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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

編集 はじめての編集　THE WAY OF EDIT 菅付／雅信∥著
アルテスパブリッシン
グ

西洋哲学
マンガで入門世界一ゆるい哲学　「人生の答え
がわかる」かもしれない23賢人の教え

マイケル・Ｆ・パットン∥著 ダイヤモンド社

人生訓 集中力　人生を決める最強の力 サンマーク文庫 セロン・Ｑ・デュモン∥著 サンマーク出版

人生訓-青年 続 僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう 文春新書 池田／理代子∥著 文藝春秋

年号
元号で見る日本の歴史　新元号「令和」に秘め
られた暗号

安藤／優一郎∥監修 徳間書店

天皇陛下
令和の天皇陛下と雅子さま　皇位継承の諸儀式
やご公務などを写真で紹介

メディアックス
MOOK

メディアックス

日本-地誌
常識なのに!大人も答えられない都道府県のギモ
ン

村瀬／哲史∥著 宝島社

日本－紀行・
案内記

ブラタモリ　1　長崎 金沢 鎌倉
ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班∥
監修

KADOKAWA

日本－紀行・
案内記

ブラタモリ　2　富士山 東京駅 真田丸スペシャ
ル上田・沼田

ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班∥
監修

KADOKAWA

最低賃金-日本 生活保障の基盤 最低賃金
岩波ブックレッ
ト

日本弁護士連合会貧困問題対策
本部∥編

岩波書店

外国人労働者 外国人労働者受け入れを問う
岩波ブックレッ
ト

宮島／喬∥著 岩波書店

少年非行-日本 ケーキの切れない非行少年たち 新潮新書 宮口／幸治∥著 新潮社

教育 諸外国の教育動向　2018年度版 教育調査
文部科学省総合教育政策局∥
〔著〕

明石書店

フィンランド-
教育

フィンランドの教育はなぜ世界一なのか 新潮新書 岩竹／美加子∥著 新潮社

学習法
一生の武器になる勉強法　合格に導く最強の戦
略を身につける!

葉一∥著 KADOKAWA

中学校
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
The Real British Secondary School Days

ブレイディみかこ∥著 新潮社

科学
学校で習った「法則・定理」ほんとうの使い道
意外と知らない?身近にあるサイエンス!

じっぴコンパク
ト新書

山根／成樹∥監修 実業之日本社

科学-実験
QuizKnock Lab　東大流!本気の自由研究で新
発見

須貝／駿貴∥著 KADOKAWA

数学 数学超絶難問　時代を超えて天才の頭脳に挑戦! 小野田／博一∥著 日本実業出版社

数学 数学〈超・超絶〉難問 小野田／博一∥著 日本実業出版社

楕円関数 楕円積分と楕円関数　おとぎの国の歩き方 武部／尚志∥著 日本評論社

海洋学 世界でいちばん素敵な海の教室 藤岡／換太郎∥監修 三才ブックス

花-写真集 花と森の物語
パイインターナショナ
ル

クラゲ 不老不死のクラゲの秘密 久保田／信∥著 毎日新聞出版

看護学
看護白書　令和元年版 社会の動きと看護現場で
の取り組み 看護職の働き方改革

日本看護協会∥編 日本看護協会出版会

医師 安全な医療のための「働き方改革」
岩波ブックレッ
ト

植山／直人∥著 岩波書店

食品衛生 ゲノム操作食品の争点 天笠／啓祐∥著 緑風出版

駅-日本-歴史 国鉄・私鉄・JR廃止駅の不思議と謎
じっぴコンパク
ト新書

伊原／薫∥著 実業之日本社

紙細工
かんたん楽しい手づくりカードBOOK　気持ち
を伝えるかわいいポップアップカード100点

やまもと／えみこ∥著 日本ヴォーグ社

音楽(西洋)-歴
史

すぐわかる!4コマ西洋音楽史　1　古代・中世
～バロック初期

森本／眞由美∥著
ヤマハミュージックメ
ディア

ｼﾞｮﾝ･ｹｰｼﾞ ジョン・ケージ50の言葉 白石／美雪∥著
アルテスパブリッシン
グ

楽器 楽器の音色がすぐ聴ける世界の民族楽器図鑑 民音音楽博物館∥監修 河出書房新社

ブラック
ミュージック-
歴史

リズムがみえる ミシェル　ウッド∥絵 サウザンブックス社

ｿｳﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ 魂(ソウル)のゆくえ ピーター・バラカン∥著
アルテスパブリッシン
グ

