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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

日本語・百科事典 ｹﾝﾀ 現代用語の基礎知識2018 自由国民社∥編 自由国民社

新聞・日本 ｱｻﾋ
朝日新聞縮刷版2017　平成29年9月号　№
1155

朝日新聞社∥編 朝日新聞社

叢書・日本語 I 日本の歴史を旅する 岩波新書 新赤版 五味／文彦∥著 岩波書店
叢書・日本語 I イギリス現代史 岩波新書 新赤版 長谷川／貴彦∥著 岩波書店
叢書・日本語 I 60歳からの外国語修行　メキシコに学ぶ 岩波新書 新赤版 青山／南∥著 岩波書店
叢書・日本語 I 抗生物質と人間　マイクロバイオームの危機 岩波新書 新赤版 山本／太郎∥著 岩波書店
叢書・日本語 I 日本の無戸籍者 岩波新書 新赤版 井戸／まさえ∥著 岩波書店
叢書・日本語 I 出羽三山　山岳信仰の歴史を歩く 岩波新書 新赤版 岩鼻／通明∥著 岩波書店
叢書・日本語 I アウグスティヌス　「心」の哲学者 岩波新書 新赤版 出村／和彦∥著 岩波書店
叢書・日本語 I 生と死のことば　中国の名言を読む 岩波新書 新赤版 川合／康三∥著 岩波書店

思考.想像.創造性 ﾐﾔｻ
東大教養学部「考える力」の教室　固いアタ
マがアイデア脳に!

宮澤／正憲∥著 SBクリエイティブ

児童のための
教訓

ｱﾍﾋ
自分のことがわかる本　ポジティブ・アプロー
チで描く未来

岩波ジュニア新書 安部／博枝∥著 岩波書店

世界史 ｾｶｲ 世界歴史大系　朝鮮史　先史～朝鮮王朝 李　成市∥編 山川出版社
世界史 ｾｶｲ 世界歴史大系　朝鮮史　近現代 李　成市∥編 山川出版社

紀行 ｵｸﾁ
スマイル!　笑顔と出会った自転車地球一周
157カ国、155,502km

小口／良平∥著 河出書房新社

社会科学 ﾌﾝｹ 文藝春秋オピニオン2018年の論点100 文藝春秋∥編 文藝春秋

統計 ﾔﾉﾂ
世界国勢図会2017/18 世界がわかるデータ
ブック

矢野恒太記念会∥編集 矢野恒太記念会

治安立法 ﾀｶﾔ 共謀罪の何が問題か 岩波ブックレット 髙山／佳奈子∥著 岩波書店

経済 ｶﾔｹ
感じる経済学　コンビニでコーヒーが成功し
て、ドーナツがダメな理由

加谷／珪一∥著 SBクリエイティブ

土地 ｶｸﾁ 私、日本に住んでいます 岩波ジュニア新書 スベンドリニ・カクチ∥著 岩波書店
災害救助 ｸﾘﾙ 究極のサバイバルテクニック ベア・グリルス∥著 朝日新聞出版

児童福祉 ﾆﾎﾝ 子どもの権利ガイドブック
日本弁護士連合会子どもの権
利委員会∥編著

明石書店

小学校保健体育 ﾈﾓﾄ
いつでもどこでも“体力づくり”のすべて-てん
こ盛り事典

根本／正雄∥編 明治図書出版

小学校保健体育 ﾊﾅﾜ
アスレティックトレーナーが教えるケガに強く
なる!運動遊び

花輪／和志∥著 いかだ社

小学校保健体育 ﾏﾂｵ
子どもの体力・運動能力がアップする体つくり
運動&トレ・ゲーム集　小学校体育

ナツメ社教育書ブックス 松尾／哲矢∥著 ナツメ社

数学 ﾕｳｷ 数学ガールの秘密ノート　積分を見つめて 結城／浩∥著 SBクリエイティブ

プラネタリウム ﾀｶﾊ
人はなぜ星を見上げるのか　星と人をつなぐ
仕事

髙橋／真理子∥著 新日本出版社

郷土
寄贈

医療施設 ﾌｸｲ
福井大学病院の得意な治療がわかる本－最
高・最新の医療を安心と信頼の下で

福井大学医学部附属病院∥編
著

バリューメディカル

農業 ｼﾖｳ
農学が世界を救う!　食料・生命・環境をめぐる
科学の挑戦

岩波ジュニア新書 生源寺／眞一∥編著 岩波書店

遊園地事業 ﾓﾘｵ
USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに
走ったのか?

