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藤島高校図書館

０　総記
007 世界でいちばん簡単なC言語のe本 堀江／幸生∥著 秀和ｼｽﾃﾑ
007 HACKING:美しき策謀　脆弱性攻撃の理論と実際 Ｊｏｎ　Ｅｒｉｃｋｓｏｎ∥著 ｵﾗｲﾘｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
007 猫でもわかるC言語プログラミング NEKO series 粂井／康孝∥著 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
071 朝日新聞縮刷版2014　平成26年4月号　№1114 朝日新聞社∥編 朝日新聞社
081 日本は戦争をするのか 岩波新書 新赤版 半田／滋∥著 岩波書店
081 エピジェネティクス　新しい生命像をえがく 岩波新書 新赤版 仲野／徹∥著 岩波書店

081 瞽女うた 岩波新書 新赤版
ジェラルド・グローマー∥
著

岩波書店

081 仕事道楽　スタジオジブリの現場 岩波新書 新赤版 鈴木／敏夫∥著 岩波書店

1　哲学

159 人に強くなる極意
青春新書
INTELLIGENCE

佐藤／優∥著 青春出版社

159 「大学時代」自分のために絶対やっておきたいこと 千田／琢哉∥著 三笠書房

159
一生イノベーションを起こしつづけるビジネスパー
ソンになるために20代で身につけたい読書の技法

千田／琢哉∥著 ｱｲﾊﾞｽ出版

164 ギリシャ神話とオリンポスの神々 竹書房文庫
世界の神話と伝説研究
会∥編

竹書房

172 日本の神様のすべて　歴史と起源を完全解説 別冊宝島 宝島社
198 置かれた場所で咲きなさい 渡辺／和子∥著 幻冬舎

２　歴史

281
英傑60人に学ぶ先見力　ビジネスに歴史を活か
す

加来／耕三∥著 時事通信出版局

288 天皇125代　完全保存版 別冊宝島 宝島社
289 皇帝フリードリッヒ二世の生涯　上・下 塩野／七生∥著 新潮社

寄贈 郷土 H289 グリフィスと福井　増補改訂版 山下　英一∥著 ｴｸｼｰﾄ
寄贈 郷土 H290 登ってみねの福井の山　VOL7 御堂河内／季裕∥編集 福井山歩会

3　社会科学
302 テレビに映る中国の97%は嘘である 講談社+α新書 小林／史憲∥著 講談社
326 死刑廃止論 団藤／重光∥著 有斐閣

寄贈 335 コンサルティング会社図鑑 ｱﾋﾞｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ監修 日経BPｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
351 日本国勢図会　2014/15 矢野恒太記念会∥編集 矢野恒太記念会
367 母という病 ポプラ新書 岡田／尊司∥著 ﾎﾟﾌﾟﾗ社
367 平安女子の楽しい!生活 岩波ジュニア新書 川村／裕子∥著 岩波書店
368 「ストーカー」は何を考えているか 新潮新書 小早川／明子∥著 新潮社
371 「つながり格差」が学力格差を生む 志水／宏吉∥著 亜紀書房
375 看護師になるには なるにはBOOKS 川嶋／みどり／監修 ぺりかん社
375 宇宙飛行士になるには なるにはBOOKS 漆原／次郎∥著 ぺりかん社
375 「山月記」はなぜ国民教材となったのか 佐野／幹∥著 大修館書店
375 協同学習を取り入れた英語授業のすすめ 英語教育21世紀叢書 江利川／春雄∥編著 大修館書店

376
学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應
大学に現役合格した話

坪田／信貴∥著 KADOKAWA

4　自然科学

410
チューリングと超(メタ)パズル　解ける問題と解
けない問題

田中／一之∥著 東京大学出版会

461 生命とは何だろう？ 長沼／毅∥著 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
489 パンダの赤ちゃん 新潮文庫 岩合／光昭∥著 新潮社
491 科学でわかる男と女の心と脳 サイエンス・アイ新書 麻生／一枝∥著 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
498 死体の教科書「8何の原則」が謎を解く 朝日文庫 上野／正彦∥著 朝日新聞出版

寄贈 498
あなたが名医　自然療法で病気知らずの豊かな
暮らし

松村／温江∥著 暮しの
手帖社∥編集

松村温江

5　技術
538 零戦　搭乗員たちが見つめた太平洋戦争 神立／尚紀∥著 講談社
596 夜12時のシンデレラごはん DRESS BOOKS! gift

6　産業
601 21歳男子、過疎の山村に住むことにしました 岩波ジュニア新書 水柿／大地∥著 岩波書店
675 価格の心理学 リー・コールドウェル∥著 日本実業出版社
689 ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと 鎌田／洋∥著 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

7　芸術
779 社会人大学人見知り学部卒業見込 ダ・ヴィンチブックス 若林／正恭∥著 ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ
783 日本サッカーはなぜシュートを撃たないのか? 文春文庫 熊崎／敬∥著 文藝春秋

