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総記
寄贈 郷土 福井県立大学「ようこそ県大研究室」 岩崎行玄ほか 福井県立大学

あらためて学問のすすめ―知るを学ぶ 村上陽一郎 河出書房新社

朝日新聞縮刷版2012　平成24年6月号 朝日新聞社 朝日新聞社

朝日新聞縮刷版2012　平成24年7月号 朝日新聞社 朝日新聞社

大災害と法 岩波新書新赤版 津久井進 岩波書店

コロニアリズムと文化財 岩波新書新赤版 荒井信一 岩波書店

非アメリカを生きる 岩波新書新赤版 室謙二 岩波書店

テレビの日本語 岩波新書新赤版 加藤昌男 岩波書店

四季の地球科学 岩波新書新赤版 尾池和夫 岩波書店

ブラジル 岩波新書新赤版 堀坂浩太郎 岩波書店

歴史のなかの大地動乱 岩波新書新赤版 保立道久 岩波書店

女ことばと日本語 岩波新書新赤版 中村桃子 岩波書店

適正技術と代替社会 岩波新書新赤版 田中直 岩波書店

古語の謎 中公新書 白石良夫 中央公論新社

江戸の紀行文 中公新書 板坂耀子 中央公論新社

カラー版　スペイン・ロマネスクへの旅 中公新書 池田健二 中央公論新社

イタリア旅行 中公新書 河村英和 中央公論新社

カラー版　地図と愉しむ東京歴史散歩 中公新書 竹内正浩 中央公論新社

哲学
哲学大図鑑 バッキンガム，ウィルほか著　小須田健訳 三省堂 

ウィトゲンシュタイン KAWADE道の手帖―哲学入門 河出書房新社

歴史
日本人はなぜ戦争へと向かったのか　戦中編 ＮＨＫ取材班編著 ＮＨＫ出版

図説　日米開戦への道 ふくろうの本 平塚敏克著　太平洋戦争研究会編　 河出書房新社

原爆投下―黙殺された極秘情報 松木秀文　夜久恭裕 ＮＨＫ出版

アラブの春は終わらない ベン＝ジェルーン，タハール　齋藤可津子訳 河出書房新社

図説　メソポタミア文明 ふくろうの本 前川和也編著 河出書房新社

図説　騎士の世界 ふくろうの本 池上俊一 河出書房新社

梅棹忠夫―未知への限りない情熱 藍野裕之 山と溪谷社

新島八重おんなの戦い 福本武久 角川書店

早わかり世界の国ぐに （新版） 辻原康夫 平凡社

郷土 わくわく登る福井の50山 柚本寿二 福井新聞社

東アジア地図帳　日本の居場所がよくわかる　 今谷明　樋口広芳　石川剛監修　アイランズ編草思社

社会科学
アメリカ黒人の歴史 NHKﾌﾞｯｸｽ バーダマン，ジェームス・Ｍ．森本豊訳 ＮＨＫ出版

２０世紀をつくった経済学―ｼｭﾝﾍﾟｰﾀｰ、ﾊｲｴｸ、ｹｲﾝｽﾞ ちくまﾌﾟﾘﾏｰ新書 根井雅弘 筑摩書房

ケインズとハイエク―貨幣と市場への問い 講談社現代新書 松原隆一郎 講談社

だけど、くじけない―子どもたちからの元気便 長倉洋海　東北の子どもたち ＮＨＫ出版

NPO法人で働く なるにはBOOKS 小堂敏郎 ぺりかん社

江戸衣装図鑑 菊地ひと美著・画 東京堂出版

食の地図（2版） 帝国書院編集部 帝国書院

４７都道府県・魚食文化百科 成瀬宇平 丸善出版

自然科学
人間にとって科学とはなにか 中公ｸﾗｼｯｸｽ 湯川秀樹　梅棹忠夫 中央公論新社

知っておきたい物理の疑問55―物理の基本知識を問う「疑問中の疑問」ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ 日本物理学会編 講談社

暦はエレガントな科学―二十四節気と日本人 石原幸男 ＰＨＰ研究所

鉄は魔法つかい 畠山重篤 小学館

寄贈 輝くいのち―女性と子どもと男の生命科学 寺岡弘文 群羊社

せいめいのはなし 福岡伸一 新潮社

海水魚 ﾈｲﾁｬｰｳｫｯﾁﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 加藤昌一写真・文 誠文堂新光社

