (ポプラ新書:203) 北川智子著 ポプラ社 080||Po||203 221000846

54 地獄の田舎暮らし (ポプラ新書:207) 柴田剛著 ポプラ社 080||Po||207 221000861

55
メディアをつくる! : YouTubeやって考えた炎上
騒動とネット時代の伝え方 (ポプラ新書:211)

池上彰, 増田ユ
リヤ著

ポプラ社 080||Po||211 221000643

56 「利他」とは何か (集英社新書:1058C)
伊藤亜紗編/中
島岳志 [ほか
著]

集英社 080||Sh||1058 221000680

57
ヘイトスピーチと対抗報道 (集英社新
書:1062B)

角南圭祐著 集英社 080||Sh||1062 221000855

58
スポーツする人の栄養・食事学 (集英社新
書:1065I)

樋口満著 集英社 080||Sh||1065 221000637

59
免疫入門最強の基礎知識 (集英社新
書:1067I)

遠山祐司著 集英社 080||Sh||1067 221000843

60
教えないスキル : ビジャレアルに学ぶ7つの人
材育成術 (小学館新書:391)

佐伯夕利子著 小学館 080||Sh||391 221000678

61
純ジャパニーズの迷わない英語勉強法 増補
版 (小学館新書:[398])

上乃久子著 小学館 080||Sh||398 221000635

62
自衛隊最高幹部が語る令和の国防 (新潮新
書:901)

岩田清文 [ほ
か] 著

新潮社 080||Sh||901 221000933

63
どうしても頑張れない人たち (新潮新書:903.
ケーキの切れない非行少年たち:2)

宮口幸治著 新潮社 080||Sh||903 221000674

64 マスクをするサル (新潮新書:904) 正高信男著 新潮社 080||Sh||904 221000856

65 その病気、市販薬で治せます (新潮新書:910) 久里建人著 新潮社 080||Sh||910 221000638

66 ご近所半日旅 (ワニブックス「Plus」新書:328) 吉田友和著 ワニブックス 080||Wa||328 221000634

67 つながり過ぎた世界の先に (PHP新書:1251)

マルクス・ガブリ
エル著/大野和
基インタビュー・
編/高田亜樹訳

PHP研究所 080||Ph||1251 221000875


