
2019/5/20

藤島高校図書館

分野 書名 叢書名等 著者名 出版社名

情報利用法
FACTFULNESS　10の思い込みを乗り越え、
データを基に世界を正しく見る習慣

ハンス・ロスリング∥著 日経BP社

読書 二度読んだ本を三度読む 岩波新書 新赤版 柳／広司∥著 岩波書店

読書 街場の読書論 潮新書 内田／樹∥著 潮出版社

新聞
朝日新聞縮刷版2019　平成31年1月号№
1171・2月号№1172・3月号№1173

朝日新聞社∥編 朝日新聞社

寄贈 ﾍｰｹﾞﾙ ヘーゲル講義録入門 寄川／条路∥編著 法政大学出版局

思考 考える練習帳 細谷／功∥著 ダイヤモンド社

性格
色と性格の心理学　たった1秒で人を見抜く・
自分を変える

ポーポー・ポロダクション∥著 日本文芸社

寄贈 仏教-戒律
現代語訳南海寄帰内法伝　七世紀インド仏教僧
伽の日常生活

義浄∥撰 法蔵館

南アジア-歴史 南アジア史　4　近代・現代 世界歴史大系 山川出版社

アメリカ合衆国-
歴史-17世紀

植民地から建国へ　19世紀初頭まで 岩波新書 新赤版 和田／光弘∥著 岩波書店

ソマリア
内戦の地に生きる　フォトグラファーが見た
「いのち」

岩波ジュニア新書 橋本／昇∥著 岩波書店

寄贈 マヌ法典 マヌ法典 東洋文庫 渡瀬／信之∥訳注 平凡社

ゲーム理論 ゲーム理論入門の入門 岩波新書 新赤版 鎌田／雄一郎∥著 岩波書店

経済政策-日本
-歴史-平成時
代

平成経済衰退の本質 岩波新書 新赤版 金子／勝∥著 岩波書店

国際経済
お金の流れで読む日本と世界の未来　世界的投
資家は予見する

PHP新書 ジム・ロジャーズ∥著 PHP研究所

寄贈 国際協力
最も大切なボランティアは、自分自身が一生懸
命に生きること

池間／哲郎∥著 現代書林

金融史 バブル経済事件の深層 岩波新書 新赤版 奥山／俊宏∥著 岩波書店

統計 世界統計年鑑2019
英『エコノミスト』誌編集部∥
編

ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

日本-統計 データでみる県勢　2019 矢野恒太記念会∥編集 矢野恒太記念会

社会
「空気」を読んでも従わない　生き苦しさから
ラクになる

岩波ジュニア新書 鴻上／尚史∥著 岩波書店

デマ
フェイクニュースを科学する　拡散するデマ、
陰謀論、プロパガンダのしくみ

DOJIN選書 笹原／和俊∥著 化学同人

教育 諸外国の教育動向　2017年度版 教育調査
文部科学省生涯学習政策局∥
〔著〕

明石書店

漁業経営 漁師になるには なるにはBOOKS 大浦／佳代∥著 ぺりかん社

学芸員 学芸員になるには なるにはBOOKS 横山／佐紀∥著 ぺりかん社

入学試験-大学
経営学部・商学部　中高生のための学部選びガ
イド

なるにはBOOKS 大岳／美帆∥著 ぺりかん社

寄贈 海洋学
海洋白書2019　なぜプラスチックが海の問題
なのか

笹川平和財団海洋政策研究所∥
編

笹川平和財団海洋政策研究
所

癌-免疫療法 がん免疫療法とは何か 岩波新書 新赤版 本庶／佑∥著 岩波書店

デザイン 不便益のススメ 岩波ジュニア新書 川上／浩司∥著 岩波書店

寄贈 海洋汚染 海の生物多様性を守るために
