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藤島高校図書館

【教育図書贈呈事業寄贈分】

分野 書名 叢書名等 著者名 出版社名

哲学-歴史 世界がわかる比較思想史入門 ちくま新書 中村／隆文∥著 筑摩書房

心理学-歴史 流れを読む心理学史　世界と日本の心理学 有斐閣アルマ サトウ／タツヤ∥著 有斐閣

心理学-研究法 心理学論文の読み方　学問の世界を旅する 有斐閣アルマ 都筑／学∥著 有斐閣

社会道徳 社会倫理学講義 有斐閣アルマ 稲葉／振一郎∥著 有斐閣

歴史学 歴史学の思考法　東大連続講義
東京大学教養学部歴史学部会∥
編

岩波書店

戦争 池上彰の君と考える戦争のない未来 池上／彰∥著 理論社

法律-日本 ライフステージと法 有斐閣アルマ 副田／隆重∥著 有斐閣

憲法-日本 憲法1 有斐閣アルマ 渋谷／秀樹∥著 有斐閣

憲法-日本 憲法2 有斐閣アルマ 渋谷／秀樹∥著 有斐閣

行政法 はじめての行政法 有斐閣アルマ 石川／敏行∥著 有斐閣

民事法 民事法入門 有斐閣アルマ 野村／豊弘∥著 有斐閣

民法-総則 民法　総則・物権 有斐閣アルマ 山野目／章夫∥著 有斐閣

親族法 民法　親族・相続 有斐閣アルマ 松川／正毅∥著 有斐閣

商法 現代商法入門 有斐閣アルマ 近藤／光男∥編 有斐閣

刑事訴訟法 刑事訴訟法 有斐閣アルマ 田中／開∥著 有斐閣

経済-歴史 グローバル経済の歴史 有斐閣アルマ 河崎／信樹∥著 有斐閣

中国－経済 現代中国経済 有斐閣アルマ 丸川／知雄∥著 右文書院

ヨーロッパ-経
済

現代ヨーロッパ経済 有斐閣アルマ 田中／素香∥著 有斐閣

経営情報 現代経営情報論 有斐閣アルマ 遠山／曉∥著 有斐閣

国際金融 新・国際金融のしくみ 有斐閣アルマ 西村／陽造∥著 有斐閣

租税法-日本 租税法 有斐閣アルマ 岡村／忠生∥著 有斐閣

環境社会学 環境社会学入門　持続可能な未来をつくる ちくま新書 長谷川／公一∥著 筑摩書房

社会保障-日本 はじめての社会保障　福祉を学ぶ人へ 有斐閣アルマ 椋野／美智子∥著 有斐閣

労働法－日本 ベーシック労働法 有斐閣アルマ 浜村／彰∥著 有斐閣

女性学 女性学・男性学　ジェンダー論入門 有斐閣アルマ 伊藤／公雄ほか∥著 有斐閣

社会福祉 社会福祉政策　原理と展開 有斐閣アルマ 坂田／周一∥著 有斐閣

教育学 やさしい教育原理 有斐閣アルマ 田嶋／一∥著 有斐閣

文化人類学 文化人類学のエッセンス　世界をみる/変える 有斐閣アルマ 春日／直樹∥編 有斐閣

知的財産権-日
本

知的財産法 有斐閣アルマ 角田／政芳∥著 有斐閣

流通
ベーシック流通と商業　現実から学ぶ理論と仕
組み

有斐閣アルマ 原田／英生∥著 有斐閣

日本文学研究
文学研究の窓をあける　物語・説話・軍記・和
歌

石井／正己∥編 笠間書院

【学校図書館図書整備協会選定分】

人工知能
生命知能と人工知能　AI時代の脳の使い方・育
て方

高橋／宏知∥著 講談社

哲学 哲学で抵抗する 集英社新書 高桑／和巳∥著 集英社

人生訓-青少年
悩んでなんぼの青春よ　頭がいいとはどういう
こと?

