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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 学びの技　14歳からの探究・論文・プレゼンテーション
YOUNG ADULT ACADEMIC
SERIES

後藤／芳文∥著 玉川大学出版部

読書 今すぐ読みたい!10代のためのYAブックガイド150! 金原／瑞人∥監修 ポプラ社

読書 こわい絵本　おとなと子どものファンタジー 別冊太陽 平凡社

新聞・日本 朝日新聞縮刷版2016　平成28年6月号・７月号　№1140・№１１４１ 朝日新聞社∥編 朝日新聞社

叢書・日本語 分裂から天下統一へ 岩波新書 新赤版 村井／章介∥著 岩波書店

叢書・日本語 古代出雲を歩く 岩波新書 新赤版 平野／芳英∥著 岩波書店

叢書・日本語 孫文　近代化の岐路 岩波新書 新赤版 深町／英夫∥著 岩波書店

叢書・日本語 ルポ看護の質　患者の命は守られるのか 岩波新書 新赤版 小林／美希∥著 岩波書店

叢書・日本語 ヒトラーに抵抗した人々　反ナチ市民の勇気とは何か 中公新書 對馬／達雄∥著 中央公論新社

叢書・日本語 外国語を学ぶための言語学の考え方 中公新書 黒田／龍之助∥著 中央公論新社

哲学 10代からの哲学図鑑 マーカス・ウィークス∥著 三省堂

哲学・論文集 哲学な日々　考えさせない時代に抗して 野矢／茂樹∥著 講談社

西洋哲学 使える哲学 図解 小川／仁志∥著 KADOKAWA

心理各論 考える教室 酒井／邦嘉∥著 実業之日本社

心理各論 考える練習をしよう マリリン・バーンズ∥著 晶文社

宗教 ビジュアルではじめてわかる宗教　あなたは宗教を「目撃」する! フィリップ・ウィルキンソン∥著 東京書籍

日本史 10分で読む日本の歴史 岩波ジュニア新書
ＮＨＫ「１０ｍｉｎ．ボックス」制作班
∥編

岩波書店

日本史 30代記者たちが出会った戦争　激戦地を歩く 岩波ジュニア新書 共同通信社会部∥編 岩波書店

日本史 特攻と沖縄戦の真実　フォトドキュメント 太平洋戦争研究会∥編 河出書房新社

社会科学・論文集 社会をちょっと変えてみた
駒崎／弘樹∥著　秋山／訓子
∥著

岩波書店

政治史 現代日本政治入門
新藤／宗幸∥著　阿部／齊∥
著

東京大学出版会

憲法 はじめての憲法学 中村／睦男∥編著 三省堂

経営管理 コクヨの1分間プレゼンテーション 下地／寛也∥著 KADOKAWA

統計 統計学の図鑑 まなびのずかん 涌井／良幸∥著 技術評論社

社会福祉 高齢社会白書　平成28年版 内閣府∥編集 日経印刷

教育政策
文部科学白書　特集:スポーツ庁の創設とスポーツ政策の推進
教育再生の着実な実施 平成27年度

文部科学省∥編集 日経印刷

学習指導 ドッグトレーナー・犬の訓練士になるには なるにはBOOKS 井上　こみち∥著 ぺりかん社

年中行事
英語訳付き日本の神輿と祭りハンドブック　神輿の歴史・鑑賞知
識から、各地のお祭り情報まで

Japanese‐English Bilingual
Books

宮本／卯之助∥監修 誠文堂新光社

気象学 地球温暖化は解決できるのか　パリ協定から未来へ! 岩波ジュニア新書 小西／雅子∥著 岩波書店

衛生学 絵でわかる食中毒の知識 絵でわかるシリーズ 伊藤／武∥著 講談社

衛生学
医療白書　地域全体で治し、支える医療の実現に向けて 新しい
地域医療への挑戦 2016-2017年版

ヘルスケア総合政策研究所∥
企画・制作

日本医療企画

衛生学
食育白書　「食」の知識と選択する力を養う食育を目指して 平
成28年版

農林水産省∥編 日経印刷

技術史 科学技術白書　平成28年版 文部科学省∥編集 日経印刷

環境工学
環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書　地球温暖化対策
の新たなステージ 平成28年版

