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藤島高校図書館

分野 書名 叢書名 著者名 出版社名

知識.学問 人はなぜ学ばなければならないのか じっぴコンパクト新書 齋藤／孝∥著 実業之日本社

人工知能 人工知能の「最適解」と人間の選択 NHK出版新書 ＮＨＫスペシャル取材班∥著 NHK出版

ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ 「ポスト真実」時代のネットニュースの読み方 松林／薫∥著 晶文社

新聞 朝日新聞縮刷版2018　平成30年6月号　№1164、№1165 朝日新聞社∥編 朝日新聞社

日本語・叢書 原民喜　死と愛と孤独の肖像 岩波新書 新赤版 梯／久美子∥著 岩波書店

日本語・叢書 戦争体験と経営者 岩波新書 新赤版 立石／泰則∥著 岩波書店

日本語・叢書 戦国大名と分国法 岩波新書 新赤版 清水／克行∥著 岩波書店

日本語・叢書 K-POP　新感覚のメディア 岩波新書 新赤版 金／成玟∥著 岩波書店

日本語・叢書 総介護社会　介護保険から問い直す 岩波新書 新赤版 小竹／雅子∥著 岩波書店

日本語・叢書 異端の時代　正統のかたちを求めて 岩波新書 新赤版 森本／あんり∥著 岩波書店

日本語・叢書 虚偽自白を読み解く 岩波新書 新赤版 浜田／寿美男∥著 岩波書店

日本語・叢書 江戸東京の明治維新 岩波新書 新赤版 横山／百合子∥著 岩波書店

日本語・叢書 初期仏教　ブッダの思想をたどる 岩波新書 新赤版 馬場／紀寿∥著 岩波書店

論理学 「論理的に考える力」を伸ばす50の方法 心の友だち 小野田／博一∥著 PHP研究所

国体論
教育勅語を読んだことのないあなたへ　なぜ何度も話題になる
のか

佐藤／広美∥著 新日本出版社

人生訓 孤独を生きる言葉 松浦／弥太郎∥著 河出書房新社

仏教 ごまかさない仏教　仏・法・僧から問い直す 新潮選書 佐々木／閑∥著 新潮社

世界史 アンネ・フランクに会いに行く 岩波ジュニア新書 谷口／長世∥著 岩波書店

世界史・近代 1493　入門世界史 レベッカ・ステフォフ∥編著 あすなろ書房

日本史・奈良時代
見るだけで楽しめる!平城京のごみ図鑑　最新研究でみえてくる
奈良時代の暮らし

視点で変わるオモシロさ! 奈良文化財研究所∥監修 河出書房新社

日本史・平成時代 10代に語る平成史 岩波ジュニア新書 後藤／謙次∥著 岩波書店

関東地方・区部
江戸→TOKYOなりたちの教科書　2　丸の内・銀座・神楽坂から東
京を解剖する

岡本／哲志∥著 淡交社

ﾖｰﾛｯﾊﾟ史 ゲルマーニア 岩波文庫 タキトゥス∥著 岩波書店

古代ｷﾞﾘｼｱ
ﾍﾟﾛﾎﾟﾈｿｽ戦争

戦史 上・中・下 岩波文庫 トゥーキュディデース∥著 岩波書店

日本・地理 江戸散歩 山本／博文∥著 KADOKAWA

ｱｼﾞｱ・地理 大旅行記 1～6 東洋文庫 イブン・バットゥータ∥〔著〕 平凡社

ﾖｰﾛｯﾊﾟ・地理 十五の夏　上・下 佐藤／優∥著 幻冬舎

社会科学理論 世界の見方が変わる50の概念 齋藤／孝∥著 草思社

ﾄﾞｲﾂの政治・経済 池上彰の世界の見方　理想と現実のギャップ ドイツとEU 池上／彰∥著 小学館

外交.国際問題 核兵器はなくせる 岩波ジュニア新書 川崎／哲∥著 岩波書店

日本法令集 模範小六法2018 判例六法編修委員会∥編 三省堂

統計書 日本国勢図会2018/19　日本がわかるデータブック 矢野恒太記念会∥編集 矢野恒太記念会

文化 世界のタブー 集英社新書 阿門／禮∥著 集英社

教育学 不登校でも大丈夫 岩波ジュニア新書 末富／晶∥著 岩波書店

学習指導 臨床検査技師になるには なるにはBOOKS 岩間／靖典∥著 ぺりかん社

学習指導 バイオ技術者・研究者になるには なるにはBOOKS 堀川／晃菜∥著 ぺりかん社

学習指導 教育学部　中高生のための学部選びガイド なるにはBOOKS 三井／綾子∥著 ぺりかん社

読解指導 生徒の読んだ「羅生門」 新しい解釈を求めて 高橋／良久∥著 渓水社

天文学 ビッグヒストリー大図鑑　宇宙と人類138億年の物語 デイヴィッド・クリスチャン∥他監修 河出書房新社

天文学 コペルニクス・天球回転論 コペルニクス∥〔著〕 みすず書房

理論生物学 40億年、いのちの旅 岩波ジュニア新書 伊藤／明夫∥著 岩波書店

人類の起源 絶滅の人類史　なぜ「私たち」が生き延びたのか NHK出版新書 更科／功∥著 NHK出版

安楽死 安楽死の論理と倫理 UP選書 宮川／俊行∥著 東京大学出版会

東洋医学 アヴィセンナ「医学の歌」 アヴィセンナ∥〔著〕 草風館

中枢神経 脳　心の謎に迫った偉人たち 歴史を変えた100の大発見 トム・ジャクソン∥著 丸善出版

医療・衛生法令 海外の安楽死・自殺幇助と法 甲斐／克則∥編訳 慶應義塾大学出版会

医療・衛生法令
アメリカにおける自殺幇助・安楽死の未来　The Future of
Assisted Suicide and Euthanasia (New Forum Books)

Gorsuch, Neil M.（ニール・マギル・
ゴーサッチ）

Princeton Univ Pr

発酵 日本の伝統発酵の科学　微生物が生み出す「旨さ」の秘密 ブルーバックス 中島／春紫∥著 講談社

農産物製造・加工 乾物と保存食材事典　栄養と旨みが凝縮した488種 星名／桂治∥監修 誠文堂新光社

美術全集 20世紀の総合芸術家イサム・ノグチ　彫刻から身体・庭へ イサム・ノグチ∥〔作〕 平凡社

洋画
マンガでわかる「西洋絵画」のモチーフ　美術展がもっともっと愉
しくなる!

