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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

情報活動 情報生産者になる ちくま新書 上野／千鶴子∥著 筑摩書房

学校図書館
学校図書館をハックする　学びのハブになるための10の
方法

クリスティーナ・Ａ．ホルズワ
イス∥〔著〕

新評論

百科事典 現代用語の基礎知識 2022 ことばをちからに 自由国民社

新聞
朝日新聞縮刷版2021　令和3年10月号　№1204
朝日新聞縮刷版2021　令和3年11月号　№1205

朝日新聞社∥編 朝日新聞社

寄贈 心身関係 エピステミック劇場の観客　意識の宿るところ 八木／厚夫∥著 東京図書出版

寄贈
日本思想-歴史
-江戸時代

江戸の学びと思想家たち 岩波新書 新赤版 辻本／雅史∥著 岩波書店

倫理学
人生のトリセツ　人間とは何か 心はどこにあるか 
何のために生きるのか

小浜／逸郎∥著 徳間書店

人生訓 僕が考える投資について 松浦／弥太郎∥著 祥伝社

人生訓-青年 殻を破るためのヒント 自分を変えたい 岩波ジュニア新書 宮武／久佳∥著 岩波書店

寄贈 最澄 最澄と徳一　仏教史上最大の対決 岩波新書 新赤版 師／茂樹∥著 岩波書店

西洋史 ヨーロッパ史入門　原形から近代への胎動 岩波ジュニア新書 池上／俊一∥著 岩波書店

時事評論 文藝春秋オピニオン2022年の論点100 文春ムック 文藝春秋

時事評論
他者の靴を履く　アナーキック・エンパシーのすす
め

ブレイディみかこ∥著 文藝春秋

冤罪-日本-歴
史-1945～

違法捜査と冤罪　捜査官!その行為は違法です。 木谷／明∥著 日本評論社

寄贈 裁判員制度 裁判員裁判の現在　その10年の成果と課題 葛野／尋之∥編集 現代人文社

持続可能な開
発

世界でいちばん素敵なSDGsの教室 小林／亮∥監修 三才ブックス

銀行経営 金融サービスの未来　社会的責任を問う 岩波新書 新赤版 新保／恵志∥著 岩波書店

日本-統計 データでみる県勢2022 矢野恒太記念会∥編集 矢野恒太記念会

ﾏｽ･ﾒﾃﾞｨｱ 生き抜くためのメディア読解 小林／真大∥著 笠間書院

ﾊﾟｰｿﾅﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ

人は話し方が9割　1分で人を動かし、100%好か
れる話し方のコツ

永松／茂久∥著 すばる舎

家族
21世紀家族へ　家族の戦後体制の見かた・超えか
た

有斐閣選書 落合／恵美子∥著 有斐閣

ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ
わたしらしく、LGBTQ　3　トランスジェン
ダーってなに?

ロバート・ロディ∥著 大月書店

うつ病
わたしらしく、LGBTQ　4　心とからだを大切に
しよう

ロバート・ロディ∥著 大月書店

寄贈 身体障害者福祉
〈弱さ〉を〈強み〉に  突然複数の障がいをもった
僕ができること

岩波新書 新赤版 天畠／大輔∥著 岩波書店

社会的養護
親を頼らないで生きるヒント　家族のことで悩んで
いるあなたへ

岩波ジュニア新書 コイケ／ジュンコ∥著 岩波書店

入学試験-大学 社会福祉学部　中高生のための学部選びガイド なるにはBOOKS 元木／裕∥著 ぺりかん社

寄贈 食生活-日本 47都道府県・発酵文化百科 北本／勝ひこ∥著 丸善出版

科学-便覧 理科年表　第95冊(令和4年) 国立天文台∥編 丸善出版

科学
数理の窓から世界を読みとく　素数・AI・生物・宇
宙をつなぐ

岩波ジュニア新書 初田／哲男∥編著 岩波書店

理科
教養としての東大理科の入試問題　PHYSICS 
CHEMISTRY BIOLOGY EARTH SCIENCE

竹田／淳一郎∥著 ベレ出版

恐竜 福井恐竜学 福井県立大学ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ
福井県立大学恐竜学研究所∥編
著

福井県立大学

寄贈 細菌学-歴史 菌　病原体を根絶せよ。 ムハンマド・Ｈ・ザマン∥著 ニュートンプレス

救急看護
フライトナースの秘密　ドクターヘリで出動する救
急看護師の仕事

菱沼／秀一∥著 彩流社

衛生学 健康生活科学 福井県立大学ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ
福井県立大学大学院看護福祉学
研究科∥編著

