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新聞
朝日新聞縮刷版2019　令和元年7月号　№1177
朝日新聞縮刷版2019　令和元年8月号　№1178

朝日新聞社∥編 朝日新聞社

人生訓-青年 男子が10代のうちに考えておきたいこと 岩波ジュニア新書 田中／俊之∥著 岩波書店

神話 世界の神話 岩波ジュニア新書 沖田／瑞穂∥著 岩波書店

世界史-近代 奴隷船の世界史 岩波新書 新赤版 布留川／正博∥著 岩波書店

南北戦争(1861～
1865)

南北戦争の時代　19世紀 岩波新書 新赤版 貴堂／嘉之∥著 岩波書店

南極地方-紀行･案
内記

南極ではたらく　かあちゃん、調理隊員になる 渡貫／淳子∥著 平凡社

社会運動-日本 みんなの「わがまま」入門 富永／京子∥著 左右社

日本-政治 政治と経済のしくみがわかるおとな事典 池上／彰∥監修 講談社

消防官-日本 消防官になるには なるにはBOOKS 益田／美樹∥著 ぺりかん社

国境なき医師
団

紛争地の看護師 白川／優子∥著 小学館

アフリカ-人口 2100年の世界地図　アフラシアの時代 岩波新書 新赤版 峯／陽一∥著 岩波書店

集合住宅-日本
生きのびるマンション　〈二つの老い〉をこえ
て

岩波新書 新赤版 山岡／淳一郎∥著 岩波書店

労働 新!働く理由　111の名言に学ぶシゴト論。 戸田／智弘∥〔著〕
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

児童虐待-日本 虐待死　なぜ起きるのか、どう防ぐか 岩波新書 新赤版 川﨑／二三彦∥著 岩波書店

クラブ活動 「ハッピーな部活」のつくり方 岩波ジュニア新書 中澤／篤史∥著 岩波書店

入学試験-大学 栄養学部　中高生のための学部選びガイド なるにはBOOKS 佐藤／成美∥著 ぺりかん社

入学試験-大学 外国語学部　中高生のための学部選びガイド なるにはBOOKS 元木／裕∥著 ぺりかん社

世界戦争(1939～
1945)-陸戦

独ソ戦　絶滅戦争の惨禍 独ソ戦 岩波新書 新赤版 大木／毅∥著 岩波書店

科学技術 カガク力を強くする! 岩波ジュニア新書 元村／有希子∥著 岩波書店

精神衛生
「敏感すぎていつも不安」なのは「HSP」かも
しれません

長沼／睦雄∥著 PHP研究所

リハビリテー
ション

リハビリ　生きる力を引き出す 岩波新書 新赤版 長谷川／幹∥著 岩波書店

臨床工学技士 臨床工学技士になるには なるにはBOOKS 岩間／靖典∥著 ぺりかん社

仮想現実 トコトンやさしいVRの本 B&Tブックス 廣瀬／通孝∥監修 日刊工業新聞社

世界遺産 世界遺産　理想と現実のはざまで 岩波新書 新赤版 中村／俊介∥著 岩波書店

英語-文法 他言語とくらべてわかる英語のしくみ 宍戸／里佳∥著 ベレ出版

小説 短篇小説講義 岩波新書 新赤版 筒井／康隆∥著 岩波書店

和歌-評釈 続古今和歌集 38 和歌文学大系 久保田／淳∥監修 明治書院

和歌-歌集 愛×数学×短歌 横山／明日希∥編著 河出書房新社

日本小説-小説
集

最後の恋MEN’S　つまり、自分史上最高の
恋。

新潮文庫 朝井／リョウ∥著 新潮社

日本の小説 許されようとは思いません 新潮文庫 芦沢／央∥著 新潮社

日本の小説 小説天気の子 角川文庫 新海／誠∥〔著〕 KADOKAWA

日本の小説 藁の王 谷崎／由依∥著 新潮社

日本の小説 希望の糸 東野／圭吾∥著 講談社

日本の小説 英国幻視の少年たち　3　グリム・リーパー ポプラ文庫ピュアフル 深沢／仁∥〔著〕 ポプラ社

日本の小説 俺俺 新潮文庫 星野／智幸∥著 新潮社

日本の小説 つみびと 山田／詠美∥著 中央公論新社

日本の小説 いまさら翼といわれても 角川文庫 米澤／穂信∥〔著〕 KADOKAWA

サービス産業
〈レンタルなんもしない人〉というサービスをはじめます。
スペックゼロでお金と仕事と人間関係をめぐって考えたこと

レンタルなんもしない人∥著 河出書房新社

随想録 モンテーニュ　人生を旅するための7章 岩波新書 新赤版 宮下／志朗∥著 岩波書店

郷土 新聞
福井新聞縮刷版2019　令和元年7月号
福井新聞縮刷版2019　令和元年8月号

福井新聞社∥編 福井新聞社
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情報と社会
操られる民主主義　デジタル・テクノロジーは
いかにして社会を破壊するか

