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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

二次元ｺｰﾄﾞ QRコードの奇跡　モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ 小川／進∥著 東洋経済新報社

読書法 読書をプロデュース　読み方を変えれば世界が変わる! 角田／陽一郎∥著 秀和システム

書評 書評の仕事
ワニブックス|PLUS|新
書

印南／敦史∥著 ワニブックス

出版目録-日本 岩波新書解説総目録　1938-2019 岩波新書 新赤版 岩波新書編集部∥編 岩波書店

新聞 朝日新聞縮刷版2020　令和2年5月号　№1187 朝日新聞社∥編 朝日新聞社

社説 ジャパンタイムズ社説集　7月-12月 2019年下半期 ジャパンタイムズ出版英語出版編集部∥編 ジャパンタイムズ出版

人生訓-青少年 10代から考える生き方選び 岩波ジュニア新書 竹信／三恵子∥著 岩波書店

人生訓-青年 地獄の楽しみ方 17歳の特別教室 京極／夏彦∥著 講談社

身上相談 97歳の悩み相談 17歳の特別教室 瀬戸内／寂聴∥著 講談社

身上相談 哲学人生問答 17歳の特別教室 岸見／一郎∥著 講談社

人生訓-青年 人生のサバイバル力 17歳の特別教室 佐藤／優∥著 講談社

世界史 世界地図から歴史を読む方法　ナショナリズムと移民編 武光／誠∥著 河出書房新社

日本-歴史 歴史とは靴である 17歳の特別教室 磯田／道史∥著 講談社

郷土 福井県-歴史 越前・若狭の戦国 岩田書院ブックレット 福井県郷土誌懇談会∥編 岩田書院

郷土 福井藩 幕末の福井藩 岩田書院ブックレット 本川／幹男∥ほか著 岩田書院

京都市 京都まみれ 朝日新書 井上／章一∥著 朝日新聞出版

世界地図 旅に出たくなる地図　日本 帝国書院∥著 帝国書院

郷土 福井県 これでいいのか福井県 地域批評ｼﾘｰｽﾞ 鈴木／ユータ･岡島／慎二∥編 ﾏｲｸﾛﾏｶﾞｼﾞﾝ社

ﾘｽｸ リスクの正体　不安の時代を生き抜くために 岩波新書 新赤版 神里／達博∥著 岩波書店

社会科学 サル化する世界 内田／樹∥著 文藝春秋

経済政策-日本 ドキュメント強権の経済政策　官僚たちのアベノミクス 2 岩波新書 新赤版 軽部／謙介∥著 岩波書店

社会心理学 図解眠れなくなるほど面白い社会心理学 亀田／達也∥監修 日本文芸社

情報操作 AI vs.民主主義　高度化する世論操作の深層 NHK出版新書 ＮＨＫ取材班∥著 NHK出版

仕事
なぜ僕らは働くのか　君が幸せになるために考えてほしい大切なこ
と

池上／彰∥監修 学研プラス

入学試験-大学 薬学部　中高生のための学部選びガイド なるにはBOOKS 橋口／佐紀子∥著 ぺりかん社

就職 僕たちはまだ、仕事のことを何も知らない。 私たちの未来 各務／展生∥原案 学研プラス

礼儀作法 「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内／えみ∥著 ダイヤモンド社

諺 誰も知らない世界のことわざ
エラ・フランシス・サンダース∥著／イラス
ト

創元社

諺-辞書 世界ことわざ比較辞典 日本ことわざ文化学会∥編 岩波書店

科学-歴史
ザ・ヒストリー科学大百科　写真とイラストで科学のすべてがゼロ
からわかる!

トム・ジャクソン∥著 ニュートンプレス

音響学 音と音楽の科学 岩宮／眞一郎∥著 技術評論社

鳥 トリノトリビア　鳥類学者がこっそり教える野鳥のひみつ 川上／和人∥監修 西東社

視力 眼科専門医が作った貼るだけで目がよくなるすごい写真 林田／康隆∥著 アスコム

ｳｲﾙｽ感染症 どうする!?新型コロナ 岩波ブックレット 岡田／晴恵∥著 岩波書店

寄贈
郷土

ﾀﾞﾑ 河内川ダム誌 ニュージェック∥編集 福井県

ｹﾞｰﾑ産業 ゲーム業界で働く なるにはBOOKS 小杉／眞紀∥著 ぺりかん社

絵本 中・高校生のための絵本入門 私の絵本ろん 平凡社ライブラリー 赤羽／末吉∥著 平凡社

写真史 キャパとゲルダ　ふたりの戦場カメラマン マーク・アロンソン∥著 あすなろ書房

ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 名作アニメの風景50　誰もが知っているあの物語の舞台へ パイインターナショナル

筋力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 腹筋大全　なりたいハラになる ビースト村山∥監修 新星出版社

文学 答えより問いを探して 17歳の特別教室 高橋／源一郎∥著 講談社

和歌-評釈 玉葉和歌集(下) 和歌文学大系40 中川／博夫∥著 明治書院

日本-小説 発注いただきました! 朝井／リョウ∥著 集英社

日本-小説 逆ソクラテス 伊坂／幸太郎∥著 集英社

日本-小説 うちの父が運転をやめません 垣谷／美雨∥著 KADOKAWA

日本-小説 リセット 双葉文庫 垣谷／美雨∥著 双葉社

日本-小説 鬼滅の刃　しあわせの花 JUMP j BOOKS 吾峠／呼世晴∥著 集英社

日本-小説 鬼滅の刃〔2〕 片羽の蝶 JUMP j BOOKS 吾峠／呼世晴∥著 集英社

日本-小説 石黒くんに春は来ない 幻冬舎文庫 武田／綾乃∥〔著〕 幻冬舎

日本-小説 砕け散るところを見せてあげる 新潮文庫 竹宮／ゆゆこ∥著 新潮社

日本-小説 富豪刑事 新潮文庫 筒井／康隆∥著 新潮社

日本-小説 カケラ 湊／かなえ∥著 集英社

日本-小説 廉太郎ノオト 谷津／矢車∥著 中央公論新社

学術 知の体力 新潮新書 永田／和宏∥著 新潮社

父 猫を棄てる　父親について語るとき 村上／春樹∥著 文藝春秋

記憶障害 記憶喪失になったぼくが見た世界 朝日文庫 坪倉／優介∥著 朝日新聞出版

中国文学 杜牧 詩人編9 新釈漢文大系 明治書院

英米文学 フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ∥作 小学館

ｲﾀﾘｱ-ｴｯｾｲ コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ∥著 早川書房

郷土 新聞 福井新聞縮刷版2020　令和2年5月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

絵本 まいにちがプレゼント いもと／ようこ∥作絵 金の星社

絵本 心ってどこにあるのでしょう? こんの／ひとみ∥作 金の星社

絵本 でんでんむしのかなしみ 新美／南吉∥作 大日本図書

絵本 おうさまのこどもたち 三浦／太郎∥〔作〕 偕成社

絵本 もしものせかい ヨシタケ／シンスケ∥著 赤ちゃんとママ社

新着図書紹介 ７月号


