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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

人工知能 ロボットは東大に入れるか よりみちパン!セ 新井／紀子∥著 新曜社

学校図書館
「探究」の学びを推進する高校授業改革　学校
図書館を活用して「深い学び」を実現する

高見／京子∥著 学事出版

図書解題 歴史を変えた100冊の本
スコット・クリスチャンソン∥
著

エクスナレッジ

年鑑 世界年鑑　2019 共同通信社∥編著 共同通信社

郷土 新聞 福井新聞縮刷版2019　平成31年4月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

新聞
朝日新聞縮刷版2019　平成31年4月号　№
1174

朝日新聞社∥編 朝日新聞社

哲学 ひとりで、考える　哲学する習慣を 岩波ジュニア新書 小島／俊明∥著 岩波書店

人生訓-サラリー
マン

東大首席が教える「間違えない」思考法　人生
の選択を左右する「俯瞰力」の磨き方

PHP文庫 山口／真由∥著 PHP研究所

日本-歴史-平
成時代

平成時代 岩波新書 新赤版 吉見／俊哉∥著 岩波書店

日本-歴史-平
成時代

平成とは何だったのか　「アメリカの属州」化
の完遂

斎藤／貴男∥著 秀和システム

中国-歴史-秦
時代

始皇帝中華統一の思想　『キングダム』で解く
中国大陸の謎

集英社新書 渡邉／義浩∥著 集英社

郷土
寄贈

越前市－歴史 越前市史　資料編6　本保陣屋関係文書 越前市∥編集 越前市

郷土
寄贈

伝記ｰ福井県 幕末明治福井150年博講演録(2冊)
幕末明治福井150年博実行委員
会∥編

幕末明治福井150年博実行
委員会

君主論 マキァヴェッリ　『君主論』をよむ 岩波新書 新赤版 鹿子生／浩輝∥著 岩波書店

死刑-日本 アメリカ人のみた日本の死刑 岩波新書 新赤版
デイビッド・Ｔ・ジョンソン∥
〔著〕

岩波書店

裁判-日本
日本の裁判がわかる本　弁護士・検察官・裁判
官の仕事と役割

ベリーベスト法律事務所∥監修 日本文芸社

企業の社会的
責任

SDGsの基礎　なぜ、「新事業の開発」や「企
業価値の向上」につながるのか?

事業構想研究所∥編 事業構想大学院大学出版部

人間関係 人を動かす聞く力&質問力 知的生きかた文庫 松本／幸夫∥著 三笠書房

ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 『キングダム』で学ぶ乱世のリーダーシップ 原／泰久∥原作 集英社

右翼-日本 ネトウヨとパヨク 新潮新書 物江／潤∥著 新潮社

命
大人になる前に知る命のこと　心と体の変化・
思春期・自分らしく生きる

なるにはBOOKS 加納／尚美∥編著 ぺりかん社

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ犯罪
炎上弁護士　なぜ僕が100万回の殺害予告を受
けることになったのか

唐澤／貴洋∥著 日本実業出版社

郷土
寄贈

教育委員会 福井県教育委員会70年史 福井県教育委員会∥編 福井県教育委員会

教員労働
調査報告学校の部活動と働き方改革　教師の意
識と実態から考える

岩波ブックレット 内田／良∥著 岩波書店

数学 数学ふしぎ・ふしぎ 新潮文庫 矢野／健太郎∥著 新潮社

数学遊戯-歴史
数学パズル大図鑑　1　古代から19世紀まで
名問・難問を解いて楽しむパズルの思考と歴史

イワン・モスコビッチ∥著 化学同人

数学遊戯-歴史
数学パズル大図鑑　2　20世紀そして現在へ
名問・難問を解いて楽しむパズルの思考と歴史

イワン・モスコビッチ∥著 化学同人

群論 なっとくする群・環・体 なっとくシリーズ 野﨑／昭弘∥著 講談社

幾何学 折り紙の数理と科学 Ｔｈｏｍａｓ　Ｈｕｌｌ∥編集 森北出版

寄贈 物理 続・飛び入学の物理 宮崎／紀郎∥編 千葉大学先進科学ｾﾝﾀｰ

量子力学 先生、それって「量子」の仕業ですか? 大関／真之∥著 小学館

寄贈 化学 国際化学オリンピックに挑戦!　1　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

寄贈 化学
国際化学オリンピックに挑戦!　2　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

寄贈 化学 国際化学オリンピックに挑戦!　3　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

寄贈 化学 国際化学オリンピックに挑戦!　4　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

寄贈 化学 国際化学オリンピックに挑戦!　5　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

エピジェネ
ティクス

遺伝子は、変えられる。　あなたの人生を根本
から変えるエピジェネティクスの真実

シャロン・モアレム∥著 ダイヤモンド社

医療 医者の本音 SB新書 中山／祐次郎∥著 SBクリエイティブ

医学統計 p値とは何か　統計を少しずつ理解する34章
Ａｎｄｒｅｗ　Ｖｉｃｋｅｒｓ
∥〔著〕

丸善出版

免疫学
美しき免疫の力　人体の動的ネットワークを解
き明かす

ダニエル・Ｍ・デイヴィス∥著 NHK出版

病院管理 マンガでやさしくわかる病院と医療のしくみ 木村／憲洋∥著
日本能率協会マネジメント
センター

在宅医療
入門!自宅で大往生　あなたもなれる「家逝き」
達人・看取り名人

中公新書ラクレ 中村／伸一∥著 中央公論新社

建築環境工学 こどもを育む環境蝕む環境 朝日選書 仙田／満∥著 朝日新聞出版

新幹線
新幹線車両大全　最新鋭N700Sから、引退し
た車両まで。新幹線車両をオールガイド

イカロスMOOK 富田／松雄∥解説 イカロス出版

新着図書紹介 ６月号



文房具 文房具の解剖図鑑 ヨシムラ／マリ∥著 エクスナレッジ

調理科学 料理の科学大図鑑
スチュアート・ファリモンド∥
著

河出書房新社

弁当
朝10分!中高生のラクチン弁当320　作りおき
しても朝作ってもOKのかんたんレシピ

食のスタジオ∥著 学研プラス

パイロット(航
空)