角川文庫 森岡／毅∥〔著〕 KADOKAWA

挿絵 ﾖｼﾀ あるかしら書店 ヨシタケ／シンスケ∥著 ポプラ社
体育心理学 ｺｳｽ 基礎から学ぶ!メンタルトレーニング 高妻／容一∥著 ベースボール・マガジン社
陸上競技 ｵｵﾑ 陸上競技東京高校式ドリル 差がつく練習法 大村／邦英∥著 ベースボール・マガジン社
ハンドボール ｻｶﾏ ハンドボール基本と戦術 パーフェクトレッスンブック 酒巻／清治∥監修 実業之日本社
柔道 ｶﾅﾏ これで完ぺき!柔道 DVDブック 金丸／雄介∥著 ベースボール・マガジン社
日本小説・近代 ｲｻｶ AX(アックス) 伊坂／幸太郎∥著 KADOKAWA
日本小説・近代 ｶﾂﾗ 総選挙ホテル 桂／望実∥著 KADOKAWA
日本小説・近代 ｶﾜｸ この嘘がばれないうちに 川口／俊和∥著 サンマーク出版
日本小説・近代 ｸﾎﾀ 駅鈴(はゆまのすず) くもんの児童文学 久保田／香里∥作 くもん出版
日本小説・近代 ｺｳｽ 僕とおじいちゃんと魔法の塔 角川文庫 香月／日輪∥〔著〕 角川書店
日本小説・近代 ﾅｶｴ 出版禁止 新潮文庫 長江／俊和∥著 新潮社
日本小説・近代 ﾋｶｼ マスカレード・ナイト 東野／圭吾∥著 集英社
日本小説・近代 ﾐﾔｼ つぼみ 宮下／奈都∥著 光文社
英米小説・20世紀 ﾊﾚﾝ 青い目の人形物語　1　平和への願い シャーリー・パレントー∥作 岩崎書店
英米小説・20世紀 ﾊﾚﾝ 青い目の人形物語　2　希望の人形 シャーリー・パレントー∥作 岩崎書店

英米小説・20世紀 ﾌｲﾂ スピニー通りの秘密の絵
ローラ・マークス・フィッツジェラ
ルド∥著

あすなろ書房

郷土 DVD/新聞 ﾌｸｲ 福井新聞縮刷版2017　平成29年9月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

読書感想画中央コンクール指定図書

 

本を読んで感じたことを絵で表してみませんか

新着図書紹介 １１月号

「青い目の人形物語2：希望の人形　日本編」

１１歳の千代は、町の女子学校に入学した。級友か

らのいじわるにも負けず、千代は自分の役割を見

いだしていく。それは、日米親善のために日本に

やってきた「友情の人形」を守ることだった。

シャーリー・パレントー・作　河野万里子・訳　岩崎

書店

「スピニー通りの秘密の絵」

13歳の少女セオは、祖父がもっていた絵の解明

にとりくんでいきます。その絵は巨匠ラファエロ

の作かもしれなかったのです。物語は第二次世

界大戦のナチスの暗部にまで及んでいきます。

L・M・フィッツジェラルド・著　千葉茂樹・訳　あすな

ろ書房

「スピニー通りの秘密の絵」

13歳の少女セオは、祖父がもっていた絵の解明

にとりくんでいきます。その絵は巨匠ラファエロ

の作かもしれなかったのです。物語は第二次世

界大戦のナチスの暗部にまで及んでいきます。

L・M・フィッツジェラルド・著　千葉茂樹・訳　あすな

ろ書房

「駅鈴（はゆまのすず）」

メールも電話もない時代。馬に乗り、駅鈴を鳴ら

し、重大な知らせを伝える人々がいた。その仕事

を担う駅家（うまや）の子として生まれた少女

が、自らの信じた道を突き進む、奈良時代の青春

物語。

久保田香里・作　坂本ヒメミ・画　くもん出版

「駅鈴（はゆまのすず）」

メールも電話もない時代。馬に乗り、駅鈴を鳴ら

し、重大な知らせを伝える人々がいた。その仕事

を担う駅家（うまや）の子として生まれた少女

が、自らの信じた道を突き進む、奈良時代の青春

物語。

久保田香里・作　坂本ヒメミ・画　くもん出版

「スマイル！：笑顔と出会った自転車地球一周
 157ヵ国、155,502km」

世界中を走った！　世界中で出会った！　世界

中で笑った！　日本人歴代１位の距離を走破した

著者が現地の人々と触れ合いながら世界中を笑

顔で駆け抜けた自転車旅の全てを綴った冒険

エッセイ。

小口良平・著　河出書房新社

「人はなぜ星を見上げるのか：星と人をつな

ぐ仕事」
 

星野道夫に、オーロラに憧れた高校生は、研究者

から星と人々をつなぐ仕事にふみだした…宇宙

飛行士、視覚障害者、震災、戦争などなど。星空と

人との深い関わりが、科学を架け橋に見えてく

る。

髙橋真理子・著　新日本出版社


