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藤島高校図書館

０　総記
016 ラオス山の村に図書館ができた 安井／清子∥著 福音館書店
071 朝日新聞縮刷版2015　平成27年5月号　№1127 朝日新聞社∥編 朝日新聞社
081 生きて帰ってきた男　ある日本兵の戦争と戦後 岩波新書 新赤版 小熊／英二∥著 岩波書店
081 ポスト資本主義　科学・人間・社会の未来 岩波新書 新赤版 広井／良典∥著 岩波書店
081 鈴木さんにも分かるネットの未来 岩波新書 新赤版 川上／量生∥著 岩波書店

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
230 図説中世ヨーロッパの暮らし ふくろうの本 河原／温∥著 河出書房新社

234 ヒトラーと第三帝国
地図で読む世界の歴
史

リチャード・オウヴァリー
∥著

河出書房新社

262 図説ブラジルの歴史 ふくろうの本 金七／紀男∥著 河出書房新社
280 生きる哲学 文春新書 若松／英輔∥著 文藝春秋

寄贈 289 マララ　教育のために立ち上がり、世界を変えた少女 マララ・ユスフザイ∥著 岩崎書店

3　社会科学
309 マルクスを読みなおす 筑摩選書 德川／家広∥著 筑摩書房
312 中東革命のゆくえ　現代史のなかの中東・世界・日本 栗田／禎子∥著 大月書店
316 ヘイト・スピーチに抗する人びと 神原／元∥著 新日本出版社

319 日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか 矢部／宏治∥著
集英社インターナ
ショナル

320 模範小六法2015
判例六法編修委員会∥
編

三省堂

326
秘密保護法から「戦争する国」へ　秘密保護法を廃止
し、集団的自衛権行使を認めない闘いを

右崎／正博∥編 旬報社

351 日本国勢図会　2015/16 日本がわかるデータブック 矢野恒太記念会∥編集 矢野恒太記念会

361 面白くて眠れなくなる社会学 橋爪／大三郎∥著
PHPエディターズ・グ
ループ

367 江戸の暮らし図鑑　女性たちの日常 菊地／ひと美∥著画 東京堂出版
375 警備員・セキュリティスタッフになるには なるにはBOOKS 山中　伊知郎∥著 ぺりかん社
375 靖国の子　教科書・子どもの本に見る靖国神社 山中／恒∥著 大月書店
382 アイヌの世界を旅する 別冊太陽 北原／次郎太∥監修 平凡社
385 昭和の結婚 らんぷの本 小泉／和子∥編 河出書房新社

4　自然科学
410 数学史　数学5000年の歩み 中村／滋∥著 共立出版
410 数に強くなろう　ピーター流数学あそび 岩波ジュニア新書 ピーター・フランクル∥著 岩波書店
427 キーポイント電磁気学 物理のキーポイント 生井澤／寛∥著 岩波書店
440 カラー版 新・天文学入門 岩波ジュニア新書 嶺重／慎∥編著 岩波書店
445 太陽系惑星　最新画像のすべて ジャイルズ・スパロウ∥著 河出書房新社

448
「正しい地図」の作り方 数学者は地球をこのように見
ている

ティモシーＧ．フィーマン
∥著

日本評論社

452 深海と地球の事典
深海と地球の事典編集
委員会∥編

丸善出版

456
地層の見方がわかるフィールド図鑑　火山・津波・地す
べり・地殻変動…実際の地層や鉱物から成因・特徴がわ
かる

青木／正博∥著 誠文堂新光社

467
系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史　僕たち
の祖先を探す15億年の旅

BERET SCIENCE 長谷川／政美∥著 ベレ出版

寄贈 481 ペンギンが教えてくれた物理のはなし 河出ブックス 渡辺　佑基∥著 河出書房新社

5　技術

526
大仏はなぜこれほど巨大なのか　権力者たちの宗教
建築

平凡社新書 武澤／秀一∥著 平凡社

593 半幅帯の本　普段きものがもっと楽しくなる 大竹／恵理子∥著 河出書房新社

596
家庭で作る本格和菓子の教科書　季節と定番の60品
をコツや豆知識とともにわかりやすく解説

梶山／浩司∥著 誠文堂新光社

596
はじめてでもかんたん&おいしい!手作りお菓子　人気
の96レシピ

料理コレ1冊! 黒川／愉子∥著 学研パブリッシング

596 ミディ・アプレミディのお菓子 津田／陽子∥著
文化学園文化出版
局

6　産業

615
図解でよくわかる植物工場のきほん　設備投資・生産コ
ストから、養液栽培の技術、流通、販売、経営まで

すぐわかるすごくわ
かる!

