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藤島高校図書館

0　総記
002 論理的に解く力をつけよう 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 徳田雄洋 岩波書店
071 朝日新聞縮刷版2013　平成25年6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7月号 朝日新聞社 朝日新聞社
081 先生！ 岩波新書新赤版 池上彰 岩波書店
081 柳宗悦 岩波新書新赤版 中見真理 岩波書店
081 おとなが育つ条件 岩波新書新赤版 柏木惠子 岩波書店
081 富士山 岩波新書新赤版 小山真人 岩波書店
081 電気料金はなぜ上がるのか 岩波新書新赤版 朝日新聞経済部 岩波書店
081 物語　朝鮮王朝の滅亡 岩波新書新赤版 金重明 岩波書店
081 科学者が人間であること 岩波新書新赤版 中村桂子 岩波書店
081 中華人民共和国史　新版 岩波新書新赤版 天児慧 岩波書店
081 言語の社会心理学　伝えたいことは伝わるのか 中公新書 岡本真一郎 中央公論新社

1　哲学
134 ニーチェ　ニヒリズムを生きる 河出ブックス 中島義道 河出書房新社
159 未来力養成教室 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 日本SF作家ｸﾗﾌﾞ編 岩波書店
170 図説神道 ふくろうの本 三橋健 河出書房新社

2　歴史
210 日本の誕生～史跡･資料館事典 少年少女日本の歴史 児玉幸多監修 小学館
216 大阪アースダイバー 中沢新一著・写真 講談社

寄贈 289 大きな歯車のはざまで - 教育が残し得たもの 藤原房子 ドメス出版
289 加藤周一における「時間と空間」 ジュリー・ブロック編著 かもがわ出版

3　社会科学
302 ブータン　幸せの国の子どもたち ＮＨＫ「ドキュメンタリーＷＡＶＥ」取材班・アグネス・チャン著 東京書籍

寄贈 郷土 302 希望学あしたの向こうに - 希望の福井、福井の希望 東大社研/玄田有史編 東京大学出版会
302 可能性の大国インドネシア 矢野英基 草思社
304 天声人語　2012年1月-6月 朝日新聞論説委員室 朝日新聞出版
304 この社会で戦う君に「知の世界地図」をあげよう 池上彰教授の東工大講義 池上彰 文藝春秋
311 マキャベリ君主論 NHK「100分de名著」ブックス 武田好 NHK出版
323 図説日本国憲法の誕生 ふくろうの本 西修 河出書房新社
334 人口学から見た少子高齢社会 アーユスの森新書 嵯峨座晴夫 佼成出版社
350 世界国勢図会2013/14 矢野恒太記念会編 矢野恒太記念会
369 津波の墓標 石井光太 徳間書店
382 ほんとうの「和」の話 広田千悦子 文藝春秋
383 江戸の献立 とんぼの本 福田浩・松下幸子・松井今朝子 新潮社
386 三省堂年中行事事典 田中宣一・宮田登編 三省堂
395 誤解だらけの沖縄・米軍基地 屋良朝博 旬報社
395 沖縄　日本で最も戦場に近い場所 吉田敏浩 毎日新聞社

4　自然科学
404 文化としての科学／技術 双書科学／技術のゆくえ 村上陽一郎 岩波書店
410 はじまりの数学 ちくまプリマー新書 野﨑昭弘 筑摩書房
413 ニュートンとライプニッツの微分積分　離散と連続から考える 知りたい!サイエンス 吉田信夫 技術評論社
443 星座と神話がわかる本 宇宙科学研究倶楽部編 学研パブリッシング
488 DVDブック知っておきたい鳥の声120 上田秀雄著・録音 叶内拓哉写真 山と溪谷社

