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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

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ要員 AIエンジニアになるには なるにはBOOKS 丸山／恵∥著 ぺりかん社

学校図書館 学習指導と学校図書館 学校図書館学 大平／睦美∥編著 青弓社

新聞
朝日新聞縮刷版2020　令和2年6月号　№
1188

朝日新聞社∥編 朝日新聞社

日本思想ｰ本居
宣長

本居宣長集 新潮日本古典集成 本居／宣長∥〔著〕 新潮社

古代哲学ｰﾌﾟﾗﾄ
ﾝ

饗宴 光文社古典新訳文庫 プラトン∥著 光文社

古代哲学ｰﾌﾟﾗﾄ
ﾝ

パイドン　魂について 光文社古典新訳文庫 プラトン∥著 光文社

西洋哲学 プロタゴラス　あるソフィストとの対話 光文社古典新訳文庫 プラトン∥著 光文社

近代哲学 人知原理論 ちくま学芸文庫 ジョージ・バークリー∥著 筑摩書房

社会哲学 ハーバート・スペンサーコレクション ちくま学芸文庫 ハーバート・スペンサー∥著 筑摩書房

ﾄﾞｲﾂ･ｵｰｽﾄﾘｱ哲
学ｰﾊｲﾃﾞｯｶﾞｰ

存在と時間　7 光文社古典新訳文庫 ハイデガー∥著 光文社

ﾌﾗﾝｽ･ｵﾗﾝﾀﾞ哲
学ｰﾙｿｰ

孤独な散歩者の夢想 光文社古典新訳文庫 ルソー∥著 光文社

ﾌﾗﾝｽ･ｵﾗﾝﾀﾞ哲
学ｰﾍﾞﾙｸｿﾝ

笑い 光文社古典新訳文庫 ベルクソン∥著 光文社

労働問題-ﾌﾗﾝｽ 工場日記 ちくま学芸文庫 シモーヌ・ヴェイユ∥著 筑摩書房

ﾌﾗﾝｽ･ｵﾗﾝﾀﾞ哲
学

創造的進化 ちくま学芸文庫 アンリ・ベルクソン∥著 筑摩書房

ﾌﾗﾝｽ･ｵﾗﾝﾀﾞ哲
学

倫理と無限　フィリップ・ネモとの対話 ちくま学芸文庫 エマニュエル・レヴィナス∥著 筑摩書房

ﾌﾗﾝｽ･ｵﾗﾝﾀﾞ哲
学ｰﾒﾙﾛ･ﾎﾟﾝﾃｨ

メルロ=ポンティ・コレクション ちくま学芸文庫
モーリス・メルロ＝ポンティ∥
著

筑摩書房

ｽﾍﾟｲﾝ･ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ
哲学

大衆の反逆 ちくま学芸文庫 オルテガ・イ・ガセット∥著 筑摩書房

精神分析ｰﾌﾛｲﾄ 人はなぜ戦争をするのか　エロスとタナトス 光文社古典新訳文庫 フロイト∥著 光文社

神話-ｲﾗｸ シュメール神話集成 ちくま学芸文庫 杉／勇∥訳 筑摩書房

神話-ﾒｿﾎﾟﾀﾐｱ メソポタミアの神話 ちくま学芸文庫 矢島／文夫∥著 筑摩書房

神話-ｴｼﾞﾌﾟﾄ エジプト神話集成 ちくま学芸文庫 杉／勇∥訳 筑摩書房

ｿﾞﾛｱｽﾀｰ教 アヴェスター　原典訳 ちくま学芸文庫 伊藤／義教∥訳 筑摩書房

禅 禅に生きる　鈴木大拙コレクション ちくま学芸文庫 鈴木／大拙∥著 筑摩書房

ﾓｰｾ モーセと一神教 光文社古典新訳文庫 フロイト∥著 光文社

日本-歴史 景観からよむ日本の歴史 岩波新書 新赤版 金田／章裕∥著 岩波書店