日本の野鳥 （増補改訂新） 山渓ﾊﾝﾃﾞｨ図鑑〈7〉 叶内拓哉写真・解説　安部直哉分布図・解説協力　上田秀雄解説山と溪谷社

新しい自然免疫学 知りたい!ｻｲｴﾝｽ 坂野上淳著　審良静男研究室監修　 技術評論社

｢新型うつ病｣のデタラメ 新潮新書 中嶋聡 新潮社

ボクは吃音ドクターです。 菊池良和 毎日新聞社

国家救援医―私は破綻国家の医師になった 國井修 角川書店

技術
柳宗理デザイン （復刻新版） KAWADEﾙﾈｻﾝｽ 柳宗理 河出書房新社



桂離宮―日本建築の美しさの秘密 （新装版） 日本人はどのように建造物をつくってきたか 斎藤英俊　穂積和夫イラストレーション 草思社

電力供給が一番わかる―発電送電のしくみを通して未来のｴﾈﾙｷﾞｰを考えるしくみ図解ｼﾘｰｽﾞ 今泉大輔 技術評論社

寄贈 実物でたどるコンピュータの歴史―石ころからﾘﾝｺﾞへ 東京理科大学坊っちゃん科学ｼﾘｰｽ東゙京理科大学出版ｾﾝﾀｰ編　竹内伸著 東京書籍

スパイス、爆薬、医薬品―世界史を変えた１７の化学物質 ルクーター，ペニー・キャメロン　バーレサン，ジェイ　小林力訳 中央公論新社

おうちの科学―暮らしに効くおいしい！うれしい！なるほど！ｻｲｴﾝｽ 内田麻理香 丸善出版

和スープ―からだを変える、思いやる 岩崎啓子 日東書院本社

寄贈 たべもの・食育図鑑 食生活ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ編 群羊社

あったかスイーツ―とっておきの６０レシピ ｾﾚｸﾄBOOKS 福田淳子 主婦の友社

かわいいマカロン―かんたん！わくわく！サクッとおいしい！ 本橋雅人 日東書院本社

今日の野菜 葭谷麻利子 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

産業
限界集落の真実―過疎の村は消えるか？ ちくま新書 山下祐介 筑摩書房

知ろう食べよう世界の米 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 佐藤洋一郎 岩波書店

野菜まるごと大図鑑 主婦の友社編 主婦の友社

ディズニーそうじの神様が教えてくれたこと 鎌田洋 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

芸術
西洋美術史入門 ちくまﾌﾟﾘﾏｰ新書 池上英洋 筑摩書房

イタリア・ルネサンス美術館 松浦弘明 東京堂出版

名画が愛した女たち―画家とモデルの物語 木島俊介 集英社

フェルメール巡礼 とんぼの本 朽木ゆり子　前橋重二 新潮社

ルネサンスの名画１０１ 高階秀爾　遠山公一編著 新書館

ミュシャART　BOX　波乱の生涯と芸術 ミュシャ・リミテッド編　島田紀夫監訳 講談社

書道の力―楽しみながら書く、もっと自分らしい字 金田石城 日東書院本社

くずし字で「おくのほそ道」を楽しむ 古文書入門 中野三敏 角川学芸出版

くずし字で「百人一首」を楽しむ 古文書入門 中野三敏 角川学芸出版

音楽とは何か―ミューズの扉を開く七つの鍵 講談社選書ﾒﾁｴ 田村和紀夫 講談社

楽都ウィーンの光と陰―比類なきオーケストラのたどった道 岡田暁生 小学館

演技と演出のレッスン―魅力的な俳優になるために 鴻上尚史 白水社

歌舞伎事典(新版) 服部幸雄　富田鉄之助　廣末保編 平凡社

文楽ハンドブック （第３版） 藤田洋編 三省堂

一流選手の動きはなぜ美しいのか―からだの動きを科学する 角川選書 小田伸午 角川学芸出版

走れ、優輝！―最後まであきらめないで 川内美加 中央公論新社

イチローの哲学  奥村幸治 ＰＨＰ研究所

山岳読図大全 山岳大全ｼﾘｰｽﾞ〈3〉 村越真 山と溪谷社

はな・ひと・うつわ―新いけばな入門 ｺﾛﾅ･ﾌﾞｯｸｽ 関美香 平凡社

言語
日本の漢字　１６００年の歴史 沖森卓也 ベレ出版

読んで楽しむ当て字・難読語の辞典 東京堂出版編集部編 東京堂出版

新明解　語源辞典 小松寿雄　鈴木英夫編 三省堂

お国柄ことばの辞典 加藤迪男編 東京堂出版

たとえことば辞典(新装版) 中村明 東京堂出版

三省堂　中国名言名句辞典(新版) 大島晃編 三省堂

文学
