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藤島高校図書館

分野 書名 叢書名等 著者名 出版社名

上野/千鶴子
情報生産者になってみた　上野千鶴子に極意を学
ぶ

ちくま新書 上野ゼミ卒業生チーム∥著 筑摩書房

人文科学 文学部の逆襲　人文知が紡ぎ出す人類の「大きな物語」 ちくま新書 波頭／亮∥著 筑摩書房

情報と社会 ウェブ進化論　本当の大変化はこれから始まる ちくま新書 梅田／望夫∥著 筑摩書房

プログラミン
グ(コンピュー

Pythonスタートブック　いちばんやさしいパイソ
ンの本

辻／真吾∥著 技術評論社

プログラミン
グ(コンピュー

スラスラ読めるPythonふりがなプログラミング リブロワークス∥著 インプレス

読書会
読書会の教室　本がつなげる新たな出会い参加・
開催・運営の方法

竹田／信弥∥著 晶文社

読書 夜ふかしの本棚 中公文庫 朝井／リョウ∥著 中央公論新社

著作権-日本
著作権ハンドブック　先生、勝手にコピーしちゃ
ダメ

宮武／久佳∥著 東京書籍

新聞
朝日新聞縮刷版2021　令和3年12月号　№
1206～2022　令和4年3月号　№1209

朝日新聞社∥編 朝日新聞社

社説 ジャパンタイムズ社説集2021
ジャパンタイムズ出版英語出
版編集部∥編

ジャパンタイムズ出
版

新聞
福井新聞縮刷版2021　令和3年12月号～2022
令和4年3月号

福井新聞社∥編 福井新聞社

哲学 言語が消滅する前に 幻冬舎新書 國分／功一郎∥著 幻冬舎

哲学 真理の探究　仏教と宇宙物理学の対話 幻冬舎新書 佐々木／閑∥著 幻冬舎

教父哲学 告白　1～３ 中公文庫 アウグスティヌス∥著 中央公論新社

教父哲学 神の国　1 岩波文庫 アウグスティヌス∥〔著〕 岩波書店

スコラ哲学 神学大全　1
中公クラシック
ス

トマス・アクィナス∥〔著〕 中央公論新社

アメリカ哲学 プラグマティズム 岩波文庫 Ｗ．ジェイムズ∥著 岩波書店

フッサール フッサール・セレクション
平凡社ライブラ
リー

エトムント・フッサール∥著 平凡社

哲学 原子力時代における哲学
犀の教室Liberal
Arts Lab

國分／功一郎∥著 晶文社

ウィトゲン
シュタイン

哲学探究
ルートウィッヒ・ウィトゲン
シュタイン∥著

講談社

西洋哲学
アンチ・オイディプス　上・下　 資本主義と分裂
症

河出文庫 ジル・ドゥルーズ∥著 河出書房新社

進化心理学 生物学的に、しょうがない! 石川／幹人∥著 サンマーク出版

動機づけ
モチべーションの心理学　「やる気」と「意欲」
のメカニズム

中公新書 鹿毛／雅治∥著 中央公論新社

道徳
21世紀の道徳　学問、功利主義、ジェンダー、幸
福を考える

犀の教室Liberal
Arts Lab

ベンジャミン・クリッツァー
∥著

晶文社

倫理学 道徳感情論
NIKKEI BP
CLASSICS

アダム・スミス∥著 日経BP社

愛 愛する意味 光文社新書 上田／紀行∥著 光文社

身上相談 成功ではなく、幸福について語ろう 岸見／一郎∥著 幻冬舎

人生訓 「今、ここ」にある幸福 岸見／一郎∥著 清流出版

人生訓
多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 続
孤独も悪くない編

sanctuary
books

Ｊａｍ∥マンガ・文 サンクチュアリ出版

宗教 宗教の本性　誰が「私」を救うのか NHK出版新書 佐々木／閑∥著 NHK出版

