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情報化社会-日
本

デジタル・ファシズム　日本の資産と主権が消
える

NHK出版新書 堤／未果∥著 NHK出版

雑著 その話、諸説あります。
ナショナルジオグラフィック∥
編

日経ナショナルジオグラ
フィック社

新聞
朝日新聞縮刷版2021　令和3年7月号　№
1201

朝日新聞社∥編 朝日新聞社

哲学と宗教 死者と霊性　近代を問い直す 岩波新書 新赤版 末木／文美士∥編 岩波書店

論理学 論理トレーニング 哲学教科書シリーズ 野矢／茂樹∥著 産業図書

思考
究極の思考実験　選択を迫られたとき、思考は
深まる。

北村／良子∥著 ワニブックス

思考
進化思考　生き残るコンセプトをつくる「変異
と適応」

太刀川／英輔∥著 海士の風

思考
東大生が書いた問題を解く力を鍛えるケース問
題ノート

東大ケーススタディ研究会∥著 東洋経済新報社

怒り
あなたのまわりの怒っている人図鑑　事例に学
ぶアンガーマネジメント

安藤／俊介∥著 飛鳥新社

友情
友だちってなんだろう?　ひとりになる勇気、人
とつながる力

齋藤／孝∥著 誠文堂新光社

人生訓-青年 みんなに好かれなくていい 小学館YouthBooks 和田／秀樹∥著 小学館

ユーゴスラビ
ア-歴史

ユーゴスラヴィア現代史 岩波新書 新赤版 柴／宜弘∥著 岩波書店

中村/哲(1946-
2019)

武器ではなく命の水をおくりたい　中村哲医師
の生き方

宮田／律∥著 平凡社

松平/慶永
越前福井藩主松平春嶽　明治維新を目指した徳
川一門

平凡社新書 安藤／優一郎∥著 平凡社

ネルソン・マ
ンデラ

ネルソン・マンデラ　分断を超える現実主義者 岩波新書 新赤版 堀内／隆行∥著 岩波書店

社会科学 無理ゲー社会 小学館新書 橘／玲∥著 小学館

社会科学 楽観論 新潮新書 古市／憲寿∥著 新潮社

日本-外国関係-大
韓民国-歴史

日韓関係史 岩波新書 新赤版 木宮／正史∥著 岩波書店

経済 経済用語図鑑 花岡／幸子∥著 WAVE出版

問題解決
地頭力を鍛える　問題解決に活かす「フェルミ
推定」

細谷／功∥著 東洋経済新報社

異文化間コミュニ
ケーション

異文化コミュニケーション学 岩波新書 新赤版 鳥飼／玖美子∥著 岩波書店

技術革新と労
働問題

文系AI人材になる　統計・プログラム知識は不
要

野口／竜司∥著 東洋経済新報社

東日本大震災
(2011)

大切な人は今もそこにいる　ひびきあう賢治と
東日本大震災

千葉／望∥著 理論社

入学試験-大学 農学部　中高生のための学部選びガイド なるにはBOOKS 佐藤／成美∥著 ぺりかん社

包装 封筒ギフトスタイル 森／珠美∥著 日東書院本社

科学 ヘンな科学　“イグノーベル賞”研究40講 五十嵐／杏南∥著 総合法令出版

推計学
現役東大生が書いた地頭を鍛えるフェルミ推定
ノート　「6パターン、5ステップ」でどんな難
問もスラスラ解ける!