環境省総合環境政策局環境計
画課∥編集

日経印刷

運輸工学 新幹線をデザインする仕事　「スケッチ」で語る仕事の流儀 福田／哲夫∥著 SBクリエイティブ

発電 原発と戦争を推し進める愚かな国、日本 小出／裕章∥著 毎日新聞出版

化学薬品
生活用品の化学が一番わかる　生活に不可欠な化学の力を身
近な製品で解説

しくみ図解 武田／徳司∥著 技術評論社

食品工業
図解でよくわかる発酵のきほん　発酵のしくみと微生物の種類
から、食品・製薬・環境テクノロジーまで

すぐわかるすごくわかる! 舘／博∥監修 誠文堂新光社

衣服 衣生活学 生活科学テキストシリーズ 佐々井／啓∥編著 朝倉書店

料理 本当は秘密にしたい料理教室のベストレシピ 石原／洋子∥監修 朝日新聞出版

料理 糖質オフだから毎日食べてもふとらないお菓子 食べてすこやかシリーズ 石澤／清美∥著 主婦の友社

料理
女子栄養大学栄養クリニックの減塩ぐせがつくレシピ143　計量
をルーティンにするだけで効果は知らず知らずに出てくる

健康Cooking
女子栄養大学栄養クリニック∥
監修

主婦の友社

料理 辻調感動和食の味わい種明かし帖 辻／芳樹∥監修 小学館

商業経営 世界一清潔な空港の清掃人 新津／春子∥著 朝日新聞出版

鉄道運輸 最新新幹線事情　歴史、技術、サービス、そして未来 平凡社新書 梅原／淳∥著 平凡社

芸術史 世界アート鑑賞図鑑　ART THE WHOLE STORY
スティーヴン・ファージング∥編
集主幹

東京書籍

日本画 若冲の描いた生き物たち 〔伊藤／若冲∥画〕 学研プラス

洋画 図説だまし絵　もうひとつの美術史 ふくろうの本 谷川／渥∥著 河出書房新社

漫画 夢を描き続ける力 ディック・ブルーナ∥〔著〕 KADOKAWA

演劇史 蜷川幸雄の仕事 とんぼの本 蜷川／幸雄∥ほか著 新潮社

能楽 世阿弥 風姿花伝 NHK「100分de名著」ブックス 土屋／惠一郎∥著 NHK出版

人形劇 文楽をゆく 吉田／玉男∥著 小学館

スポーツ レジェンド　不屈の現役たちの言葉 児玉／光雄∥著 河出書房新社

スポーツ
鹿屋体育大学スポーツ栄養学講師が教えるなりたい体になれる
アスリートめし

長島／未央子∥監修 日東書院本社

スポーツ 最新版 アスリートのためのスポーツ栄養学 GAKKEN SPORTS BOOKS 柳沢／香絵∥監修 学研パブリッシング

球技
エディー・ジョーンズ4年間の軌跡　9・19の奇跡は必然だった-
JAPAN WAYの正体そして、岩渕健輔GMが語るエディー以後の日
本

斉藤／健仁∥著
ベースボール・マガジ
ン社

言語生活 山根基世の朗読読本 山根／基世∥著 評論社

日本語・辞典 現代語古語類語辞典 芹生／公男∥編 三省堂

日本語・語彙 感じる言葉オノマトペ 角川選書 小野／正弘∥著 KADOKAWA

新着図書紹介 ９月号



日本語・語彙 話したい、使いたい心ときめくことばの12か月 山根／基世∥監修 KADOKAWA

方言 県別方言感情表現辞典 真田／信治∥編 東京堂出版

英語・読本 アナと雪の女王 コレクション5 ディズニーの英語 石原／真弓∥英文解説 KADOKAWA

英語・読本 ズートピア コレクション14 ディズニーの英語 石原／真弓∥英文解説 KADOKAWA

ドイツ語文法 NHK出版これならわかるドイツ語文法　入門から上級まで 鷲巣／由美子∥著 NHK出版

