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藤島高校図書館

0　総記
017 高校図書館 成田康子 みすず書房

019 本・子ども・絵本 中川李枝子 大和書房
028 きょうの絵本あしたの絵本　2001から2012の新刊案内 広松由希子 文化学園文化出版局
071 朝日新聞縮刷版2013　平成25年10月号 朝日新聞社 朝日新聞社
081 ボブ・ディラン　ロックの精霊 岩波新書新赤版 湯浅学 岩波書店
081 ヘーゲルとその時代 岩波新書新赤版 権左武志 岩波書店
081 教育委員会　何が問題か 岩波新書新赤版 新藤宗幸 岩波書店
081 いじめ問題をどう克服するか 岩波新書新赤版 尾木直樹 岩波書店
081 99歳一日一言 岩波新書新赤版 むのたけじ 岩波書店
081 医学的根拠とは何か 岩波新書新赤版 津田敏秀 岩波書店
081 生活保護から考える 岩波新書新赤版 稲葉剛 岩波書店

1　哲学
131 古代ギリシアの精神 講談社選書メチエ 田島正樹 講談社

135 パスカル パンセ
NHK「100分de名著」
ブックス

鹿島茂 NHK出版

158 わたしが正義について語るなら ﾎﾟﾌﾟﾗ新書 やなせたかし ﾎﾟﾌﾟﾗ社

198
アメージング・グレース　光と希望を!絶望から救われた
奴隷商人の物語

中澤幸夫 女子パウロ会

2　歴史
209 世界遺産でわかる世界の歴史 宮崎正勝監修 平凡社

210 体系的◎網羅的一冊で学ぶ日本の歴史 向井啓二 ベレ出版

210 決定版 図説・戦国合戦集 歴史群像編集部編 学研パブリッシング

213 大江戸鳥瞰図
立川博章画 竹内誠
監修 西川武臣監修

朝日新聞出版

232 ゼロからわかるローマ帝国 本村凌二監修 学研パブリッシング

289 戦士ジャンヌ・ダルクの炎上と復活 竹下節子 白水社

291 図説平泉　浄土をめざしたみちのくの都 ふくろうの本 大矢邦宣 河出書房新社

291 むかしまち地名事典 森まゆみ 大和書房

3　社会科学

302 キーワードで読む現代日本社会
中西新太郎編著 蓑
輪明子編著 植上一
希〔ほか執筆〕

旬報社

309
日本人は何を考えてきたのか　戦争の時代を生きる 昭
和編

ＮＨＫ取材班編著 NHK出版

331 高校生からの経済データ入門 ちくま新書 吉本佳生 筑摩書房
332 よくわかる日本経済入門 朝日新書 塚崎公義 朝日新聞出版
366 パワハラに負けない！　労働安全衛生法指南 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 笹山尚人 岩波書店

366
 「武器」としての労働基準法　自分の時間、お金、権
利を守る!

PHPビジネス新書 布施直春 PHP研究所

366 仕事発見!生きること働くことを考える 毎日新聞社著 毎日新聞社
369 日本軍「慰安婦」にされた少女たち 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 石川逸子 岩波書店
383 お菓子でたどるフランス史 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 池上俊一 岩波書店

383
世界のかわいい民族衣装　織り、染め、刺繍、レース
など手仕事が生みだす世界の色と形

上羽陽子監修 誠文堂新光社

383
日本の食はどう変わってきたか　神の食事から魚肉
ソーセージまで

角川選書 原田信男 角川学芸出版

4　自然科学

423
力学がわかる　力学の“森”をじっくり見わたす対話で読
む力学案内

ファーストブック 表實 技術評論社

460 生命の逆襲 福岡伸一 朝日新聞出版

5　技術

539  「原発ゼロ」プログラム　技術の現状と私たちの挑戦 希望シリーズ
安斎育郎　舘野淳
竹濱朝美編著

かもがわ出版

570
ものづくりの化学が一番わかる　身近な工業製品から
化学がわかる

しくみ図解 左巻健男編著 技術評論社

578 生物とコラボする　バイオプラスチックの未来 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 工藤律子 岩波書店

