
新着図書紹介12月号 ２０１５．１２．２２

藤島高校図書館
0　総記

071
朝日新聞縮刷版2015　平成27年10月号　№
1132

朝日新聞社∥編 朝日新聞社

081 考え方の教室 岩波新書 新赤版 齋藤／孝∥著 岩波書店
081 「私」をつくる　近代小説の試み 岩波新書 新赤版 安藤／宏∥著 岩波書店

081
〈文化〉を捉え直す　カルチュラル・セキュリティの
発想

岩波新書 新赤版 渡辺／靖∥著 岩波書店

081 和漢診療学　あたらしい漢方 岩波新書 新赤版 寺澤／捷年∥著 岩波書店
081 植物はすごい　生き残りをかけたしくみと工夫 中公新書 田中／修∥著 中央公論新社
081 天災から日本史を読みなおす　先人に学ぶ防災 中公新書 磯田／道史∥著 中央公論新社

1　哲学
141 続 AB型自分の説明書 文芸社文庫 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ∥著 文芸社
141 続 A型自分の説明書 文芸社文庫 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ∥著 文芸社
141 続 B型自分の説明書 文芸社文庫 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ∥著 文芸社
141 続 O型自分の説明書 文芸社文庫 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ∥著 文芸社

2　歴史
209 大世界史　現代を生きぬく最強の教科書 文春新書 池上／彰∥著 文藝春秋
210 戦地で生きる支えとなった115通の恋文 稲垣／麻由美∥著 扶桑社
268 インカの世界を知る 岩波ジュニア新書 木村／秀雄∥著 岩波書店
289 杉原千畝　戦場の外交官 PHP文庫 櫻田／啓∥著 PHP研究所

郷土 H291 福井あるある 鈴木／俊之∥著 TOブックス

3　社会科学
332 戦後日本の経済と社会　平和共生のアジアへ 岩波ジュニア新書 石原／享一∥著 岩波書店

351 データでみる県勢2016 矢野恒太記念会∥編集 矢野恒太記念会

367 父という病 ポプラ新書 岡田／尊司∥著 ポプラ社
367 絶望の国の幸福な若者たち 講談社+α文庫 古市／憲寿∥〔著〕 講談社
382 森と山と川でたどるドイツ史 岩波ジュニア新書 池上／俊一∥著 岩波書店

4　自然科学
443 すごい宇宙講義 多田／将∥著 イースト・プレス

7　芸術

709 世界遺産　地球の聖域を訪ねて
マルコ・カッターネオ
ジャスミーナ・トリフォーニ

ポプラ社

9　文学

913
浜村渚の計算ノート　方程式は歌声に乗って 4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　鳴くよウグイス、平面上 5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　パピルスよ、永遠に 6さつめ 講談社文庫 青柳／碧人∥〔著〕 講談社
913 居酒屋ぼったくり３・４ 秋川／滝美∥〔著〕 アルファポリス
913 地に巣くう あさの／あつこ∥著 光文社
913 NO.6beyond 講談社文庫 あさの／あつこ∥〔著〕 講談社
913 世にも奇妙な君物語 朝井／リョウ∥著 講談社
913 プリズンホテル　夏 1 集英社文庫 浅田／次郎∥著 集英社
913 だれもが知ってる小さな国 有川／浩∥著 講談社
913 スープのささやき ハルキ文庫 有間／カオル∥著 角川春樹事務所
913 下町ロケット　ガウディ計画 2 池井戸／潤∥著 小学館
913 民王 文春文庫 池井戸／潤∥著 文藝春秋
913 首折り男のための協奏曲 伊坂／幸太郎∥著 新潮社
913 Masato 岩城／けい∥著 集英社

913
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『イ
ノベーションと企業家精神』を読んだら

岩崎／夏海∥著 ダイヤモンド社

913 墓標なき街 逢坂／剛∥著 集英社

913
ようするに、怪異ではない。　ある夏の日のがらんど
ん 〔2〕

角川文庫 皆藤／黒助∥〔著〕 KADOKAWA

913 彼女のこんだて帖 講談社文庫 角田／光代∥〔著〕 講談社
913 傘をもたない蟻たちは 加藤／シゲアキ∥著 KADOKAWA

913
株式会社タイムカプセル社　十年前からやってきた
使者

喜多川／泰∥〔著〕
ディスカヴァー・トゥエンティ
ワン

913 火星の話 小嶋／陽太郎∥著 KADOKAWA
913 5分後に意外な結末　青いミステリー 2 学研教育出版
913 希望ケ丘の人びと　上・下 講談社文庫 重松／清∥〔著〕 講談社
913 雲は湧き、光あふれて 集英社オレンジ文庫 須賀／しのぶ∥著 集英社
913 四月は少しつめたくて 谷川／直子∥著 河出書房新社
913 思い出のとき修理します　明日を動かす歯車 2 集英社文庫 谷／瑞恵∥著 集英社
913 思い出のとき修理します　空からの時報 3 集英社文庫 谷／瑞恵∥著 集英社
913 ふちなしのかがみ 角川文庫 辻村／深月∥〔著〕 角川書店
913 お後は笑顔がよろしいようで 富士見L文庫 永菜／葉一∥〔著〕 KADOKAWA
913 明治・金色キタン 畠中／恵∥著 朝日新聞出版
913 人魚の眠る家 東野／圭吾∥著 幻冬舎
913 生物学者山田博士の聖域(サンクチュアリ) 角川文庫 松尾／佑一∥〔著〕 KADOKAWA
913 生物学者山田博士の奇跡(ミラクル) 角川文庫 松尾／佑一∥〔著〕 KADOKAWA
913 人魚は空に還る 創元推理文庫 三木／笙子∥著 東京創元社
913 世界記憶コンクール 創元推理文庫 三木／笙子∥著 東京創元社
913 人形遣いの影盗み 創元推理文庫 三木／笙子∥著 東京創元社
913 鳥少年 創元推理文庫 皆川／博子∥著 東京創元社
913 ユートピア 湊／かなえ∥著 集英社
913 有頂天家族　二代目の帰朝 〔2〕 森見／登美彦∥著 幻冬舎
913 白い巨塔1・２ 新潮文庫 山崎／豊子∥著 新潮社
913 大地の子1 文春文庫 山崎／豊子∥著 文藝春秋
913 早稲女、女、男 柚木／麻子∥著 祥伝社
914 生きるヒント　自分を発見するための12のレッスン 1 五木／寛之∥著 学研パブリッシング
914 生きるヒント　今日を生きるための12のレッスン 2 五木／寛之∥著 学研パブリッシング
914 美女と竹林 光文社文庫 森見／登美彦∥著 光文社

915
ラオスにいったい何があるというんですか?　紀行文
集

村上／春樹∥著 文藝春秋

933 秘密の花園 福音館文庫 Ｆ．Ｈ．バーネット∥作 福音館書店

今月号は図書委員さん選

定の本がたくさん入って

います。 

冬休みはぜひ「家読」！ 
 


