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分野 書名 叢書名等 著者名 出版社名

学術 人間を究める スタディサプリ三賢人の学問探究ノート:今を
生きる学問の最前線読本 松尾／豊∥〔著〕 ポプラ社

読書 忖度しません 斎藤／美奈子∥著 筑摩書房

著作権 著作権とは何か　文化と創造のゆくえ 集英社新書 福井／健策∥著 集英社

博物館
ただいま収蔵品整理中!　学芸員さんの細かすぎ
る日常

鷹取／ゆう∥著 河出書房新社

新聞
朝日新聞縮刷版2021　令和3年6月号　№
1188

朝日新聞社∥編 朝日新聞社

哲学 私たちはどのような世界を想像すべきか 東京大学東アジア藝文書院∥編 トランスビュー

東洋思想-歴史
もっと試験に出る哲学　「入試問題」で東洋思
想に入門する

NHK出版新書 斎藤／哲也∥著 NHK出版

心理学
人物と用語でたどる心の学問 図解心理学用語大
全

田中／正人∥編著 誠文堂新光社

倫理学 いまを生きるための倫理学 盛永／審一郎∥編 丸善出版

イスラム教 イスラームの論理と倫理 中田／考∥著 晶文社

世界地図 プレミアムアトラス世界地図帳 平凡社∥編 平凡社

学術 社会を究める スタディサプリ三賢人の学問探究ノート:今を
生きる学問の最前線読本 若新／雄純∥〔著〕 ポプラ社

未来論
2030年の世界地図帳　あたらしい経済と
SDGs、未来への展望

落合／陽一∥著 SBクリエイティブ

国際政治 図解ニュースの“なぜ?”は世界史に学べ! 茂木／誠∥著 SBクリエイティブ

経済 「共に生きる」ための経済学 平凡社新書 浜／矩子∥著 平凡社

話術 言語化力　言葉にできれば人生は変わる 三浦／崇宏∥著 SBクリエイティブ

社会学 いまを生きるための社会学 友枝／敏雄∥編 丸善出版

社会調査 私たちはなぜ順位が気になるのか? ランキング ペーテル・エールディ∥著 日本評論社

消費者保護-日
本

狙われる18歳!?　消費者被害から身を守る18
のQ&A

岩波ブックレット
日本弁護士連合会消費者問題対
策委員会∥著

岩波書店

労働 私たちはどう働くべきか 池上／彰∥著 徳間書店

給与-日本 将来が見えてくる!日本の給料&職業図鑑Special 給料ＢＡＮＫ∥著 宝島社

男性
これからの男の子たちへ　「男らしさ」から自
由になるためのレッスン

太田／啓子∥著 大月書店

災害予防
そのとき、どうする?　ただちに命を守るとっさ
の行動マニュアル

甘中／繁雄∥監修 大和書房

プロジェクト
法

「探究」する学びをつくる　社会とつながるプ
ロジェクト型学習

藤原／さと∥著 平凡社

教育 スタンフォードが中高生に教えていること SB新書 星／友啓∥著 SBクリエイティブ

東京芸術大学 クローズアップ藝大 河出新書 国谷／裕子∥著 河出書房新社

多体問題
三体問題　天才たちを悩ませた400年の未解決
問題

ブルーバックス 浅田／秀樹∥著 講談社

地球温暖化 図解でわかる14歳からの脱炭素社会 インフォビジュアル研究所∥著 太田出版

感染症 感染症 サイエンス超簡潔講座 マルタ・Ｌ・ウェイン∥著 ニュートンプレス

健康法
中野ジェームズ修一×運動嫌い　わかっちゃい
るけど、できません、続きません。

中野／ジェームズ修一∥著 NHK出版

痩身法
ラクやせおにぎり　21日間でOK!ストレスゼロ!
血糖値コントロールでみるみるやせる!