仏教 立て直す力 中公新書ラクレ 上田／紀行∥著 中央公論新社

仏教 犀の角たち 佐々木／閑∥著 大蔵出版

仏教 科学するブッダ　犀の角たち
角川ソフィア文
庫

佐々木／閑∥〔著〕 KADOKAWA

仏教
宗教は現代人を救えるか　仏教の視点、キリスト
教の思考

平凡社新書 佐々木／閑∥著 平凡社

仏教 日々是修行　現代人のための仏教一〇〇話 ちくま新書 佐々木／閑∥著 筑摩書房

仏教
集中講義大乗仏教　こうしてブッダの教えは変容
した

教養・文化シ
リーズ

佐々木／閑∥著 NHK出版

釈迦
ゴータマは、いかにしてブッダとなったのか　本
当の仏教を学ぶ一日講座

NHK出版新書 佐々木／閑∥著 NHK出版

仏教-教義 大乗仏教概論 岩波文庫 鈴木／大拙∥著 岩波書店

仏教-戒律 「律」に学ぶ生き方の智慧 新潮選書 佐々木／閑∥著 新潮社

経典
ブッダ100の言葉　仕事で家庭で、毎日をおだや
かに過ごす心得

佐々木／閑∥訳・監修 宝島社

般若心経 般若心経
NHK「100分de
名著」ブックス

佐々木／閑∥著 NHK出版

新着図書紹介 ５月号



大般涅槃経 ブッダ最期のことば
NHK100分de名
著ブックス

佐々木／閑∥著 NHK出版

阿毘達磨倶舎
論

仏教は宇宙をどう見たか　アビダルマ仏教の科学
的世界観

DOJIN文庫 佐々木／閑∥著 化学同人

禅 禅の思想 岩波文庫 鈴木／大拙∥著 岩波書店

キリスト教-教
義

キリスト教綱要　第1篇・第2篇 ジャン・カルヴァン∥著 新教出版社

宗教改革 宗教改革三大文書　付「九五箇条の提題」 講談社学術文庫 マルティン・ルター∥〔著〕 講談社

歴史哲学 歴史序説　1 岩波文庫 イブン＝ハルドゥーン∥著 岩波書店

世界史
見開き2ページでわかる!「世界史×日本史」エピ
ソード100

星海社新書 玉木／俊明∥著 星海社

世界史-近代 世界史の考え方 岩波新書新赤版 小川／幸司∥編 岩波書店

日本-社会-歴
史-江戸末期

幕末社会 岩波新書新赤版 須田／努∥著 岩波書店

沖縄県-歴史 ドキュメント<アメリカ世>の沖縄 岩波新書新赤版 宮城／修∥著 岩波書店

アフガニスタ
ン－歴史

タリバン台頭　混迷のアフガニスタン現代史 岩波新書新赤版 青木／健太∥著 岩波書店

市民革命 ヨーロッパ史入門　市民革命から現代へ
岩波ジュニア新
書

池上／俊一∥著 岩波書店

南部/陽一郎 ほがらかな探究　南部陽一郎（2冊） 福井新聞社∥編著 福井新聞社

オードリー・
タン

オードリー・タンの思考　IQよりも大切なこと 近藤／弥生子∥著 ブックマン社

地理学
世界がわかる地理学入門　気候・地形・動植物と
人間生活

ちくま新書 水野／一晴∥著 筑摩書房

世界地理 世界と日本の地理の謎を解く PHP新書 水野／一晴∥著 PHP研究所

紀行 ダークツーリズム　悲しみの記憶を巡る旅 幻冬舎新書 井出／明∥著 幻冬舎

西インド諸島 全航海の報告 岩波文庫 コロンブス∥〔著〕 岩波書店

社会問題 ポストコロナ期を生きるきみたちへ
犀の教室Liberal
Arts Lab

内田／樹∥編 晶文社

政治学 職業としての政治/職業としての学問
NIKKEI BP
CLASSICS

マックス・ウェーバー∥著 日経BP社

政治学 政治責任　民主主義とのつき合い方 岩波新書新赤版 鵜飼／健史∥著 岩波書店

日本-政治-歴
史-平成時代

検証政治改革　なぜ劣化を招いたのか 岩波新書新赤版 川上／高志∥著 岩波書店

ヨーロッパ-政
治