ちくまQブックス 森／毅∥著 筑摩書房

人生訓-女性 やわらかい知性 河出新書 坂東／眞理子∥著 河出書房新社

世界史 漫画サピエンス全史　文明の正体編
ユヴァル・ノア・ハラリ∥原
案・脚本

河出書房新社

政治運動-ロシ
ア

ナワリヌイ　プーチンがもっとも恐れる男の真
実

ヤン・マッティ・ドルバウム∥
著

NHK出版

世界地図 最新基本地図 2022 世界・日本 帝国書院∥著 帝国書院

新着図書紹介 ８月号



インド-紀行 JK、インドで常識ぶっ壊される 熊谷／はるか∥著 河出書房新社

中国
池上彰の世界の見方　中国　巨龍に振り回され
る世界

池上／彰∥著 小学館

日本-法令 模範六法　2022 判例六法編修委員会∥編 三省堂

夫婦別姓 夫婦別姓　家族と多様性の各国事情 ちくま新書 栗田／路子∥著 筑摩書房

持続可能な開
発

あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」
習慣

原／貫太∥著 KADOKAWA

社会的差別-日
本-歴史

差別の日本史 塩見／鮮一郎∥著 河出書房新社

ジェンダー-日
本-歴史

性差(ジェンダー)の日本史　新書版 インターナショナル新書 国立歴史民俗博物館∥監修 集英社インターナショナル

超越数
世界は「e」でできている　オイラーが見出した
神出鬼没の超越数

ブルーバックス 金／重明∥著 講談社

時間・空間
時短・効率化の前に今さら聞けない時間の超基
本　ビジュアル版

二間瀬／敏史∥監修 朝日新聞出版

宇宙 JAXAの先生!宇宙のきほんを教えてください! ポプラ新書 中谷／一郎∥著 ポプラ社

地形-日本 教養としての「日本列島の地形と地質」 橋本／純∥著 PHP研究所

形態学
いきもののカタチ　続　波紋と螺旋とフィボ
ナッチ

近藤／滋∥著 学研プラス

糞便
うんち学入門　生き物にとって「排泄物」とは
何か

ブルーバックス 増田／隆一∥著 講談社

医療-歴史
図解医療の世界史　データとイメージで読み解
く

久繁／哲徳∥著 丸善出版

呼吸 呼吸の科学　いのちを支える驚きのメカニズム ブルーバックス 石田／浩司∥著 講談社

精神医学 はじめての精神医学 ちくまプリマー新書 村井／俊哉∥著 筑摩書房

統合失調症 10代から知っておきたい統合失調症 はじめて学ぶ精神疾患 水野／雅文∥監修 保育社

うつ病 10代から知っておきたいうつ病 はじめて学ぶ精神疾患 仁王／進太郎∥監修 保育社

環境経済学 環境経済学　『沈黙の春』から気候変動まで スティーヴン・スミス∥著 白水社

環境問題 図説人新世　環境破壊と気候変動の人類史 ギスリ・パルソン∥著 東京書籍

食物
FOOD ANATOMY食の解剖図鑑　世界の「食
べる」をのぞいてみよう

ジュリア・ロスマン∥文・絵 大和書房

彫刻-歴史 彫刻の歴史　先史時代から現代まで アントニー・ゴームリー∥著 東京書籍

鉛筆画-技法
超絶リアルな色鉛筆画のテクニック　まるで本
物みたいな絵が描ける!

ここまる∥著 誠文堂新光社

ピーナッツ(漫
画)

ピーナッツ大図鑑　スヌーピーとチャーリー・
ブラウンと仲間たちのすべて

サイモン・ビークロフト∥著 河出書房新社

工芸美術-日本 47都道府県・伝統工芸百科 関根／由子∥著 丸善出版

柳/宗悦 柳宗悦　民藝 美しさをもとめて 別冊太陽 日本民藝館∥監修 平凡社

FCバイエル
ン・ミュンヘン

FCバイエルンの軌跡　ナチズムと戦ったサッ
カーの歴史

ディートリヒ・シュルツェ＝マ
ルメリング∥著

白水社

大谷/翔平
大谷翔平から学ぶ成功メソッド　好きと得意で
夢をかなえる

児玉／光雄∥著 河出書房新社

日本語-敬語
「させていただく」の使い方　日本語と敬語の
ゆくえ

角川新書 椎名／美智∥〔著〕 KADOKAWA

日本-小説 薔薇色の門 誘惑　遠藤周作初期中篇 遠藤／周作∥著 河出書房新社

日本-小説 僕は失くした恋しか歌えない 小佐野／彈∥著 新潮社

日本-小説 らんたん 柚木／麻子∥著 小学館

日本小説-小説
集

11の秘密　ラスト・メッセージ 大崎／梢∥〔ほか〕著 ポプラ社

【研究ⅡB分】

発達心理学 子どもの発達格差　将来を左右する要因は何か PHP新書 森口／佑介∥著 PHP研究所

検察官-日本 検事失格 新潮文庫 市川／寛∥著 新潮社

ジェンダー
ジェンダー平等の国際的潮流　国際女性年
〈1975〉以降の動きを通して

信田／理奈∥著 三恵社

教育 学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか ちくまプリマー新書 広田／照幸∥著 筑摩書房

