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人工知能はどのようにして「名人」を超えたのか? : 最強の将棋AIポ
ナンザの開発者が教える機械学習・深層学習・強化学習の本質
/ 山本一成著. -- ダイヤモンド社, 2017.5.

情報科学 ４階固定一般
007.13||YA
M

2635216

Reweaving the economy : how IT affects the borders of country
and organization
/ Soichiro Takagi ; : electronic bk. -- University of Tokyo Press,
2017. w.

情報科学 電子書籍
007.35||TA
K

2636191

仕事に差がつくパソコン最速テクニック : スッキリ解決
/ 清水理史著 : できるシリーズ編集部著. -- インプレス, 2017.7. --
(できるポケット).

情報科学 ４階固定一般 007.6||SHI 2635275

自然言語処理と深層学習 : C言語によるシミュレーション
/ 小高知宏著 ; : electronic bk. -- オーム社, 2017.3. w.

情報科学 電子書籍
007.636||O
DA

2636484

プログラミング道への招待
/ 竹内郁雄著 ; : electronic bk. -- 丸善出版, 2017.1. w.

情報科学 電子書籍
007.64||TA
K

2636352

パッと見てピン!動作観察で利用者支援 : 理学療法士による20の提
案
/ 結城俊也著. -- 日本図書館協会, 2017.7. -- (JLA図書館実践シ
リーズ ; 36).

図書館.図
書館学

３階固定一般
010||JLA||3
6

2635895

遅読家のための読書術 : 情報洪水でも疲れない「フロー・リーディン
グ」の習慣
/ 印南敦史著. -- ダイヤモンド社, 2016.2.

読書.読書
法

３階固定一般 019.2||INN 2635194

標準著作権法 = Copyright law from the ground up
/ 高林龍著 ; : electronic bk. -- 第3版. -- 有斐閣, 2016.12. w.

著作.編集 電子書籍 021.2||TAK 2636409

福井新聞縮刷版 平成29年 ; DVD-ROM版
/ 福井新聞社編 ; 1月号 - 6月号. -- 福井新聞社, 2017.2-.

日本 ３階集密郷土
071.5||FUK||
'17-6

2635411

今夜ヴァンパイアになる前に : 分析的実存哲学入門
/ L・A・ポール著 ; 奥田太郎, 薄井尚樹訳. -- 名古屋大学出版会,
2017.5.

人間学 ３階固定一般 114.5||PAU 2635992

ジャック・デリダ : 動物性の政治と倫理 = Jacques Derrida :
Politique et ◆U00E9◆thique de l'animalit◆U00E9◆
/ パトリック・ロレッド, 西山雄二著 ; 桐谷慧訳 ; : electronic bk. --
勁草書房, 2017.2. w.

フランス・オ
ランダ哲学

電子書籍 135.5||LLO 2636174

セルフ・アサーション・トレーニング
/ 菅沼憲治著. -- 増補改訂. -- 東京図書, 2017.7.

臨床心理
学.精神分
析学

３階固定一般 146.8||SUG 2635721

“心のクセ"を変える6つの方法 : 折れない凹まない振り回されない
/ 玉川真里著. -- 大和出版, 2016.12.

臨床心理
学.精神分
析学

３階固定一般 146.8||TAM 2635178

人を動かす
/ D.カーネギー著 ; 東条健一訳. -- 完全版. -- 新潮社, 2016.11.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||CAR 2635038

新着図書のご案内
2017年8月1日～8月15日
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心の休ませ方 : 「つらい時」をやり過ごす心理学
/ 加藤諦三著. -- 愛蔵版. -- PHP研究所, 2012.1.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||KAT 2634988

「まずは行動」する人がうまくいく
/ 岡本まい著. -- WAVE出版, 2017.6.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||OKA 2635518

成功法則大全 : 最速で人生が変わる : 完全まとめ版
/ 高田晋一著. -- WAVE出版, 2017.6.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||TAK 2635704

親鸞の還相回向論
/ 小谷信千代著. -- 法藏館, 2017.6.

各宗 ３階固定一般
188.71||OD
A

2635551

図解ホモ・サピエンスの歴史
/ 人類史研究会著. -- 宝島社, 2017.7.

世界史.文
化史

３階固定一般 209||JIN 2634899

土偶界へようこそ : 縄文の美の宇宙
/ 誉田亜紀子著. -- 山川出版社, 2017.6.

日本史 ３階固定一般
210.25||KO
N

2636735

中世日記の世界
/ 松薗斉, 近藤好和編著. -- ミネルヴァ書房, 2017.4. -- (史料で読
み解く日本史 ; 1).

日本史 ３階固定一般 210.4||MAT 2636824

新ふるさと旋回 : 福井県航空写真集
/ 福井新聞社編. -- 福井新聞社, 1989.10.

北陸地方 ３階集密郷土 214.4||FUK 1104195

沖縄の戦争遺跡 : 「記憶」を未来につなげる
/ 吉浜忍著. -- 吉川弘文館, 2017.7.

九州地方 ３階固定一般 219.9||YOS 2636001

日産の創業者鮎川義介
/ 宇田川勝著 ; : electronic bk. -- 吉川弘文館, 2017.3. w.