歌劇 オペラ・ギャラリー50　登場人物&物語図解 朝倉／めぐみ∥イラスト 学研プラス

歌劇
歌うギリシャ神話　オペラ・歌曲がもっと楽し
くなる教養講座

Booksウト 彌勒／忠史∥著
アルテスパブリッシン
グ
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発声法
自分でも気づかなかった美しい声になる歌がう
まくなる奇跡の3ステップmethod

山森／隼人∥著 光文社

茶会 楽しく学べる茶の湯菓子イラストブック 淡交社編集局∥編 淡交社

言語社会学 悪態の科学　あなたはなぜ口にしてしまうのか エマ・バーン∥著 原書房

日本の小説 私の家 青山／七恵∥著 集英社

日本の小説 居酒屋ぼったくり　おかわり! 秋川／滝美∥〔著〕 アルファポリス

日本の小説 ドアを開けたら 大崎／梢∥著 祥伝社

日本の小説 ライオンのおやつ 小川／糸∥著 ポプラ社

日本の小説 まち 小野寺／史宜∥著 祥伝社

日本の小説 農ガール、農ライフ 祥伝社文庫 垣谷／美雨∥著 祥伝社

日本の小説 スマホを落としただけなのに囚われの殺人鬼 宝島社文庫 志駕／晃∥著 宝島社

日本の小説 夢より短い旅の果て 角川文庫 柴田／よしき∥〔著〕 KADOKAWA

日本の小説 愛より優しい旅の空 角川文庫 柴田／よしき∥〔著〕 KADOKAWA

日本の小説 クローバーナイト 光文社文庫 辻村／深月∥著 光文社

日本の小説 サクラ咲く 光文社文庫 辻村／深月∥著 光文社

日本の小説 ぼくのメジャースプーン 講談社文庫 辻村／深月∥〔著〕 講談社

日本の小説 恩讐の鎮魂曲(レクイエム) 講談社文庫 中山／七里∥〔著〕 講談社

日本の小説 人間 又吉／直樹∥著 毎日新聞出版

日本の小説 高校事変 角川文庫 松岡／圭祐∥〔著〕 KADOKAWA

日本の小説 高校事変　2 角川文庫 松岡／圭祐∥〔著〕 KADOKAWA

日本の小説 黒武御神火御殿　三島屋変調百物語六之続 宮部／みゆき∥著 毎日新聞出版

日本小説-小説
集

5分で読める!ひと駅ストーリー　本の物語 宝島社文庫
『このミステリーがすごい！』
編集部∥編

宝島社

英米の戯曲 ハムレット 新潮文庫 シェイクスピア∥〔著〕 新潮社

郷土 福井県 福井の幸福を語ろう　ふるさとへの提言 東京若越クラブ∥編 中央経済社

SSH カニバリズム 共食いの博物誌　動物から人間まで
ヒストリカル・
スタディーズ

ビル・シャット∥著 太田出版

SSH 生命科学 遺伝子はダメなあなたを愛してる 朝日文庫 福岡／伸一∥著 朝日新聞出版

SSH 微生物 微生物の力　もっと知りたい! 下村／徹∥著 技報堂出版

SSH 植物生理学
20の感覚で思考する生命システム 植物は〈知
性〉をもっている

ステファノ・マンクーゾ∥著 NHK出版

SSH 動物生態学 LIFE　人間が知らない生き方 麻生／羽呂∥〔著〕 文響社

SSH 寄生動物 心を操る寄生生物　感情から文化・社会まで キャスリン・マコーリフ∥著 インターシフト

SSH 海洋動物 すばらしい海洋生物の世界 カラム・ロバーツ∥著 創元社

SSH 動物行動学 ウソばっかり!　人間と遺伝子の本当の話 竹内／久美子∥著 ワニブックス

SSH 昆虫
ゴキブリだって愛されたい　昆虫たちの都市伝
説

メイ・Ｒ・ベーレンバウム∥著 青土社

SSH 霊長類
人はなぜ立ったのか?　アイアイが教えてくれ
た人類の謎

科学ノンフィク
ション

島／泰三∥著 学研

SSH 睡眠 枕と寝具の科学 B&Tブックス 久保田／博南∥著 日刊工業新聞社

12月号part2は、図書委員選定の図書が入っています。

この冬休みのお供にぜひ！！