国際線機長の危機対応力　何が起きても動じな
い人材の育て方

PHP新書 横田／友宏∥著 PHP研究所

漫画
キングダム最強のチームと自分をつくる
POWER WORDS OF KINGDOM

神ビジ 伊藤／羊一∥著 かんき出版

漫画
ルフィの仲間力　『ONE PIECE』流、周りの
人を味方に変える法

PHP文庫 安田／雪∥著 PHP研究所

図案-図集 和の伝統デザイン素材集 design parts collection 夏木／一美∥著 技術評論社

紙細工
サーフェスデザインのためのテクニック　切
る、折る、紙のテクスチャ

ポール・ジャクソン∥著 文化学園文化出版局

樹木/希林
樹木希林さんからの手紙　人生上出来!と、こら
えて歩こう

ＮＨＫ『クローズアップ現代
＋』＋『知るしん』制作班∥著

主婦の友社

野球 二軍監督の仕事　育てるためなら負けてもいい 光文社新書 高津／臣吾∥著 光文社

通訳 通訳者・通訳ガイドになるには なるにはBOOKS 鑓田／浩章∥著 ぺりかん社

国語教育 使える!「国語」の考え方 ちくま新書 橋本／陽介∥著 筑摩書房

日本語-古語 かなり役立つ!古文単語キャラ図鑑 岡本／梨奈∥著 新星出版社

日本語-読解
読みトレ　大人に必要な「読解力」がきちんと
身につく

吉田／裕子∥著 大和書房

日本の小説 後宮の烏　2 集英社オレンジ文庫 白川／紺子∥著 集英社

日本の小説 居酒屋ぼったくり　11 秋川／滝美∥〔著〕 アルファポリス

日本の小説 ままならないから私とあなた 文春文庫 朝井／リョウ∥著 文藝春秋

日本の小説 弥栄の烏 文春文庫 阿部／智里∥著 文藝春秋

日本の小説 ホワイトラビット　a night 伊坂／幸太郎∥著 新潮社

日本の小説 PK 講談社文庫 伊坂／幸太郎∥〔著〕 講談社

日本の小説 サスツルギの亡霊 講談社文庫 神山／裕右∥〔著〕 講談社

日本の小説 カゲロボ 木皿／泉∥著 新潮社

日本の小説 明るい夜に出かけて 新潮文庫 佐藤／多佳子∥著 新潮社

日本の小説 墓頭 角川文庫 真藤／順丈∥〔著〕 KADOKAWA

日本の小説 涼宮ハルヒの憂鬱 角川文庫 谷川／流∥〔著〕 KADOKAWA

日本の小説 涼宮ハルヒの溜息 角川文庫 谷川／流∥〔著〕 KADOKAWA

日本の小説 涼宮ハルヒの退屈 角川文庫 谷川／流∥〔著〕 KADOKAWA

日本の小説 涼宮ハルヒの消失 角川文庫 谷川／流∥〔著〕 KADOKAWA

日本の小説 涼宮ハルヒの暴走 角川文庫 谷川／流∥〔著〕 KADOKAWA

日本の小説 涼宮ハルヒの動揺 角川文庫 谷川／流∥〔著〕 KADOKAWA

日本の小説 涼宮ハルヒの陰謀 角川文庫 谷川／流∥〔著〕 KADOKAWA

日本の小説 涼宮ハルヒの憤慨 角川文庫 谷川／流∥〔著〕 KADOKAWA

日本の小説 泣くな研修医 中山／祐次郎∥著 幻冬舎

日本の小説 高校サッカーボーイズU-16 角川文庫 はらだ／みずき∥〔著〕 KADOKAWA

日本の小説 高校入試 角川文庫 湊／かなえ∥〔著〕 KADOKAWA

日本の小説 桜風堂ものがたり　上・下 PHP文芸文庫 村山／早紀∥著 PHP研究所

日本の小説 ジョーカー・ゲーム 角川文庫 柳／広司∥〔著〕 角川書店

日本の小説 ダブル・ジョーカー 角川文庫 柳／広司∥〔著〕 角川書店

日本の小説 パラダイス・ロスト 角川文庫 柳／広司∥〔著〕 角川書店

日本の小説 ラスト・ワルツ 角川文庫 柳／広司∥〔著〕 KADOKAWA

日本の小説
今日もていねいに。　暮らしのなかの工夫と発
見ノート

PHP文庫 松浦／弥太郎∥著 PHP研究所

日本の小説 思わず考えちゃう ヨシタケ／シンスケ∥著 新潮社

日本の小説 源氏物語 日本文学全集 池澤／夏樹∥個人編集 河出書房新社

中国文学 杜甫 詩人編6 新釈漢文大系 明治書院

中国文学 李白 詩人編4 新釈漢文大系 明治書院

英米文学 カササギ殺人事件　上･下 創元推理文庫 アンソニー・ホロヴィッツ∥著 東京創元社