個人伝記 電子書籍 289.1||UDA 2636158

世界一周女子旅BOOK : 世界一周TRAVELER'S VOICE : 旅人の声
から生まれた世界一周&航空券ガイド
/ 世界一周NAVI編集部編. -- 改訂版. -- イカロス出版, 2017.2.

地理.地誌.
紀行

３階固定一般 290.9||IKA 2634996

乗り放題きっぷで行く週末ぶらり鉄道旅
/ 小林克己著 ; 関西・東海編. -- 大和書房, 2017.6. -- (だいわ文庫
; 301-6E).

日本 ３階文庫架
291.093||KO
B

2635542

福井「地理・地名・地図」の謎 : 意外と知らない福井県の歴史を読み
解く!
/ 実業之日本社編. -- 実業之日本社, 2015.1. -- (じっぴコンパクト
新書 ; 230).

日本 ３階集密郷土 291.44||JIT 2634945

地域資源とコミュニティ・デザイン
/ 三好皓一編. -- 晃洋書房, 2017.3.

地方自治.
地方行政

３階固定一般 318.6||MIY 2636841

観光都市中心部の再構築 : 滋賀県長浜市の事例研究
/ 大橋松貴著. -- サンライズ出版, 2017.6.

地方自治.
地方行政

３階固定一般 318.7||OHA 2636786
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マスター国際政治学
/ 西川佳秀著. -- 晃洋書房, 2017.3.

外交.国際
問題

３階固定一般 319||NIS 2636808

ふたつの憲法と日本人 : 戦前・戦後の憲法観
/ 川口暁弘著. -- 吉川弘文館, 2017.8. -- (歴史文化ライブラリー ;
450).

憲法 ３階固定一般
323.12||KA
W

2635887

成年年齢引下げ(若年成年)と若年消費者保護立法
/ 河上正二責任編集. -- 信山社, 2017.4. -- (信山社ブックス . 消費
者立法シリーズ ; 2).

民法 ３階固定一般
324.11||KA
W

2635429

企業組織法 : 会社法等
/ 福原紀彦著. -- 文眞堂, 2017.5. -- (企業法要綱 ; 3).

商法 ３階固定一般 325.2||FUK 2635585

株式譲渡と株主権行使
/ 山本爲三郎著. -- 慶應義塾大学法学研究会. -- (慶應義塾大学
法学研究会叢書 ; 87).

商法 ３階固定一般
325.243||YA
M

2636034

経済・経営系のための統計入門
/ 元山斉, 伊藤有希, 高橋一編修 ; : electronic bk. -- 実教出版,
2016.4. -- (事例でわかる統計シリーズ). w.

経済学.経
済思想

電子書籍
331.19||MO
T

2636311

コア・テキストマクロ経済学
/ 宮尾龍蔵著. -- 第2版. -- 新世社. -- (ライブラリ経済学コア・テキ
スト&最先端 ; 2).

経済学.経
済思想

３階固定一般 331||MIY 2636646

メディアをつくって社会をデザインする仕事 : プロジェクトの種を求め
て
/ 山崎裕行 [ほか] 編. -- ナカニシヤ出版, 2017.5.

企業.経営 ３階固定一般 335.8||OTS 2635682

一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 : 説得力が劇的アップ
/ 岸啓介著. -- インプレス, 2017.3.

経営管理 ３階固定一般 336.17||KIS 2634864

「いまの説明、わかりやすいね!」と言われるコツ
/ 浅田すぐる著. -- サンマーク出版, 2017.4.

経営管理 ３階固定一般
336.49||AS
A

2635151

一生使える見やすい資料のデザイン入門 : プレゼン資料が劇的改
善
/ 森重湧太著. -- インプレス, 2016.1.

経営管理 ３階固定一般
336.55||MO
R

2634856

海外に飛び出す前に知っておきたかったこと
/ 小林慎和 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2016.5.

金融.銀行.
信託

３階固定一般
338.92||KO
B

2635161

アクチュアリー試験 : 合格へのストラテジー : 数学
/ MAH著 : 藤田岳彦監修 : 岩沢宏和企画協力. -- 東京図書,
2017.6.

保険 ３階資格資料架 339.1||FUJ 2635801

福井あるある
/ 鈴木俊之著 ; 鈴木正也画. -- TOブックス, 2015.8.

社会学 ３階集密郷土 361.42||SUZ 2634953

さりげなく人を動かすスゴイ!話し方
/ 山崎拓巳著. -- かんき出版, 2017.5.

社会学 ３階固定一般
361.454||YA
M

2634821
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地方暮らしの幸福と若者
/ 轡田竜蔵著 ; : electronic bk. -- 勁草書房, 2017.2. w.

社会学 電子書籍 361.7||KUT 2636182

町を住みこなす : 超高齢社会の居場所づくり
/ 大月敏雄著. -- 岩波書店, 2017.7. -- (岩波新書 ; 新赤版 1671).

生活・消費
者問題

４階新書架 365.3||OTS 2635453

グローバルキャリア : ユニークな自分の見つけ方
/ 石倉洋子著 ; : electronic bk. -- 東洋経済新報社, 2011.4. w.

労働経済.
労働問題

電子書籍 366.29||ISH 2636522

若者のキャリア形成 : スキルの獲得から就業力の向上、アントレプ
レナーシップの育成へ : OECDスキル・アウトルック2015年版
/ 経済協力開発機構(OECD)編著 ; 竹内一真 [ほか] 訳. -- 明石書
店, 2017.5.