中国-歴史 「中国」の形成　現代への展望 岩波新書 新赤版 岡本／隆司∥著 岩波書店

社会科学 コロナ後の世界を生きる　私たちの提言 岩波新書 新赤版 村上／陽一郎∥編 岩波書店

政治哲学 人間の条件 ちくま学芸文庫 ハンナ・アレント∥著 筑摩書房

ﾑｽﾘﾑ-ﾖｰﾛｯﾊﾟ
イスラームからヨーロッパをみる　社会の深層
で何が起きているのか

岩波新書 新赤版 内藤／正典∥著 岩波書店

経済倫理 経済学と倫理学　アマルティア・セン講義 ちくま学芸文庫 アマルティア・セン∥著 筑摩書房

経済学 人口論 光文社古典新訳文庫 マルサス∥著 光文社

ﾏﾙｸｽ,ｶｰﾙ・ﾊｲﾝ
ﾘﾋ(1818ｰ
1883)

経済学・哲学草稿 光文社古典新訳文庫 マルクス∥著 光文社

近代経済史 帝国主義論 光文社古典新訳文庫 レーニン∥著 光文社

日本-統計
日本国勢図会　2020/21 日本がわかるデータ
ブック

矢野恒太記念会∥編集 矢野恒太記念会

日本-教育
22世紀を見る君たちへ　これからを生きるため
の「練習問題」

講談社現代新書 平田／オリザ∥著 講談社

古典教育
古典教育と古典文学研究を架橋する　国語科教
員の古文教材化の手順

井浪／真吾∥〔著〕 文学通信

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
一人で思う、二人で語る、みんなで考える　実
践!ロジコミ・メソッド

岩波ジュニア新書
追手門学院大学成熟社会研究所
∥編

岩波書店

学校 できちゃいました!フツーの学校 岩波ジュニア新書
富士晴英とゆかいな仲間たち∥
著

岩波書店

特別支援学校 特別支援学校教諭になるには なるにはBOOKS 松矢／勝宏∥編著 ぺりかん社

恐竜類-化石 恐竜まみれ　発掘現場は今日も命がけ 小林／快次∥著 新潮社

新着図書紹介 ８月号



新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感
染症

疫病2020 門田／隆将∥著 産経新聞出版

再生可能ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ

日本は再生可能エネルギー大国になりうるか DISCOVER SCIENCE 北澤／宏一∥〔著〕
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

ｴﾈﾙｷﾞｰ資源 化石燃料革命　「枯渇」なき時代の新戦略 B&Tブックス 石川／憲二∥著 日刊工業新聞社

技術-日本 科学技術白書　令和2年版 文部科学省∥編集 日経印刷

自動車産業-中
国

2030中国自動車強国への戦略　世界を席巻す
るメガEVメーカーの誕生

湯／進∥著 日本経済新聞出版社

電気自動車 EVシフト　決定版 風間／智英∥編著 東洋経済新報社

電気自動車
まるわかりEV電気自動車　ついにトヨタが本気
になった!過熱するEV競争、真の勝者は

日経BPムック 日経BP社

電気自動車
図解EV革命　100年に1度のビジネスチャンス
が一目瞭然!