山村暮鳥 日本語を味わう名詩入門 萩原昌好編　谷山彩子画 あすなろ書房

日本の歳時記 宇多喜代子　西村和子　中原道夫　片山由美子　長谷川櫂編著 小学館

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻桃子　安部元気 主婦の友社

名句集１００冊から学ぶ俳句発想法 ひらのこぼ 草思社

冥土めぐり 鹿島田真希 河出書房新社

わたしがいなかった街で 柴崎友香 新潮社

鍵のない夢を見る 辻村深月 文藝春秋

天游 中川なをみ くもん出版

神様のカルテ3 夏川草介 小学館

永遠をさがしに 原田ﾏﾊ 河出書房新社

虚像の道化師 東野圭吾 文藝春秋

短篇五芒星 舞城王太郎 講談社

鷹のように帆をあげて まはら三桃 講談社

水の柩 道尾秀介 講談社

放蕩記 村山由佳 集英社

幸田文 精選女性随筆集〈1〉 幸田文　川上弘美選 文藝春秋

日本人の祈り　こころの風景 中西進 冨山房ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

一刀斎、最後の戯言 森毅著　福井直秀編 平凡社

がんを生きる子―ある家族と小児がんの終わりなき闘い 松永正訓 講談社



李白　杜甫 山口直樹写真・文 学研ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

動物で読むアメリカ文学案内 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 河島弘美 岩波書店

魔法の泉への道 ﾘﾝﾀﾞ･ｽｰ･ﾊﾟｰｸ あすなろ書房

戦火の馬 モーパーゴ，マイケル　佐藤見果夢訳 評論社

ハティのはてしない空 ｶｰﾋﾞｰ･ﾗｰｿﾝ 鈴木出版

ソフィーの世界〈上〉(新装版) ゴルデル，ヨースタイン 日本放送出版協会

ソフィーの世界〈下〉(新装版) ゴルデル，ヨースタイン 日本放送出版協会

DVD
郷土 福井新聞縮刷版DVD2012　平成24年6月号 福井新聞社 福井新聞社

郷土 福井新聞縮刷版DVD2012　平成24年7月号 福井新聞社 福井新聞社

今月のお勧め本

話は２～３ページのものがほとんどなので、次へ次へと
読み進めます。が、怖いものが苦手な人にはお勧め 「物が落ちるのはなぜ？」みなさんは重力
できません。だって、身近にあるような話ばかりですから。 の影響だということはご存じですね。この
「鬼談百景」とあるのに話は「９９」しかありません… 質問には重力について詳しく説明されてい

ます。「おとなが学び直す」という題がつい
　　鬼談百景 ていますが高校生のみなさんもぜひ！
　　小野不由美著　メディアファクトリー

　　おとなが学び直す　物理でわかる身のまわりの疑問
　　川村康文著　実業之日本社

暑かった夏も過ぎ、ようやく朝晩は涼しくなってきました。
お店のスイーツも秋の果実が満載でうれしいですね。
とはいっても、買ってばかりもいられない。よし、作ろう！ ダ・ヴィンチ10月号で紹介されている「今
というわけでこの本。「冷めてからもおいしく食べられる」 月のプラチナ本」です。ここで紹介される本
スイーツも載っているのでいかがでしょう？ ははずれがない、ということで購入しました。

ダ・ヴィンチを読んでから本を読むもよし、
　　あったかスイーツ 本を読んでからダ・ヴィンチを読むもよし。
　　福田淳子著　主婦の友社

　　わたしがいなかった街で
　　柴崎友香著　新潮社

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/imgdata/large/4840146519.jp
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/imgdata/large/4408453900.jp
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/imgdata/large/407280844X.jp
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/imgdata/large/4103018321.jp