スペイン語文法 NHK出版これならわかるスペイン語文法　入門から上級まで 廣康／好美∥著 NHK出版

イタリア語文法 NHK出版これならわかるイタリア語文法　入門から上級まで 武田／好∥著 NHK出版

詩歌 英語で読む啄木　自己の幻想 ロジャー・パルバース∥著 河出書房新社

寄贈 詩歌 吉田美和歌詞集　LOVE 吉田　美和∥著 新潮社

寄贈 詩歌 吉田美和歌詞集　LIFE 吉田　美和∥著 新潮社

寄贈 詩歌 吉田美和歌詞集　TEARS 吉田　美和∥著 新潮社

日本文学・小説 わが心のジェニファー 浅田／次郎∥著 小学館

日本文学・小説 陸王 池井戸／潤∥著 集英社

日本文学・小説 海の見える理髪店 荻原／浩∥著 集英社

日本文学・小説 浮遊 高嶋／哲夫∥著 河出書房新社

日本文学・小説 愛のようだ 長嶋／有∥著 リトルモア

日本文学・小説 おおあたり 畠中／恵∥著 新潮社

寄贈 日本文学・小説 サファイア ハルキ文庫 湊　かなえ∥著 角川春樹事務所

日本文学・小説 希望荘 宮部／みゆき∥著 小学館

日本文学・小説 コンビニ人間 村田／沙耶香∥著 文藝春秋

日本文学・手記 空が、赤く、焼けて　原爆で死にゆく子たちとの8日間 奥田／貞子∥著 小学館

日本文学・手記 綾瀬はるか「戦争」を聞く　2 岩波ジュニア新書
ＴＢＳテレビ『ＮＥＷＳ２３』取材班
∥編

岩波書店

DVD/臨床医学 心肺蘇生法 大修館保健体育DVDｼﾘｰｽﾞ 大修館書店∥企画 大修館書店

DVD/新聞 福井新聞縮刷版2016　平成28年6月号・７月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

寄贈 郷土資料・歴史
よみもの　戦国ふくい史　朝倉始末記、信長公記などが語る越
前･若狭（２冊）

福井県∥編集
｢戦国ふくい｣の文化
遺産活用実行委員会

寄贈 郷土資料・伝記 ふるさと福井の先人１００人 福井県教育委員会∥編集 福井県教育委員会

寄贈 郷土資料・紀行
福井ふるさと百景　福井県選定　伝えたい　ふるさとの感動
心に残る（２冊）

福井県∥著 福井県

寄贈 郷土資料・鉄道運輸 ふくいの鉄道１６０年　ファンの見たふくいの鉄道いまむかし 渡邊　誠∥編集 鉄道友の会福井支部

寄贈 郷土資料・文化財 文化財からみる　越前市の歴史文化図鑑
越前市教育委員会文化課市史
編さん室∥編集

越前市教育委員会文
化課市史編さん室

入ってます！

　第１５５回芥川賞　　コンビニ人間　村田／沙耶香∥著

　第１５５回直木賞　　海の見える理髪店　荻原／浩∥著

　陸王　　池井戸／潤∥著

　希望荘　　宮部／みゆき∥著

寄贈されました！
　吉田美和歌詞集　LOVE

　吉田美和歌詞集　LIFE

　吉田美和歌詞集　TEARS

小論文・調べ学習に役立つ白書
　高齢社会白書　平成28年版

　文部科学白書　特集:スポーツ庁の創設とスポーツ政策の推進 教育再生の着実な実施 平成27年度

　医療白書　地域全体で治し、支える医療の実現に向けて 新しい地域医療への挑戦 2016-2017年版

　食育白書　「食」の知識と選択する力を養う食育を目指して 平成28年版

　科学技術白書　平成28年版

　環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書　地球温暖化対策の新たなステージ 平成28年版