村沢／義久∥著 毎日新聞出版

電気事業-日本
日本の電力改革・再エネ主力化をどう実現する
RE100とパリ協定対応で2020年代を生き抜く

Next Publishing 山家／公雄∥著 インプレスR&D

鉱物資源 資源論　メタル・石油埋蔵量の成長と枯渇 西山／孝∥著 丸善出版

石油 石油を読む 日経文庫 藤／和彦∥著 日本経済新聞出版社

漫画
『坊っちゃん』の時代　凛冽たり近代・なお生
彩あり明治人

アクションコミックス 関川／夏央∥文 双葉社

能楽 世阿弥芸術論集 新潮日本古典集成 世阿弥∥〔著〕 新潮社

落語
ビジネスエリートがなぜか身につけている教養
としての落語

立川／談慶∥著 サンマーク出版

日本文学-歴史 古典文学読本 中公文庫 三島／由紀夫∥著 中央公論新社

日本文学-歴史 高校古文まだまだこういう話 柴田／純子∥著
ケイエスティープロダク
ション

日本文学-歴史 高校古文じっくりこういう話 柴田／純子∥著
ケイエスティープロダク
ション

太宰/治 太宰を読んだ人が迷い込む場所 PHP新書 齋藤／孝∥著 PHP研究所

山家集 山家集 新潮日本古典集成 〔西行∥著〕 新潮社

与謝蕪村 与謝蕪村集 新潮日本古典集成 与謝／蕪村∥著 新潮社

川柳-句集 誹風柳多留 新潮日本古典集成 〔呉陵軒／可有∥編〕 新潮社

読本 春雨物語 書初機嫌海 新潮日本古典集成 〔上田／秋成∥著〕 新潮社

日本ｰ小説 告解 薬丸／岳∥著 講談社

日本ｰ小説 風神雷神　上・下 Juppiter,Aeolus 原田／マハ∥著 PHP研究所

日本ｰ小説 金木犀とメテオラ 安壇／美緒∥著 集英社

日本ｰ小説 汚れた赤を恋と呼ぶんだ 新潮文庫 河野／裕∥著 新潮社

日本ｰ小説 その白さえ噓だとしても 新潮文庫 河野／裕∥著 新潮社

日本ｰ小説 凶器は壊れた黒の叫び 新潮文庫 河野／裕∥著 新潮社

日本ｰ小説 鬼滅の刃　〔3〕 風の道しるべ JUMP j BOOKS 吾峠／呼世晴∥著 集英社

紀行ｰ近世 芭蕉文集 新潮日本古典集成 〔松尾／芭蕉∥著〕 新潮社

その他の東洋
文学

ギルガメシュ叙事詩 ちくま学芸文庫 矢島／文夫∥訳 筑摩書房

英米文学-小説
-20世紀-

ジョージ・オーウェル　「人間らしさ」への讃
歌

岩波新書 新赤版 川端／康雄∥著 岩波書店

英米文学-小説
-20世紀-

ウォーターシップ・ダウンのウサギたち　上・
下

ファンタジー・クラシック
ス

リチャード・アダムズ∥著 評論社

新聞 福井新聞縮刷版2020　令和2年6月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

SSH寄贈分

情報処理 課題解決のための情報リテラシー 美濃輪／正行∥著 共立出版

進路指導
「文系?」「理系?」に迷ったら読む本　AI時代
の進路の選び方

心の友だち 竹内／薫∥著 PHP研究所

科学-歴史 世界を変えた150の科学の本 ブライアン・クレッグ∥著 創元社

科学 科学する心 池澤／夏樹∥著 集英社インターナショナル

科学 すごく科学的　SF映画で最新科学がわかる本 リック・エドワーズ∥著 草思社

科学
1分間サイエンス　手軽に学べる科学の重要テー
マ200

サイエンス・アイ新書 ヘイゼル・ミュアー∥著 SBクリエイティブ

数学 この数学,いったいいつ使うことになるの? Ｈａｌ　Ｓａｕｎｄｅｒｓ∥著 共立出版

情報理論
数とコンピューターについて知っておくべき
100のこと

インフォグラフィックスで
学ぶ楽しいサイエンス

アリス・ジェームス∥文 小学館



整数論 数の概念 ブルーバックス 髙木／貞治∥著 講談社

確率論 算数からはじめて一生使える確率・統計 佐々木／彈∥著 河出書房新社

化学式
身のまわりのありとあらゆるものを化学式で書
いてみた　How do you enjoy chemical
formulas?

山口／悟∥著 ベレ出版

宇宙化学 なぞとき宇宙と元素の歴史 和南城／伸也∥著 講談社

雪-日本 地球温暖化で雪は減るのか増えるのか問題 川瀬／宏明∥著 ベレ出版

鳥-骨格-標本 鳥の骨格標本図鑑 BIRDER SPECIAL 川上／和人∥著 文一総合出版

食品衛生
口にしてはいけない発がん性添加物　最新デー
タが警告する!