労働経済.
労働問題

３階固定一般
366.29||OR
G

2636611

Fukuzawa Yukichi on women and the family
/ [Fukuzawa Yukichi] ; edited and with new and revised translations
by Helen Ballhatchet ; : electronic bk. -- Keio University Press,
2017. -- (The thought of Fukuzawa ; 3). w.

家族問題.
男性・女性
問題.老人
問題

電子書籍 367.1||FUK 2636387

学習者中心の教育 : アクティブラーニングを活かす大学授業
/ メルリン・ワイマー著 ; : electronic bk. -- 勁草書房, 2017.3. w.

教育学.教
育思想

電子書籍 371.16||WEI 2636166

大学への教育投資と世代間所得移転 : 奨学金は救世主か
/ 樋口美雄, 萩原里紗編著 ; : electronic bk. -- 勁草書房, 2017.3.
w.

教育学.教
育思想

電子書籍 371.3||HIG 2636395

やさしい教育原理
/ 田嶋一[ほか]著 ; : electronic bk. -- 第3版. -- 有斐閣, 2016.12. -
- (有斐閣アルマ). w.

教育学.教
育思想

電子書籍 371||TAJ 2636247

アメリカ教師教育史 : 教職の女性化と専門職化の相克
/ 佐久間亜紀著 ; : electronic bk. -- 東京大学出版会, 2017.2. w.

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

電子書籍 373.7||SAK 2636204

実践日本語表現 : 短大生・大学1年生のためのハンドブック
/ 松浦照子編 ; 入口愛 [ほか] 執筆. -- ナカニシヤ出版, 2017.5.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般
377.15||MA
T

2635437

アクティブラーニング型授業としての反転授業
/ 森朋子, 溝上慎一編 ; 理論編, 実践編. -- ナカニシヤ出版,
2017.5.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般
377.15||MO
R

2635381

アクティブラーニング型授業としての反転授業
/ 森朋子, 溝上慎一編 ; 理論編, 実践編. -- ナカニシヤ出版,
2017.5.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般
377.15||MO
R

2635399

学び合う場のつくり方 : 本当の学びへのファシリテーション
/中野民夫著. -- 岩波書店, 2017.6.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般
377.15||NA
K

2636751
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大学生のためのキャリアデザイン入門
/ 岩上真珠, 大槻奈巳編 ; : electronic bk. -- 有斐閣, 2014.6. w.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

電子書籍 377.9||IWA 2636514

理系のためのキャリアデザイン : 戦略的就活術
/ 増沢隆太著 ; : electronic bk. -- 丸善出版, 2014.4. w.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

電子書籍 377.9||MAS 2636506

就活・自己PRに使えるフレーズ&キーワード1000
/ ユーキャン就職試験研究会編 ; : electronic bk. -- ユーキャン学
び出版. -- (就職活動の神様). w.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

電子書籍 377.9||UCA 2636549

知っておきたい業界別「仕事」を考える本
/ 占部礼二著 ; ユーキャン就職試験研究会編 ; : electronic bk. --
ユーキャン学び出版, 2013.4. -- (森ゼミ×就職活動の神様). w.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

電子書籍 377.9||URA 2636531

キッチハイク! : 突撃!世界の晩ごはん
/ 山本雅也著. -- 集英社, 2017.4.

衣食住の
習俗

３階固定一般 383.8||YAM 2635143

戦国時代のハローワーク : 職業図鑑
/ ライブ編著. -- カンゼン, 2017.2.

社会・家庭
生活の習
俗

３階固定一般 384.3||RAI 2635011

「ひとり死」時代のお葬式とお墓
/ 小谷みどり著. -- 岩波書店, 2017.7. -- (岩波新書 ; 新赤版
1672).

通過儀礼.
冠婚葬祭

４階新書架 385.6||KOT 2635461

世界に通じるマナーとコミュニケーション : つながる心、英語は翼
/ 横手尚子, 横山カズ著. -- 岩波書店, 2017.7. -- (岩波ジュニア新
書 ; 857).

通過儀礼.
冠婚葬祭

３階固定一般 385.9||YOK 2635305

相手もよろこぶ私もうれしいオトナ女子の気くばり帳
/ 気くばり調査委員会編. -- サンクチュアリ出版, 2017.4. --
(Sanctuary books).

通過儀礼.
冠婚葬祭

３階固定一般 385.93||KIK 2635534

信じてみたい幸せを招く世界のしるし
/ 米沢敬著 ; 出口春菜画. -- 創元社, 2017.5.

民間信仰.
迷信［俗
信］

３階固定一般 387.9||YON 2636662

理科年表
/ 東京天文台編纂 ; 第48冊(昭和50年) - 第90冊(平成29年). -- 机
上版. -- 丸善, 1975-.

参考図書
［レファレン
スブック］

４階固定参考
403.6||KOK|
|2017

2635054

海に沈んだ大陸の謎 : 最新科学が解き明かす激動の地球史
/ 佐野貴司著. -- 講談社, 2017.7. -- (ブルーバックス ; B-2021).

叢書.全集.
選集

４階新書架
408||BLU||2
021

2635933

曲がった空間の幾何学 : 現代の科学を支える非ユークリッド幾何と
は
/ 宮岡礼子著. -- 講談社, 2017.7. -- (ブルーバックス ; B-2023).

