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藤島高校図書館

０　総記
071 朝日新聞縮刷版2015　平成27年4月号　№1126 朝日新聞社∥編 朝日新聞社
081 幕末から維新へ 岩波新書 新赤版 藤田／覚∥著 岩波書店
081 日本の納税者 岩波新書 新赤版 三木／義一∥著 岩波書店
081 遺骨　戦没者三一〇万人の戦後史 岩波新書 新赤版 栗原／俊雄∥著 岩波書店
081 世論調査とは何だろうか 岩波新書 新赤版 岩本／裕∥著 岩波書店
081 地域に希望あり　まち・人・仕事を創る 岩波新書 新赤版 大江／正章∥著 岩波書店
081 人物で語る数学入門 岩波新書 新赤版 高瀬／正仁∥著 岩波書店

1　哲学
121 花びらは散る花は散らない　無常の日本思想 角川選書 竹内／整一∥著 角川学芸出版

141
大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュア
ル

岩波ジュニア新書 豊島／ミホ∥著 岩波書店

159 嫌われる男こそ一流
Forest 2545
Shinsyo

里中／李生∥著 フォレスト出版

２　歴史
209 変わる世界史　あなたの習った歴史はもう違う! 世界歴史楽会∥著 宝島社
210 あなたの歴史知識はもう古い!変わる日本史 日本歴史楽会∥著 宝島社
291 裏が、幸せ。 酒井／順子∥著 小学館

3　社会科学
316 イスラム国の正体 朝日新書 国枝／昌樹∥著 朝日新聞出版

331
一番やさしいピケティ「超」入門　『21世紀の資本』と
「格差社会」を今日から語れる本

中野／明∥著 学研パブリッシング

338 東大生が書いた世界一やさしい株の教科書 PHP文庫
東京大学株式投資クラ
ブＡｇｅｎｔｓ∥著

PHP研究所

361 自由という牢獄　責任・公共性・資本主義 大澤／真幸∥著 岩波書店
367 家族という病 幻冬舎新書 下重／暁子∥著 幻冬舎
368 謝るなら、いつでもおいで 川名／壮志∥著 集英社
370 学校って何だろう　教育の社会学入門 ちくま文庫 苅谷／剛彦∥著 筑摩書房
375 秘伝大学受験の国語力 新潮選書 石原／千秋∥著 新潮社

4　自然科学
404 空想科学読本　〈科学で解けない超難問〉編 12 柳田／理科雄∥著 メディアファクトリー
404 空想科学読本　〈そんなコトして死なないの!?〉編 13 柳田／理科雄∥著 メディアファクトリー

404
空想科学読本　〈名キャラ対決!どっちがすごい!?〉編
14

柳田／理科雄∥著 KADOKAWA

404 空想科学読本　〈愛は地球を滅ぼす〉編 15 柳田／理科雄∥著 KADOKAWA
404 空想科学読本　16 柳田／理科雄∥著 KADOKAWA

5　技術
517 新・東海道水の旅 岩波ジュニア新書 浦瀬／太郎∥著 岩波書店

590
フランス人は10着しか服を持たない　パリで学んだ
“暮らしの質”を高める秘訣

ジェニファー・Ｌ・スコット
∥著

大和書房

7　芸術

728
一〇三歳になってわかったこと　人生は一人でも面
白い

篠田／桃紅∥著 幻冬舎

8　言語
811 漢字力が身につく熟語練習帳 岩波ジュニア新書 馬場／雄二∥著 岩波書店
816 日本一短い手紙「花」 一筆啓上賞 丸岡文化財団∥編集 中央経済社

9　文学
910 この1冊で早わかり!日本の古典50冊 知的生きかた文庫 阿刀田／高∥監修 三笠書房
910 王朝生活の基礎知識　古典のなかの女性たち 角川選書 川村／裕子∥著 角川書店
913 居酒屋ぼったくり　2 秋川／滝美∥〔著〕 アルファポリス
913 少女は卒業しない 集英社文庫 朝井／リョウ∥著 集英社
913 武道館 朝井／リョウ∥著 文藝春秋
913 はるがいったら 集英社文庫 飛鳥井／千砂∥著 集英社
913 海を見に行こう 集英社文庫 飛鳥井／千砂∥著 集英社
913 夢みるレシピ　ゲストハウスわすれな荘 ハルキ文庫 有間／カオル∥著 角川春樹事務所
913 生存者ゼロ 宝島社文庫 安生／正∥著 宝島社
913 ようこそ、わが家へ 小学館文庫 池井戸／潤∥著 小学館
913 イニシエーション・ラブ 文春文庫 乾／くるみ∥著 文藝春秋

