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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

プレゼンテー
ション

学び合い、発信する技術　アカデミックスキル
の基礎

岩波ジュニア新書 林／直亨∥著 岩波書店

情報検索 インターネットで文献探索　2022年版 JLA図書館実践シリーズ 伊藤／民雄∥著 日本図書館協会

新聞 朝日新聞縮刷版2022　令和4年8月号、9月号 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8月号、9月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

哲学 哲学大図鑑 Newton大図鑑シリーズ 金山／弥平∥監修 ニュートンプレス

スピノザ スピノザ　読む人の肖像 岩波新書 新赤版 國分／功一郎∥著 岩波書店

心理学
心理学　勉強,恋愛,仕事,ストレス対処!役立つ心
理学が,具体例でわかる!!

ニュートン式超図解最強に
面白い!!

ニュートンプレス

色
手術をする外科医はなぜ白衣を着ないのか?
色の不思議を科学する

入倉／隆∥著 日経BP日本経済新聞出版

皮膚感覚 手の倫理 講談社選書メチエ 伊藤／亜紗∥著 講談社

恋愛 恋ノウタ　こころに効く愛の100名言 上野／陽子∥著 講談社

ヨーロッパ-歴
史-古代

ケルトの解剖図鑑　「ケルト」を知ればヨー
ロッパがますます面白くなる

原／聖∥著 エクスナレッジ

旅行案内
地球の歩き方ムー異世界(パラレルワールド)の
歩き方　’22 超古代文明 オーパーツ 聖地
UFO UMA

地球の歩き方

日本-紀行 路面電車すごろく散歩　カラー版 イースト新書Q 鈴木／さちこ∥〔著〕 イースト・プレス

京都市 京都伝統文化の英語表現事典 三宮／優子∥著 丸善出版

空想的社会主
義

社会主義前夜　サン=シモン、オーウェン、フー
リエ

ちくま新書 中嶋／洋平∥著 筑摩書房

経済
父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでも
なくわかりやすい経済の話。

ヤニス・バルファキス∥著 ダイヤモンド社

家庭経済 買物絵本
GOMI TARO
WORKSHOP

五味／太郎∥著 ブロンズ新社

父子関係 生きるとか死ぬとか父親とか 新潮文庫 ジェーン・スー∥著 新潮社

ジョン・デュー
イ

ジョン・デューイ　民主主義と教育の哲学 岩波新書 新赤版 上野／正道∥著 岩波書店

教員-日本
先生も大変なんです　いまどきの学校と教師の
ホンネ

江澤／隆輔∥著 岩波書店

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

化石 世界を変えた100の化石 大英自然史博物館シリーズ ポール・Ｄ・テイラー∥著 エクスナレッジ

鉱物-図鑑 楽しい鉱物図鑑　愛蔵版 堀／秀道∥著 草思社

動物 へんてこな生き物　カラー版 中公新書ラクレ 川端／裕人∥著 中央公論新社

動物 獣医さんが教える動物園のないしょ話 北澤／功∥原案 ぶんか社

脳 運動脳　新版・一流の頭脳 アンデシュ・ハンセン∥著 サンマーク出版

季節病
気象病ハンドブック　低気圧不調が和らぐヒン
トとセルフケア

久手堅／司∥著 誠文堂新光社

社会資本(建設
工学)-維持管理
-日本-写真集

インフラメンテナンス　日本列島365日、道路
はこうして守られている

山崎／エリナ∥撮影 グッドブックス

香水
新しい香水の教科書　これ1冊で香水の全てが
わかる完全保存版!

小磯／良江∥監修 マイナビ出版

料理
memiの1か月食費2万円!節約ワンプレートごは
ん

ｍｅｍｉ∥著 永岡書店

弁当 朝ラク!スポーツ部活弁当　強い体を食べて作る! 上島／亜紀∥料理 学研プラス

パン
毎日食べたい生米パン　家にあるお米から成形
パンができちゃう!

リト史織∥著 永岡書店

料理
満月珈琲店のレシピ帖　月と星のやさしいメ
ニュー

桜田／千尋∥著 主婦の友社

菓子
おうちで作れる実験スイーツレシピ　お菓子+科
学=おいしい&楽しい!