叢書.全集.
選集

４階新書架
408||BLU||2
023

2635941
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アルツハイマー病は「脳の糖尿病」 : 2つの「国民病」を結ぶ驚きのメ
カニズム
/ 鬼頭昭三, 新郷明子著. -- 講談社, 2017.7. -- (ブルーバックス ;
B-2025).

叢書.全集.
選集

４階新書架
408||BLU||2
025

2635951

数学小辞典
/ 矢野健太郎編. -- 第2版増補. -- 共立出版, 2017.5.

数学 ４階固定参考
410.33||YA
N

2635781

シュプリンガー数学コンテストから学ぶ数学発想レクチャーズ
/ 秋山仁, 酒井利訓著 ; シュプリンガー・ジャパン編 ; : electronic
bk. -- 丸善出版, 2016.12. -- (シュプリンガー数学リーディングス ;
第19巻). w.

数学 電子書籍 410||AKI 2636336

リーマンの数学と思想
/ 加藤文元著. -- 共立出版, 2017.5. -- (リーマンの生きる数学 /
黒川信重編 ; 4).

数学 ４階固定一般 410||KAT 2635811

見える!群論入門
/ 脇克志著. -- 日本評論社, 2017.6.

代数学 ４階固定一般 411.6||WAK 2635097

量子群点描
/ 山下真著. -- 共立出版, 2017.5.

代数学 ４階固定一般 411.6||YAM 2635712

脳のなかに数学を見る
/ 津田一郎著 ; 北海道大学数学連携研究センター編 ; : electronic
bk. -- 共立出版, 2016.7. -- (連携する数学 ; 1). w.

解析学 電子書籍 413.6||TSU 2636263

理工系のための統計入門
/ 鎌倉稔成, 神保雅一, 竹田裕一編修 ; : electronic bk. -- 実教出
版, 2016.10. -- (事例でわかる統計シリーズ). w.

確率論.数
理統計学

電子書籍 417||KAM 2636328

ネットワーク分析
/ 鈴木努著. -- 第2版. -- 共立出版, 2017.5. -- (Rで学ぶデータサ
イエンス / 金明哲編集 ; 8).

確率論.数
理統計学

４階固定一般 417||SUZ 2635755

確率的グラフィカルモデル
/ 鈴木譲, 植野真臣編著 ; 黒木学 [ほか] 著 ; : electronic bk. -- 共
立出版, 2016.7. w.

確率論.数
理統計学

電子書籍 417||SUZ 2636271

SAS enterprise guide
/ 高柳良太著 ; 時系列分析編 : electronic bk. -- オーム社, 2017.2.
w.

確率論.数
理統計学

電子書籍 417||TAK 2636379

納得しながら物理数学
/ 岸野正剛著 ; : electronic bk. -- 朝倉書店, 2016.6. -- (納得しな
がら学べる物理シリーズ / 岸野正剛著 ; 5). w.

理論物理
学

電子書籍 421.5||KIS 2636468

流れのすじがよくわかる流体力学
/ 小森悟著 ; : electronic bk. -- 朝倉書店, 2016.7. w.

力学 電子書籍 423.8||KOM 2636476

高校で物理を履修しなかった人のための熱力学
/ 上羽牧夫著 ; : electronic bk. -- 共立出版, 2016.8. -- (フロー式
物理演習シリーズ ; 7). w.

熱学 電子書籍 426.5||UWA 2636281
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高分子ナノ物性
/ 田中敬二, 中嶋健著. -- 共立出版, 2017.5. -- (高分子基礎科学
One Point / 高分子学会編集 ; 10 . 物性 ; 2).

物性物理
学

４階固定一般 428.1||TAN 2635798

トポロジカル絶縁体・超伝導体
/ 野村健太郎著 ; : electronic bk. -- 丸善出版, 2016.12. -- (シュプ
リンガー現代理論物理学シリーズ ; 6). w.

物性物理
学

電子書籍 428.8||NOM 2636451

人類の未来を変える核融合エネルギー
/ 核融合エネルギーフォーラム編 ; 松岡啓介 [ほか] 著. -- シーア
ンドアール研究所, 2016.7. -- (Superサイエンス).

原子物理
学

４階固定一般
429.56||KA
K

2634971

完全独習現代の宇宙物理学
/ 福江純著. -- 講談社, 2015.6.

天文学.宇
宙科学

４階固定一般 440.12||FUK 2635101

星とくらす
/ 田中美穂著 : 木下綾乃絵. -- WAVE出版, 2017.6.

天文学.宇
宙科学

４階固定一般 440.4||TAN 2635402

火山学 / 吉田武義, 西村太志, 中村美千彦著. -- 共立出版,
2017.5. -- (現代地球科学入門シリーズ
/ 大谷栄治, 長谷川昭, 花輪公雄編 ; 7).

地震学 ４階固定一般 453.8||YOS 2635828

鉱物レシピ : 結晶づくりと遊びかた
/ さとうかよこ著. -- グラフィック社, 2015.5.

鉱物学 ４階固定一般 459.9||SAT 2634831

センス・オブ・ワンダーを探して : 生命のささやきに耳を澄ます
/ 福岡伸一, 阿川佐和子著. -- 大和書房, 2017.6. -- (だいわ文庫 ;
[174-2C]).