ヨーロッパ・コーリング・リターンズ　社会・政
治時評クロニクル2014-2021

岩波現代文庫 ブレイディみかこ∥著 岩波書店

学問の自由 学問と政治　学術会議任命拒否問題とは何か 岩波新書新赤版 芦名／定道∥著 岩波書店

人権 人権と国家　理念の力と国際政治の現実 岩波新書新赤版 筒井／清輝∥著 岩波書店

地域社会
コミュニティデザイン　人がつながるしくみをつ
くる

山崎／亮∥著 学芸出版社

地域社会開発
コミュニティデザインの時代　自分たちで「ま
ち」をつくる

中公新書 山崎／亮∥著 中央公論新社

検察審査会 検察審査会　日本の刑事司法を変えるか 岩波新書新赤版
デイビッド・Ｔ．ジョンソン
∥著

岩波書店

経済学-古典学
派

国富論　上・下　 国の豊かさの本質と原因につい
ての研究

アダム・スミス∥著 日本経済新聞出版社

資本論 マルクス自身の手による資本論入門 ヨハン・モスト∥原著 大月書店

経済政策 人の心に働きかける経済政策 岩波新書新赤版 翁／邦雄∥著 岩波書店

土地政策-日本 土地は誰のものか　人口減少時代の所有と利用 岩波新書新赤版 五十嵐／敬喜∥著 岩波書店

社会学
公共性の構造転換　市民社会の一カテゴリーにつ
いての探究

ユルゲン・ハーバーマス∥著 未来社

社会心理学 神の亡霊　近代という物語 小坂井／敏晶∥著 東京大学出版会

社会心理学 自由からの逃走
現代社会科学叢
書

エーリッヒ・フロム∥〔著〕 東京創元社

仕事 ふるさとを元気にする仕事
ちくまプリマー
新書

山崎／亮∥著 筑摩書房

社会保険労務
士

社会保険労務士になるには
なるには
BOOKS

池田／直子∥著 ぺりかん社

住宅問題-日本
これからの住まい　ハウジング・スモールネスの
時代へ

岩波新書新赤版 川崎／直宏∥著 岩波書店

同性愛
カミングアウト・レターズ　子どもと親、生徒と
教師の往復書簡

ＲＹＯＪＩ∥編
太郎次郎社エディタ
ス

家族介護-日本
ヤングケアラーわたしの語り　子どもや若者が経
験した家族のケア・介護

澁谷／智子∥編 生活書院

介護福祉士 介護福祉士になるには
なるには
BOOKS

渡辺／裕美∥編著 ぺりかん社

視覚障害者 目の見えない人は世界をどう見ているのか 光文社新書 伊藤／亜紗∥著 光文社

戦争犠牲者-日
本

東京大空襲の戦後史 岩波新書新赤版 栗原／俊雄∥著 岩波書店

教育学-アメリ
カ合衆国

民主主義と教育　上・下 岩波文庫 デューイ∥著 岩波書店



教育 諸外国の教育動向　2020年度版 教育調査
文部科学省総合教育政策局∥
〔著〕

明石書店

ヨーロッパ(北
部)-教育

北欧の学校教育とWell‐being　PISAが語る子ど
もたちの幸せ感

東信堂ブック
レット

福田／誠治∥著 東信堂

科学教育
めざせ!科学の甲子園　「キラリ」と光る生徒の発
想と探究のプロセス

前田／昌宏∥著 浪速社

入学試験-大学 歯学部　中高生のための学部選びガイド
なるには
BOOKS

橋口／佐紀子∥著 ぺりかん社

民俗学 民俗学入門 岩波新書新赤版 菊地／暁∥著 岩波書店

食生活 世界の発酵食をフィールドワークする 横山／智∥編著 農山漁村文化協会

便所 トイレの輪　トイレの話、聞かせてください 集英社文庫 佐藤／満春∥著 集英社

文化人類学 文化人類学の思考法 松村／圭一郎∥編 世界思想社

宗教と科学 生物学者と仏教学者七つの対論 ウェッジ選書 斎藤／成也∥編著 ウェッジ

科学 歴誌主義宣言 斎藤／成也∥著 ウェッジ

