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藤島高校図書館

1　哲学

141 死ぬ瞬間の5つの後悔
ブロニー・ウェア著
仁木めぐみ訳

新潮社

159
オタクの息子に悩んでます　朝日新聞「悩みのる
つぼ」より

幻冬舎新書 岡田斗司夫 ＦＲＥＥｅｘ 幻冬舎

159 悩む力 集英社新書 姜尚中 集英社
159 続 悩む力 集英社新書 姜尚中 集英社

159 手紙屋　僕の就職活動を変えた十通の手紙 喜多川泰
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

159
手紙屋　蛍雪篇　私の受験勉強を変えた十通の
手紙

喜多川泰
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

159
世界のエリートはなぜ、「この基本」を大事にする
のか?

戸塚隆将 朝日新聞出版

2　歴史
209 歴史が面白くなる東大のディープな世界史 祝田秀全 中経出版
210 歴史が面白くなる東大のディープな日本史　2 相澤理 中経出版
210 らくらく読める古事記・日本書紀 島崎晋 広済堂あかつき
289 フランツ・ヨーゼフ　ハプスブルク「最後」の皇帝 河出文庫 江村洋 河出書房新社
291 都道府県の持ちかた ポプラ文庫 バカリズム ポプラ社

4　自然科学

404
数学者の哲学+哲学者の数学　歴史を通じ現代を
生きる思索

砂田利一 長岡亮介
野家啓一

東京図書

412 素数の音楽 新潮文庫
マーカス・デュ・ソート
イ著 冨永星訳

新潮社

467 利己的な遺伝子
リチャード・ドーキンス
著 日高敏隆ほか訳

紀伊国屋書店

5　技術

559 歴史を動かした兵器・武器の凄い話 KAWADE夢文庫
博学こだわり倶楽部
編 夢の設計社企画・
編集

河出書房新社

596 速水もこみちのカンタン&おしゃれレシピ満載! MOCO’Sキッチン 日本テレビ放送網

596
行正り香のパスタ定食　2品で満足らくらくパスタ
のセットメニュー

ESSEの本 行正り香 扶桑社

7　芸術
753 一色一生 志村ふくみ 求竜堂

778 ウルトラマンの愛した日本 宝島社新書
ウルトラマンタロウ著
和智正喜訳

宝島社

779 らくごよみ　落語歳時記 朝日文庫 三遊亭竜楽 朝日新聞出版

798 サンタクロース チャレンジミッケ!
ウォルター・ウィック作
糸井重里訳

小学館

8　言語
寄贈 821 漢字学―『説文解字』の世界 （新装版） 阿辻哲次 東海大学出版会

9　文学
908 名詩の絵本 川口晴美編 ナツメ社
908 名詩の絵本　新しい季節 2 川口晴美編 ナツメ社
911 くじけないで 柴田トヨ 飛鳥新社
913 世界地図の下書き 朝井リョウ 集英社
913 親鸞　激動篇　上・下 講談社文庫 五木寛之 講談社
913 神さまのいない日曜日　墓守の少女 角川文庫 入江君人 角川書店
913 OUT OF CONTROL ハヤカワ文庫 JA 冲方丁 早川書房
913 はなとゆめ 冲方丁 KADOKAWA
913 ガンコロリン 海堂尊 新潮社
913 心霊探偵八雲　失われた魂 8 角川文庫 神永学 角川書店
913 現代語訳竹取物語 河出文庫 川端康成訳 河出書房新社
913 人狼ゲーム 竹書房文庫 川上亮 AMG出版



913 書楼弔堂　破曉 京極夏彦 集英社

913 ラブオールプレー
ポプラ文庫ピュアフ
ル

小瀬木麻美 ポプラ社

913 砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない 角川文庫 桜庭一樹 角川書店
913 かの名はポンパドール 佐藤賢一 世界文化社
913 黒王妃 佐藤賢一 講談社
913 ゼツメツ少年 重松清 新潮社
913 六条御息所源氏がたり　光の章 1 林真理子 小学館
913 六条御息所源氏がたり　華の章 2 林真理子 小学館
913 六条御息所源氏がたり　空の章 3 林真理子 小学館

913
探偵部への挑戦状　放課後はミステリーとともに
2

東川篤哉 実業之日本社

913 中途半端な密室　文庫オリジナル 光文社文庫 東川篤哉 光文社
913 とっぴんぱらりの風太郎 万城目学 文藝春秋
913 完本短篇集モザイク 三浦哲郎 新潮社
913 あらすじで読み解く古事記神話 三浦佑之 文藝春秋

913 晴れた日は図書館へいこう
ポプラ文庫ピュアフ
ル

緑川聖司 ポプラ社

913 晴れた日は図書館へいこう　ここから始まる物語
ポプラ文庫ピュアフ
ル

緑川聖司 ポプラ社

913 理由 新潮文庫 宮部みゆき 新潮社
913 天使の柩 村山由佳 集英社
913 ふたりの距離の概算 角川文庫 米澤穂信 角川書店
914 ごはんのことばかり100話とちょっと 朝日文庫 よしもとばなな 朝日新聞出版
916 仕事休んでうつ地獄に行ってきた 丸岡いずみ 主婦と生活社

933 血霧　上・下 講談社文庫
パトリシア・コーンウェ
ル著 池田真紀子訳

講談社

933 インフェルノ　上・下
ダン・ブラウン 越前
敏弥訳

KADOKAWA

　　　　　　図書委員さんが選んだ本が多数入っています。

年越しは「本」で！


