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藤島高校図書館

0　総記
019 女子読みのススメ 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 貴戸理恵 岩波書店

071 朝日新聞縮刷版2013　平成25年8月号 朝日新聞社 朝日新聞社
071 朝日新聞縮刷版2013　平成25年9月号 朝日新聞社 朝日新聞社
081 県民健康管理調査の闇　福島原発事故 岩波新書新赤版 日野行介 岩波書店
081 土と生きる　循環農場から 岩波新書新赤版 小泉英政 岩波書店
081 シルクロードの古代都市　ｱﾑﾀﾞﾘﾔ遺跡の旅 岩波新書新赤版 加藤九祚 岩波書店
081 仏像の顔　形と表情をよむ 岩波新書新赤版 清水眞澄 岩波書店
081 小林一茶　時代を詠んだ俳諧師 岩波新書新赤版 青木美智男 岩波書店

081 日本経済図説第四版 岩波新書新赤版
宮崎勇　本庄真　田
谷禎三

岩波書店

081 金融政策入門 岩波新書新赤版 湯本雅士 岩波書店
081 家事労働ハラスメント　生きづらさの根にあるもの 岩波新書新赤版 竹信三恵子 岩波書店
081 かつお節と日本人 岩波新書新赤版 宮内泰介　藤林泰 岩波書店
081 エネルギーを選びなおす 岩波新書新赤版 小澤祥司 岩波書店
081 辞書の仕事 岩波新書新赤版 増井元 岩波書店
081 入門！論理学 中公新書 野矢茂樹 中央公論新社
081 言語学の教室―哲学者と学ぶ認知言語学 中公新書 西村義樹/野矢茂樹 中央公論新社

1　哲学
135 ドゥルーズの哲学原理 岩波現代全書 國分功一郎 岩波書店
150 倫理という力 講談社現代新書 前田英樹 講談社
152 草食系男子の恋愛学 ＭＦ文庫 森岡正博 メディアファクトリ－

2　歴史

209 エジプトとメソポタミアの繁栄～できごと事典
集英社版・学習漫画
世界の歴史

本村凌二ほか監修 集英社

3　社会科学
310 丸山眞男セレクション 平凡社ライブラリ－ 丸山眞男著/杉田敦編 平凡社
316 人権は国境を越えて 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 伊藤和子 岩波書店
361 「空気」の構造―日本人はなぜ決められないのか 池田信夫 白水社
361 嗤う日本の「ナショナリズム」 ＮＨＫブックス 北田暁大 ＮＨＫ出版

367
彼女の「正しい」名前とは何か - 第三世界フェミニ
ズムの思想

岡真理 青土社

寄贈 370 なぜ日本人は学ばなくなったのか 講談社現代新書 齋藤孝 講談社

375
働くための「話す・聞く」　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力って
何？

なるにはBOOKS 上田晶美 ぺりかん社

375 絵本作家になるには なるにはBOOKS 小野明　柴田こずえ ぺりかん社

寄贈 375
理数教育がひらく未来―受け継がれゆく坊っちゃ
んの遺伝子

東京理科大学坊っちゃ
ん科学シリーズ

東京理科大学出版セ
ンター編著

東京書籍

375 社会起業家になるには なるにはBOOKS 籏智優子 ぺりかん社

寄贈 郷土 376 羽高五十年史
福井県立羽水高等学
校創立五十周年記念
誌編集委員会編

福井県立羽水高等学
校

寄贈 郷土 376 創立百周年記念誌 福井県立盲学校編 福井県立盲学校

寄贈 郷土 376
丸岡高等学校創立100周年・城東分校開校50
周年記念誌

福井県立丸岡高等学
校創立100周年・城東
分校開校50周年記念
誌委員会編

福井県立丸岡高等学
校創立100周年・城東
分校開校50周年記念
事業実行委員会

4　自然科学

407 食と健康
Ｎ．ＳＡＴＯの生活科
学実験講座

佐藤典子（栄養学） 教育図書

407 食生活と食文化
Ｎ．ＳＡＴＯの生活科
学実験講座

佐藤典子（栄養学） 教育図書

480 動物を守りたい君へ 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 高槻成紀 岩波書店

487 わたしのウナギ研究 海部健三 さ・え・ら書房



5　技術
519 環境倫理学 鬼頭秀一/福永真弓編 東京大学出版会

6　産業
674 広告都市・東京 - その誕生と死 （増補） ちくま学芸文庫 北田暁大 筑摩書房

7　芸術
723 絵画の二十世紀 - マチスからジャコメッティまで ＮＨＫブックス 前田英樹 ＮＨＫ出版
780 義足ランナー 佐藤次郎 東京書籍

8　言語
813 現代用語の基礎知識2014 自由国民社編 自由国民社

816
河合塾ｼﾘｰｽﾞ　2013年度大学入試　小論文
問題集1～４

河合出版編集部 河合出版

837 『はだしのゲン』を英語で読む
毎日文化センター広島
編

毎日新聞社

9　文学

寄贈 910 あいち文学散歩
愛知県国語教育研究
会/『あいち文学散歩』
編集委員会

愛知県国語教育研究
会高等学校部会

寄贈 913 終わらざる夏　上・中・下 集英社文庫 浅田次郎 集英社
913 ロスジェネの逆襲 池井戸潤 ダイヤモンド社

寄贈 913 真夜中のパン屋さん　午前２時の転校生 ﾎﾟﾌﾟﾗ文庫 大沼紀子 ポプラ社
寄贈 913 レヴォリューション　№3 角川文庫 金城一紀 角川書店

913 考えすぎた人―お笑い哲学者列伝 清水義範 新潮社
913 オフカウント 筑井千枝子 新日本出版社
913 あん ドリアン助川 ポプラ社

寄贈 913 小さいおうち 文春文庫 中島京子 文藝春秋

913 白桃 野呂邦暢短篇選
野呂邦暢　豊田健次
編

みすず書房

寄贈 913 楽園のカンヴァス 原田マハ 新潮社
913 祈りの幕が下りる時 東野圭吾 講談社

寄贈 913 DIVE！！上・下 角川文庫 森絵都 角川書店
920 魯迅文学を読む - 竹内好『魯迅』の批判的検証 浅川史 スペ－ス伽耶
923 なぜ孫悟空のあたまには輪っかがあるのか？ 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 中野美代子 岩波書店

930
ルイス・キャロルハンドブック―アリスの不思議な世
界

安井泉編著 七つ森書館

933 大地のランナー ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ﾘｵｰﾀﾞﾝ 鈴木出版

953 悪童日記 ハヤカワｅｐｉ文庫
クリストフ，アゴタ/堀茂
樹訳

早川書房

953 ふたりの証拠 ハヤカワｅｐｉ文庫
クリストフ，アゴタ/堀茂
樹訳

早川書房

953 第三の嘘 ハヤカワｅｐｉ文庫
クリストフ，アゴタ/堀茂
樹訳

早川書房

DVD
郷土 D070 福井新聞縮刷版DVD2013　平成25年8月号 福井新聞社 福井新聞社
郷土 D070 福井新聞縮刷版DVD2013　平成25年9月号 福井新聞社 福井新聞社