科学 科学と非科学　その正体を探る 講談社現代新書 中屋敷／均∥著 講談社

科学技術研究 めざせ国際科学オリンピック！
東京理科大学
坊っちゃん科学

東京理科大学出版センター∥
編

東京書籍

数学 本質から理解する数学的手法 荒木／修∥共著 裳華房

記号(数学) なっとくする数学記号　π、e、iから偏微分まで ブルーバックス 黒木／哲徳∥著 講談社

国際数学オリ
ンピック

数学オリンピック　2017～2021（2冊） 数学オリンピック財団∥監修 日本評論社

数学 数学大図鑑
Newton大図鑑
シリーズ

ニュートンプレス

数学遊戯
数学パズル　楽しみながら数学のセンスが身につ
く

ニュートンムッ
ク

ニュートンプレス

数学遊戯
文系も理系もハマる数学クイズ100　解けば解く
ほど、頭が鋭くなる!

横山／明日希∥著 青春出版社

集合論
集合・位相入門　現代数学の言語というべき集合
を初歩から　松坂和夫数学入門シリーズ1

松坂／和夫∥著 岩波書店

線型代数学
線型代数入門　純粋・応用数学の基盤をなす線型
代数を初歩から　松坂和夫数学入門シリーズ2

松坂／和夫∥著 岩波書店

代数学
代数系入門　群・環・体・ベクトル空間を初歩か
ら　松坂和夫数学入門シリーズ3

松坂／和夫∥著 岩波書店

統計学
バイオサイエンスの統計学　正しく活用するため
の実践理論（2冊）

市原／清志∥著 南江堂

数理統計学
ゼロからわかる統計と確率　基本からベイズ統計
まで

ニュートンムッ
ク

ニュートンプレス

確率論
統計パズル　パズルやクイズでデータ判断力をみ
がく

ニュートンムッ
ク

ニュートンプレス

物理学
物理チャレンジ独習ガイド　力学・電磁気学・現
代物理学の基礎力を養う94題（2冊）

杉山／忠男∥著 丸善出版

物理学
オリンピック問題で学ぶ世界水準の物理入門（3
冊）

物理チャレンジ・オリンピッ
ク日本委員会∥編

丸善

物理学
《ノーベル賞への第一歩》物理論文国際コンテス
ト＝FIRST STEP TO NOBEL PRIZE IN

江沢／洋∥監修 亀書房

物理学
教室から飛び出せ物理　物理オリンピックの問題
と解答（2冊）

江沢／洋∥編著 数学書房

力学
プリンシピア　第1編　自然哲学の数学的原理 物
体の運動

ブルーバックス アイザック・ニュートン∥著 講談社

化学 国際化学オリンピックに挑戦！基礎
日本化学会化学オリンピック
支援委員会∥監修

朝倉書店

化学
国際化学オリンピックに挑戦！無機化学・分析化
学

日本化学会化学オリンピック
支援委員会∥監修

朝倉書店

化学 国際化学オリンピックに挑戦！物理化学
日本化学会化学オリンピック
支援委員会∥監修

朝倉書店

化学 国際化学オリンピックに挑戦！有機化学
日本化学会化学オリンピック
支援委員会∥監修

朝倉書店

化学 国際化学オリンピックに挑戦！実験
日本化学会化学オリンピック
支援委員会∥監修

朝倉書店

太陽 最新画像で見る太陽 柴田／一成∥著
ナノオプトニクス・
エナジー出版局

自然地理 自然のしくみがわかる地理学入門
角川ソフィア文
庫

水野／一晴∥〔著〕 KADOKAWA

生物学 エッセンシャル・キャンベル生物学（2冊） Ｓｉｍｏｎ∥〔著〕 丸善出版

生物学 生物学オリンピック問題集 解説・公式ガイド付き
国際生物学オリンピック日本
委員会∥編

羊土社

生物-観察
図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか?　生き
ものの“同定”でつまずく理由を考えてみる

