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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 勉強の哲学　来たるべきバカのために 千葉／雅也∥著 文藝春秋

０７１ 朝日新聞縮刷版2017　平成29年6月号　№1152 朝日新聞社∥編 朝日新聞社

081 難民問題　イスラム圏の動揺、EUの苦悩、日本の課題 中公新書 墓田／桂∥著 中央公論新社

1　哲学
104 臨床とことば 朝日文庫 河合／隼雄∥著 朝日新聞出版

113 暇と退屈の倫理学 國分／功一郎∥著 太田出版
寄贈 130 西洋哲学史 講談社学術文庫 今道　友信∥著 講談社
寄贈 130 反哲学史 講談社学術文庫 木田　元∥著 講談社
寄贈 130 現代の哲学 講談社学術文庫 木田　元∥著 講談社
寄贈 130 はじめての哲学史　強く深く考えるために 有斐閣アルマ 竹田　青嗣∥編 有斐閣

130 続 哲学用語図鑑　中国・日本・英米〈分析哲学〉編 田中／正人∥著 プレジデント社
寄贈 131 マルクス・アウレーリウス　自省録 岩波文庫 マルクス・アウレーリウス∥著 岩波書店
寄贈 131 ソクラテスの弁明ほか 中公クラシックス プラトン∥著 中央公論新社
寄贈 131 国家　１･２ 岩波文庫 プラトン∥著 岩波書店
寄贈 133 自由論 光文社古典新訳文庫 ジョン・スチュアート・ミル∥著 光文社
寄贈 134 永遠平和のために　啓蒙とは何か　他3編 光文社古典新訳文庫 カント∥著 光文社
寄贈 134 善悪の彼岸　道徳の系譜 ちくま学芸文庫 フリードリッヒ・ニーチェ∥著 筑摩書房
寄贈 134 啓蒙の弁証法　哲学的断層 岩波文庫 ホルクハイマー∥著 岩波書店
寄贈 135 実存主義とは何か J-P･サルトル∥著 人文書院
寄贈 135 方法序説 岩波文庫 ルネ・デカルト∥著 岩波書店
寄贈 135 パンセ 中公文庫 ブレーズ・パスカル∥著 中央公論新社
寄贈 135 フーコー・コレクション　1　狂気･理性 ちくま学芸文庫 ミシェル・フーコー∥著 筑摩書房
寄贈 135 人間不平等起源論 光文社古典新訳文庫 ジャン＝ジャック・ルソー∥著 光文社
寄贈 135 社会契約論／ジュネーヴ草稿 光文社古典新訳文庫 ジャン＝ジャック・ルソー∥著 光文社

151 自由論　自然と人間のゆらぎの中で 岩波人文書セレクション 内山／節∥著 岩波書店
寄贈 164 ギリシア･ローマ神話　完訳　１･２ 角川文庫 トマス・ブルフィンチ∥著 角川書店

２　歴史
寄贈 231 歴史　１･２･３ 岩波文庫 ヘロドトス∥著 岩波書店
寄贈 232 新訳　ガリア戦記 ユリウス・カエサル∥著 PHP研究所
寄贈 232 ローマの歴史 中公文庫 インドロ・モンタネッリ∥著 中央公論新社
寄贈 237 ルネサンスの歴史　黄金世紀のイタリア 中公文庫 インドロ・モンタネッリ∥著 中央公論新社
寄贈 237 ルネサンスの歴史　反宗教改革のイタリア 中公文庫 インドロ・モンタネッリ∥著 中央公論新社

283 プルタルコス英雄伝　中 ちくま学芸文庫 プルタルコス∥著 筑摩書房
寄贈 283 プルタルコス英雄伝　上･下 ちくま学芸文庫 プルタルコス∥著 筑摩書房

3　社会科学
寄贈 311 リヴァイアサン　１～４ 岩波文庫 トマス・ホッブズ∥著 岩波書店
寄贈 311 統治論 中公クラシックス ジョン・ロック∥著 中央公論新社