生物科学.
一般生物
学

３階文庫架 460.4||FUK 2635658

物理の眼で見る生き物の世界 : バイオミメティクス皆伝
/ 望月修著 ; : electronic bk. -- コロナ社, 2016.3. w.

生化学 電子書籍 464.9||MOT 2636433

ライフサイエンスのための化学
/ 安藤祥司 [ほか] 共著 ; : electronic bk. -- 化学同人, 2017.1. w.

生化学 電子書籍 464||AND 2636255

樹皮・葉でわかる樹木図鑑
/ 菱山忠三郎監修. -- 成美堂出版, [2011.6].

種子植物 ４階固定一般
477.021||HI
S

2634911

鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。
/ 川上和人著. -- 新潮社, 2017.4.

動物学 ４階固定一般
480.04||KA
W

2636621

ネコの行動学
/ パウル・ライハウゼン著 ; 今泉みね子訳. -- 丸善出版, 2017.5.

哺乳類 ４階固定一般 489.53||LEY 2635674

ライフコースの健康心理学
/ 石川利江, 松田与理子編著. -- 晃洋書房, 2017.3.

医学 ４階固定一般
490.14||MO
R

2636816

においと味を可視化する : 化学感覚を扱う科学技術の最前線
/ 都甲潔, 中本高道著. -- フレグランスジャーナル社, 2017.5. --
(香り新書 ; 5).

基礎医学 ４階固定一般
491.376||TO
K

2636761
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よくわかるみんなの救急 : ガイドライン2015対応
/ 坂本哲也編. -- 大修館書店, 2017.6.

臨床医学.
診断・治療

４階固定一般
492.29||SA
K

2635577

よくわかる看護組織論
/ 久保真人 [ほか] 編著. -- ミネルヴァ書房, 2017.5. -- (やわらか
アカデミズム・「わかる」シリーズ).

臨床医学.
診断・治療

４階固定一般
492.983||KU
B

2636778

肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい
/ 西山耕一郎著. -- 飛鳥新社, 2017.6.

内科学 ４階固定一般 493.73||NIS 2635879

10秒リンパストレッチ : 不調が治って気持ちいい!
/ 加藤雅俊著. -- WAVE出版, 2017.6.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.3||KAT 2635496

科学でわかった正しい健康法
/ ジェフ・ウィルザー著 ; 栗木さつき訳. -- 大和書房, 2017.7.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.3||WIL 2635364

スタンフォード式最高の睡眠
/ 西野精治著. -- サンマーク出版, 2017.3.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.36||NIS 2634937

毎朝、目覚めるのが楽しみになる大人女子のための睡眠パーフェク
トブック
/ 友野なお著. -- 大和書房, 2017.7.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.36||TO
M

2635372

食品の化学と機能
/ 青柳康夫, 津田孝範編著 ; 伊澤華子 [ほか] 共著. -- 建帛社,
2017.5. -- (カレント食べ物と健康 ; 1).

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.51||AO
Y||1

2635763

食品の成分と加工
/ 青柳康夫, 津田孝範編著 ; 伊澤華子 [ほか] 共著. -- 建帛社,
2017.5. -- (カレント食べ物と健康 ; 2).

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.51||AO
Y||2

2635771

食と健康の科学
/ 稲山貴代, 大森玲子編著 ; 小川聖子 [ほか] 共著. -- 建帛社,
2017.3.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.55||INA 2635615

新・生き方としての健康科学
/ 朝倉隆司編. -- 有信堂高文社, 2017.4.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498||ASA 2636026

自然に学ぶものづくり図鑑 : かたち・しくみ・動き : 繊維から家電・乗
り物まで
/ 赤池学監修. -- PHP研究所, 2011.1.

技術.工学 ４階固定一般 500||AKA 2636093

ユニバーサルデザインの教科書
/ 日経デザイン編. -- 第3版. -- 日経BP社.

工業基礎
学

４階固定一般 501.83||NIK 2635259

環境計量士試験〈濃度・共通〉攻略問題集
/ 三好康彦著 ; 2018年版. -- オーム社, 2017.6.

公害.環境
工学

３階資格資料架 519.15||MIY 2635836
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環境経済学をつかむ
/ 栗山浩一, 馬奈木俊介著 ; : electronic bk. -- 第3版. -- 有斐閣,
2016.12. -- (Textbooks tsukamu). w.

公害.環境
工学

電子書籍 519||KUR 2636417

環境生態工学
/ 宇野宏司, 渡部守義共著 ; : electronic bk. -- コロナ社, 2016.3. --
(環境・都市システム系教科書シリーズ ; 21). w.

公害.環境
工学

電子書籍 519||UNO 2636301

一級建築士合格戦略製図試験のウラ指導
/ 教育的ウラ指導編著 ; 2017年版. -- 学芸出版社, 2017.6.

建築学 ３階資格資料架
520.79||KY
O

2636603

古建築を復元する : 過去と現在の架け橋
/ 海野聡著 ; : electronic bk. -- 吉川弘文館, 2017.3. -- (歴史文化
ライブラリー ; 444). w.

日本の建
築

電子書籍 521.8||UNO 2636141

日本建築の特質と心 : 創造性の根源を探る
/ 枝川裕一郎著. -- 鹿島出版会, 2017.6.