古在／豊樹∥監修 誠文堂新光社

673 「外食の裏側」を見抜くプロの全スキル、教えます。 河岸／宏和∥著 東洋経済新報社
675 ボトルは語る　ものがたりをデザインする 三石／博∥著 六耀社

7　芸術

721
広重「名所江戸百景」の旅　あの名作はどこから描か
れたのか?

別冊太陽 安村／敏信∥監修 平凡社

760 音楽と人間と宇宙　世界の共鳴を科学する エレナ・マネス∥著
ヤマハミュージック
メディア

761
音楽の感動を科学する　ヒトはなぜ“ホモ・カントゥス”に
なったのか

DOJIN選書 福井／一∥著 化学同人

762 棒を振る人生　指揮者は時間を彫刻する PHP新書 佐渡／裕∥著 PHP研究所
762 感動をつくれますか? 角川oneテーマ21 久石／譲∥〔著〕 角川書店
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778 『サウンド・オブ・ミュージック』の秘密 平凡社新書 瀬川／裕司∥著 平凡社

780 スポーツ選手のための食事400レシピ　最新版
GAKKEN SPORTS
BOOKS

石川／三知∥著 学研パブリッシング

780 アスリートのためのスポーツ栄養学　最新版
GAKKEN SPORTS
BOOKS

柳沢／香絵∥監修 学研パブリッシング

8　言語

830 TOEICテスト新公式問題集Vol.4
Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｓｔｉｎｇ
Ｓｅｒｖｉｃｅ∥著

国際ビジネスコミュ
ニケーション協会
TOEIC運営委員会

830
2015年度版 文部科学省後援 英検準2級過去6回全問
題集

旺文社英検書 旺文社∥編 旺文社

830 英検2級二次試験・面接完全予想問題　10日でできる! 旺文社英検書 旺文社∥編 旺文社

830
英検準2級二次試験・面接完全予想問題　10日ででき
る!

旺文社英検書 旺文社∥編 旺文社

830
英検2級過去6回全問題集　2015年度版 文部科学省後
援

旺文社英検書 旺文社∥編 旺文社

830
TOEICテスト超リアル模試600問　本試験を徹底的に分
析して作られた究極の模試3回分

花田／徹也∥著 コスモピア

830 TOEICテスト究極の模試600問 ヒロ　前田∥著 アルク

830
はじめてのTOEFLテスト完全対策　すべてのセクション
に対応

TOEFLテスト大戦略シ
リーズ

Ｐａｕｌ　Ｗａｄｄｅｎ∥著 旺文社

835 日本人の英語はなぜ間違うのか? 知のトレッキング叢書 マーク・ピーターセン∥著
集英社インターナ
ショナル

837 ネイティブが絶句!その英語危ないです。 デイビッド・セイン∥著 河出書房新社

9　文学
911 萬葉集 4 和歌文学大系 久保田／淳∥監修 明治書院
913 乙女の家 朝倉／かすみ∥著 新潮社
913 桜の下で待っている 彩瀬／まる∥著 実業之日本社
913 夏目漱石『三四郎』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 一冊の扉 本をめぐる物語 角川文庫 中田／永一∥〔著〕 KADOKAWA
913 栞は夢をみる 本をめぐる物語 角川文庫 大島／真寿美∥〔著〕 KADOKAWA
913 遠くの声に耳を澄ませて 新潮文庫 宮下／奈都∥著 新潮社
914 はじめからその話をすればよかった 宮下／奈都∥著 実業之日本社
914 神さまたちの遊ぶ庭 宮下／奈都∥著 光文社
918 古事記 01 日本文学全集 池澤／夏樹∥個人編集 河出書房新社

寄贈 933 希望の海へ
マイケル・モーパーゴ∥
著

評論社

DVD・CD
C830 英検準2級過去6回全問題集CD 旺文社∥編 旺文社
C830 英検2級過去6回全問題集CD 旺文社∥編 旺文社

郷土 DH070 福井新聞縮刷版2015　平成27年5月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

今月はみなさんにおすすめの図書を入れました。

夏休みにはいろんな本を読んでみませんか？
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