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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

情報と社会
AIの時代を生きる　未来をデザインする創造力
と共感力

岩波ジュニア新書 美馬／のゆり∥著 岩波書店

図書館－辞典 図書館用語集
日本図書館協会用語委員会∥編
集

日本図書館協会

新聞
朝日新聞縮刷版2021　令和3年9月号　№
1203

朝日新聞社∥編 朝日新聞社

人生訓-青年 10代のための人間学 森／信三∥著 致知出版社

弁護士 弁護士になるには なるにはBOOKS 飯島／一孝∥著 ぺりかん社

コンピュータ
Chromebook仕事術　最速で業務に生かす基本
+活用ワザ

できるビジネス インサイトイメージ∥著 インプレス

林業－日本 森の日本史 岩波ジュニア新書 黒瀧／秀久∥著 岩波書店

新聞 福井新聞縮刷版2021　令和3年9月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

【10/22　図書委員選定本】

人工知能
教養としてのAI講義　ビジネスパーソンも知っ
ておくべき「人工知能」の基礎知識

メラニー・ミッチェル∥著 日経BP

ﾚﾌｧﾚﾝｽﾜｰｸ 覚え違いタイトル集 100万回死んだねこ 福井県立図書館∥編著 講談社

心霊研究 時間と空間を操る「量子力学的」習慣術 村松／大輔∥著 サンマーク出版

真宗-教義
親鸞がヤクザ事務所に乗り込んで「悪人正機」
を説いたら

向谷／匡史∥著 ベストセラーズ

百年戦争(1339
～1453)