シリーズ海とヒトとの関
係学

秋道／智彌∥編著 西日本出版社

料理 コンビニかけ合わせグルメ ディスク百合おん∥著 スモール出版

料理(鶏卵)
本当に旨いたまご料理の作り方100　西洋料理から中国・
エスニック、和食・日本の家庭料理、スイーツまで

ホテルニューオータニ∥監修 イカロス出版

パスタ
本当に旨いスパゲッティの作り方100　いつも
のスパゲッティが究極的に旨くなる

ホテルニューオータニ∥監修 イカロス出版

サンドイッチ
本当に旨いサンドウィッチの作り方100　まい
にちお弁当日和

ホテルニューオータニ∥監修 イカロス出版

寄贈 水産業-日本 日本人が魚を食べ続けるために
シリーズ海とヒトとの関
係学

秋道／智彌∥編著 西日本出版社

ファーストリ
テイリング

ユニクロ潜入一年 横田／増生∥著 文藝春秋

寄贈 美学 美学講義 叢書・ウニベルシタス
ゲオルク・ヴィルヘルム・フ
リードリヒ・ヘーゲル∥著

法政大学出版局

世界遺産 世界遺産100断面図鑑 中川／武∥監修 宝島社

音楽 ものがたり西洋音楽史 岩波ジュニア新書 近藤／譲∥著 岩波書店

英語-読本 フランス語で読む星の王子さま IBC対訳ライブラリー サン＝テグジュペリ∥著 IBCパブリッシング

本屋大賞ノミ
ネート

火のないところに煙は 芦沢／央∥著 新潮社

本のエンドロール 安藤／祐介∥著 講談社

虐殺器官 ハヤカワ文庫 JA 伊藤／計劃∥著 早川書房

彼方の友へ 伊吹／有喜∥著 実業之日本社

新着図書紹介 ４・５月号



魔眼の匣の殺人 今村／昌弘∥著 東京創元社

芥川賞受賞 ニムロッド 上田／岳弘∥著 講談社

昨日の僕が僕を殺す 角川文庫 太田／紫織∥〔著〕 KADOKAWA

本屋大賞ノミ
ネート

ひと 小野寺／史宜∥著 祥伝社

本屋大賞ノミ
ネート

さざなみのよる 木皿／泉∥著 河出書房新社

本屋大賞 そして、バトンは渡された 瀬尾／まいこ∥著 文藝春秋

本屋大賞ノミ
ネート

ひとつむぎの手 知念／実希人∥著 新潮社

傲慢と善良 辻村／深月∥著 朝日新聞出版

噛みあわない会話と、ある過去について 辻村／深月∥著 講談社

新章神様のカルテ 夏川／草介∥著 小学館

つくもがみ笑います 畠中／恵∥著 KADOKAWA

かわたれどき 畠中／恵∥著 文藝春秋

本屋大賞ノミ
ネート

ある男 平野／啓一郎∥著 文藝春秋

本屋大賞ノミ
ネート

ベルリンは晴れているか 深緑／野分∥著 筑摩書房

さよならの夜食カフェ マカン・マラン 古内／一絵∥著 中央公論新社

未来のミライ 角川文庫 細田／守∥〔著〕 KADOKAWA

私はあなたの瞳の林檎 舞城／王太郎∥著 講談社

されど私の可愛い檸檬 舞城／王太郎∥著 講談社

芥川賞受賞 1R(ラウンド)1分34秒 町屋／良平∥著 新潮社

本屋大賞ノミ
ネート

愛なき世界 三浦／しをん∥著 中央公論新社

ののはな通信 三浦／しをん∥著 KADOKAWA

本屋大賞ノミ
ネート

熱帯 森見／登美彦∥著 文藝春秋

凶犬の眼 柚月／裕子∥著 KADOKAWA

ノースライト 横山／秀夫∥著 新潮社

本と鍵の季節 米澤／穂信∥著 集英社

エッセイ 星のなまえ 高橋／順子∥著 白水社

日本漢文学-古
代

