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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

017 読みたい心に火をつけろ!　学校図書館大活用術 岩波ジュニア新書 木下／通子∥著 岩波書店

071 朝日新聞縮刷版2017　平成29年5月号　№1151 朝日新聞社∥編 朝日新聞社

081 矢内原忠雄　戦争と知識人の使命 岩波新書 新赤版 赤江／達也∥著 岩波書店

081 在日米軍　変貌する日米安保体制 岩波新書 新赤版 梅林／宏道∥著 岩波書店

081 夏目漱石と西田幾多郎　共鳴する明治の精神 岩波新書 新赤版 小林／敏明∥著 岩波書店

081 親権と子ども 岩波新書 新赤版 榊原／富士子∥著 岩波書店

081 中国の近現代史をどう見るか 岩波新書 新赤版 西村／成雄∥著 岩波書店

081 応仁の乱　戦国時代を生んだ大乱 中公新書 呉座／勇一∥著 中央公論新社

1　哲学
113 生きる技法 安冨／歩∥著 青灯社

123 生きるための論語 ちくま新書 安冨／歩∥著 筑摩書房

131 ニコマコス倫理学 西洋古典叢書 アリストテレス∥〔著〕 京都大学学術出版会

134 論理哲学論考 岩波文庫 ウィトゲンシュタイン∥著 岩波書店

140 10代からの心理学図鑑 マーカス・ウィークス∥著 三省堂

167 コーラン　上・中・下 岩波文庫 井筒／俊彦∥訳 岩波書店

188 道元 日本人のこころの言葉 大谷／哲夫∥著 創元社

193 聖書　新共同訳
共同訳聖書実行委員会∥
〔訳〕

日本聖書協会

２　歴史
213 渋谷学 石井／研士∥著 弘文堂

232 年代記　上・下 ティベリウス帝からネロ帝へ 岩波文庫 タキトゥス∥〔著〕 岩波書店

289 井伊直虎　戦国井伊一族と東国動乱史 歴史新書y 小和田／哲男∥著 洋泉社

3　社会科学

302 最新世界情勢地図 パスカル・ボニファス∥〔著〕
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

304
転換期を生きるきみたちへ　中高生に伝えておきたい
たいせつなこと

犀の教室Liberal Arts
Lab

内田／樹∥編 晶文社

311 政治学 西洋古典叢書 アリストテレス∥〔著〕 京都大学学術出版会

322 ローマ法とヨーロッパ
Minerva21世紀ライブラ
リー

ピーター・スタイン∥著 ミネルヴァ書房

334 人口激減　移民は日本に必要である 新潮新書 毛受／敏浩∥著 新潮社

335 ドラッカーと論語 安冨／歩∥著 東洋経済新報社

366
外国人単純技能労働者の受け入れと実態　技能実習生
を中心に

坂／幸夫∥著 東信堂

366 外国人労働者受け入れを問う 岩波ブックレット 宮島／喬∥著 岩波書店

375 理学部・理工学部 なるにはBOOKS 佐藤／成美∥著 ぺりかん社

375 言語聴覚士になるには なるにはBOOKS 中島／匡子∥著 ぺりかん社

375 義肢装具士になるには なるにはBOOKS 益田／美樹∥著 ぺりかん社

4　自然科学

431
元素に恋して　マンガで出会う不思議なelementsの世
界

千代田ラフト∥原作 創元社

440 体感する宇宙 竹内／薫∥著 KADOKAWA

440 星空風景 SKYSCAPE PHOTOBOOK 前田／徳彦∥著 誠文堂新光社

467 言ってはいけない　残酷すぎる真実 新潮新書 橘／玲∥著 新潮社

5　技術
527 間取りの方程式　心地よい住まいを組み立てる技術 飯塚／豊∥著 エクスナレッジ

527
住まいの思考図鑑　豊かな暮らしと心地いい間取りの
仕組み

佐川／旭∥著 エクスナレッジ

593
簡単コスプレ&イベント服　ハロウィンに!クリスマスに!
フェスに!学祭に!

みる∥著 主婦の友社

594
篠原ともえのハンドメイド　アクセサリー&ファッション小
物77

篠原／ともえ∥著 講談社

７　芸術

764
ラップは何を映しているのか　「日本語ラップ」から「ト
ランプ後の世界」まで

大和田／俊之∥著 毎日新聞出版

8　語学
830 7日間完成英検準1級予想問題ドリル　文部科学省後援 旺文社英検書 旺文社∥編 旺文社

830 DAILY25日間英検準1級集中ゼミ　一次試験対策 旺文社英検書 旺文社∥編 旺文社

831 徹底シャドウイングでマスター!長文リスニング NHK CD BOOK 柴原／智幸∥著 NHK出版
831 徹底シャドウイングでマスター!長文リスニング　Vol.2 NHK CD BOOK 柴原／智幸∥著 NHK出版

9　文学
913 星に願いを、そして手を。 青羽／悠∥著 集英社

913 人間じゃない　綾辻行人未収録作品集 綾辻／行人∥著 講談社

913 救いの魂 9 心霊探偵八雲 角川文庫 神永／学∥〔著〕 KADOKAWA

913 血 新堂／冬樹∥著 中央公論新社

913 笑う赤おに 雀野／日名子∥著 双葉社

913 か「」く「」し「」ご「」と「 住野／よる∥著 新潮社

913 コーイチは、高く飛んだ 辻堂／ゆめ∥著 宝島社

913 あなたのいない記憶 辻堂／ゆめ∥著 宝島社

913 悲衛伝 講談社ノベルス 西尾／維新∥著 講談社

913 ひとめぼれ 畠中／恵∥著 文藝春秋

913 魔法使いは完全犯罪の夢を見るか? 東川／篤哉∥著 文藝春秋

913 さらば愛しき魔法使い 東川／篤哉∥著 文藝春秋

913 魔法使いと刑事たちの夏 東川／篤哉∥著 文藝春秋

913 素敵な日本人　東野圭吾短編集 東野／圭吾∥著 光文社

913 おしょりん 藤岡／陽子∥著 ポプラ社

991 神統記 岩波文庫 ヘシオドス∥〔著〕 岩波書店

991 イリアス　上・下 岩波文庫 ホメロス∥〔著〕 岩波書店

991 オデュッセイア　上・下 岩波文庫 ホメロス∥〔著〕 岩波書店

992 アエネーイス ウェルギリウス∥〔著〕 新評論

DVD
D376 赤ちゃんのヒミツ　驚くべき生命力 NHK DVD NHK∥著

D709 やまとの国宝 NHK DVD NHK∥著
郷土 DH070 福井新聞縮刷版2017　平成29年5月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

新着図書紹介 ７月号