5　技術
518 若者のためのまちづくり 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 服部圭郎 岩波書店
538 ぼくの仕事は宇宙飛行士 若田光一 東京書籍
543 プロメテウスの罠 朝日新聞特別報道部 学研パブリッシング
590  「和の道具」できちんと暮らす　すこし前の日本人に学ぶ生活術 加藤裕子 ポプラ社
590 これが正解!ひとり暮らしスタートブック 主婦の友社編 主婦の友社
593 はじめて着物を着る人のための41のステップ 鳴海彩詠 河出書房新社
596 クッキング前に知っておきたい料理のことば 小松睦子 PHP研究所
596 中高生のお弁当 主婦の友社編 主婦の友社

6　産業
648 チーズの選び方・楽しみ方 主婦の友社編 主婦の友社

7　芸術
702 西洋美術史　ﾙﾈｻﾝから印象派、ﾛﾀﾞﾝ、ﾋﾟｶｿまで 朝日おとなの学びなおし! 青柳正規監修 朝日新聞出版
709 沖縄の世界遺産 楽学ブックス 高良倉吉監修 JTBパブリッシング
718 円空の旅 早坂暁 佼成出版社

寄贈 郷土 720 橿尾道子画集　燃える季節 橿尾道子 版・椰(ｴﾃﾞｨｼｮﾝ･ﾅｷﾞｨ)
720 女性画家　10の叫び 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 堀尾真紀子 岩波書店
723 名画の謎　旧約・新約聖書篇 中野京子 文藝春秋
757 色の名前507 福田邦夫 主婦の友社
780 ジュニアのためのスポーツ食事学 柴田麗 学研パブリッシング
783 進化する強さ クルム伊達公子 ポプラ社
786 学べる!山歩きの地図読み 佐々木亨 山と溪谷社

8　言語
811 日本の文字　「無声の思考」の封印を解く ちくま新書 石川九楊 筑摩書房
813 慣用句・ことわざ・四字熟語辞典　「言いたいこと」から引ける 西谷裕子編 東京堂出版
895 Strong in the Rain : Selected Poems Miyazawa, Kenji/ Pulvers, Roger (TRN) Bloodaxe Books Ltd

9　文学
910 全国文学館ガイド 全国文学館協議会編 小学館
910 続 田辺聖子の古典まんだら　一葉、晶子、芙美子 田辺聖子 新潮社
910 ヘタな人生論より夏目漱石 本田有明 河出書房新社
910 森鴎外　国家と作家の狭間で 山崎一穎 新日本出版社
911 六帖詠草・六帖詠草拾遺 和歌文学大系 鈴木淳　加藤弓枝 明治書院
911 現代歌枕　歌が生まれる場所 梅内美華子 NHK出版

寄贈 郷土 911 橘曙覽研究第3号 橘曙覽研究会編 橘曙覽研究会
913 オレたちバブル入行組 文春文庫 池井戸潤 文藝春秋
913 オレたち花のバブル組 文春文庫 池井戸潤 文藝春秋
913 死神の浮力 伊坂幸太郎 文藝春秋
913 クローバー・レイン 大崎梢 ポプラ社
913 ホテルローヤル 桜木紫乃 集英社
913 たぶんねこ 畠中恵 新潮社
913 爪と目 藤野可織 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 終わらない歌 宮下奈都 実業之日本社
914 詩人であること 同時代ライブラリ－ 長田弘 岩波書店
914 見知らぬ国へ 北杜夫 新潮社
914 須賀敦子 精選女性随筆集 須賀敦子著　川上弘美編 文藝春秋
914 人間にとって成熟とは何か 幻冬舎新書 曽野綾子 幻冬舎
914 レット・イット・ビ－ 若桑 みどり 主婦の友社
933 たんぽぽ娘 奇想コレクション ロバート・Ｆ・ヤング 河出書房新社

DVD
郷土 D070 福井新聞縮刷版DVD2013　平成25年6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7月号 福井新聞社 福井新聞社

D780 トレーニングの科学 目で見る運動生理学 内藤久士原案監修 医学映像教育センター


