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藤島高校図書館

０　総記
059 世界年鑑2016 共同通信社∥編著 共同通信社

071 朝日新聞縮刷版2016　平成28年3月号 朝日新聞社∥編 朝日新聞社

081 鎌倉幕府と朝廷 岩波新書 新赤版 近藤／成一∥著 岩波書店

081 ガルブレイス　アメリカ資本主義との格闘 岩波新書 新赤版 伊東／光晴∥著 岩波書店

081 水の未来　グローバルリスクと日本 岩波新書 新赤版 沖／大幹∥著 岩波書店

081 18歳からの民主主義 岩波新書 新赤版 岩波新書編集部∥編 岩波書店

081 憲法の無意識 岩波新書 新赤版 柄谷／行人∥著 岩波書店

081 原発プロパガンダ 岩波新書 新赤版 本間／龍∥著 岩波書店

081 ブラックバイト　学生が危ない 岩波新書 新赤版 今野／晴貴∥著 岩波書店

081 丹下健三　戦後日本の構想者 岩波新書 新赤版 豊川／斎赫∥著 岩波書店

1　哲学
198 みんな彗星を見ていた　私的キリシタン探訪記 星野／博美∥著 文藝春秋

２　歴史
288 コンニャク屋漂流記 文春文庫 星野／博美∥著 文藝春秋

寄贈 郷土 H247 越前市史　資料編8　近代の越前和紙 越前市∥編集 越前市

3　社会科学

302
ハーバードでいちばん人気の国・日本　なぜ世界最高
の知性はこの国に魅了されるのか

PHP新書 佐藤／智恵∥著 PHP研究所

367 家族という病 幻冬舎新書 下重／暁子∥著 幻冬舎

367 恋の相手は女の子 岩波ジュニア新書 室井／舞花∥著 岩波書店

4　自然科学

寄贈 452
海洋白書2016　大きく動き出した海洋をめぐる世界と
日本の取組み

笹川平和財団海洋政策
研究所∥編

笹川平和財団海洋政策研
究所

5　技術

519
地球白書　特集持続可能で心豊かな社会経済を目指し
て 2012-13 ワールドウォッチ研究所

ワールドウォッチ研究所
∥企画編集

ワールドウォッチジャパン

590
フランス人は10着しか服を持たない　今の家でもっと
シックに暮らす方法 2

ジェニファー・Ｌ・スコット
∥著

大和書房

590 人生の答えは家庭科に聞け! 岩波ジュニア新書 堀内／かおる∥著 岩波書店

6　産業
寄贈 615 誤解だらけの遺伝子組み換え作物 小島　正美∥編著 エネルギーフォーラム

8　語学
801 通訳になりたい!　ゼロからめざせる10の道 岩波ジュニア新書 松下／佳世∥著 岩波書店

9　文学

寄贈 911
今に生きる和泉式部　式部の里・国富より読み解く歌集
口語訳

大辻　二郎∥著 鉱脈社

911 百人一首ノート 今日／マチ子∥著 KADOKAWA

913 つまをめとらば 青山／文平∥著 文藝春秋

913 ままならないから私とあなた 朝井／リョウ∥著 文藝春秋

913 サブマリン 伊坂／幸太郎∥著 講談社

913 コーヒーが冷めないうちに 川口／俊和∥著 サンマーク出版

913 声のお仕事 川端／裕人∥著 文藝春秋

913 ムーンナイト・ダイバー 天童／荒太∥著 文藝春秋

913 教場2 長岡／弘樹∥著 小学館

913 カエルの楽園 百田／尚樹∥著 新潮社

913 日蝕・一月物語 新潮文庫 平野／啓一郎∥著 新潮社

913 滴り落ちる時計たちの波紋 文春文庫 平野／啓一郎∥著 文藝春秋

913 海は見えるか 真山／仁∥著 幻冬舎

913 江ノ島西浦写真館 三上／延∥著 光文社

寄贈 933 Pride and Prejudice　高慢と偏見
ジェーン・オースティン
∥著

Bantam Classic &
Loveswept

留学生ソフィーさんより

寄贈 933
The Mists of Avalon (Ballantine Reader's Circle)
（Reissue）アヴォロンの霧

マリオン・ジャー・ブラド
リー∥著

Ballantine Books 留学生ソフィーさんより

DVD
郷土 DH070 福井新聞縮刷版2016　平成28年3月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

※SSHより寄贈されました。ぜひ利用してください。

007 情報リテラシー入門
慶應義塾大学日吉ﾒﾃﾞｨ
ｱｾﾝﾀｰ∥編

慶應義塾大学出版会

015 図書館のプロが伝える調査のツボ 高田／高史∥編著 柏書房

017
情報探索の基礎知識基本編2009　東北大学生のため
の

東北大学附属図書館∥
編集

081 ことばと思考 岩波新書　新赤版 今井／むつみ∥著 岩波書店

150 動物からの倫理学入門 伊勢田　哲治∥著 名古屋大学出版会

370 小学生になる前後　五～七歳児を育てる 岡本　夏木∥著 岩波書店

370 揺れる世界の学力マップ
未来への学力と日本
の教育

佐藤　学∥編著 明石書店

375 論理コミュニケーション 梅嶋　真樹∥著 慶應義塾大学出版会

400 スーパーサイエンスハイスクール講義 堀越　正美∥著 培風館

404
未来の科学者との対話11　第11回神奈川大学全国高校
生理科・科学論文大賞受賞作品集

神奈川大学広報委員会
∥編

日刊工業新聞社

404 きのくにサイエンスボックス　和歌山県理科研修ガイド
和歌山県立日高高等学
校ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽﾊｲｽｸｰﾙ委
員会∥編