日本の建
築

４階固定一般 521||EDA 2635607

1級建築施工管理実地試験合格ゼミ : ぜ◆UFF5E◆んぶまとめて
集中学習!
/ 井上国博, 黒瀬匠, 三村大介共著. -- オーム社, 2017.6.

建築計画
施工

３階資格資料架 525.07||INO 2635861

デザインキッチンの新しい選び方 : 設計者とインテリアコーディネー
ターが知っておきたい
/ 本間美紀著. -- 学芸出版社, 2017.6.

住宅建築 ４階固定一般 527.3||HON 2636654

2級管工事施工合格テキスト : ギュッとまとめて集中学習!
/ 今野祐二, 山田信亮, 打矢◆U7005◆二, 加藤諭共著. -- オーム
社, 2017.6.

建築設備.
設備工学

３階資格資料架
528.18||KO
N

2635844

若い技術者のための機械・金属材料
/ 矢島悦次郎 [ほか] 共著 ; : electronic bk. -- 第3版. -- 丸善,
2017.1. w.

機械力学・
材料・設計

電子書籍 531.2||YAJ 2636344

特級ボイラ技士試験問題解答集 : 平成25年度◆UFF5E◆平成28
年度試験
/ ボイラ技士試験研究会編 ; 2018年度版. -- 燃焼社, 2017.6.

熱機関.熱
工学

３階資格資料架 533.33||BOI 2635593

放射線と安全につきあう : 利用の基礎と実際
/ 西澤邦秀, 柴田理尋編. -- 名古屋大学出版会, 2017.5.

原子力工
学

４階固定一般 539.68||NIS 2635968

電験三種予想問題集
/ 電験三種対策研究会編 ; 平成29年度. -- オーム社, 2017.6.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||DE
N

2635852

詳解電力系統工学
/ 加藤政一著. -- 東京電機大学出版局, 2017.6.

発電 ４階固定一般 543.1||KAT 2635569

チタン
/ 日本チタン協会編. -- 丸善出版, 2011.4. -- (現場で生かす金属
材料シリーズ).

電灯.照明.
電熱

４階固定一般 545.54||NIH 2636859

小形アンテナハンドブック
/ 藤本京平, 伊藤公一編著. -- 共立出版, 2017.5.

通信工学.
電気通信

４階固定一般 547.53||FUJ 2635739
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ディジタル移動通信の電波伝搬基礎
/ 唐沢好男著 ; : electronic bk. -- 改訂版. -- コロナ社, 2016.3. w.

通信工学.
電気通信

電子書籍
547.62||KA
R

2636298

IIEEJ transactions on image electronics and visual computing ; CD-
ROM版 ; Vol. 1, no. 1 (2013) - Vol. 5, no. 1 (2017).
-- Institute of Image Electronics Engineers of Japan, c2013-.

通信工学.
電気通信

ＡＶ
547.89||GA
Z||2017-1

2636077

画像電子学会誌 : 2017年 ; CD-ROM版
/ 画像電子学会[編] ; Vol.46 (2017)No.1, Vol.46 (2017)No.2. -- 画
像電子学会, 2017.

通信工学.
電気通信

ＡＶ
547.89||GA
Z||46-2

2636069

テクノロジーは貧困を救わない
/ 外山健太郎 [著] ; 松本裕訳 ; : electronic bk. -- みすず書房,
2016.11. w.

情報工学 電子書籍 548||TOY 2636212

かんたん!スマートフォン+FlashAirで楽しむIoT電子工作
/ 小松博史著 ; : electronic bk. -- オーム社, 2017.3. w.

電子工学 電子書籍 549||KOM 2636492

高分子ゲル
/ 宮田隆志著. -- 共立出版, 2017.5. -- (高分子基礎科学One Point
/ 高分子学会編集 ; 6).

高分子化
学工業

４階固定一般 578||MIY 2635747

自然をまねる、世界が変わる : バイオミミクリーが起こすイノベー
ション
/ ジェイ・ハーマン著 ; 小坂恵理訳. -- 化学同人, 2014.8.

その他の化
学工業

４階固定一般 579.9||HAR 2635691

バイオミメティクス : 生物の形や能力を利用する学問
/ 篠原現人, 野村周平編著. -- 東海大学出版部, 2016.3. -- (国立
科学博物館叢書 ; 16).

その他の化
学工業

４階固定一般 579.9||SHI 2635445

ビジネスという勝負の場は一瞬、しかも服で決まる = The suit.It
changes all your business.
/ 木暮桂子著. -- ダイヤモンド社, 2017.5.

衣服.裁縫 ４階固定一般 593.3||KIG 2635186

初めてでもよくわかる冠婚葬祭のきもの事典
/ 家庭画報編集部編. -- 世界文化社, 2012.5.

衣服.裁縫 ４階固定一般 593.8||KAT 2635089

好きよ、喫茶店
/ 菊池亜希子著. -- マガジンハウス, 2017.7.

食品.料理 ４階固定一般 596.7||KIK 2635984

泡をくうお話 : ふわふわ,サクサク,もちもちの食べ物
/ 畑江敬子著. -- 建帛社, 2017.5. -- (クッカリーサイエンス / 日本
調理科学会監修 ; 008).

