
新着図書紹介１月号 2015.1.30

藤島高校図書館

0　総記
019 なにもかも小林秀雄に教わった 文春新書 木田　元 文藝春秋
071 朝日新聞縮刷版2014　平成26年11月号　№1121 朝日新聞社編 朝日新聞社
071 朝日新聞縮刷版2014　平成26年12月号　№1122 朝日新聞社編 朝日新聞社
081 NHK　危機に立つ公共放送 岩波新書 新赤版 松田　浩 岩波書店
081 学校で教えてくれない音楽 岩波新書 新赤版 大友　良英 岩波書店
081 農山村は消滅しない 岩波新書 新赤版 小田切　徳美 岩波書店
081 復興〈災害〉　阪神・淡路大震災と東日本大震災 岩波新書 新赤版 塩崎　賢明 岩波書店
081 タックス・イーター　消えていく税金 岩波新書 新赤版 志賀　櫻 岩波書店
081 外交ドキュメント歴史認識 岩波新書 新赤版 服部　龍二 岩波書店
081 戦国乱世から太平の世へシリーズ日本近世史 岩波新書 新赤版 藤井　讓治 岩波書店
081 在日朝鮮人　歴史と現在 岩波新書 新赤版 水野　直樹 岩波書店
081 医学探偵の歴史事件簿　ファイル2 岩波新書 新赤版 小長谷　正明 岩波書店
081 近代哲学の名著　デカルトからマルクスまでの24冊 中公新書 熊野　純彦編 中央公論新社

寄贈 081
セレクション竹内敏晴の「からだと思想」 〈１〉
 主体としての「からだ」

竹内　敏晴 藤原書店

寄贈 081
セレクション竹内敏晴の「からだと思想」 〈２〉
 「したくない」という自由

竹内　敏晴 藤原書店

寄贈 081
セレクション竹内敏晴の「からだと思想」 〈３〉
 「出会う」ことと「生きる」こと

竹内　敏晴 藤原書店

寄贈 081
セレクション竹内敏晴の「からだと思想」 〈４〉
 「じか」の思想

竹内　敏晴 藤原書店

１　哲学

104
今を生きるための「哲学的思考」
“想定外の世界”で本質を見抜く11の講義

黒崎　政男 日本実業出版社

104 純粋な自然の贈与 講談社学術文庫 中沢　新一 講談社
114 身体(からだ)にきく哲学 NTT出版ライブラリーレゾナント 黒崎　政男 NTT出版

124 老子・荘子　中国の古典ビギナーズ・クラシックス 角川ソフィア文庫 野村　茂夫 角川学芸出版
190 キリスト教入門 岩波ジュニア新書 山我　哲雄 岩波書店

２　歴史

郷土 291
福井「地理・地名・地図」の謎
意外と知らない福井県の歴史を読み解く!

じっぴコンパクト新書 実業之日本社編 実業之日本社

３　社会科学
336 戦略は「1杯のコーヒー」から学べ! 永井　孝尚 KADOKAWA
337 貨幣論 ちくま学芸文庫 岩井　克人 筑摩書房
361 社会学入門一歩前 NTT出版ライブラリーレゾナント 若林　幹夫 NTT出版
371 スギナの島留学日記 岩波ジュニア新書 渡邊　杉菜 岩波書店

375 葬祭業界で働く なるにはBOOKS
薄井　秀夫
柿ノ木坂　ケイ

ぺりかん社

寄贈 377 目指せＭＩＴ―これからの日本のために 日本ＭＩＴ会編 ファーストプレス

378
自閉症の僕が跳びはねる理由
会話のできない中学生がつづる内なる心

東田　直樹 エスコアール出版部

４　自然科学
490 医療現場に臨む哲学 清水　哲郎 勁草書房
492 人生の終わりをしなやかに　連続授業 清水　哲郎編 三省堂

５　技術
543 ご当地電力はじめました! 岩波ジュニア新書 高橋　真樹 岩波書店

７　芸術
728 甲骨文宝典 古代文字字典全集 城南　山人編著 木耳社
728 金文宝典 古代文字字典全集 城南　山人編著 木耳社
728 春秋戦国期文字宝典 古代文字字典全集 城南　山人編著 木耳社
728 古文宝典 古代文字字典全集 城南　山人編著 木耳社
728 続古文宝典 古代文字字典全集 城南　山人編著 木耳社
728 説文解字宝典 古代文字字典全集 城南　山人編著 木耳社
783 ぐんぐんうまくなる!卓球 西村　卓二 ベースボール・マガジン社
783 卓球練習メニュー200　打ち方と戦術の基本 宮﨑　義仁監修 池田書店

799
SAMプロデュースDream5とおどるはじめてのリズムダンス
BOOK

ＳＡＭ監修 誠文堂新光社

799
はじめてのヒップホップダンス
ヒップホップダンスの基本を完全マスター!

SJセレクトムック ＨＩＲＯ監修 スキージャーナル

８　言語
813 朝日キーワード2016 朝日新聞出版編 朝日新聞出版
816 伝えるための教科書 岩波ジュニア新書 川井　龍介 岩波書店

９　文学
911 新葉和歌集 44 和歌文学大系 久保田　淳監修 明治書院
911 詩文集 生首 辺見　庸 毎日新聞社
913 大江健三郎自選短篇 岩波文庫 大江　健三郎作 岩波書店
913 九年前の祈り 小野　正嗣 講談社
913 残虐記 新潮文庫 桐野　夏生 新潮社
913 谷崎潤一郎フェティシズム小説集 集英社文庫 谷崎　潤一郎 集英社
913 谷崎潤一郎マゾヒズム小説集 集英社文庫 谷崎　潤一郎 集英社
913 旅のラゴス 新潮文庫 筒井　康隆 新潮社
913 花筏　谷崎潤一郎・松子たゆたう記 講談社文庫 鳥越　碧 講談社
913 サラバ!　上・下 西　加奈子 小学館
913 レベル7 新潮文庫 宮部　みゆき 新潮社
914 黒雲の下で卵をあたためる 小池　昌代 岩波書店

寄贈 914 あたたかき光Ⅱ～小諸・藤村文学賞最優秀作品集 小諸市教育委員会編 信濃毎日新聞社
914 陰翳礼讃 中公文庫 谷崎　潤一郎 中央公論新社
914 生きてるかい? 文春文庫 南木　佳士 文藝春秋
914 水の透視画法 集英社文庫 辺見　庸 集英社

寄贈 921 杜甫の詩と生活　現代訓読文で読む 佐賀大学文化教育学部研究叢書 古川　末喜 知泉書館
928 白氏文集 106 新釈漢文大系 明治書院
929 アラブ、祈りとしての文学 岡　真理 みすず書房

DVD
D781 クイックマスター・エアロビクス・レッスン 馬塚　三枝子指導 ティーアンドエイチ

郷土 DH070 福井新聞縮刷版2014　平成26年11月号 福井新聞社編 福井新聞社
郷土 DH070 福井新聞縮刷版2014　平成26年12月号 福井新聞社編 福井新聞社