和歌山県立日高高等学校
ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽﾊｲｽｸｰﾙ委員会

新着図書紹介 ４・５月号



407
「科学者の楽園」をつくった男　大河内正敏と理化学研
究所

日経ビジネス人文庫 宮田　新平∥著 日本経済新聞社

410 生き抜くための数学入門 よりみちパン！セ 新井　紀子∥著 理論社

410 数学オリンピック2007～2011
数学オリンピック財団∥
監修

日本評論社

420 物理学のすすめ 科学選書
アンソニー・ジェームス.
レゲット∥著

紀伊國屋書店

421 宇宙を織りなすもの　時間と空間の正体
ブライアン・グリーン∥
著

草思社

421 宇宙を織りなすもの　時間と空間の正体
ブライアン・グリーン∥
著

草思社

429 すごい実験　高校生にもわかる素粒子物理の最前線 多田　将∥著 イースト・プレス

430 完全攻略　化学オリンピック
化学オリンピック日本委
員会∥編著

日本評論社

430 高校で教わりたかった化学
シリーズ　大人のた
めの科学

渡辺　正∥著 日本評論社

431
スプーンと元素周期表　「最も簡潔な人類史」への手引
き

サム・キーン∥著 早川書房

431 COMPREHENSIVE CHIROPTICAL SPECTROSCOPY

450 ハワイの自然　3000万年の楽園 清水　善和 古今書院

451
地球温暖化の予測は「正しい」か？　不確かな未来に
科学が挑む

DOJIN選書 江守　正多∥著 化学同人

451
地球温暖化は止まらない　地球は1500年の気候周期
を物語る

S･フレッド・シンガー∥
著

東洋経済新報社

457
大絶滅　2億5千万年前、終末寸前まで追い詰められた
地球生命の物語

ダグラス・アーウィン∥
著

共立出版

460 生命とは何か　複雑系生命科学へ 金子　邦彦∥著 東京大学出版会

460 生き延びること 生命の教養学
慶應義塾大学教養研究
センター∥編

慶應義塾大学出版会

460 宇宙に知的生命体は存在するのか ウェッジ選書 佐藤　勝彦∥編著 ウェッジ

460
生命研究のパイオニアたち　世界をリードする15人の
日本人

中村　桂子∥編著 化学同人

464
光るクラゲがノーベル賞をとった理由　蛍光タンパク
質GFPの発見物語

石浦　章一∥監修 日本評論社

464
光るクラゲがノーベル賞をとった理由　蛍光タンパク
質GFPの発見物語

石浦　章一∥監修 日本評論社

464 分子生物学に魅せられた人々
日本分子生物学会∥編
集

東京化学同人

467 ヒトゲノムマップ 加納　圭∥著 京都大学学術出版会

469 人間の境界はどこにあるのだろう？
フェリペ・フェルナンデ
ス＝アルメスト∥著

岩波書店

471 植物細胞の知られざる世界 西村　幹夫∥監修 化学同人

490 まんが　医学の歴史 茨木　保∥著 医学書院

491
やっぱりすごい！日本の再生医療　最前線の生命科学
者が語る

いのちの不思議を考
えよう

朝日新聞出版∥編 朝日新聞出版

491 脳科学の真実　脳研究者は何を考えているか 河出ブックス 坂井　克之∥著 河出書房新社

491 COMPREHENSIVE CHIROPTICAL SPECTROSCOPY

498 医療の質　谷間を越えて21世紀システムへ
米国医療の質委員会∥
著

日本評論社

501 材料革命ナノアーキテクトニクス
岩波科学ライブラ
リー

有賀　克彦∥著 岩波書店

501 動き出したレアメタル代替戦略 原田　幸明∥著 日刊工業新聞社

507 産業財産権標準テキスト意匠編
経済産業省特許庁∥企
画

507 産業財産権標準テキスト商標編
経済産業省特許庁∥企
画

507 産業財産権標準テキスト総合編
経済産業省特許庁∥企
画

507 産業財産権標準テキスト特許編
経済産業省特許庁∥企
画

工業所有権情報・研修館

585 紙の科学　おもしろサイエンス 半田　伸一∥監修 日刊工業新聞社

585 産地別　すぐわかる和紙の見分け方 久米　康生∥著 東京美術

585 和紙つくりの歴史と技法 久米　康生 岩田書院

585 和紙文化研究事典 久米　康生∥著 法政大学出版局

585 和紙の里探訪記　全国三百ヵ所を歩く 菊池　正浩∥著 草思社

585 越前和紙 源流社

585 和紙の歴史　製法と原材料の変遷 宍倉　佐敏∥著 印刷朝陽会

585 紙のおはなし
おはなし科学･技術
シリーズ

原　啓志∥著 日本規格協会

H585
和紙の未来　伝統工芸をステージとする産学協同の実
践的教育Ⅲ

若狭湾沿岸地域総合
講座叢書

敦賀短期大学地域交流
センター∥編

敦賀短期大学