8　言語

新着図書紹介 ６月号



830
初級者のための新TOEICテストスコアアップ100
All in One

NHK出版CD BOOK 浅見／ベートーベン∥著 NHK出版

830 同時通訳者の英語ノート術&学習法 工藤／紘実∥著 KADOKAWA
830 TOEICテストの教科書　リスニング編 イ／ソンリョン∥著 ｱﾙｸ
830 TOEICテストの教科書　リーディング編 イ／ソンリョン∥著 ｱﾙｸ
830 TOEICテスト究極のゼミPart2&1 西嶋／愉一∥共著 ｱﾙｸ
830 TOEICテスト究極のゼミPart3&4 早川／幸治∥共著 ｱﾙｸ
830 TOEICテスト究極のゼミPart5&6 ヒロ前田∥著 ｱﾙｸ
830 TOEICテスト究極のゼミPart7 ヒロ前田∥著 ｱﾙｸ
835 江川泰一郎英文法の基礎 江川／泰一郎∥著 研究社
837 Brian Powle’s Amazing World News Ｂｒｉａｎ　Ｗ．Ｐｏｗｌｅ∥著 NHK出版
837 英語で読むトム・ソーヤーの冒険 IBC対訳ライブラリー マーク・トウェイン∥原著 IBCﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

9　文学
911 為家卿集　瓊玉和歌集　伏見院御集 和歌文学大系 久保田／淳∥監修 明治書院
912 冬眠する熊に添い寝してごらん 古川／日出男∥著 新潮社

913
浜村渚の計算ノート　ふしぎの国の期末テスト 2
さつめ

講談社文庫 青柳／碧人∥著 講談社

913
浜村渚の計算ノート　水色コンパスと恋する幾何
学 3さつめ

講談社文庫 青柳／碧人∥著 講談社

913
浜村渚の計算ノート　ふえるま島の最終定理 3と
1/2さつめ

講談社文庫 青柳／碧人∥著 講談社

913 もういちど生まれる 幻冬舎文庫 朝井／リョウ∥著 幻冬舎
913 スペードの3 朝井／リョウ∥著 講談社
913 営業零課接待班 講談社文庫 安藤／祐介∥著 講談社
913 被取締役(とりしまられやく)新入社員 講談社文庫 安藤／祐介∥著 講談社
913 ルーズヴェルト・ゲーム 講談社文庫 池井戸／潤∥著 講談社
913 夏目漱石『こころ』をどう読むか 文芸の本棚 石原／千秋∥責任編集 河出書房新社
913 神さまのいない日曜日　死者の国2 角川文庫 入江／君人∥著 角川書店
913 神さまのいない日曜日　生者の学園3 角川文庫 入江／君人∥著 角川書店

913
櫻子さんの足下には死体が埋まっている　雨と九
月と君の嘘 〔3〕

角川文庫 太田／紫織∥著 角川書店

913
櫻子さんの足下には死体が埋まっている　蝶は十
一月に消えた 〔4〕

角川文庫 太田／紫織∥著 KADOKAWA

913 目白台サイドキック　女神の手は白い 角川文庫 太田／忠司∥著 角川書店
913 目白台サイドキック　魔女の吐息は紅い 〔2〕 角川文庫 太田／忠司∥著 角川書店

913
珈琲店タレーランの事件簿　心を乱すブレンドは
３

宝島社文庫 岡崎／琢磨∥著 宝島社

913 カレイドスコープの箱庭 海堂／尊∥著 宝島社
913 アヴェ・マリアのヴァイオリン 香川／宜子∥著 KADOKAWA
913 グッドラック ハヤカワ文庫 JA 神林／長平∥著 早川書房
913 戦闘妖精・雪風〈改〉 ハヤカワ文庫 JA 神林／長平∥著 早川書房
913 二重螺旋の誘拐 喜多／喜久∥著 宝島社
913 アリス殺し 創元クライム・クラブ 小林／泰三∥著 東京創元社
913 伏　贋作・里見八犬伝 文春文庫 桜庭／一樹∥著 文藝春秋
913 犯罪小説家 双葉文庫 雫井／脩介∥著 双葉社
913 ブラックボックス 篠田／節子∥著 朝日新聞出版
913 銀二貫 幻冬舎時代小説文庫 高田／郁∥著 幻冬舎
913 金色機械 恒川／光太郎∥著 文藝春秋
913 そして誰もいなくなる　東京-神戸2時間50分 十津川警部シリーズ 西村／京太郎∥著 文藝春秋
913 太陽の棘 原田／マハ∥著 文藝春秋
913 ここに死体を捨てないでください! 光文社文庫 東川／篤哉∥著 光文社
913 虚ろな十字架 東野／圭吾∥著 光文社
913 母性 湊／かなえ∥著 新潮社
913 高校入試 湊／かなえ∥著 角川書店
913 魔術はささやく 新潮文庫 宮部／みゆき∥著 新潮社
913 龍は眠る 新潮文庫 宮部／みゆき∥著 新潮社
913 ドアD 幻冬舎文庫 山田／悠介∥著 幻冬舎
913 パズル 角川文庫 山田／悠介∥著 角川書店
913 小太郎の左腕 小学館文庫 和田／竜∥著 小学館
928 史記１４　（列伝７） 新釈漢文大系 青木／五郎∥著 明治書院

933 路上のストライカー
マイケル・ウィリアムズ∥
著

岩波書店

DVD
郷土 DH070 福井新聞縮刷版2014　平成26年4月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

今月は、図書委員さんが選んだ本や読書感想文
課題図書、研究等で使える図書が入っています。