池上／英洋∥監修 誠文堂新光社

洋画 カラー版 音楽で楽しむ名画 平凡社新書 加藤／浩子∥著 平凡社

寄贈 日本の洋画
精神と光彩の画家　中村貞夫　揺籃期から世界四大文明を超え
て

橋爪／節也∥編著 大阪大学出版会

仮名文字の書体 関戸本古今集 伝 藤原行成筆 日本名筆選 二玄社

仮名文字の書体 嵯峨天皇 橘逸勢集 日本名筆選 二玄社

仮名文字の書体 一条摂政集 伝 西行筆 日本名筆選 二玄社

仮名文字の書体 秋萩帖 伝 小野道風筆 日本名筆選 二玄社

仮名文字の書体 更級日記 藤原定家筆 日本名筆選 二玄社

仮名文字の書体 山家心中集 伝 西行筆 日本名筆選 二玄社

仮名文字の書体 金沢本万葉集 藤原定信筆 日本名筆選 二玄社

書跡集 真草千字文 隋 智永 中国法書選 二玄社

新着図書紹介 ９月号



篆刻 篆刻の実習　新版(１０冊) 蓑毛／政雄∥著 教育図書

音楽 クラシック音楽とは何か 岡田／暁生∥著 小学館

音楽産業 響く言葉　エンタテインメント業界を目指す若者たちへ 東京工科大学∥編 茉莉花社

音楽家 冷戦とクラシック　音楽家たちの知られざる闘い NHK出版新書 中川／右介∥著 NHK出版

寄贈 邦楽 日本の音　世界のなかの日本音楽 平凡社ライブラリー 小泉／文夫∥著 平凡社

能面 能面の見かた　日本伝統の名品がひと目でわかる 小林／真理∥編著 誠文堂新光社

日本の人形劇 文楽のすゝめ 竹本／織太夫∥監修 実業之日本社

日本語の文章 大人のための国語ゼミ 野矢／茂樹∥著 山川出版社

中国語の読本 漢文とっておきの話 諏訪原／研∥著 大修館書店

中国語解釈 ちょっと気の利いた漢文こばなし集 諏訪原／研∥著 大修館書店

日本文学史
作家と楽しむ古典　2　土左日記 堤中納言物語 枕草子 方丈記
徒然草

河出書房新社

日本文学史 高校古文こういう話 知的シゲキBooks 柴田／純子∥著 ケイエスティープロダクション

日本文学史 高校古文もっとこういう話 知的シゲキBooks 柴田／純子∥著 ケイエスティープロダクション

日本文学史 古典のすすめ 角川選書 谷／知子∥著 KADOKAWA

日本文学史・中世 ともに読む古典　中世文学編 松尾／葦江∥編 笠間書院

作家の個人伝記 知っているようで知らない夏目漱石 講談社+α新書 出口／汪∥〔著〕 講談社

作家の個人伝記 夏目漱石解体全書 香日／ゆら∥著 河出書房新社

作家の列伝 総力討論 漱石の『こゝろ』 小森／陽一∥〔ほか〕編 翰林書房

作家の列伝 特集『こゝろ』 No.6 漱石研究 小森／陽一∥編集 翰林書房

日本・小説 晩夏に捧ぐ 創元推理文庫 大崎／梢∥著 東京創元社

日本・小説 配達あかずきん 創元推理文庫 大崎／梢∥著 東京創元社

日本・小説 ようこそ授賞式の夕べに 創元推理文庫 大崎／梢∥著 東京創元社

日本・小説 サイン会はいかが? 創元推理文庫 大崎／梢∥著 東京創元社

日本・小説 ファーストラヴ 島本／理生∥著 文藝春秋

日本・小説 森鴎外『舞姫』を読む 清田／文武∥編 勉誠出版

日本・小説 世界から読む漱石『こころ』 アジア遊学 勉誠出版

日本・小説 送り火 高橋／弘希∥著 文藝春秋