渡辺／雄二∥著 河出書房新社

生薬学 身近な「くすり」歳時記 鈴木／昶∥著 東京書籍

ｴﾈﾙｷﾞｰ-歴史
エネルギー400年史　薪から石炭、石油、原子
力、再生可能エネルギーまで

リチャード・ローズ∥著 草思社

海洋廃棄物-北
太平洋

プラスチックスープの海　北太平洋巨大ごみベ
ルトは警告する

チャールズ・モア∥著 NHK出版

燐
リンのはなし　生命現象から資源・環境問題ま
で

大竹／久夫∥著 朝倉書店

図書委員選定分

恋愛
「モテ」と「非モテ」の脳科学　おじさんの恋
心はなぜ報われないのか

ワニブックス|PLUS|新書 菅原／道仁∥著 ワニ・プラス

人間関係 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 sanctuary books Ｊａｍ∥マンガ・文 サンクチュアリ出版

人生訓-青年
2020年6月30日にまたここで会おう　瀧本哲
史伝説の東大講義

星海社新書 瀧本／哲史∥著 星海社

人生訓-青年
本当の「頭のよさ」ってなんだろう?　勉強と人
生に役立つ、一生使えるものの考え方

齋藤／孝∥著 誠文堂新光社

近畿地方-案内
記

日帰り鉄道さんぽ　関西版 旅鉄HOW TO 『旅と鉄道』編集部∥編 天夢人

日本-外国関係
-大韓民国-歴
史

韓国のトリセツ　やたら面倒な隣人と上手に別
れる方法

ワニブックス|PLUS|新書 西村／幸祐∥著 ワニ・プラス

大韓民国-外国
関係-日本

韓国人のボクが「反日洗脳」から解放された理
由(ワケ)　韓国人ユーチューバー・WWUK

WAC BUNKO ＷＷＵＫ∥著 ワック

憲法-日本
数学書として憲法を読む　前広島市長の憲法・
天皇論

秋葉／忠利∥著 法政大学出版局

思考(経営管
理)

世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?
経営における「アート」と「サイエンス」

光文社新書 山口／周∥著 光文社

親子関係 街場の親子論　父と娘の困難なものがたり 中公新書ラクレ 内田／樹∥著 中央公論新社

障害者 記憶する体 伊藤／亜紗∥著 春秋社

学習法 マンガでわかりやすいやってはいけない勉強法 石井／貴士∥著 きずな出版

入学試験-大学
勉強大全　ひとりひとりにフィットする1からの
勉強法

伊沢／拓司∥著 KADOKAWA

無限級数
数列・関数列の無限級数　基礎からフーリエ級
数・漸近級数まで

柴田／正和∥著 森北出版

ﾀｲﾋﾐｭﾗｰ空間 宇宙と宇宙をつなぐ数学　IUT理論の衝撃 加藤／文元∥著 KADOKAWA

進化
さらにざんねんないきもの事典　おもしろい!進
化のふしぎ

今泉／忠明∥監修 高橋書店

健康法(食生
活)