596 いちばんよくわかる!基本のおかず 石原洋子〔料理〕 学研パブリッシング



7　芸術

720 死ぬまでに観ておきたい世界の絵画1001
スティーヴン・ファージ
ング編集 〔藤村奈緒
美ほか訳〕

実業之日本社

723 誰も知らないラファエッロ とんぼの本 石鍋真澄 堀江敏幸 新潮社

723  「ゴッホの夢」美術館　ポスト印象派の時代と日本 圀府寺司監修・著 小学館

723 アントニオ・ロペス　創造の軌跡
アントニオ・ロペス著 木
下亮訳

中央公論新社

726 ちひろの世界 松本猛 松本由理子 講談社

764
オーケストラの音楽史　大作曲家が追い求めた理想
の音楽

パウル・ベッカー著 松
村哲哉訳

白水社

766 世界史でたどる名作オペラ 西原稔 東京堂出版
774 歌舞伎は恋　山川静夫の芝居話 山川静夫 淡交社

8　言語
810 アナウンサーの日本語論 松平定知 毎日新聞社

9　文学
910 七つの顔の漱石 出久根達郎 晶文社

911 れんげそうの詩
さだまさし詩 原田泰治
絵

講談社

911 鑑賞日本の名歌 角川短歌ライブラリー 『短歌』編集部編 角川学芸出版
911 鑑賞日本の名句 角川俳句ライブラリー 『俳句』編集部編 角川学芸出版
911 茨木のり子 16 日本語を味わう名詩入門 あすなろ書房
911 歌枕辞典 廣木一人編 東京堂出版

寄贈 913 真夜中のパン屋さん　午前３時の眠り姫 ﾎﾟﾌﾟﾗ文庫 大沼紀子 ポプラ社
913 島はぼくらと 辻村深月 講談社
913 こいわすれ 畠中恵 文藝春秋
913 疾風ロンド 実業之日本社文庫 東野圭吾 実業之日本社

913
それからのエリス　いま明らかになる鴎外「舞姫」の面
影

六草いちか 講談社

914 歴史読み枕草子　清少納言の挑戦状 赤間恵都子 三省堂

914 鴨長明方丈記
NHK「100分de名著」
ブックス

小林一彦 NHK出版

914 狂気について - 他二十二篇 岩波文庫
大江健三郎　清水徹
編

岩波書店

寄贈 916 わが盲想
アブディン，モハメド・オ
マル

ﾎﾟﾌﾟﾗ社

930 私が日本人になった理由　日本語に魅せられて 100年インタビュー ドナルド・キーン PHP研究所

933 アンネ・フランクについて語るときに僕たちの語ること CREST BOOKS
ネイサン・イングランダー
著 小竹由美子訳

新潮社

933 図説赤毛のアン ふくろうの本 奥田実紀 河出書房新社
寄贈 933 審問　上・下 講談社文庫 ﾊﾟﾄﾘｼｱ･ｺｰﾝｳｪﾙ 講談社
寄贈 933 黒蠅　上・下 講談社文庫 ﾊﾟﾄﾘｼｱ･ｺｰﾝｳｪﾙ 講談社
寄贈 933 痕跡　上・下 講談社文庫 ﾊﾟﾄﾘｼｱ･ｺｰﾝｳｪﾙ 講談社
寄贈 933 神の手　上・下 講談社文庫 ﾊﾟﾄﾘｼｱ･ｺｰﾝｳｪﾙ 講談社

933 クリスマス・キャロル
チャールズ・ディケンズ
作 ロベルト・インノチェン
ティ絵 もきかずこ訳

西村書店東京出版編集部

953 どちらでもいい ハヤカワｅｐｉ文庫
クリストフ，アゴタ著/堀
茂樹訳

早川書房

DVD
郷土 D070 福井新聞縮刷版DVD2013　平成25年10月号 福井新聞社 福井新聞社

絵本

E 赤い蝋燭と人魚
小川未明/文　酒井
駒子/絵

偕成社

E たったひとつのねがいごと
バーバラ・マクリントック/
作　福本友美子/訳

ほるぷ出版

そうだ、今年の冬休みは本を読もう！