百年戦争　中世ヨーロッパ最後の戦い 中公新書 佐藤／猛∥著 中央公論新社

食生活-日本-
歴史

歴飯ヒストリア 加来／耕三∥監修 つちや書店

戦国時代(日本)-
伝記

戦国武将の実力　111人の通信簿 中公新書 小和田／哲男∥著 中央公論新社

南部/陽一郎
早すぎた男南部陽一郎物語　時代は彼に追いつ
いたか

ブルーバックス 中嶋／彰∥著 講談社

福岡県-地誌 福岡のトリセツ　地図で読み解く初耳秘話 昭文社

長崎県-地誌 長崎のトリセツ 地図で読み解く初耳秘話 昭文社

住宅問題-日本 不動産大異変　「在宅時代」の住まいと生き方 ポプラ新書 太田垣／章子∥著 ポプラ社

児童養護施設 児童養護施設の子どもたち 大久保／真紀∥著 高文研

日本-教育
学校ってなんだ!　日本の教育はなぜ息苦しいの
か

講談社現代新書 工藤／勇一∥著 講談社

入学試験-大学 大学受験教育系YouTuberデータブック 小林／尚∥監修 スタディカンパニー

一般教養
とがったリーダーを育てる　東工大「リベラル
アーツ教育」10年の軌跡

中公新書ラクレ 池上／彰∥著 中央公論新社

定理(数学) 定理のつくりかた 竹山／美宏∥著 森北出版

古生物学
カラー図解古生物たちのふしぎな世界　繁栄と
絶滅の古生代3億年史

ブルーバックス 土屋／健∥著 講談社

死亡原因 とんでもない死に方の科学 河出文庫 コーディー・キャシディー∥著 河出書房新社

新型コロナウ
イルス感染症

コロナの世界を照らす50のやさしい物語 片野／優∥著 宝島社

寺院建築-東京
都

東京いちどは訪れたいお寺の名建築 大浦／春堂∥文 エクスナレッジ

電気回路 図解でわかるはじめての電気回路 大熊／康弘∥著 技術評論社

ﾋﾓ 刺しゅう糸でつくるミサンガ図鑑 日本ヴォーグ社

農村生活-日本
「孤独」という生き方　「ありのままの自分」
でいることのできる、自分だけの居場所を求め
て

光文社新書 織田／淳太郎∥著 光文社

日本-農業
農業フロンティア　越境するネクストファー
マーズ

文春新書 川内／イオ∥著 文藝春秋

切抜絵 季節の草花と動物の切り絵 松原／真紀∥著 文化学園文化出版局

落語 落語家のもの覚え ちくま文庫 立川／談四楼∥著 筑摩書房

内村/光良 内村光良リーダー論　チームが自ずと動き出す 朝日新書 畑中／翔太∥著 朝日新聞出版

日本-小説 invert　城塚翡翠倒叙集 相沢／沙呼∥著 講談社

日本-小説
むかしむかしあるところに、やっぱり死体があ
りました。

青柳／碧人∥著 双葉社

日本-小説 六人の噓つきな大学生 浅倉／秋成∥著 KADOKAWA

新着図書紹介 １１月号



日本-小説 不審者 集英社文庫 伊岡／瞬∥著 集英社

日本-小説 ペッパーズ・ゴースト 伊坂／幸太郎∥著 朝日新聞出版

日本-小説 今夜、ロマンス劇場で 集英社文庫 宇山／佳佑∥著 集英社

日本-小説 真夜中乙女戦争 Ｆ∥著 KADOKAWA

日本-小説 さよならも言えないうちに 川口／俊和∥著 サンマーク出版

日本-小説 日本沈没　上・下 小学館文庫 小松／左京∥著 小学館

日本-小説 だから僕は君をさらう 双葉文庫 斎藤／千輪∥著 双葉社

日本-小説 置き去りのふたり 小学館文庫 砂川／雨路∥著 小学館

日本-小説 ショートショート列車 光文社文庫 田丸／雅智∥著 光文社

日本-小説 残像に口紅を 中公文庫 筒井／康隆∥著 中央公論社

日本-小説 20歳(はたち)のソウル 幻冬舎文庫 中井／由梨子∥〔著〕 幻冬舎

日本-小説 大正浪漫　YOASOBI『大正浪漫』原作小説 ＮＡＴＳＵＭＩ∥著 双葉社

日本-小説 東尋坊マジック 実業之日本社文庫 二階堂／黎人∥著 実業之日本社

日本-小説 叙述トリック短編集 講談社タイガ 似鳥／鶏∥著 講談社

日本-小説 時給三〇〇円の死神 双葉文庫 藤まる∥著 双葉社

日本-小説 女王さまの夜食カフェ マカン・マラン 古内／一絵∥著 中央公論新社

日本-小説 マカン・マラン　二十三時の夜食カフェ 古内／一絵∥著 中央公論新社

日本-小説 大変、申し訳ありませんでした 講談社タイガ 保坂／祐希∥著 講談社

日本-小説 恋恋蓮歩の演習　A sea of deceits 講談社文庫 森／博嗣∥〔著〕 講談社

日本-小説 魔剣天翔　Cockpit on knife edge 講談社文庫 森／博嗣∥〔著〕 講談社

日本-小説 六人の超音波科学者 講談社文庫 森／博嗣∥〔著〕 講談社

日本-小説 捩れ屋敷の利鈍 講談社文庫 森／博嗣∥〔著〕 講談社

日本-小説 月は幽咽のデバイス 講談社文庫 森／博嗣∥〔著〕 講談社

日本-小説 人形式モナリザ 講談社文庫 森／博嗣∥〔著〕 講談社

日本-小説 夢・出逢い・魔性　You may die in my show 講談社文庫 森／博嗣∥〔著〕 講談社

日本-ｴｯｾｲ 針と糸 小川／糸∥著 毎日新聞出版

朝鮮文学-小説 アーモンド ソン／ウォンピョン∥著 祥伝社

今月号は、図書委員さんによる選定本がたくさん入っています。♫

夜も長くなりました。🌉

ここらでじっくりと「家読（うちどく）」なんていかがでしょう(*^▽^*)