標註　日本漢詩文選 波戸岡／旭∥編 笠間書院

寄贈 東洋文学 マハーバーラタ　上・中・下 第三文明選書
チャクラヴァルティ・ラー
ジャーゴーパーラーチャリ∥著

第三文明社

寄贈 東洋文学 新訳ラーマーヤナ　１～7 東洋文庫 ヴァールミーキ∥〔編著〕 平凡社

東洋文学 ルバイヤート改版 岩波文庫 オマル・ハイヤーム∥作 岩波書店

郷土 新聞
福井新聞縮刷版2019　平成31年1月号・2月
号・3月号

福井新聞社∥編 福井新聞社

寄贈
郷土

大野市史 大野市史　通史編　上　原始～近世 大野市∥編集 大野市

絵本・電灯 でんとうがつくまで 加古／里子∥ぶん・え 福音館書店

絵本・ゴム-実
験

ごむのじっけん 加古／里子∥さく 福音館書店

絵本・凧 たこ かがくのとも絵本 加古／里子∥さく 福音館書店

絵本・水 みずとはなんじゃ? かこ／さとし∥作 小峰書店

絵本 おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ／シンスケ∥作・絵 PHP研究所

※SSH寄贈図書
寄贈 人工知能

はじめての人工知能　Excelで体験しながら学
ぶAI

淺井／登∥著 翔泳社

寄贈 人工知能
人工知能プログラミングのための数学がわかる
本

石川／聡彦∥著 KADOKAWA

寄贈 人工知能 アンドロイドレディのキスは甘いのか 黒川／伊保子∥著 河出書房新社

寄贈 数学 数学の課題研究　テーマ選びのヒント　第1集 堀部／和経∥著 デザインエッグ

寄贈 素数 世界は素数でできている 角川新書 小島／寛之∥〔著〕 KADOKAWA

寄贈 金子/みすゞ
美しすぎる「数」の世界　「金子みすゞの詩」
で語る数論

ブルーバックス 清水／健一∥著 講談社

寄贈 物理学-歴史 物理　探究と創造の歴史
歴史を変えた100の大発
見

トム・ジャクソン∥著 丸善出版



寄贈 周期律
周期表に強くなる!　身近な例から知る元素の構
造と特性

サイエンス・アイ新書 齋藤／勝裕∥著 SBクリエイティブ

寄贈 宇宙
COSMOS　インフォグラフィックスでみる宇
宙

Ｓｔｕａｒｔ　Ｌｏｗｅ∥
〔著〕

丸善出版

寄贈
ブラック・
ホール

ブラックホールをのぞいてみたら 大須賀／健∥著 KADOKAWA

寄贈 地球
地球は本当に丸いのか?　身近に見つかる9つの
証拠

武田／康男∥文・写真 草思社

寄贈 地質学
地質学でわかる!恐竜と化石が教えてくれる世界
の成り立ち

じっぴコンパクト新書 芝原／暁彦∥著 実業之日本社

寄贈 気象
天気のしくみ　雲のでき方からオーロラの正体
まで

森田／正光∥著 共立出版

寄贈 火山-写真集
火山全景　写真でめぐる世界の火山地形と噴出
物

白尾／元理∥写真 誠文堂新光社

寄贈 ヒトゲノム
DNAの98%は謎　生命の鍵を握る「非コード
DNA」とは何か

ブルーバックス 小林／武彦∥著 講談社

寄贈 進化
ビジュアル進化の記録　ダーウィンたちの見た
世界

ロバート・クラーク∥写真 ポプラ社

寄贈 人類学
我々はなぜ我々だけなのか　アジアから消えた
多様な「人類」たち

ブルーバックス 川端／裕人∥著 講談社

寄贈 植物 ボタニカム　ようこそ、植物の博物館へ キャシー・ウィリス∥著 汐文社

寄贈 種子