須黒／達巳∥著 ベレ出版

生物学 基礎からスタート大学の生物学 道上／達男∥著 裳華房

DNA うまれてそだつ　わたしたちのDNAといでん ニコラ・デイビス∥文 ゴブリン書房

ｹﾞﾉﾑ ゲノムはここまで解明された ウェッジ選書 斎藤／成也∥編著 ウェッジ

ｹﾞﾉﾑ ゲノム進化学入門 斎藤／成也∥著 共立出版

種の起源 進化と暴走　ダーウィン『種の起源』を読み直す いま読む!名著 内田／亮子∥著 現代書館



生態学 人新世の科学　ニュー・エコロジーがひらく地平 岩波新書新赤版 オズワルド・シュミッツ∥著 岩波書店

人類-歴史 人類はできそこないである　失敗の進化史 SB新書 斎藤／成也∥著 SBクリエイティブ

日本民族 最新DNA研究が解き明かす。日本人の誕生 斎藤／成也∥編著 秀和システム

日本民族 核DNA解析でたどる日本人の源流 斎藤／成也∥著 河出書房新社

日本民族 大論争日本人の起源 宝島社新書 斎藤／成也∥ほか著 宝島社

植物生態学 多様な花が生まれる瞬間
シリーズ・遺伝
子から探る生物

奥山／雄大∥著 慶應義塾大学出版会

生殖(植物) 植物はなぜ自家受精をするのか
シリーズ・遺伝
子から探る生物

土松／隆志∥著 慶應義塾大学出版会

発生学 胎児期に刻まれた進化の痕跡
シリーズ・遺伝
子から探る生物

入江／直樹∥著 慶應義塾大学出版会

魚
新たな魚類大系統　遺伝子で解き明かす魚類3万種
の由来と現在

シリーズ・遺伝
子から探る生物

宮／正樹∥著 慶應義塾大学出版会

脳 最強脳　『スマホ脳』ハンセン先生の特別授業 新潮新書 アンデシュ・ハンセン∥著 新潮社

ストレス ストレスのはなし　メカニズムと対処法 中公新書 福間／詳∥著 中央公論新社

認知症
認知症世界の歩き方　認知症のある人の頭の中を
のぞいてみたら?

筧／裕介∥著 ライツ社

吃音 どもる体
シリーズケアを
ひらく

伊藤／亜紗∥著 医学書院

医師 それでも君は医者になるのか 中山／祐次郎∥著 日経BP

薬剤師 クスリとリスクと薬剤師
ＮＯＣＨＩＫＡ∥〔ほか〕原
作

KADOKAWA

工学
国立大学で工学を学ぼう　国立大学56工学系学部
では、どんな学問が学べるのか?