食品.料理 ４階固定一般 596||HAT 2635471

なぜ「近大発のナマズ」はウナギより美味いのか? : "新しい魚"開発
の舞台裏
 / 山下柚実著. -- 光文社, 2017.7.

水産増殖.
養殖業

４階固定一般
666.695||YA
M

2635224

「売れる営業」がやっていること「売れない営業」がやらかしているこ
と
/ 松橋良紀著. -- 大和書房, 2017.6.

商業経営.
商店

４階固定一般 673.3||MAT 2635331

コーヒーゼリーの時間
/ 木村衣有子著. -- 産業編集センター, 2015.6.

商業経営.
商店

４階固定一般 673.9||KIM 2635208
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ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 57 No. 1 - Vol. 57 No. 9. -- 宣伝会議,
2017.1-.

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||BRA|
|'17-9

2636085

和ごころを伝えるデザイン.
-- パイインターナショナル, 2016.2.

広告.宣伝 ４階固定一般 674.3||PIE 2634848

地域の魅力を伝えるデザイン = Design for local paper media in
Japan
/ 齋藤あきこ, 松村貴樹執筆 ; クリスチャン・トレイラ訳. -- ビー・エ
ヌ・エヌ新社, 2014.12.

広告.宣伝 ４階固定一般 674.3||SAI 2634881

フェイス・トゥ・フェイス・ブック : クチコミ・マーケティングの効果を最
大限に高める秘訣
/ エド・ケラー, ブラッド・フェイ著 ; 澁谷覚, 久保田進彦, 須永努訳 ; :
electronic bk. -- 有斐閣, 2016.12. w.

マーケティ
ング

電子書籍 675||KEL 2636239

マーケティング戦略
/ 和田充夫, 恩藏直人, 三浦俊彦著 ; : electronic bk. -- 第5版. --
有斐閣, 2016.12. -- (有斐閣アルマ). w.

マーケティ
ング

電子書籍 675||WAD 2636221

牛車で行こう! : 平安貴族と乗り物文化
/ 京楽真帆子著. -- 吉川弘文館, 2017.7.

交通史・事
情

４階固定一般 682.1||KYO 2636018

地域の足を支えるコミュニティーバス・デマンド交通
/ 堀内重人著. -- 鹿島出版会, 2017.7.

陸運.自動
車運送

４階固定一般 685.5||HOR 2635488

社会人として大切なことはすべてリッツ・カールトンで学んだ
/ 清水健一郎著. -- 彩図社, 2017.4.

観光事業 ３階文庫架 689.8||SHI 2636565

これからの観光を考える
/ 谷口知司, 福井弘幸編著. -- 晃洋書房, 2017.4.

観光事業 ４階固定一般 689||TAN 2636794

美の起源 : アートの行動生物学
/ 渡辺茂著 ; 長谷川寿一コーディネーター ; : electronic bk. -- 共立
出版, 2016.8. -- (共立スマートセレクション = Kyoritsu smart
selection ; 10). w.

芸術理論.
美学

電子書籍 701.4||WAT 2636425

江戸の美術大図鑑
/ 狩野博幸, 並木誠士, 今橋理子監修. -- 河出書房新社, 2017.6.

芸術史. 美
術史

３階固定大型
702.15||KA
N

2634872

岩佐又兵衛と松平忠直 : パトロンから迫る又兵衛絵巻の謎
/ 黒田日出男著. -- 岩波書店, 2017.6. -- (岩波現代全書 ; 103).

日本画 ３階固定一般 721.8||KUR 2636743

西洋名画ズバリ101! : 巨匠たちの7つの誘惑
/ 千足伸行監修. -- 小学館, 2017.6.

洋画 ３階固定一般 723.3||SEN 2636131

ミュシャ展
/ 国立新美術館 [ほか] 編集. -- 求龍堂, 2017.3.

洋画 ３階固定大型
723.348||KO
K

2634929
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図案からデザインへ : 近代京都の図案教育
/ 並木誠士, 松尾芳樹, 岡達也著. -- 淡交社, 2016.7.

グラフィック
デザイン.図
案

３階固定一般
727.07||NA
M

2635241

やってはいけないデザイン
/ 平本久美子著. -- 翔泳社, 2016.12.

グラフィック
デザイン.図
案

３階固定一般 727||HIR 2635071

ねこのおてて
/ パイインターナショナル編著. -- パイインターナショナル, 2017.2.

写真集 ３階固定一般 748||PIE 2635046

定本樂歴代 : 宗慶・尼焼・光悦・道樂・一元を含む
/ 樂吉左衞門, 樂篤人著. -- 淡交社, 2013.4.

陶磁工芸 ３階固定一般 751.1||RAK 2635232

新・色の見本帳 : 季節のキーワードからの配色イメージと金銀蛍光
色掛け合わせ
/ ランディング著. -- 技術評論社, 2016.1.

デザイン.装
飾美術

３階固定一般 757.3||LAN 2635267

大学生のスポーツと健康生活
/ 福岡大学スポーツ科学部編. -- 大修館書店, 2017.3.

スポーツ.体
育

３階固定一般 780.1||FUK 2635631

基礎から学ぶスポーツリテラシー
/ 高橋健夫 [ほか] 編著. -- 改訂版. -- 大修館書店, 2017.4.

スポーツ.体
育

３階固定一般 780||TAK 2635623

敗北を力に! : 甲子園の敗者たち
/ 元永知宏著. -- 岩波書店, 2017.7. -- (岩波ジュニア新書 ; 856).

