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藤島高校図書館

０　総記 書名 叢書名 著者名 出版者

002 質問する、問い返す　主体的に学ぶということ 岩波ジュニア新書 名古谷／隆彦∥著 岩波書店

071 朝日新聞縮刷版2017　平成29年4月号　№1150 朝日新聞社∥編 朝日新聞社

081 偽りの経済政策　格差と停滞のアベノミクス 岩波新書 新赤版 服部／茂幸∥著 岩波書店

081 霊長類　消えゆく森の番人 岩波新書 新赤版 井田／徹治∥著 岩波書店

081 習近平の中国　百年の夢と現実 岩波新書 新赤版 林／望∥著 岩波書店

081 鏡が語る古代史 岩波新書 新赤版 岡村／秀典∥著 岩波書店

1　哲学

164 ゼロからわかるギリシャ神話 文庫ぎんが堂
かみゆ歴史編集部∥編
著

イースト・プレス ※

164 ゼロからわかる北欧神話 文庫ぎんが堂 かみゆ歴史編集部∥著 イースト・プレス ※

3　社会科学
314 中高生からの選挙入門 なるにはBOOKS 谷／隆一∥著 ぺりかん社

327 ひどい捜査　検察が会社を踏み潰した 講談社+α文庫 石塚／健司∥〔著〕 講談社 ※

375 保健師・養護教諭になるには なるにはBOOKS 山崎／京子∥監修 ぺりかん社

376 看護学部・保健医療学部 なるにはBOOKS 松井／大助∥著 ぺりかん社

376 中学生になったら 岩波ジュニア新書 宮下／聡∥著 岩波書店

378
私はかんもくガール　しゃべりたいのにしゃべれない場
面緘黙症のなんかおかしな日常

らせんゆむ∥著 合同出版

4　自然科学
404 日本人の9割が答えられない理系の大疑問100 青春文庫 話題の達人倶楽部∥編 青春出版社 ※

431 元素生活 寄藤／文平∥著 化学同人 ※

443 宇宙創成　上・下 新潮文庫 サイモン・シン∥〔著〕 新潮社 ※

443
巨大ブラックホールの謎　宇宙最大の「時空の穴」に迫
る

ブルーバックス 本間／希樹∥著 講談社 ※

491
脳はいいかげんにできている　その場しのぎの進化が
生んだ人間らしさ

河出文庫
デイヴィッド・Ｊ・リンデン
∥著

河出書房新社 ※

493
犬が来る病院　命に向き合う子どもたちが教えてくれ
たこと

大塚／敦子∥著 KADOKAWA 読書感想文課題図書

5　技術

519
地球白書　特集持続可能性確保の最終機会を活かす
2013-14 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

529 建築意匠講義 香山／寿夫∥著 東京大学出版会

寄贈 540 科学立国　日本を築く　PartⅡ
丸文財団選考委員会∥
編

日刊工業新聞社

７　芸術
754 神谷流創作折り紙に挑戦!　創作アイデアの玉手箱 神谷／哲史∥著 ソシム ※

754 本格折り紙　入門から上級まで 前川／淳∥著 日貿出版社 ※

767 それってキセキ　GReeeeNの物語 小松／成美∥著 KADOKAWA ※

8　語学
809 暗号解読　上・下 新潮文庫 サイモン・シン∥〔著〕 新潮社 ※

814 恋の名前 高橋／順子∥文 小学館

833 英語辞書をつくる　編集・調査・研究の現場から 南出／康世∥編 大修館書店

855
NHK出版これならわかるフランス語文法　入門から上級
まで

六鹿／豊∥著 NHK出版

9　文学
910 「王様のブランチ」のブックガイド200 小学館101新書 松田／哲夫∥著 小学館

911 新後拾遺和歌集 和歌文学大系１１ 久保田／淳∥監修 明治書院

913 その人の名は、殺意 双葉文庫 赤川／次郎∥著 双葉社 ※

913 幸腹な百貨店　デパ地下おにぎり騒動 〔2〕 秋川／滝美∥著 講談社 ※

913 ひきこもりの弟だった ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫 葦舟／ナツ∥〔著〕 KADOKAWA ※

913 ゼロの激震 安生／正∥著 宝島社 ※

913 王女コクランと願いの悪魔 富士見L文庫 入江／君人∥〔著〕 KADOKAWA ※

913 ifの悲劇 角川文庫 浦賀／和宏∥〔著〕 KADOKAWA ※

913 ストロベリーライフ 荻原／浩∥著 毎日新聞出版 読書感想文課題図書

913 ヴァラエティ 奥田／英朗∥著 講談社

913 終りなき夜に生れつく 恩田／陸∥著 文藝春秋

913 遠い唇 北村／薫∥著 KADOKAWA

913 絵巻平家物語　１～９巻 木下／順二∥文 ほるぷ出版

913 廃用身 幻冬舎文庫 久坂部／羊∥〔著〕 幻冬舎

913 世界、それはすべて君のせい 集英社オレンジ文庫 くらゆい／あゆ∥著 集英社 ※

913 クララ殺し 創元クライム・クラブ 小林／泰三∥著 東京創元社

913 荒野 文春文庫 桜庭／一樹∥著 文藝春秋 ※

913 明日きみは猫になる 徳間文庫 高橋／由太∥著 徳間書店 ※

913 かがみの孤城 辻村／深月∥著 ポプラ社 ※

913 砂漠の青がとける夜 中村／理聖∥著 集英社

913 掟上今日子の推薦文 西尾／維新∥著 講談社 ※

913 ディリュージョン社の提供でお送りします 講談社タイガ はやみね／かおる∥著 講談社 ※

913 青の王 廣嶋／玲子∥著 東京創元社 ※

913 フラダン Sunnyside Books 古内／一絵∥作 小峰書店 読書感想文課題図書

913 静かな雨 宮下／奈都∥著 文藝春秋

913 桜風堂ものがたり 村山／早紀∥著 PHP研究所

913 横須賀ブロークンアロー　上・下 双葉文庫 山田／深夜∥著 双葉社 ※

913 あやかしお宿に嫁入りします。　かくりよの宿飯 富士見L文庫 友麻／碧∥〔著〕 KADOKAWA ※

928 白氏文集 新釈漢文大系97 明治書院

DVD
DH070 福井新聞縮刷版2017　平成29年4月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

※は図書委員選定図書です。（半分のみ。次の号でも紹介します。）
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