寄贈 321 法の精神　１･２･３ 岩波文庫
シャルル・ド・モンテスキュー∥
著

岩波書店

326 Q&A日本と世界の死刑問題 菊田／幸一∥著 明石書店

334
移民政策へのアプローチ　ライフサイクルと多文化共
生

川村／千鶴子∥編著 明石書店

334 移民の経済学 ベンジャミン・パウエル∥編 東洋経済新報社

334 移民亡国論　日本人のための日本国が消える! 三橋／貴明∥著 徳間書店

350
親子で学ぶ!統計学はじめて図鑑　レッツ!データサイエ
ンス

渡辺／美智子∥監修 日本図書センター

寄贈 361 ハーバーマス　1冊でわかる
ジェームズ・ゴードン・フィン
リースン∥著

岩波書店

368
殺人犯はそこにいる　隠蔽された北関東連続幼女誘拐
殺人事件

新潮文庫 清水／潔∥著 新潮社

371 教室内(スクール)カースト 光文社新書 鈴木／翔∥著 光文社

371 学校へ行く意味・休む意味　不登校ってなんだろう?
どう考える?ニッポンの
教育問題

滝川／一廣∥著 日本図書センター

372
教育問題はなぜまちがって語られるのか?　「わかった
つもり」からの脱却

広田／照幸∥著 日本図書センター

375 歯科医師になるには なるにはBOOKS 笹田／久美子∥著 ぺりかん社

375 学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本300 なるにはBOOKS
東京・学校図書館スタンプラ
リー実行委員会∥編著

ぺりかん社

375
道徳教育はホントに道徳的か?　「生きづらさ」の背景を
探る

どう考える?ニッポンの
教育問題

松下／良平∥著 日本図書センター

375 寺島メソッド英語アクティブ・ラーニング 山田／昇司∥編著 明石書店

385 日本人の9割が知らない日本の作法 青春文庫 小笠原／清忠∥著 青春出版社

4　自然科学
410 数学の想像力　正しさの深層に何があるのか 筑摩選書 加藤／文元∥著 筑摩書房

410 数学　新たな数と理論の発見史
歴史を変えた100の大
発見

リチャード・ビーティー∥〔ほ
か〕著

丸善出版

460
池上彰が聞いてわかった生命のしくみ　東工大で生命
科学を学ぶ

池上／彰∥聞き手 朝日新聞出版

460 世界の絶滅危惧生物図鑑　IUCNレッドリスト ＩＵＣＮ∥編 丸善出版

484 ときめく貝殻図鑑 寺本／沙也加∥文 山と溪谷社

493
感染症キャラクター図鑑　気になるあの病気から自分
を守る!

岡田／晴恵∥監修 日本図書センター

498
食品添加物キャラクター図鑑　気になるあの成分のホ
ントがよくわかる!

左巻／健男∥監修 日本図書センター

498
栄養素キャラクター図鑑　たべることがめちゃくちゃ楽
しくなる!

田中／明∥監修 日本図書センター

新着図書紹介 ７月号 ｐａｒｔ２



5　技術

518
輝ける都市　機械文明のための都市計画の教義の諸要
素

ル・コルビュジエ∥著 河出書房新社

596
世界一美味しい煮卵の作り方　家メシ食堂ひとりぶん
100レシピ

光文社新書 はらぺこグリズリー∥著 光文社

７　芸術

701
黄金分割　ピラミッドからモダン・アートまで 西洋の比
例 〔正〕

柳／亮∥著 美術出版社

701 黄金分割　法隆寺から浮世絵まで 日本の比例 続 柳／亮∥著 美術出版社

702 美術の物語 Ｅ．Ｈ．ゴンブリッチ∥〔著〕 ファイドン

724 造形基礎 長沢／秀之∥監修 武蔵野美術大学出版局

778 映像表現のプロセス 板屋／緑∥監修 武蔵野美術大学出版局

8　語学

寄贈 801 ソシュール　一般言語学講義　コンスタンタンのノート
フェルディナン・ド・ソシュール
∥著

東京大学出版会

830
The Official Guide to the TOEFL Test + Official
TOEFL iBT Tests, Volume 1 〈1〉 （4 PCK PAP/）

Educational Testing Service
(COR)