国立大学５６工学系学部長会
議∥監修

フロムページ

建設業 土木技術者になるには
なるには
BOOKS

三上／美絵∥著 ぺりかん社

都市計画-宮崎
県-延岡市

まちへのラブレター　参加のデザインをめぐる往
復書簡

乾／久美子∥著 学芸出版社

持続可能な開
発

私たちのサステイナビリティ　まもり、つくり、
次世代につなげる

岩波ジュニア新
書

工藤／尚悟∥著 岩波書店

環境問題
脱プラスチックへの挑戦　持続可能な地球と世界
ビジネスの潮流

堅達／京子∥著 山と渓谷社

眼鏡
鯖江の眼鏡　一般社団法人福井県眼鏡協会公式ガ
イドブック

谷口／康彦∥企画監修 三省堂書店/創英社

電気自動車 トコトンやさしい電気自動車の本 B&Tブックス 廣田／幸嗣∥著 日刊工業新聞社

航空機
きちんと知りたい!飛行機メカニズムの基礎知識
193点の図とイラストでヒコーキのしくみの「な

東野／和幸∥編著 日刊工業新聞社

宇宙開発
さばの缶づめ、宇宙へいく　鯖街道を宇宙へつな
げた高校生たち

小坂／康之∥著 イースト・プレス

宇宙開発 宇宙就職案内
ちくまプリマー
新書

林／公代∥著 筑摩書房

油井/亀美也
星宙(ほしぞら)の飛行士　宇宙飛行士が語る宇宙の
絶景と夢

油井／亀美也∥著 実務教育出版

ﾊﾂﾃﾞﾝ トコトンやさしい環境発電の本 B&Tブックス 山﨑／耕造∥著 日刊工業新聞社

ロボット
ラリルレロボットの未来　5分類からみえてくる人
間とのかかわり

斎藤／成也∥著 勁草書房

海洋開発
海洋白書2022　これからの10年が海の未来を決
める

笹川平和財団海洋政策研究所
∥編

笹川平和財団海洋政
策研究

生活 ひとり暮らしで知りたいことが全部のってる本 主婦の友社∥編 主婦の友社

洋裁 捨てられない服がよみがえる!リフォームの魔法 檀／正也∥著 講談社

料理(西洋)-フ
ランス

十皿の料理　コート・ドール 御馳走読本 斉須／政雄∥著 朝日出版社

サンドイッチ 世界のサンドイッチレシピ 島本／美由紀∥著 成美堂出版

菓子
ムラヨシフルーツパーラー　手軽な材料でつくる
果物のお菓子

ムラヨシ／マサユキ∥著 NHK出版

納豆 納豆の起源 NHKブックス 横山／智∥著 NHK出版

木材-日本-歴
史

森と木と建築の日本史 岩波新書 新赤版 海野／聡∥著 岩波書店

美術-鑑賞法 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内／有緒∥著
集英社インターナ
ショナル

絵画 妄想美術館 SB新書 原田／マハ∥著 SBクリエイティブ

日本文学 かの蒼空に　凛冽たり近代なお生彩あり明治人
谷口ジローコレ
クション

関川／夏央∥著 双葉社

緩和ケア
大切な人が死ぬとき　私の後悔を緩和ケアナース
に相談してみた

BAMBOO
ESSAY

水谷／緑∥著 竹書房

鬼滅の刃(漫
画)

