
2015/7/23

藤島高校図書館

1　哲学
130 高校生のための哲学・思想入門　哲学の名著セレクション 竹田／青嗣∥編著 筑摩書房

159 大学で大人気の先生が語る〈恋愛〉と〈結婚〉の人間学 岩波ジュニア新書 佐藤／剛史∥著 岩波書店

２　歴史
210 半藤一利と宮崎駿の腰ぬけ愛国談義 文春ジブリ文庫 半藤／一利∥著 文藝春秋

290 FAMILY GYPSY　家族で世界一周しながら綴った旅ノート 高橋／歩∥著 A-Works

290 わたしの旅に何をする。 幻冬舎文庫 宮田／珠己∥〔著〕 幻冬舎

291 47都道府県女ひとりで行ってみよう 幻冬舎文庫 益田／ミリ∥〔著〕 幻冬舎

292 恋する旅女、世界をゆく　29歳、会社を辞めて旅に出た 幻冬舎文庫 小林／希∥〔著〕 幻冬舎

295 ニューヨークのとけない魔法 文春文庫 岡田／光世∥著 文藝春秋

3　社会科学

319
なぜ中国は覇権の妄想をやめられないのか　中華秩序の本質を知
れば「歴史の法則」がわかる

PHP新書 石／平∥著 PHP研究所

374 残念な教員　学校教育の失敗学 光文社新書 林／純次∥著 光文社

4　自然科学

402 2階から卵を割らずに落とす方法　科学の歴史を実験で振り返る本 ショーン・コノリー∥著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

410 つまずき克服!数学学習法 ちくまプリマー新書 高橋／一雄∥著 筑摩書房

430 錬金術　秘密の「知」の実験室 アルケミスト双書 ガイ・オグルヴィ∥著 創元社

486 昆虫はすごい 光文社新書 丸山／宗利∥著 光文社

5　技術
596 バムとケロのおいしい絵本　絵本のなかのとっておきレシピ集 島田／ゆか∥監修 文溪堂

596 おにぎらず　失敗なしでかわいくパパッと!にぎらないおにぎり しらいし／やすこ∥監修 宝島社

596
フランスの素朴なおやつのもと　6つの「もと」があれば、いつでも
簡単おやつ

若山／曜子∥著 河出書房新社

6　産業
615 未来へつなぐ食のバトン　映画『100年ごはん』が伝える農業のいま ちくまプリマー新書 大林／千茱萸∥著 筑摩書房

7　芸術

709 名景世界遺産　水辺編 アフロ∥写真
パイインターナショ
ナル

726 インド文様とペイズリーのぬり絵ブック
パイインターナショ
ナル

756 日本刀図鑑　世界に誇る日本の名刀270振り 別冊宝島 宝島社

798 あやとり大全集　完全版 野口／廣∥監修 主婦の友社

9　文学
913 5分後に意外な結末　黄色い悲喜劇 5 学研教育出版

913 駅物語 講談社文庫 朱野／帰子∥〔著〕 講談社

913 この部屋で君と 新潮文庫 朝井／リョウ∥著 新潮社

913 探偵はバーにいる ハヤカワ文庫 JA 東／直己∥著 早川書房

913 瑠璃の雫 角川文庫 伊岡／瞬∥〔著〕 角川書店

913 風神秘抄　上・下 TOKUMA NOVELS 荻原／規子∥著 徳間書店

913 空色勾玉 徳間文庫 荻原／規子∥著 徳間書店

913 ピンクとグレー 角川文庫 加藤／シゲアキ∥〔著〕 KADOKAWA

913 ちょっと今から仕事やめてくる メディアワークス文庫 北川／恵海∥〔著〕 KADOKAWA

913 化学探偵Mr.キュリー　3 中公文庫 喜多／喜久∥著 中央公論新社

913 鈴木ごっこ 幻冬舎文庫 木下／半太∥〔著〕 幻冬舎

913 現代語訳南総里見八犬伝　上・下 河出文庫 曲亭／馬琴∥〔作〕 河出書房新社

913 担当官は恋愛オンチ　恋愛事件捜査係 富士見L文庫 剛／しいら∥〔著〕 KADOKAWA

913 青の調査ファイル 講談社文庫 今野／敏∥〔著〕 講談社

913 赤の調査ファイル 講談社文庫 今野／敏∥〔著〕 講談社

913 黄の調査ファイル 講談社文庫 今野／敏∥〔著〕 講談社

913 ST警視庁科学特捜班エピソード1 講談社文庫 今野／敏∥〔著〕 講談社

913 九十九さん家(ち)のあやかし事情　五人の兄と、迷子の狐 富士見L文庫 椎名／蓮月∥〔著〕 KADOKAWA

913 なきむし姫 新潮文庫 重松／清∥著 新潮社

913 東海道中膝栗毛　上・下 岩波文庫 十返舎／一九∥著 岩波書店

913 トッカン　特別国税徴収官 ハヤカワ文庫 JA 高殿／円∥著 早川書房

913 トッカンvs勤労商工会 ハヤカワ文庫 JA 高殿／円∥著 早川書房

913 おばけなんてないさ the 3rd ハヤカワ文庫 JA 高殿／円∥著 早川書房

913 超高速!参勤交代 講談社文庫 土橋／章宏∥〔著〕 講談社

913 悲録伝 講談社ノベルス 西尾／維新∥著 講談社

913 悲報伝 講談社ノベルス 西尾／維新∥著 講談社

913 悲業伝 講談社ノベルス 西尾／維新∥著 講談社

913 まったなし 畠中／恵∥著 文藝春秋

913 バケモノの子 角川文庫 細田／守∥〔著〕 KADOKAWA

913 MEMORY 集英社文庫 本多／孝好∥著 集英社

913 WILL 集英社文庫 本多／孝好∥著 集英社

913 劉邦　中 宮城谷／昌光∥著 毎日新聞出版

913 過ぎ去りし王国の城 宮部／みゆき∥著 KADOKAWA

913 リケイ文芸同盟 向井／湘吾∥著 幻冬舎

913 かなりや荘浪漫　廃園の鳥たち 集英社オレンジ文庫 村山／早紀∥著 集英社

913 癒し屋キリコの約束 幻冬舎文庫 森沢／明夫∥〔著〕 幻冬舎

913 ブラックミステリーズ　12の黒い謎をめぐる219の質問 角川文庫 安田／均∥監修 KADOKAWA

914 世界の半分を怒らせる 押井／守∥著 幻冬舎

914 人間らしくヘンテコでいい 鎌田／實∥著 集英社

914 6粒と半分のお米 2 木皿／泉∥著 双葉社
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