9　文学
910 作家のお菓子 コロナ・ブックス コロナ・ブックス編集部∥編 平凡社

913 アキラとあきら 徳間文庫 池井戸／潤∥著 徳間書店

913 こんなにも優しい、世界の終わりかた 市川／拓司∥著 小学館

913 真夜中のパン屋さん　6　午前5時の朝告鳥 ポプラ文庫 大沼／紀子∥〔著〕 ポプラ社

913 記憶屋 角川ホラー文庫 織守／きょうや∥〔著〕 KADOKAWA

913 製造人間は頭が固い ハヤカワ文庫 JA 上遠野／浩平∥著 早川書房

913 星読島に星は流れた 創元推理文庫 久住／四季∥著 東京創元社

913 日曜の夜は出たくない 創元推理文庫 倉知／淳∥著 東京創元社

913 わざわざゾンビを殺す人間なんていない。 小林／泰三∥著 一迅社

913 君は月夜に光り輝く メディアワークス文庫 佐野／徹夜∥〔著〕 KADOKAWA

913 ひよっこ家族の朝ごはん　お父さんとアサリのうどん 富士見L文庫 汐見／舜一∥〔著〕 KADOKAWA

913 短編復活 集英社文庫 集英社文庫編集部∥編 集英社

913 人狼ゲーム　人事の悪夢 鈴木／教久∥著 大和書房

913 神様の定食屋 双葉文庫 中村／颯希∥著 双葉社

913 22年目の告白　私が殺人犯です 講談社文庫 浜口／倫太郎∥〔著〕 講談社

913 女流棋士は三度殺される 宝島社文庫 はまだ／語録∥著 宝島社

913 もう一度、お父さんと呼んでくれ。 講談社文庫 樋口／卓治∥〔著〕 講談社

913 シャーロック・ホームズ対伊藤博文 講談社文庫 松岡／圭祐∥〔著〕 講談社

913 恋する寄生虫 メディアワークス文庫 三秋／縋∥〔著〕 KADOKAWA

913 たまちゃんのおつかい便 森沢／明夫∥著 実業之日本社

913 おんな城主直虎　1 森下／佳子∥作 NHK出版

913 ダマシ×ダマシ 講談社ノベルス 森／博嗣∥著 講談社

913 忍びの国 新潮文庫 和田／竜∥著 新潮社

918 ニャンニャンにゃんそろじー 有川／浩∥著 講談社

932 シェイクスピア全集　ハムレット 1 ちくま文庫 シェイクスピア∥著 筑摩書房

933 ガラスの封筒と海と アレックス・シアラー∥著 求龍堂
寄贈 933 中世騎士物語 岩波文庫 トマス・ブルフィンチ∥著 岩波書店
寄贈 971 神曲　煉獄篇 河出文庫 ダンテ・アリギエーリ∥著 河出書房新社
寄贈 971 神曲　地獄篇 河出文庫 ダンテ・アリギエーリ∥著 河出書房新社
寄贈 991 女の平和 岩波文庫 アリストパネース∥著 岩波書店

991 ギリシア悲劇　アイスキュロス 1 ちくま文庫 アイスキュロス∥著 筑摩書房

991 ギリシア悲劇　エウリピデス 3 ちくま文庫 エウリピデス∥著 筑摩書房

991 ギリシア悲劇　エウリピデス 4 ちくま文庫 エウリピデス∥著 筑摩書房
寄贈 991 ギリシア悲劇　ソポクレス 2 ちくま文庫 ソポクレス∥著 筑摩書房

CD
C837 英検準1級過去6回全問題集CD 旺文社∥編 旺文社

DVD
郷土 DH070 福井新聞縮刷版2017　平成29年6月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

地歴公民科よりたくさんの本を寄贈いただきました。
※世界史に出てくる名著です。
※古典ってイガイに読める!!
※副題で「書名だけ覚えたってダメだ!!」

http://illustrain.com/?p=10772
http://illustrain.com/?p=10768