鬼滅夜話　キャラクター論で読み解く『鬼滅の
刃』

植／朗子∥著 扶桑社

歌曲-インド タゴール・ソングス 佐々木／美佳∥著 三輪舎

大久保/嘉人 俺は主夫。職業、現役Jリーガー 大久保／嘉人∥著 講談社

ｱﾋﾞｰ/ﾜﾝﾊﾞｯｸ
わたしはオオカミ　仲間と手をつなぎ、やりたい
ことをやり、なりたい自分になる

アビー・ワンバック∥著 海と月社



言語 言語を生みだす本能　上・下 NHKブックス スティーブン・ピンカー∥著 日本放送出版協会

日本語-新語-
辞書

朝日キーワード2023 朝日新聞出版∥編 朝日新聞出版

文章
書く習慣　自分と人生が変わるいちばん大切な文
章力

いしかわ／ゆき∥〔著〕
クロスメディア・パ
ブリッシング

論文作法
時事から学ぶ小論文　2021第8号　進化するテク
ノロジーと人間 科学技術編

朝日新聞社

論文作法 論文の教室　レポートから卒論まで（10冊） NHKブックス 戸田山／和久∥著 NHK出版

英語-音声学 初級英語音声学 竹林／滋∥共著 大修館書店

児童文学 〈読む〉という冒険　イギリス児童文学の森へ
岩波ジュニア新
書

佐藤／和哉∥著 岩波書店

日本小説-歴史
-江戸時代

文豪と異才たち　井原西鶴から村上春樹まで小説
ブームをおこした人々

久我／なつみ∥著 河出書房新社

日本文学-作家 作家たちの17歳
岩波ジュニア新
書

千葉／俊二∥著 岩波書店

俳諧-俳論・俳
話

俳句と人間 岩波新書 新赤版 長谷川／櫂∥著 岩波書店

近代戯曲 鹿鳴館 新潮文庫 三島／由紀夫∥著 新潮社

紫式部
源氏物語解剖図鑑　平安人の暮らしとキモチがマ
ルわかり

佐藤／晃子∥文 エクスナレッジ

日本-小説 同志少女よ、敵を撃て 逢坂／冬馬∥著 早川書房

日本-小説 早朝始発の殺風景 集英社文庫 青崎／有吾∥著 集英社

日本-小説 木曜日にはココアを 宝島社文庫 青山／美智子∥著 宝島社

日本-小説 夏の朝の成層圏 中公文庫 池沢／夏樹∥著 中央公論社

日本-小説 スティル・ライフ 中公文庫 池沢／夏樹∥著 中央公論新社

日本-小説 マシアス・ギリの失脚 新潮文庫 池沢／夏樹∥著 新潮社

日本-小説 塞王の楯 今村／翔吾∥著 集英社

日本-小説 残月記 小田／雅久仁∥著 双葉社

日本-小説 サマーゴースト ｌｏｕｎｄｒａｗ∥原案 集英社

日本-小説 愚かな薔薇 恩田／陸∥著 徳間書店

日本-小説 歩道橋シネマ 新潮文庫 恩田／陸∥著 新潮社

日本-小説 徳川埋蔵金はここにある
歴史はバーで作
られる

鯨／統一郎∥著 双葉社

日本-小説 桜の森の満開の下・白痴　他十二篇 岩波文庫 坂口／安吾∥作 岩波書店

日本-小説 明日の世界が君に優しくありますように
スターツ出版文
庫

汐見／夏衛∥著 スターツ出版

日本-小説 ブラックボックス 砂川／文次∥著 講談社

日本-小説 まほり　上・下 角川文庫 高田／大介∥〔著〕 KADOKAWA

日本-小説 かすてぼうろ　越前台所衆於くらの覚書 武川／佑∥著 光文社

日本-小説 真夜中のマリオネット 知念／実希人∥著 集英社

日本-小説 レジェンドアニメ! 辻村／深月∥著 マガジンハウス

日本-小説 タイムマシンに乗れないぼくたち 寺地／はるな∥著 文藝春秋

日本-小説 雨夜の星たち 寺地／はるな∥著 徳間書店

日本-小説 夜が暗いとはかぎらない ポプラ文庫 寺地／はるな∥〔著〕 ポプラ社

日本-小説 大人は泣かないと思っていた 集英社文庫 寺地／はるな∥著 集英社

日本-小説 ガラスの海を渡る舟 寺地／はるな∥著 PHP研究所

日本-小説 文字禍・牛人 角川文庫 中島／敦∥〔著〕 KADOKAWA

日本-小説 李陵・山月記 新潮文庫 中島／敦∥著 新潮社

日本-小説 おわかれはモーツァルト 中山／七里∥著 宝島社

日本-小説 文鳥・夢十夜 新潮文庫 夏目／漱石∥著 新潮社

日本-小説 虞美人草 新潮文庫 夏目／漱石∥著 新潮社

日本-小説 行人 新潮文庫 夏目／漱石∥著 新潮社

日本-小説 彼岸過迄 新潮文庫 夏目／漱石∥著 新潮社

日本-小説 夜が明ける 西／加奈子∥著 新潮社



日本-小説 三千円の使いかた 中公文庫 原田／ひ香∥著 中央公論新社

