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藤島高校図書館

分類 書名 叢書名等 出版者名 出版者
百科事典・日本語ｹﾞﾝ 2017 現代用語の基礎知識 自由国民社
新聞・日本 ｱｻ 朝日新聞縮刷版2016　平成28年10・11月号 朝日新聞社∥編 朝日新聞社
叢書・日本語 I 新しい学力 岩波新書 新赤版 齋藤／孝∥著 岩波書店
叢書・日本語 I 密着最高裁のしごと　野暮で真摯な事件簿 岩波新書 新赤版 川名／壮志∥著 岩波書店

叢書・日本語 I
パブリック・スクール　イギリス的紳士・淑女の
つくられかた

岩波新書 新赤版 新井／潤美∥著 岩波書店

叢書・日本語 I 夏目漱石 岩波新書 新赤版 十川／信介∥著 岩波書店
叢書・日本語 T カラー版 パタゴニアを行く 中公新書 野村／哲也∥著 中央公論新社

叢書・日本語 T
日本史の森をゆく　史料が語るとっておきの
42話

中公新書 東京大学史料編纂所∥編 中央公論新社

倫理学､道徳 ｵｵ
なぜ悪いことをしてはいけないのか　Why
be moral?

叢書=倫理学のフロンティア 大庭／健∥編 ナカニシヤ出版

地理・日本 ﾁﾘ
知るほど面白くなる日本地理　人の暮らしと
動きが見えてくる!

地理教育研究会∥著 日本実業出版社

政治･経済･社
会・文化事情

ｼﾞｬ
JAPAN外国人が感嘆した!世界が憧れるニッポ
ン

Ａｍａｚｉｎｇ　Ｊａｐａｎ　Ｒｅｓｅａｒｃ
ｈｅｒｓ∥著

宝島社

社会学 ﾌﾙ 古市くん、社会学を学び直しなさい!! 光文社新書 古市／憲寿∥著 光文社

社会福祉 ﾂﾂ
ゴジラ音楽と緊急地震速報　あの警報チャイ
ムに込められた福祉工学のメッセージ

伊福部／達∥監修
ヤマハミュージックメ
ディア

大学・高等・専
門教育､学術行
政

ﾆﾉ
最後の秘境東京藝大　天才たちのカオスな
日常

二宮／敦人∥著 新潮社

基礎医学 ｲﾜ 上手な脳の使いかた 岩波ジュニア新書 岩田／誠∥著 岩波書店

基礎医学 ﾘｶ
つながる脳科学　「心のしくみ」に迫る脳研
究の最前線

ブルーバックス
理化学研究所脳科学総合研究
センター∥編

講談社

内科学 ｴﾇ キラーストレス　心と体をどう守るか NHK出版新書 ＮＨＫスペシャル取材班∥著 NHK出版
鉄道 ｲﾜ ローカル鉄道の解剖図鑑 岩間／昌子∥著 エクスナレッジ

音楽 ｳｨ
誰が音楽をタダにした?　巨大産業をぶっ潰
した男たち

スティーヴン・ウィット∥著 早川書房

音楽 ｽｶﾞ
ハーバード大学は「音楽」で人を育てる　21
世紀の教養を創るアメリカのリベラル・アーツ
教育

菅野／恵理子∥著
アルテスパブリッシン
グ

音楽の一般理
論

ｲﾜ
最新音楽の科学がよくわかる本　音楽と人と
のかかわりを科学的に考察する

図解入門:How‐nual 岩宮／眞一郎∥著 秀和システム

音楽の一般理
論

ﾅﾙ コード進行スタイル・ブック　決定版 成瀬／正樹∥著 リットーミュージック

各国の音楽 ｾｶ 世界の音楽大図鑑 ロバート・ジーグラー∥監修 河出書房新社

各国の音楽 ﾀﾑ
クラシック音楽の世界　名曲で読み解く!西洋
音楽の歴史としくみ

カラー版徹底図解 田村／和紀夫∥著 新星出版社

楽器 ｻｴ 楽器の歴史　カラー図解 佐伯／茂樹∥著 河出書房新社
各種の演劇 ｼｵ 知識ゼロからのミュージカル入門 塩田／明弘∥監修 幻冬舎
日本語、音声 ｻｻ 訓読みのはなし　漢字文化と日本語 角川ソフィア文庫 笹原／宏之∥〔著〕 KADOKAWA
文学史 ｶｲ 文豪図鑑　あの文豪の素顔がわかる 開発社∥編 自由国民社

