
新着図書紹介７月号 2013,7,17

藤島高校図書館

0　総記
寄贈 002 人文学へのいざない （改訂版）

広島大学大学院文学研究科
教務委員会編集

広島大学出版会

007 人間とはどういう生物か　心・脳・意識のふしぎを解く ちくま新書 石川幹人 筑摩書房

024 なぜ本屋に行くとアイデアが生まれるのか 祥伝社新書 嶋浩一郎 祥伝社

041 「知」の挑戦 〈１〉 - 本と新聞の大学 集英社新書
一色清/姜尚中/依光隆明/
杉田敦/加藤千洋/池内了

集英社

041 「知」の挑戦 〈２〉 - 本と新聞の大学 集英社新書
一色清/姜尚中/依光隆明/
杉田敦/加藤千洋/池内了

集英社

071 朝日新聞縮刷版2013　平成25年5月号 朝日新聞社 朝日新聞社

081 (株)貧困大国アメリカ 岩波新書新赤版 堤未果 岩波書店

081 民族紛争 岩波新書新赤版 月村太郎 岩波書店

081 アジア力の世紀－どう生き抜くのか 岩波新書新赤版 新藤榮一 岩波書店

081 転倒予防－転ばぬ先の杖と知恵 岩波新書新赤版 武藤芳照 岩波書店

081 物語哲学の歴史 - 自分と世界を考えるために 中公新書 伊藤邦武 中央公論新社

1　哲学
104 語りえぬものを語る 野矢茂樹 講談社

140 人の心を自由に操る技術 - ザ・メンタリズム メンタリストＤａｉＧｏ 扶桑社

146 ストレスと適応障害 - つらい時期を乗り越える技術 幻冬舎新書 岡田尊司 幻冬舎

159 生きる悪知恵 - 正しくないけど役に立つ６０のヒント 文春新書 西原理恵子 文藝春秋

159 10代のための古典名句名言 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 佐藤文隆 岩波書店

159 大学で大人気の先生が語る〈失敗〉〈挑戦〉〈成長〉の自立学 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 佐藤剛史 岩波書店

164 日本人なら知っておきたい古代神話 Ｋａｗａｄｅ夢新書 武光誠 河出書房新社

寄贈 188 蓮如実伝　近江篇 〈第1部〉 辻川達雄 本願寺維持財団

寄贈 188 蓮如実伝　北陸篇上 〈第2部〉 辻川達雄 本願寺維持財団

寄贈 188 蓮如実伝　北陸篇下 〈第2部〉 辻川達雄 白川書院

2　歴史
204 歴史を変えた２８の暗殺 小田桐一 彩図社

210 トランクの中の日本 - 米従軍カメラマンの非公式記録 オダネル，ジョー写真 小学館

210 日本人はなぜ日本のことを知らないのか ＰＨＰ新書 竹田恒泰 ＰＨＰ研究所

242 学術都市アレクサンドリア 講談社学術文庫 野町啓 講談社

3　社会科学
311 カール・シュミット入門講義 仲正昌樹 作品社

335 世界を変える偉大なＮＰＯの条件 レスリー･Ｒ･クラッチフィールドほか ダイヤモンド社

336 出口汪の「好かれる！」敬語術 ソフトバンク文庫 出口汪 ソフトバンククリエイティブ

351 日本国勢図会2013/14 矢野恒太記念会編集 矢野恒太記念会

361 日本文化における時間と空間 加藤周一 岩波書店

寄贈 367 クオ－タ制の実現をめざす
ＷＩＮ　ＷＩＮ【編著】
赤松良子【監修】

パド・ウィメンズ・オフィス

370 先生はえらい ちくまﾌﾟﾘﾏｰ新書 内田樹 筑摩書房

370 学校って何だろう - 教育の社会学入門 ちくま文庫 苅谷剛彦 筑摩書房

376 大学合格キムタツ相談所 木村達哉 旺文社

383 ひとはなぜ服を着るのか ちくま文庫 鷲田清一 筑摩書房

389 クレオ－ル主義 （増補版） ちくま学芸文庫 今福龍太 筑摩書房

4　自然科学
404 科学と人間の不協和音 角川ｏｎｅテ－マ２１ 池内了 角川書店

460 桃太郎はなぜ桃から生まれたのか？ ＰＨＰ文庫 蓮実香佑 ＰＨＰ研究所

481 クジャクの雄はなぜ美しい？ （増補改訂版） 長谷川眞理子 紀伊国屋書店

481 動物の生存戦略 - 行動から探る生き物の不思議 放送大学叢書 長谷川眞理子 左右社

491 脳科学の教科書　こころ編 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書
理化学研究所脳科学
総合研究ｾﾝﾀｰ編