小澤／幸治∥著 あさ出版

知的財産権-日
本

すごいぞ!はたらく知財　14歳からの知的財産入
門

内田／朋子∥著 晶文社

藤森/照信 藤森照信　建築が人にはたらきかけること
のこす言葉KOKORO
BOOKLET

藤森／照信∥著 平凡社

宇宙開発
るるぶ宇宙　探査の最前線から未来の旅行プラ
ンまで徹底ガイド

JTBのMOOK 林／公代∥監修 JTBパブリッシング

チョコレート チョコレート検定公式テキスト　2021年版
明治チョコレート検定委員会∥
監修

学研プラス

食糧問題-歴史
食べものから学ぶ世界史　人も自然も壊さない
経済とは?

岩波ジュニア新書 平賀／緑∥著 岩波書店

商業美術
あるあるデザイン　言葉で覚えて誰でもできる
レイアウトフレーズ集

ｉｎｇｅｃｔａｒ‐ｅ∥著
エムディエヌコーポレー
ション

マーケティン
グ

400年前なのに最先端!江戸式マーケ 川上／徹也∥著 文藝春秋

レオナルド・
ダ・ヴィンチ

ダ・ヴィンチ、501年目の旅 インターナショナル新書 布施／英利∥著 集英社インターナショナル

伊藤/若冲 伊藤若冲 ちくまプリマー新書 辻／惟雄∥著 筑摩書房

新着図書紹介 ８月号



漫画
完全版ピーナッツ全集　1　スヌーピー1950～
1952

チャールズ・Ｍ・シュルツ∥著 河出書房新社

漫画
完全版ピーナッツ全集　9　スヌーピー1967～
1968

チャールズ・Ｍ・シュルツ∥著 河出書房新社

漫画
完全版ピーナッツ全集　10　スヌーピー1969
～1970

チャールズ・Ｍ・シュルツ∥著 河出書房新社

漫画
完全版ピーナッツ全集　21　スヌーピー1991
～1992

チャールズ・Ｍ・シュルツ∥著 河出書房新社

絵本 内なる町から来た話 ショーン・タン∥著 河出書房新社

赤羽/末吉 赤羽末吉　絵本への一本道 コロナ・ブックス コロナ・ブックス編集部∥編 平凡社

音楽家
歴代作曲家ギャラ比べ　ビジネスでたどる西洋
音楽史

山根／悟郎∥著 学研プラス

歌舞伎 歌舞伎
知っておきたい日本の古典
芸能

瀧口／雅仁∥編著 丸善出版

スタジアム-歴
史

五輪スタジアム　「祭りの後」に何が残るのか 集英社新書 岡田／功∥著 集英社

外国語-研究・
指導

音読で外国語が話せるようになる科学　科学的
に正しい音読トレーニングの理論と実践

サイエンス・アイ新書 門田／修平∥著 SBクリエイティブ

恋愛 恋って何ですか?　27人がすすめる恋と愛の本 14歳の世渡り術 河出書房新社∥編 河出書房新社

日本文学-歴史
-近代

感染症文学論序説　文豪たちはいかに書いたか 石井／正己∥著 河出書房新社

日本-小説 教室に並んだ背表紙 相沢／沙呼∥著 集英社

日本-小説 小説サイダーのように言葉が湧き上がる 角川文庫 イシグロ／キョウヘイ∥〔著〕 KADOKAWA

日本-小説 七月に流れる花/八月は冷たい城 講談社文庫 恩田／陸∥〔著〕 講談社

日本-小説 交換ウソ日記 スターツ出版文庫 櫻／いいよ∥著 スターツ出版

日本-小説 星落ちて、なお 澤田／瞳子∥著 文藝春秋

日本-小説 リボルバー 原田／マハ∥著 幻冬舎

日本-小説 竜とそばかすの姫 角川文庫 細田／守∥〔著〕 KADOKAWA

日本-小説 風の歌を聴け 講談社文庫 村上／春樹∥〔著〕 講談社

日本-小説
神保町・喫茶ソウセキ文豪カレーの謎解きレシ
ピ

宝島社文庫 柳瀬／みちる∥著 宝島社