ジェイミー・バートレット∥著 草思社

哲学者 哲学者190人の死にかた サイモン・クリッチリー∥著 河出書房新社

論理学
哲学の奇妙な書棚　パズル,パラドックス,なぞな
ぞ,へんてこ話

Ｒｏｙ　Ｓｏｒｅｎｓｅｎ∥著 共立出版

存在と時間
誰にもわかるハイデガー　文学部唯野教授・最
終講義

筒井／康隆∥著 河出書房新社

日本-歴史
歴史を知る楽しみ　史料から日本史を読みなお
す

ちくまプリマー新書 家近／良樹∥著 筑摩書房

幕藩体制 幕末雄藩列伝 角川新書 伊東／潤∥〔著〕 KADOKAWA

日本-歴史-明
治以後

絵はがきの大日本帝国　カラー版 平凡社新書 二松／啓紀∥著 平凡社

社会科学
思いつきで世界は進む　「遠い地平、低い視
点」で考えた50のこと

ちくま新書 橋本／治∥著 筑摩書房

丸山/真男 丸山眞男と戦後日本の国体 池田／信夫∥著 白水社

天皇制
天皇制ってなんだろう?　あなたと考えたい民
主主義からみた天皇制

中学生の質問箱 宇都宮／健児∥著 平凡社

日本-法令 模範小六法　2019 判例六法編修委員会∥編 三省堂

憲法-日本
イマドキ家族のリアルと未来　憲法9条の陰で
ねらわれる24条

憲法カフェへようこそ あすわか∥編著 かもがわ出版

日本-経済 一番わかりやすい日本経済入門 塚崎／公義∥著 河出書房新社

貨幣-歴史
世界史の真相は通貨で読み解ける　銀貨、紙
幣、電子マネー…は社会をどう変えたか

宮崎／正勝∥著 河出書房新社

貧困児童-日本
子どもの貧困と食格差　お腹いっぱい食べさせ
たい

阿部／彩∥編著 大月書店

不登校 学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社∥編 ポプラ社

葬制-日本-歴
史

日本人は先祖をどう祀ってきたか　先祖供養の
原点と歴史を読み解く

武光／誠∥著 河出書房新社

数学-歴史
ぼくと数学の旅に出よう　真理を追い求めた1
万年の物語

ミカエル・ロネー∥著 NHK出版

ケーキ
ボウルやホーローバットで作る焼かずに作れる
ケーキ

森崎／繭香∥著 日東書院本社

菓子
ポリ袋でつくるたかこさんの焼き菓子　材料を
入れて混ぜて焼くだけ。おやつパンも!

稲田／多佳子∥著 誠文堂新光社

美術(日本)-図
集

フリーア美術館　アメリカが出会った日本美術
の至宝

別冊太陽 平凡社

石仏-神奈川県
-写真集

苔に光る鎌倉の石仏　大箭晃義・写真集 銀鈴叢書 大箭／晃義∥写真・文 銀の鈴社

水墨画 日本の水墨画　1　山水 河出書房新社

水墨画 日本の水墨画　2　花鳥 河出書房新社

水墨画 日本の水墨画　3　人物 河出書房新社

ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ ベートーヴェンの生涯 平凡社ライブラリー 青木／やよひ∥著 平凡社

ﾊﾞｯﾊ バッハ　「音楽の父」の素顔と生涯 平凡社新書 加藤／浩子∥著 平凡社

トレーニング
(スポーツ)

NSCA高校生のための体力トレーニングマニュ
アル　写真と動画でよくわかる!

ＮＳＣＡジャパン∥編著 ベースボール・マガジン社

トレーニング
(スポーツ)

運動脳をグングン鍛えるチバトレ 千葉／啓史∥著 晶文社

ストレッチン
グ

みんなのストレッチ　1日3分!膝・腰・肩しつ
こい痛みから解放される

フィジカルトレーナー協会∥著 講談社

将棋 羽生善治の将棋辞典 羽生／善治∥著 河出書房新社

日本語-歴史 ことばでたどる日本の歴史 河出ブックス 今野／真二∥著 河出書房新社

日本語-語彙 相手の心をぎゅっとつかむ語彙力 菅原／圭∥著 河出書房新社

漢字 文字講話　甲骨文・金文篇 平凡社ライブラリー 白川／静∥著 平凡社

小説-作法
〈実践〉小説教室　伝える、揺さぶる基本メ
ソッド

根本／昌夫∥著 河出書房新社

日本文学-歴史
好色一代男 曾根崎心中 菅原伝授手習鑑 仮名手
本忠臣蔵 春色梅児誉美

作家と楽しむ古典 河出書房新社

中国小説-小説
集

中国奇想小説集　古今異界万華鏡 井波／律子∥編訳 平凡社