球技 ３階新書架 783.7||MOT 2635291

CGとゲームの技術
/ 三上浩司, 渡辺大地共著 ; : electronic bk. -- コロナ社, 2016.4. --
(メディア学大系 / メディア学大系編集委員会 [編] ; 2). w.

室内娯楽 電子書籍 798.5||MIK 2636441

古代日本語をよむ
/ 奥村悦三著. -- 和泉書院, 2017.5.

日本語 ３階固定一般
810.23||OK
U

2636638

日本語表現力 : アカデミック・ライティングのための基礎トレーニン
グ
/ 石塚正英, 黒木朋興編著 ; 工藤豊 [ほか] 著 ; : electronic bk. --
朝倉書店, 2016.3. w.

文章.文体.
作文

電子書籍 816.5||ISH 2636361

マジ文章書けないんだけど : 朝日新聞ベテラン校閲記者が教える
一生モノの文章術
/ 前田安正著. -- 大和書房, 2017.4.

文章.文体.
作文

３階固定一般 816||MAE 2636042

誤解されやすい方言小辞典 : 東京のきつねが大阪でたぬきにばけ
る
/ 篠崎晃一著. -- 三省堂, 2017.6.

方言.訛語 ３階固定一般 818||SHI 2635526

公式TOEIC Listening & Reading問題集
/ Educational Testing Service著 ; 1, 2. -- 国際ビジネスコミュニ
ケーション協会, 2016.10-.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||ED
U||2

2634902

はじめてのTOEIC L&Rテスト「先読み」と単語で730点突破!
/ 伊藤太, ゲーリー・スコット・ファイン著. -- 大和書房, 2017.7.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||ITO 2635356
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TOEIC L&Rテスト文法問題でる1000問
/ TEX加藤著. -- アスク出版, 2017.6.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||TEX 2636832

リアルライフ英会話 : For Women : 英語だって日本語みたいに楽し
くしゃべりたい
/ 光藤京子著. -- 大和書房, 2017.7.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||MIT 2635348

寺山修司幻想劇集
/ 寺山修司著 ; : 新装版. -- 平凡社, 2017.6. -- (平凡社ライブラ
リー ; 856).

戯曲 ３階文庫架 912.6||TER 2636051

機長、事件です! : 空飛ぶ探偵の謎解きフライト
/ 秋吉理香子著. -- KADOKAWA, 2017.3.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||AKI 2635976

君に恋をするなんて、ありえないはずだった
/ 筏田かつら著. -- 宝島社, 2017.4. -- (宝島社文庫 ; Cい-14-1).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||IKA||
1

2635119

君に恋をするなんて、ありえないはずだった そして、卒業. -- 宝島
社, 2017.7. -- (君に恋をするなんて、ありえないはずだった
/筏田かつら著 . [2])(宝島社文庫 ; Cい-14-2).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||IKA||
2

2635127

新世界より
/ 貴志祐介 [著] ; 上, 中, 下. -- 講談社, 2011.1. -- (講談社文庫 ;
[き-60-1], [き-60-2], [き-60-3]).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||KIS||
1

2635909

新世界より
/ 貴志祐介 [著] ; 上, 中, 下. -- 講談社, 2011.1. -- (講談社文庫 ;
[き-60-1], [き-60-2], [き-60-3]).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||KIS||
2

2635917

新世界より
/ 貴志祐介 [著] ; 上, 中, 下. -- 講談社, 2011.1. -- (講談社文庫 ;
[き-60-1], [き-60-2], [き-60-3]).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||KIS||
3

2635925

余命10年
/ 小坂流加著. -- 文芸社, 2017.5. -- (文芸社文庫 ; [こ5-1]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KOS 2635062

月の満ち欠け
/ 佐藤正午著. -- 岩波書店, 2017.4.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||SAT 2635021

君の膵臓をたべたい
/ 住野よる著. -- 双葉社, 2017.4. -- (双葉文庫 ; す-12-01).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SUM 2636557

幻夜の侵入者 : 実話ホラー
/ 匠平著. -- 大和書房, 2017.6. -- (だいわ文庫 ; 322-2I).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SYO 2635641

もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら
/ 神田桂一, 菊池良著. -- 宝島社, 2017.6.

小説.物語 ３階固定一般 913.7||KAN 2635666

ひらがなな会長の、社員への手紙
/ 益永哲郎著. -- ウララコミュニケーションズ, 2017. 7.

記録.手記.
ルポルター
ジュ

３階固定一般 916||MAS 2635283
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うつヌケ : うつトンネルを抜けた人たち
/ 田中圭一著. -- KADOKAWA, 2017.1.

記録.手記.
ルポルター
ジュ

３階固定一般 916||TAN 2635003

ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 : 映画オリジナル脚本版
/ J.K.ローリング著 ; 松岡佑子日本語版監修・訳. -- 静山社,
2017.3.

戯曲 ３階固定一般 932.7||ROW 2634961

クィディッチ今昔
/ J.K.ローリング作 ; 松岡佑子訳. -- 静山社, 2014.3. -- (静山社ペ
ガサス文庫 ; [ロ-1-21] . ハリー・ポッター ; 21).

小説.物語 ３階固定一般 933.7||ROW 2635135