スイカのタネはなぜ散らばっているのか　タネ
たちのすごい戦略

稲垣／栄洋∥著 草思社

寄贈 動物-図鑑 驚くべき世界の野生動物生態図鑑 小菅／正夫∥日本語版監修 日東書院本社

寄贈 昆虫
昆虫のすごい瞬間図鑑　一度は見ておきたい!公
園や雑木林で探せる命の躍動シーン

石井／誠∥著 誠文堂新光社

寄贈 人体 カラー図解新しい人体の教科書　下 ブルーバックス 山科／正平∥著 講談社

※明新会寄贈図書
寄贈

仏教-アジア
(東部)-歴史

東アジア仏教史 岩波新書 新赤版 石井／公成∥著 岩波書店

寄贈 柳田/国男 世界史の実験 岩波新書 新赤版 柄谷／行人∥著 岩波書店

寄贈
日本-歴史-古
代

伊勢神宮と斎宮 岩波新書 新赤版 西宮／秀紀∥著 岩波書店

寄贈 イタリア-歴史 イタリア史10講 岩波新書 新赤版 北村／暁夫∥著 岩波書店

寄贈
日本-歴史-平
成時代

平成の終焉　退位と天皇・皇后 岩波新書 新赤版 原／武史∥著 岩波書店

寄贈 日本
日本をどのような国にするか　地球と世界の大
問題

岩波新書 新赤版 丹羽／宇一郎∥著 岩波書店

寄贈
マス・メディ
ア

流言のメディア史 岩波新書 新赤版 佐藤／卓己∥著 岩波書店

寄贈 乳幼児心理学 子育ての知恵　幼児のための心理学 岩波新書 新赤版 高橋／惠子∥著 岩波書店

寄贈 医療 医の希望 岩波新書 新赤版 齋藤／英彦∥編 岩波書店

寄贈 癌 〈いのち〉とがん　患者となって考えたこと 岩波新書 新赤版 坂井／律子∥著 岩波書店

寄贈
日本文学-歴史
-平成時代

文芸時評という感想 荒川／洋治∥著 四月社

寄贈
日本文学-歴史
-近代

ことばの見本帖 ことばのために 荒川／洋治∥著 岩波書店

寄贈 生まれてバンザイ 俵／万智∥作 童話屋

寄贈 あれから　俵万智3・11短歌集 俵／万智∥短歌 今人舎

寄贈 かぜのてのひら　俵万智歌集 俵／万智∥著 河出書房新社

寄贈 プーさんの鼻 俵／万智∥著 河出書房新社

寄贈 俵万智訳みだれ髪 俵／万智∥著 河出書房新社

寄贈 会うまでの時間　自選歌集 俵／万智∥著 文藝春秋

寄贈 連句 連句日和 笹／公人∥著 自由国民社

寄贈 千日の旅　石上玄一郎アンソロジー 石上／玄一郎∥著 未知谷

寄贈 幕末写真師(プロカメラマン)　下岡蓮杖 大島／昌宏∥著 学陽書房

寄贈 鏡のなかのアジア 谷崎／由依∥著 集英社

寄贈
日本小説-小説
集

いまのあなたへ　村上春樹への12のオマージュ 淺川／継太∥著 NHK出版

寄贈
日本小説-小説
集

9の扉 角川文庫 北村／薫∥〔著〕 KADOKAWA

寄贈
日本小説-小説
集

名探偵登場! 講談社文庫 筒井／康隆∥〔著〕 講談社

寄贈 黙読の山 荒川／洋治∥〔著〕 みすず書房

寄贈 忘れられる過去 朝日文庫 荒川／洋治∥著 朝日新聞出版

寄贈
エドガー・アラン・ポーの世紀　生誕200周年
記念必携

八木／敏雄∥編 研究社

寄贈 ユリイカ 岩波文庫 ポオ∥作 岩波書店

寄贈
英米文学　評
論

ポオ評論集 岩波文庫 ポオ∥〔著〕 岩波書店

寄贈 富士山うたごよみ 日本傑作絵本シリーズ 俵／万智∥短歌・文 福音館書店

寄贈 かえるの竹取ものがたり 日本傑作絵本シリーズ 俵／万智∥文 福音館書店