ｓａｃｈｉ＿ｈｏｍｅｍａｄｅ
∥著

翔泳社

漫画 そして父にならない カトー／コーキ∥著 イースト・プレス

漫画 明治流星雨　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
不機嫌亭漱石　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 愛すべき娘たち Jets comics よしなが／ふみ∥著 白泉社

校正 文にあたる 牟田／都子∥著 亜紀書房

言語社会学 言語が違えば、世界も違って見えるわけ ハヤカワ文庫 NF ガイ・ドイッチャー∥著 早川書房

新着図書紹介 １１月号



日本語-古語 エモい古語辞典 堀越／英美∥著 朝日出版社

日本-個人歌集 えーえんとくちから ちくま文庫 笹井／宏之∥著 筑摩書房

日本-小説 百 新潮文庫 色川／武大∥著 新潮社

日本-小説 さよならの向う側 清水／晴木∥著 マイクロマガジン社

日本-小説 サード・キッチン 河出文庫 白尾／悠∥著 河出書房新社

日本-小説
響け!ユーフォニアム　北宇治高校吹奏楽部へよ
うこそ

宝島社文庫 武田／綾乃∥著 宝島社

日本-小説 黒猫の小夜曲(セレナーデ) 光文社文庫 知念／実希人∥著 光文社

日本-小説 ヒトリコ 小学館文庫 額賀／澪∥著 小学館

日本-小説 光あれ 文春文庫 馳／星周∥著 文藝春秋

日本-小説 とりつくしま ちくま文庫 東／直子∥著 筑摩書房

日本-小説 やまなし 宮沢／賢治∥文 今人舎

日本-小説
満月珈琲店の星詠み〔4〕 メタモルフォーゼの
調べ

文春文庫 望月／麻衣∥著 文藝春秋

日本-小説 月とコーヒー 吉田／篤弘∥著 徳間書店

日本-エッセイ ははがうまれる 母の友の本 宮地／尚子∥著 福音館書店

日本-エッセイ 贅沢貧乏 講談社文芸文庫 森／茉莉∥〔著〕 講談社

中国-全集 新釈漢文大系　詩人編12 陸游 明治書院

フランス-小説 地獄の門 白水uブックス モーリス・ルヴェル∥著 白水社

※校内ビブリオバトルで紹介された本

注文中 日本-小説 謎好き乙女と奪われた青春 瀬川 コウ【著】 新潮社

購入済 日本-小説 麦本三歩の好きなもの 住野 よる【著】 幻冬舎

新着 日本-小説 ヒトリコ 小学館文庫 額賀／澪∥著 小学館

新着 教員-日本
先生も大変なんです　いまどきの学校と教師の
ホンネ

江澤／隆輔∥著 岩波書店

購入済 日本-小説 Ａｎｏｔｈｅｒ 綾辻 行人【著】 角川書店

購入済 日本-小説 あつあつを召し上がれ 小川 糸【著】 新潮社

購入済 日本-小説 ｍｅｄｉｕｍ―霊媒探偵城塚翡翠 相沢 沙呼【著】 講談社

新着 日本-小説
響け!ユーフォニアム　北宇治高校吹奏楽部へよ
うこそ

宝島社文庫 武田／綾乃∥著 宝島社

購入済 日本-小説 コンビニ人間 村田 沙耶香【著】 文藝春秋

※寄贈された本

北陸地方-地誌 北陸アトラス
東京大学地域未来社会連携研究
機構∥編

東京大学地域未来社会連携
研究機構

弁護士
弁護士のすゝめ　最強資格のリアル。そして令
和版司法改革へ

宮島／渉∥著 民事法研究会

敦賀工業高等
学校(福井県
立)

六十年史　福井県立敦賀工業高等学校
敦賀工業高等学校『六十年史』
編集委員会∥編

敦賀工業高等学校六十周年
記念事業実行委員会

海洋汚染 コモンズとしての海　海とヒトの関係学 5 海とヒトの関係学 秋道／智彌∥編著 西日本出版社

北陸電力 北陸電力70年史
北陸電力70年史編集委員会∥
編集

北陸電力

ヤマトホール
ディングス株
式会社

ヤマトグループ100年史　1919-2019
ヤマトホールディングス株式会
社∥編集

ヤマトホールディングス／
東京

福井県立武道
館

福井県立武道館30周年記念誌 福井県立武道館∥編 福井県立武道館