スーパードリンク・レシピ　飲むだけで手に入
る美と健康

いとう／ゆき∥著 主婦の友社

鉄道車両 電車の顔図鑑　JR線を走る鉄道車両 旅鉄BOOKS 江口／明男∥著 天夢人

菓子
思わず見とれるゼリースイーツ　ゼラチン・寒
天・アガー使いかたのコツがわかる

大越／郷子∥著 誠文堂新光社

商業美術-図案
っぽくなるデザイン　誰でもできるかっこいい
レイアウト集

ｉｎｇｅｃｔａｒ‐ｅ∥著
エムディエヌコーポレー
ション

店頭広告 「手書きPOP」のつくり方　売れる!楽しい! DO BOOKS 増澤／美沙緒∥著 同文舘出版

絵画(日本)-歴
史-明治時代

色から読み解く日本画 三戸／信惠∥著 エクスナレッジ

ｼｮﾊﾟﾝ ショパン
音楽家の伝記:はじめに読
む1冊

ひの／まどか∥著
ヤマハミュージックエンタ
テインメントホールディン
グスミュージックメディア

ｱﾆﾒｰｼｮﾝ トトロの生まれたところ 宮崎／駿∥監修 岩波書店

ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 新海誠監督作品『天気の子』美術画集 KADOKAWA

ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ-伝
記

翼を羽ばたかせて　世界のトップスケーター12
人がつむぐ「氷上物語」

田村／明子∥著 双葉社

茶道 茶席の和菓子帖 お茶を楽しむ 千／和加子∥監修 世界文化社

茶会
実用覚えておきたい客の所作　2　炭手前、小習
事、続き薄茶、茶箱点前

淡交社編集局∥編 淡交社

ｸｲｽﾞ 小学生はできるのに!大人は解けないクイズ 知的生活追跡班∥編 青春出版社

演説法 パワースピーチ入門 角川新書 橋爪／大三郎∥〔著〕 KADOKAWA



英訳本
The Forest of Wool and Steel  宮下奈都『羊
と鋼の森』（英訳）

Miyashita, Natsu/ Gabriel,
Philip (TRN)

Black Swan

俳諧-作法 夏井いつきの超カンタン!俳句塾 夏井／いつき∥著 世界文化社

日本-小説 ボトルネック 新潮文庫 米沢／穂信∥著 新潮社

日本-小説 王都炎上・王子二人　架空歴史ロマン カッパ・ノベルス 田中／芳樹∥著 光文社

日本-小説 新本格魔法少女りすか 講談社文庫 西尾／維新∥〔著〕 講談社

日本-小説 私のクラスの生徒が、一晩で24人死にました。 角川ホラー文庫 日向奈／くらら∥〔著〕 KADOKAWA

日本-小説 カレーライス　教室で出会った重松清 新潮文庫 重松／清∥著 新潮社

日本-小説 千歳くんはラムネ瓶のなか ガガガ文庫 裕夢∥〔著〕 小学館

日本-小説 アンカー 集英社文庫 今野／敏∥著 集英社

日本-小説 北条氏康　二世継承篇 富樫／倫太郎∥著 中央公論新社

日本-小説 土方歳三　上・下 富樫／倫太郎∥著 KADOKAWA

日本-小説 わたしの美しい庭 凪良／ゆう∥著 ポプラ社

日本-小説 さよなら、ビー玉父さん 角川文庫 阿月／まひる∥〔著〕 KADOKAWA

日本-小説 パレートの誤算 祥伝社文庫 柚月／裕子∥著 祥伝社

日本-小説
ビブリア古書堂の事件手帖～扉子と不思議な客
人たち～

メディアワークス文庫 三上／延∥〔著〕 KADOKAWA

日本-小説 春琴抄 新潮文庫 谷崎／潤一郎∥著 新潮社

日本-小説 ボッコちゃん 新潮文庫 星／新一∥著 新潮社

日本-小説 医学のたまご 角川文庫 海堂／尊∥〔著〕 KADOKAWA

日本-小説 終点のあの子 文春文庫 柚木／麻子∥著 文藝春秋

日本-小説 外科室 乙女の本棚 泉／鏡花∥著 立東舎

日本-小説 給食のおにいさん 幻冬舎文庫 遠藤／彩見∥〔著〕 幻冬舎

日本-小説 15歳のテロリスト メディアワークス文庫 松村／涼哉∥〔著〕 KADOKAWA

日本-小説 暗黒童話 集英社文庫 乙一∥著 集英社

日本小説-小説
集

5分後に意外な結末ベスト・セレクション　黒の
巻

講談社文庫 桃戸／ハル∥編・著 講談社

手記･ﾙﾎﾟﾙﾀｰ
ｼﾞｭ

仕事本　わたしたちの緊急事態日記 左右社編集部∥編 左右社