日本-小説 彼岸花が咲く島 李／琴峰∥著 文藝春秋

日本小説-小説
集

超短編!大どんでん返し 小学館文庫 小学館文庫編集部∥編 小学館

英米文学 スタイルズ荘の怪事件 創元推理文庫 アガサ・クリスティ∥著 東京創元社

新聞 福井新聞縮刷版2021　令和3年6月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

【SSH寄贈分】

人工知能 AIの倫理学 Ｍ．クーケルバーク∥〔著〕 丸善出版

人工知能 はじめてのAI
やさしく知りたい先端科学
シリーズ

土屋／誠司∥著 創元社

プログラマー(コ
ンピュータ)

プログラマーの一日 暮らしを支える仕事見る知るシリーズ:10代
の君の「知りたい」に答えます

ＷＩＬＬこども知育研究所∥編
著

保育社

プログラミング
(コンピュータ)

ひと目でわかるプログラミングのしくみとはた
らき図鑑

イラスト授業シリーズ 渡邉／昌宏∥日本語版監修 創元社

地理学 イラストで学ぶ地理と地球科学の図鑑 柴山／元彦∥日本語版監修 創元社

科学 科学の最前線を切りひらく! ちくまプリマー新書 川端／裕人∥著 筑摩書房

科学技術
新しい科学論、いま必要な三つの視点 科学とは
なにか

ブルーバックス 佐倉／統∥著 講談社

科学 世界を変えた知っておくべき100人の発見
インフォグラフィックスで
学ぶ楽しいサイエンス

アビゲイル・ウィートリー∥文 小学館

科学
イラストでわかる科学の教養365　1日1ページ
で身につく

千葉／和義∥監修 SBクリエイティブ

物理学-歴史 絵でわかる物理学の歴史 絵でわかるシリーズ 並木／雅俊∥著 講談社

元素 マンガと図鑑でおもしろい!わかる元素の本 うえたに夫婦∥著 大和書房

炭素
交響曲第6番「炭素物語」　地球と生命の進化を
導く元素

ロバート・Ｍ・ヘイゼン∥著 化学同人

地球科学 地球科学入門　カラー図解 平／朝彦∥著 講談社

地球温暖化
「気候正義」の声を上げ始めた若者たち 13歳
からの環境問題

志葉／玲∥著 かもがわ出版

生物学 生命を究める スタディサプリ三賢人の学問探究ノート:今を
生きる学問の最前線読本 福岡／伸一∥〔著〕 ポプラ社



DNA 遺伝子・DNAのすべて 夏／緑∥著 童心社

植物生理学
植物のすさまじい生存競争　巧妙な仕組みと工
夫で生き残る

SBビジュアル新書 田中／修∥著 SBクリエイティブ

運動(動物)
空飛ぶヘビとアメンボロボット　動物たちのス
ゴ技から生まれたテクノロジー

デイヴィッド・フー∥著 化学同人

昆虫 昆虫のとんでもない世界 別冊太陽 丸山／宗利∥監修 平凡社

爬虫類-日本-
図鑑

フィールドワーク・採集・飼育・撮影に役立つ
日本の爬虫類・両生類野外観察図鑑

川添／宣広∥写真・文 誠文堂新光社

鳥-図鑑 羽根識別マニュアル BIRDER SPECIAL 藤井／幹∥著 文一総合出版

寄生虫
寄生虫のはなし　この素晴らしき,虫だらけの世
界

永宗／喜三郎∥編 朝倉書店

感染症
パンデミック　世界に広がる恐るべき50の感染
症

ＰＥＴＥＲ　ＭＯＯＲＥ∥〔著〕丸善出版

感染症
みんなに話したくなる感染症のはなし　14歳か
らのウイルス・細菌・免疫入門

14歳の世渡り術 仲野／徹∥著 河出書房新社

環境問題
ひと目でわかる地球環境のしくみとはたらき図
鑑

イラスト授業シリーズ トニー・ジュニパー∥著 創元社