東大ケーススタディ研究会∥著 東洋経済新報社

月 月 ちいさな手のひら事典
ブリジット・ビュラール＝コル
ドー∥著

グラフィック社

宇宙生物学
生き物がいるかもしれない星の図鑑　太陽系や
系外惑星、億兆の中に生命はあるか

サイエンス・アイ新書 荒舩／良孝∥著 SBクリエイティブ

睡眠 毎日しっかり眠って成績を伸ばす合格睡眠 江戸川大学睡眠研究所∥編 学研プラス

法医学 法医学者の使命　「人の死を生かす」ために 岩波新書 新赤版 吉田／謙一∥著 岩波書店

薬用植物-日本
-図鑑

散歩で見つける薬草図鑑　見分け方・使い方が
よくわかる

指田／豊∥監修 家の光協会

汚染 プラスチック汚染とは何か 岩波ブックレット 枝廣／淳子∥著 岩波書店

ウェブデザイ
ン

1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザ
イン入門講座

Ｍａｎａ∥著 SBクリエイティブ

洋菓子 世界一美しい透明スイーツレシピ ｔｏｍｅｉ∥著 KADOKAWA

洋菓子 不思議なお菓子レシピサイエンススイーツ 太田／さちか∥〔著〕 マイルスタッフ

菓子-大韓民国 はじめまして韓国カフェスイーツ 福本／美樹∥著 家の光協会

アイスクリー
ム

バットや保存袋で作れるアイスクリーム&アイス
ケーキ

若山／曜子∥著 マイナビ出版

絵本 旅の絵本〔1〕 安野／光雅∥〔著〕 福音館書店

絵本 蚤の市 安野／光雅∥作 童話屋

新着図書紹介 9月号



人形浄瑠璃 冥途の飛脚 人形浄瑠璃文楽名演集 NHKｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ

運動医学
アスリートのための解剖学　トレーニングの効
果を最大化する身体の科学

大山卞／圭悟∥著 草思社

オリンピック
競技

オリンピックという名の虚構　政治・教育・
ジェンダーの視点から

ヘレン・ジェファーソン・レン
スキー∥著

晃洋書房

パズル すこしずるいパズル たつなみ∥著 アリス館

国語科 国語をめぐる冒険 岩波ジュニア新書 渡部／泰明∥著 岩波書店

日本語-語彙 雨を、読む。 佐々木／まなび∥著 芸術新聞社

英語-会話 日本のことを1分間英語で話してみる 広瀬／直子∥著 KADOKAWA

日本文学-歴史
-古代

古典の裏　「知ってるつもり」の有名古典「み
んな知らない」ウラ話

松村／瞳∥著 笠間書院

万葉集 万葉集に出会う 岩波新書 新赤版 大谷／雅夫∥著 岩波書店

大岡/信 大岡信　架橋する詩人 岩波新書 新赤版 大井／浩一∥著 岩波書店

日本-小説 貝に続く場所にて 石沢／麻依∥著 講談社

日本-小説 兇人邸の殺人 今村／昌弘∥著 東京創元社

日本-小説 変な家 雨穴∥著 飛鳥新社

日本-小説 テスカトリポカ 佐藤／究∥著 KADOKAWA

日本-小説 世界とキレル 佐藤／まどか∥著 あすなろ書房

日本-小説 硝子の塔の殺人 知念／実希人∥著 実業之日本社

日本-小説 新謎解きはディナーのあとで 東川／篤哉∥著 小学館

日本-小説 透明な螺旋 東野／圭吾∥著 文藝春秋

日本-小説 千歳くんはラムネ瓶のなか　2～６ ガガガ文庫 裕夢∥〔著〕 小学館

日本-小説 零から0へ まはら／三桃∥著 ポプラ社

紫式部 人生はあはれなり…紫式部日記 小迎／裕美子∥著 KADOKAWA

太平洋戦争
(1941～1945)

秋 かこ／さとし∥文・絵 講談社

英米文学 きみのいた森で ピート・ハウトマン∥作 評論社

ﾌﾗﾝｽ文学 ペスト カミュ∥作 岩波書店

新聞(DVD) 福井新聞縮刷版2021　令和3年7月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

【SSH寄贈分】

物理化学 アトキンス物理化学　上・下 Ｐｅｔｅｒ　Ａｔｋｉｎｓ∥著 東京化学同人

有機化学 ボルハルト・ショアー現代有機化学　上・下 ボルハルト∥〔著〕 化学同人

微生物 京大式へんな生き物の授業 朝日新書 神川／龍馬∥著 朝日新聞出版

ｶﾋﾞ カビの取扱説明書 浜田／信夫∥著 KADOKAWA

トランジス
ター回路

定本トランジスタ回路の設計　増幅回路技術を
実験を通してやさしく解析

鈴木／雅臣∥著 CQ出版

トランジス
ター回路

定本トランジスタ回路の設計　続 鈴木／雅臣∥著 CQ出版