福井県立大学

寄贈 食品
食品のコクとは何か　おいしさを引き出すコクの科
学

西村／敏英∥編 恒星社厚生閣

栄養
佐々木敏の栄養データはこう読む!　疫学研究から読
み解くぶれない食べ方

佐々木／敏∥著 女子栄養大学出版部

寄贈
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感
染症

新型コロナと向き合う　「かかりつけ医」からの提
言

岩波新書 新赤版 横倉／義武∥著 岩波書店

寄贈 ﾛﾎﾞｯﾄ ロボットと人間　人とは何か 岩波新書 新赤版 石黒／浩∥著 岩波書店

石鹸
季節を愉しむ手づくり石けん　はじめてでも簡単!お
うちでできる小さくてかわいいナチュラルソープ

うた∥著 秀和システム

寄贈 食品工業-歴史 視覚化する味覚　食を彩る資本主義 岩波新書 新赤版 久野／愛∥著 岩波書店

新着図書紹介 1月号



寄贈 発酵食品 最終結論「発酵食品」の奇跡 小泉／武夫∥著 文藝春秋

ﾃｰﾌﾞﾙﾏﾅｰ 教養としての食べ方　おとなの清潔感をつくる 松井／千恵美∥著 サンマーク出版

寄贈 雑草 雑草害　誰も気づいていない身近な環境問題 幻冬舎ルネッサンス新書 小笠原／勝∥著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

世界遺産 誰も知らないとっておきの世界遺産ベスト100 SB新書 小林／克己∥著 SBクリエイティブ

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

谷口ジローコレクション 関川／夏央∥著 双葉社

漫画 秋の舞姫　凛冽たり近代なお生彩あり明治人 谷口ジローコレクション 関川／夏央∥著 双葉社

漫画 眠れぬ夜はケーキを焼いて 2 午後∥著 KADOKAWA

王/鐸 王鐸字典 〔王／鐸∥書〕 二玄社

王/羲之 王羲之書法字典 杭迫／柏樹∥編 二玄社

書道-辞典 北魏楷書字典 梅原／清山∥編 二玄社

書道-辞典 明清行草字典 古谷／蒼韻∥編 二玄社

アニメーショ
ン-日本

アニメ業界で働く なるにはBOOKS 小杉／眞紀∥著 ぺりかん社

寄贈
スポーツ-アジ
ア(東部)-歴史
-20世紀

スポーツからみる東アジア史　分断と連帯の20世
紀

岩波新書 新赤版 高嶋／航∥著 岩波書店

スポーツ傷害 選手の競技復帰に役立つスポーツ傷害ハンドブック 神﨑／浩二∥監修 マイナビ出版

日本語 うつりゆく日本語をよむ　ことばが壊れる前に 岩波新書 新赤版 今野／真二∥著 岩波書店

日本語教育 日本語教師になるには なるにはBOOKS 益田／美樹∥著 ぺりかん社

論文作法
文章が苦手でも「受かる小論文」の書き方を教えて
ください。

今道／琢也∥著 朝日新聞出版

日本文学－作家 文豪春秋 ドリヤス工場∥著 文藝春秋

寄贈
日本小説-歴史
-1945～-書
目-解題

企業と経済を読み解く小説50 岩波新書 新赤版 佐高／信∥著 岩波書店

和歌-評釈 和歌文学大系 5 古今和歌集 久保田／淳∥監修 明治書院

日本-小説 赤と青とエスキース 青山／美智子∥著 PHP研究所

日本-小説 民王　シベリアの陰謀 池井戸／潤∥著 KADOKAWA

日本-小説 スモールワールズ 一穂／ミチ∥著 講談社

日本-小説 木洩れ日に泳ぐ魚 文春文庫 恩田／陸∥著 文藝春秋

日本-小説 歴史はバーで作られる 双葉文庫 鯨／統一郎∥著 双葉社

日本-小説 透明な夜の香り 千早／茜∥著 集英社

日本-小説 闇祓 辻村／深月∥著 KADOKAWA

日本-小説 本心 平野／啓一郎∥著 文藝春秋

日本-小説 山亭ミアキス 古内／一絵∥著 KADOKAWA

日本-小説 畏れ入谷の彼女の柘榴 舞城／王太郎∥著 講談社

日本-小説 しろいろの街の、その骨の体温の 朝日文庫 村田／沙耶香∥著 朝日新聞出版

日本-小説 満月珈琲店の星詠み〔3〕 ライオンズゲートの奇跡 文春文庫 望月／麻衣∥著 文藝春秋

日本-小説 ミカエルの鼓動 柚月／裕子∥著 文藝春秋

日本小説-小説
集

鬼 ちくま文庫 東／雅夫∥編 筑摩書房

日本-ｴｯｾｲ 悲しみの秘義 文春文庫 若松／英輔∥著 文藝春秋

双極性障害 知性は死なない　平成の鬱をこえて 文春文庫 與那覇／潤∥著 文藝春秋

中国文学 新釈漢文大系 詩人編8 韓愈・柳宗元 明治書院

不思議の国の
アリス

図説不思議の国のアリス ふくろうの本 桑原／茂夫∥著 河出書房新社

英米文学-小説
-18-19世紀

ジキルとハイド 新潮文庫 ロバート・Ｌ・スティーヴンソン∥〔著〕新潮社

ポルトガル文
学-小説

アルケミスト　夢を旅した少年 角川文庫ソフィア パウロ・コエーリョ∥〔著〕 角川書店

郷土 新聞
福井新聞縮刷版2021　令和3年10月号
福井新聞縮刷版2021　令和3年11月号

福井新聞社∥編 福井新聞社