日本・小説 西郷どん!　前編・後編 林／真理子∥著 KADOKAWA

日本・小説 今からあなたを脅迫します〔4〕 灰色たちの雨上がり 講談社タイガ 藤石／波矢∥著 講談社

日本・小説 ひかり生まれるところ まはら／三桃∥著 小学館

寄贈 日本・小説 死者の鼓動 幻冬舎文庫 山田／宗樹∥著 幻冬舎

日本・作品集 5分後に感動のラスト 5分シリーズ エブリスタ∥編 河出書房新社

日本・作品集 5分間で心にしみるストーリー 5分シリーズ エブリスタ∥編 河出書房新社

DVD
新聞 福井新聞縮刷版2018　平成30年6月号・7月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

寄贈 落語 英語落語 ビクターエンタテインメント ビクターエンタテインメント

寄贈 詩歌 橘曙覽研究　第7号 橘曙覽研究会∥編集 橘曙覽研究会

日本・小説 舞姫 森／鴎外∥原作 東宝

日本教育公務員弘済会福井支部より寄贈された図書　

第二次世界大戦
誰が第二次世界大戦を起こしたのか　フーバー大統領『裏切られ
た自由』を読み解く

渡辺／惣樹∥著 草思社

日本史 人物比較でわかる日本史 小和田／哲男∥著 KADOKAWA

太平洋戦争 データで見る太平洋戦争　「日本の失敗」の真実 高橋／昌紀∥著 毎日新聞出版

ドイツ・中世 ドイツ三〇〇諸侯　一千年の興亡 菊池／良生∥著 河出書房新社

地図 旅に出たくなる地図　日本 帝国書院編集部∥著 帝国書院

地図 旅に出たくなる地図　世界 帝国書院編集部∥著 帝国書院

民間国際機関 「国境なき医師団」を見に行く いとう／せいこう∥著 講談社

戦争犯罪 図説東京裁判 ふくろうの本 平塚／柾緒∥著 河出書房新社

音楽の一般理論 音楽の科学　音楽の何に魅せられるのか？ フィリップ・ボール∥著 河出書房新社

雅楽 美しき雅楽装束の世界 遠藤／徹∥著 淡交社

日本の映画史 伝えておきたい古きよききもののたしなみ　日本映画に学ぶ 近藤／富枝∥著 河出書房新社

作家の個人伝記 芥川龍之介 年表作家読本 鷺／只雄∥編著 河出書房新社

古今和歌集 古今和歌集 新潮日本古典集成 奥村／恒哉∥校注 新潮社

小倉百人一首 図説百人一首 ふくろうの本 石井／正己∥著 河出書房新社

和泉式部日記 和泉式部日記／和泉式部集 新潮日本古典集成 野村／精一∥校注 新潮社

更級日記 更級日記 新潮日本古典集成 秋山／虔∥校注 新潮社

作品集 大岡昇平 日本文学全集 池澤／夏樹∥個人編集 河出書房新社

作品集 日本語のために 日本文学全集 池澤／夏樹∥個人編集 河出書房新社

作品集 近現代詩歌 日本文学全集 池澤／夏樹∥個人編集 河出書房新社

作品集
能･狂言　説教節　曽根崎心中　女殺油地獄　菅原伝授手習鑑
義経千本桜　仮名手本忠臣蔵

日本文学全集 池澤／夏樹∥個人編集 河出書房新社

作品集 枕草子　方丈記　徒然草 日本文学全集 池澤／夏樹∥個人編集 河出書房新社

作品集 平家物語 日本文学全集 池澤／夏樹∥個人編集 河出書房新社

作品集 近現代作家集　1～３ 日本文学全集 池澤／夏樹∥個人編集 河出書房新社

作品集 源氏物語　上 日本文学全集 池澤／夏樹∥個人編集 河出書房新社