文学史 ﾌﾘ
ひと皿の小説案内　主人公たちが食べた50
の食事

ディナ・フリード∥著 マール社

寄贈 日本文学・詩歌 ｺﾃ 金子みすゞの詩とこころ 小寺／誠∥著 清風堂書店
日本文学・小説 ｱｵ 水族館の殺人 創元推理文庫 青崎／有吾∥著 東京創元社
日本文学・小説 ｱｶ 吾輩も猫である 新潮文庫 赤川／次郎∥著ほか 新潮社

日本文学・小説 ｱｻ
X’mas Stories　一年でいちばん奇跡が起き
る日

新潮文庫 朝井／リョウ∥著ほか 新潮社

日本文学・小説 ｴﾄﾞ 黒蜥蜴 角川ホラー文庫 江戸川／乱歩∥〔著〕 角川書店
日本文学・小説 ｵｵ 路地裏のほたる食堂 講談社タイガ 大沼／紀子∥著 講談社
日本文学・小説 ｵｵ 真夜中のパン屋さん5　午前4時の共犯者 ポプラ文庫 大沼／紀子∥〔著〕 ポプラ社

日本文学・小説 ｵｶ
珈琲店タレーランの事件簿5　この鴛鴦茶が
おいしくなりますように

宝島社文庫 岡崎／琢磨∥著 宝島社

日本文学・小説 ｵﾄ 僕が愛したすべての君へ ハヤカワ文庫 JA 乙野／四方字∥著 早川書房
日本文学・小説 ｵﾄ 君を愛したひとりの僕へ ハヤカワ文庫 JA 乙野／四方字∥著 早川書房
日本文学・小説 ｵﾉ 風の万里黎明の空　上・下 新潮文庫 小野／不由美∥著 新潮社
日本文学・小説 ｶｷ あなたの人生、片づけます 双葉文庫 垣谷／美雨∥著 双葉社
日本文学・小説 ｶﾍﾞ 空への助走　福蜂工業高校運動部 壁井／ユカコ∥著 集英社
日本文学・小説 ｶﾜ 四月になれば彼女は 川村／元気∥著 文藝春秋
日本文学・小説 ｷｮ 書楼弔堂　炎昼 京極／夏彦∥著 集英社
日本文学・小説 ｾｵ 天国はまだ遠く 新潮文庫 瀬尾／まいこ∥著 新潮社
日本文学・小説 ﾂｼﾞ 東京會舘とわたし　旧館 上 辻村／深月∥著 毎日新聞出版
日本文学・小説 ﾂｼﾞ 東京會舘とわたし　新館 下 辻村／深月∥著 毎日新聞出版
日本文学・小説 ﾂﾈ 月夜の島渡り 角川ホラー文庫 恒川／光太郎∥〔著〕 KADOKAWA
日本文学・小説 ﾆｼ 掟上今日子の備忘録 西尾／維新∥著 講談社
日本文学・小説 ﾋｶﾞ 雪煙チェイス 実業之日本社文庫 東野／圭吾∥著 実業之日本社
日本文学・小説 ﾋｶﾞ 恋のゴンドラ 東野／圭吾∥著 実業之日本社
日本文学・小説 ﾋﾗ マチネの終わりに 平野／啓一郎∥著 毎日新聞出版
日本文学・小説 ﾌｼﾞ ぼくらのきせき　ほのぼのログ 藤谷／燈子∥著 KADOKAWA
日本文学・小説 ﾌｼﾞ さんぽみち　ほのぼのログanother story 藤谷／燈子∥著 KADOKAWA
日本文学・小説 ﾐﾁ 光 光文社文庫 道尾／秀介∥著 光文社
日本文学・小説 ﾐﾅ 境遇 湊／かなえ∥著 双葉社
日本文学・小説 ﾐﾅ 山女日記 幻冬舎文庫 湊／かなえ∥〔著〕 幻冬舎
日本文学・小説 ﾔｸ 虚夢 講談社文庫 薬丸／岳∥〔著〕 講談社
日本文学・小説 ﾔﾅ 『こころ』の真相　漱石は何をたくらんだのか 新典社選書 柳澤／浩哉∥著 新典社
日本文学・小説 ﾖｼ 犯罪小説集 吉田／修一∥著 KADOKAWA

英米文学・小説 ﾎﾟｰ
ポー怪奇幻想集 1 ヴィジュアル・ストーリー
赤の怪奇

エドガー・アラン・ポー∥著 原書房

英米文学・小説 ﾎﾟｰ
ポー怪奇幻想集 2 ヴィジュアル・ストーリー
黒の恐怖

エドガー・アラン・ポー∥著 原書房

その他のゲル
マン文学

ﾏｸﾞ タイムボックス アンドリ・Ｓ．マグナソン∥著 NHK出版

郷土 DVD/新聞 ﾌｸ 福井新聞縮刷版2016　平成28年10･11月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

新着図書紹介 １月号

今月号は図書委員さんが選んだ本がたくさん入っています。