岩波書店

493 彼女たちはなぜ万引きがやめられないのか？ 河村重実 飛鳥新社

498 「朝に弱い」が治る本 - スッキリした目覚めを手に入れる習慣 ＰＨＰ文庫 鴨下一郎 ＰＨＰ研究所

5　技術
501 サイボ－グ・フィロソフィ－ 高橋透 ＮＴＴ出版

501 これからのエネルギー 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 槌屋治紀 岩波書店

504 科学の現在を問う 講談社現代新書 村上陽一郎 講談社

寄贈 郷土 517 大津呂ダム誌 ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ福井事務所 福井県

523 安藤忠雄仕事をつくる - 私の履歴書 安藤忠雄 日本経済新聞出版社

596 かわいい寒天スイ－ツ 大越郷子 日東書院本社

596 女子栄養大学の手作りスイ－ツ 小笠原章子 幻冬舎エデュケ－ション

6　産業
611 ジェ－ン・グド－ルの健やかな食卓 グドール，ジェーンほか 日経ＢＰ社

7　芸術
704 「かわいい」論 ちくま新書 四方田犬彦 筑摩書房

762 今日の風、なに色？ 辻井いつ子 アスコム

773 異界を旅する能 - ワキという存在 ちくま文庫 安田登 筑摩書房

778 映画の構造分析 - ﾊﾘｳｯﾄﾞ映画で学べる現代思想 文春文庫 内田樹 文藝春秋

798 大人のクイズ《傑作選》 - 考える力が身につく！ 逢沢明 ＰＨＰ研究所



8　言語
801 ことばの発達の謎を解く ちくまプリマ－新書 今井むつみ 筑摩書房

807 たのしい回文 - くるくる回るアタマをつくろう せとちとせ 創元社（大阪）

814 「ぐずぐず」の理由 角川選書 鷲田清一 角川学芸出版

829 ハングルへの旅 朝日文庫 茨木のり子 朝日新聞出版

830 ことばで考える - ことばがなければものもない 安井稔 開拓社

831 話せる！英語シャド－イング 門田修平監修 コスモピア 

831 シャド－イング・音読と英語習得の科学 門田修平 コスモピア

837 ＣＤ付英語で聴く世界を変えた感動の名スピ－チ Ezbooksｼﾘｰｽﾞ
平野次郎【解説執筆】
鈴木健士【英訳】

中経出版

9　文学
910 クラクラ日記 ちくま文庫 坂口三千代 筑摩書房

911 百人一首 ちくま文庫 鈴木日出男 筑摩書房

913 櫻子さんの足下には死体が埋まっている 角川文庫 太田紫織 角川書店

913 櫻子さんの足下には死体が埋まっている 〈骨と石榴と夏休み〉 角川文庫 太田紫織 角川書店

913 Ａｒｋｎｏａｈ 〈１〉 僕のつくった怪物 乙一 集英社

913 丕緒の鳥　十二国記 新潮文庫 小野不由美 新潮社

913 夜の底は柔らかな幻 〈上〉〈下〉 恩田陸 文藝春秋

913 ブレイズメス１９９０ 海堂尊 講談社

913 スリジエセンタ－１９９１ 海堂尊 講談社

913 秒速５センチメ－トル - ｏｎｅ　ｍｏｒｅ　ｓｉｄｅ 新海誠原作/加納 新太著 エンタ－ブレイン

913 パスタマシ－ンの幽霊 新潮文庫 川上弘美 新潮社

913 昨夜のカレ－、明日のパン 木皿泉 河出書房新社

913 もっとすごい！１０分間ミステリ－ 宝島社文庫
『このミステリーがすごい！』大賞
編集部編

宝島社

913 落穂拾い ちくま文庫 小山清 筑摩書房

913 激流 〈上〉〈下〉 徳間文庫 柴田よしき 徳間書店

913 出世花 ハルキ文庫 高田郁 角川春樹事務所

913 残月 - みをつくし料理帖 ハルキ文庫 高田郁 角川春樹事務所

913 白い紙/サラム ネザマフィ，シリン 文藝春秋

913 ビ－トレス 長谷敏司 角川書店

913 ときぐすり 畠中恵 文藝春秋

913 ジヴェルニ－の食卓 原田マハ 集英社

913 風の中のマリア 講談社文庫 百田尚樹 講談社

913 幻想映画館 講談社文庫 堀川アサコ 講談社

913 幻想郵便局 講談社文庫 堀川アサコ 講談社

913 望郷 湊かなえ 文藝春秋

913 泣き童子 - 三島屋変調百物語参之続 宮部みゆき 文藝春秋

913 明日死ぬかもしれない自分、そしてあなたたち 山田詠美 幻冬舎

913 ニホンブンレツ 文芸社文庫 山田悠介 文芸社

913 ９３番目のキミ 山田悠介 文芸社

913 ランチのアッコちゃん 柚木麻子 双葉社

914 閉経記 伊藤比呂美 中央公論新社

914 知に働けば蔵が建つ 文春文庫 内田樹 文藝春秋

914 見えない音、聴こえない絵 大竹伸朗 新潮社

914 私にとっての２０世紀 岩波現代文庫 加藤周一 岩波書店

914 志ん朝の風流入門 ちくま文庫 古今亭志ん朝/齋藤明 筑摩書房

914 日曜日の随想 〈２０１０〉 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社

914 日本語を書く部屋 岩波現代文庫 リービ英雄 岩波書店

914 大事なものは見えにくい 角川文庫 鷲田清一 角川学芸出版

933 クトゥルフ神話への招待 - 遊星からの物体Ｘ 扶桑社ミステリ－ J･W･キャンベル Ｊｒ.ほか 扶桑社

933 古きものたちの墓 - クトゥルフ神話への招待 扶桑社ミステリ－ R･キャンベルほか 扶桑社

933 アベンジャ－ズ 竹書房文庫 アリソン･ローウェンスタインほか 竹書房

DVD
郷土 D070 福井新聞縮刷版DVD2013　平成25年5月号 福井新聞社 福井新聞社

今月号は図書委員さんが選んだ本、先生推薦の本が入っています。

夏休みにいろいろ読んでみませんか。夏休みは家読!!