日本-小説 旅屋おかえり 丘の上の賢人 集英社文庫 原田／マハ∥著 集英社

日本-小説 旅屋おかえり 集英社文庫 原田／マハ∥著 集英社

日本-小説 星を掬う 町田／そのこ∥著 中央公論新社

日本-小説 ラディゲの死 新潮文庫 三島／由紀夫∥著 新潮社

日本-小説 音楽 新潮文庫 三島／由紀夫∥著 新潮社

日本-小説 禁色 新潮文庫 三島／由紀夫∥著 新潮社

日本-小説 花ざかりの森・憂国　自選短編集 新潮文庫 三島／由紀夫∥著 新潮社

日本-小説 女神 新潮文庫 三島／由紀夫∥著 新潮社

日本-小説 美しい星 新潮文庫 三島／由紀夫∥著 新潮社

日本-小説 真夏の死　自選短編集 新潮文庫 三島／由紀夫∥著 新潮社

日本-小説 岬にての物語 新潮文庫 三島／由紀夫∥著 新潮社

日本-小説 N 道尾／秀介∥著 集英社

日本-小説 残照の頂　山女日記 続 湊／かなえ∥著 幻冬舎

日本-小説 友情 新潮文庫 武者小路／実篤∥著 新潮社

日本-小説 お目出たき人 新潮文庫 武者小路／実篤∥著 新潮社

日本-小説 真理先生 新潮文庫 武者小路／実篤∥著 新潮社

日本-小説 星をつなぐ手　桜風堂ものがたり PHP文芸文庫 村山／早紀∥著 PHP研究所

日本-小説 桜風堂夢ものがたり 村山／早紀∥著 PHP研究所

日本-小説 山椒大夫・高瀬舟　他四篇 岩波文庫 森／鴎外∥作 岩波書店

日本-小説 渋江抽斎 岩波文庫 森／鴎外∥著 岩波書店

日本-小説 阿部一族・舞姫 新潮文庫 森／鴎外∥著 新潮社

日本-小説 青年 新潮文庫 森／鴎外∥著 新潮社

日本-小説 それでもデミアンは一人なのか? 講談社タイガ 森／博嗣∥著 講談社

日本-小説 神はいつ問われるのか? 講談社タイガ 森／博嗣∥著 講談社

日本-小説 キャサリンはどのように子供を産んだのか? 講談社タイガ 森／博嗣∥著 講談社

日本-小説 幽霊を創出したのは誰か? 講談社タイガ 森／博嗣∥著 講談社

日本-小説 君たちは絶滅危惧種なのか? 講談社タイガ 森／博嗣∥著 講談社

日本-小説 マザー・マーダー 矢樹／純∥著 光文社

日本-小説 パイナップルの彼方 角川文庫 山本／文緒∥〔著〕 KADOKAWA

日本-小説 ばにらさま 山本／文緒∥著 文藝春秋

日本-小説 ミトンとふびん 吉本／ばなな∥著 新潮社

日本-小説 黒牢城 米澤／穂信∥著 KADOKAWA

日本小説-小説
集

はじめての 島本／理生∥著 水鈴社

日本小説-小説
集

刀 ちくま文庫 東／雅夫∥編 筑摩書房

日本-エッセイ 海をあげる 上間／陽子∥著 筑摩書房

日本-エッセイ 人間滅亡的人生案内 河出文庫 深沢／七郎∥著 河出書房新社

日本-エッセイ やがて哀しき外国語 講談社文庫 村上／春樹∥〔著〕 講談社

ハワイ-紀行・
案内記

ハワイイ紀行　完全版 新潮文庫 池沢／夏樹∥著 新潮社

アメリカ文学 教養としてのアメリカ短篇小説 都甲／幸治∥著 NHK出版

英米文学-小説
-18-19世紀

大いなる遺産　上巻・下巻 新潮文庫
チャールズ・ディケンズ∥
〔著〕

新潮社

英米文学-小説
-18-19世紀

ジェーン・エア　上巻・下巻 新潮文庫 Ｃ・ブロンテ∥〔著〕 新潮社

英米文学-小説
-18-19世紀

誰がために鐘は鳴る　上・下 新潮文庫 ヘミングウェイ∥〔著〕 新潮社

英米文学-小説
-18-19世紀

緋文字 新潮文庫 ホーソーン∥〔著〕 新潮社



英米文学-小説
-18-19世紀

白鯨　上・下 角川文庫 メルヴィル∥〔著〕 KADOKAWA

英米文学-小説
-20世紀

カラーパープル 集英社文庫 Ａ・ウォーカー∥〔著〕 集英社

英米文学-小説
-20世紀

眺めのいい部屋 ちくま文庫 Ｅ．Ｍ．フォースター∥著 筑摩書房

英米文学-小説
-20世紀

青い眼がほしい ハヤカワepi文庫 トニ・モリスン∥著 早川書房

デンマーク文
学

即興詩人　口語訳 安野／光雅∥口語訳 山川出版社

スペイン文学 ドン・キホーテ　前編1 岩波文庫 セルバンテス∥作 岩波書店

イタリア文学 デカメロン　上・中・下 河出文庫 ボッカッチョ∥著 河出書房新社

ラテン文学 痴愚神礼讃　ラテン語原典訳 中公文庫 エラスムス∥著 中央公論新社