913
珈琲店タレーランの事件簿　ブレイクは五種類のフ
レーバーで 4

宝島社文庫 岡崎／琢磨∥著 宝島社

913 福井豪商佐吉伝　うらは、負けね! 宝島社文庫 沖田／正午∥著 宝島社
913 ようするに、怪異ではない。 角川文庫 皆藤／黒助∥〔著〕 KADOKAWA
913 2.43　清陰高校男子バレー部 　1・２ 集英社文庫 壁井／ユカコ∥著 集英社
913 化学探偵Mr.キュリー　2 中公文庫 喜多／喜久∥著 中央公論新社

913
「また、必ず会おう」と誰もが言った。　偶然出会っ
た、たくさんの必然

喜多川／泰∥著 サンマーク出版

新着図書紹介 ６月号



913 鬼談 幽BOOKS 京極／夏彦∥著 KADOKAWA
913 お坊さんとお茶を　孤月寺茶寮はじめての客 集英社オレンジ文庫 真堂／樹∥著 集英社
913 天皇の料理番　上・下 集英社文庫 杉森／久英∥著 集英社
913 アイズ 角川ホラー文庫 鈴木／光司∥〔著〕 KADOKAWA
913 あと少し、もう少し 新潮文庫 瀬尾／まいこ∥著 新潮社
913 剣と紅　戦国の女領主・井伊直虎 文春文庫 高殿／円∥著 文藝春秋
913 王都炎上　アルスラーン戦記 光文社文庫 田中／芳樹∥著 光文社
913 王子二人　アルスラーン戦記 光文社文庫 田中／芳樹∥著 光文社
913 落日悲歌　アルスラーン戦記 光文社文庫 田中／芳樹∥著 光文社
913 銀河英雄伝説　黎明篇 1 創元SF文庫 田中／芳樹∥著 東京創元社
913 盲目的な恋と友情 辻村／深月∥著 新潮社
913 ドS刑事(デカ)　風が吹けば桶屋が儲かる殺人事件 幻冬舎文庫 七尾／与史∥〔著〕 幻冬舎

913
ドS刑事(デカ)　朱に交われば赤くなる殺人事件
〔2〕

幻冬舎文庫 七尾／与史∥〔著〕 幻冬舎

913 ドS刑事(デカ)　三つ子の魂百まで殺人事件 〔3〕 幻冬舎文庫 七尾／与史∥〔著〕 幻冬舎
913 王先生の薬膳レストラン MF文庫ダ・ヴィンチ 南部／くまこ∥著 KADOKAWA
913 王先生の薬膳レストラン　春のレシピ 〔2〕 MF文庫ダ・ヴィンチ 南部／くまこ∥著 KADOKAWA
913 悲惨伝 講談社ノベルス 西尾／維新∥著 講談社
913 悲痛伝 講談社ノベルス 西尾／維新∥著 講談社
913 刀伊入寇　藤原隆家の闘い 葉室／麟∥著 実業之日本社
913 ラプラスの魔女 東野／圭吾∥著 KADOKAWA
913 火花 又吉／直樹∥著 文藝春秋
913 夢をかなえるゾウ　ブラックガネーシャの教え 3 水野／敬也∥〔著〕 飛鳥新社
913 Junk　毒にもなれない裏通りの小悪党 双葉文庫 三羽／省吾∥著 双葉社
913 リバース 湊／かなえ∥著 講談社
913 劉邦　上 宮城谷／昌光∥著 毎日新聞出版
913 悲嘆の門　上・下 宮部／みゆき∥著 毎日新聞社
913 天使のナイフ 講談社文庫 薬丸／岳∥〔著〕 講談社
913 ジェントルマン 講談社文庫 山田／詠美∥〔著〕 講談社
913 ナイルパーチの女子会 柚木／麻子∥著 文藝春秋
913 TUGUMI 中公文庫 吉本／ばなな∥著 中央公論新社
914 生きるコント　１・２ 文春文庫 大宮／エリー∥著 文藝春秋
933 アルジャーノンに花束を ハヤカワ文庫 NV ダニエル・キイス∥著 早川書房

933 ピーター・パンとウェンディ 新潮文庫
ジェームズ・Ｍ・バリー∥
〔著〕

新潮社

943 禁忌
フェルディナント・フォン・
シーラッハ∥著

東京創元社

DVD
郷土 DH070 福井新聞縮刷版2015　平成27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がたくさん入って
います。話題のあの本も…