日本-教育-歴
史-1945～

追いついた近代消えた近代　戦後日本の自己像
と教育

苅谷／剛彦∥著 岩波書店

教育政策-日本
教育改革のやめ方　考える教師、頼れる行政の
ための視点

広田／照幸∥著 岩波書店

校則 校則を考える　歴史・現状・国際比較 大津／尚志∥著 晃洋書房

校則
校則改革　理不尽な生徒指導に苦しむ教師たち
の挑戦

河﨑／仁志∥編著 東洋館出版社



論文作法 基礎からわかる論文の書き方 講談社現代新書 小熊／英二∥著 講談社

【SSH寄贈分】

アルゴリズム
アルゴリズム図鑑　絵で見てわかる26のアルゴ
リズム

石田／保輝∥著 翔泳社

数学 数学オリンピック教室 シリーズ数学の世界 野口／広∥著 朝倉書店

無機化学 シュライバー アトキンス無機化学　上・下 Ｍａｒｋ　Ｗｅｌｌｅｒ∥著 東京化学同人

生物学 エッセンシャル・キャンベル生物学 Ｓｉｍｏｎ∥〔著〕 丸善出版

新聞
朝日新聞縮刷版2022　令和4年6月号　№
1212

朝日新聞社∥編 朝日新聞社

新聞 福井新聞縮刷版2022　令和4年6月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

ストア学派 哲人たちの人生談義　ストア哲学をよむ 岩波新書 新赤版 國方／栄二∥著 岩波書店

城跡-北陸地方 北陸の名城を歩く　福井編 山口／充∥編 吉川弘文館

曽/国藩 曾国藩　「英雄」と中国史 岩波新書 新赤版 岡本／隆司∥著 岩波書店

日本-行政
白書の白書　2022年版 「政府白書」全41冊
をこの一冊に

木本書店・編集部∥編集 木本書店

成年
大人になるってどういうこと?　みんなで考えよ
う18歳成人

神内／聡∥著 くもん出版

日本-統計
日本国勢図会 2022/23 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

教育 教育は何をなすべきか　能力・職業・市民 広田／照幸∥著 岩波書店

コンピュータ
教育

第四次産業革命と教育の未来　ポストコロナ時
代のICT教育

岩波ブックレット 佐藤／学∥著 岩波書店

入学試験(大
学)

生活科学部・家政学部　中高生のための学部選
びガイド

なるにはBOOKS 木村／由香里∥著 ぺりかん社

京都大学
京大というジャングルでゴリラ学者が考えたこ
と

朝日新書 山極／寿一∥著 朝日新聞出版

宇宙論
なぜ宇宙は存在するのか　はじめての現代宇宙
論

ブルーバックス 野村／泰紀∥著 講談社

異常気象
いま、この惑星で起きていること　気象予報士
の眼に映る世界

岩波ジュニア新書 森／さやか∥著 岩波書店

遺伝子 遺伝子とは何か?　現代生命科学の新たな謎 ブルーバックス 中屋敷／均∥著 講談社

ゴリラ 人生で大事なことはみんなゴリラから教わった 山極／寿一∥著 家の光協会

ゴリラ 「サル化」する人間社会 知のトレッキング叢書 山極／寿一∥著 集英社インターナショナル

ウェブアプリ
ケーション

Google Workspace完全マニュアル　生産性が
上がる!

桑名／由美∥著 秀和システム

eラーニング
できるGoogle for Educationコンプリートガ
イド　導入・運用・実践編

ストリートスマート∥著 インプレス

eラーニング
今すぐ使えるかんたんGoogle for Education
導入から運用まで、一冊でしっかりわかる本

Imasugu Tsukaeru
Kantan Series

電算システム∥著 技術評論社

農業経営 農業者になるには なるにはBOOKS 大浦／佳代∥著 ぺりかん社

消費者行動-日
本

応援消費　社会を動かす力 岩波新書 新赤版 水越／康介∥著 岩波書店

森/鴎外 森鷗外　学芸の散歩者 岩波新書 新赤版 中島／国彦∥著 岩波書店

日本-小説 夜に星を放つ 窪／美澄∥著 文藝春秋

日本-小説 競争の番人 新川／帆立∥著 講談社

日本-小説 おいしいごはんが食べられますように 高瀬／隼子∥著 講談社

日本-小説 死神と天使の円舞曲(ワルツ) 知念／実希人∥著 光文社

絵本 バスが来ましたよ 由美村／嬉々∥文 アリス館

日本-小説-全
集

日本文学全集　06　源氏物語 池澤／夏樹∥個人編集 河出書房新社


