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13歳からの「学問のすすめ」
/ 福沢諭吉著 ; 齋藤孝訳・解説. -- 筑摩書房, 2017.9. -- (ちくまプ
リマー新書 ; 284).

知識.学問.
学術

３階新書架 002||FUK 2638118

強くなるロボティック・ゲームプレイヤーの作り方 : 実践で学ぶ強化
学習
/ 八谷大岳, 杉山将著. -- プレミアムブックス版. -- マイナビ出版,
2016.5.

情報科学 ４階固定一般
007.13||HA
C

2638037

Rによる自動データ収集 : Webスクレイピングとテキストマイニングの
実践ガイド
/ Simon Munzert [ほか] 原著 ; 石田基広 [ほか] 訳. -- 共立出版,
2017.6.

情報科学 ４階固定一般 007.6||MUN 2638991

法情報の調べ方入門 : 法の森のみちしるべ
/ ロー・ライブラリアン研究会編. -- 補訂版. -- 日本図書館協会,
2017.9. -- (JLA図書館実践シリーズ ; 28).

図書館.図
書館学

３階固定一般
010||JLA||2
8-2

2638916

福井新聞縮刷版 平成29年 ; DVD-ROM版
/ 福井新聞社編 ; 1月号 - 8月号. -- 福井新聞社, 2017.2-.

日本 ３階集密郷土
071.5||FUK||
'17-8

2638461

日刊工業新聞縮刷版 2017年 ; CD-ROM版
/ 日刊工業新聞社編 ; 1月号 - 8月号. -- 日刊工業新聞社,
2017.2-.

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
17-8

2638533

ちいさなことにイライラしなくなる本 : イヤな気分を引きずらない技術
/ 大嶋信頼著. -- マガジンハウス, 2017.7.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141.6||OSH 2638071

アドラー流「自信」が生まれる本
/ 岩井俊憲著. -- 三笠書房, 2017.5. -- (王様文庫 ; B169-2).

臨床心理
学.精神分
析学

３階文庫架 146.1||IWA 2638681

きれいでなければ稼げません : ほんの少しのコツで、いまよりランク
アップできる!
/ 渡辺ゆきよ著. -- WAVE出版, 2017.8.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.6||WAT 2638673

BY THE SEA
/ A-Works編集. -- A-Works, 2017.8.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.8||AWO 2638371

自分のことがわかる本 : ポジティブ・アプローチで描く未来
/ 安部博枝. -- 岩波書店, 2017.9. -- (岩波ジュニア新書 ; 860).

人生訓.教
訓

３階新書架 159||ABE 2638924

内向型人間のための人生戦略大全 : QUIET IMPACT
/ シルビア・レーケン著 ; 岡本朋子訳. -- CCCメディアハウス,
2014.11.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||LOH 2638401

新着図書のご案内
2017年9月16日～9月30日
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「自粛社会」をのりこえる : 「慰安婦」写真展中止事件と「表現の自
由」
/ 安世鴻, 李春煕, 岡本有佳編. -- 岩波書店, 2017.9. -- (岩波ブッ
クレット ; No.973).

日本史 ３階固定一般
210.75||AH
N

2638053

イギリス現代史
/ 長谷川貴彦著. -- 岩波書店, 2017.9. -- (岩波新書 ; 新赤版
1677).

イギリス.英
国

４階新書架
233.07||HA
S

2638959

ゼロ : なにもない自分に小さなイチを足していく
/ 堀江貴文著. -- ダイヤモンド社, 2013.10.

個人伝記 ３階固定一般 289.1||HOR 2638088

よしもと血風録 : 吉本興業社長・大崎洋物語
/ 常松裕明著. -- 新潮社, 2017.9. -- (新潮文庫 ; 10472, つ-36-1).

個人伝記 ３階文庫架 289.1||TSU 2638126

日本の歴史を旅する
/ 五味文彦著. -- 岩波書店, 2017.9. -- (岩波新書 ; 新赤版 1676).

日本 ４階新書架
291.18||GO
M

2638941

Re島PROJECT BOOK : FUKUOKA TSUSHIMA・IKI・GOTO-
RETTO・YAKUSHIMA.
 -- Re島PROJECT, 2017.3.

日本 ３階固定一般 291.93||RET 2638428

サンデルよ、「正義」を教えよう
/ 高山正之著. -- 新潮社, 2017.9. -- (新潮文庫 ; 10780, た-93-6 .
変見自在).

論文集.評
論集.講演
集

３階文庫架 304||TAK 2638207

メディアに操作される憲法改正国民投票
/ 本間龍著. -- 岩波書店, 2017.9. -- (岩波ブックレット ; No.972).

憲法 ３階固定一般
323.149||H
OM

2638045

10代からのマネー図鑑
/ マーカス・ウィークス著 ; 加藤洋子訳. -- 三省堂, [2017.8].

経済 ３階固定一般 330||WEE 2638801

夢を追いかける起業家たち : ディズニー、ナイキ、マクドナルド、アッ
プル、グーグル、フェイスブック
/ サラ・ギルバート, アーロン・フリッシュ, ヴァレリー・ボッデン著 ; 野
沢佳織訳. -- 西村書店, 2017.3.

経済史・事
情.経済体
制

３階固定一般 332.8||GIL 2638908

社会的信頼学 : ポジティブネットワークが生む創発性
/ 関西大学社会的信頼システム創生センター編 ; 与謝野有紀, 林
直保子, 草郷孝好著. -- ナカニシヤ出版, 2016.3.

社会学 ３階固定一般 361.4||KAN 2639084

また会いたい!と思われる人になる : 名刺交換だけでは「人脈」にな
りません
/ 大谷由里子著. -- WAVE出版, 2017.7. -- (WAVEポケット・シリー
ズ ; 10).

社会学 ３階固定一般 361.4||OTA 2638711
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10分でわかる得する年金のもらい方
/ 田中章二著. -- 新版. -- WAVE出版, 2017.5.

社会保障 ３階固定一般 364.4||TAN 2638762

教職教養30日完成 : 教員採用試験 ; '19年度.
-- 時事通信出版局, 2017.9. -- (Pass Line突破シリーズ ; 1).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||JIJ||
2019

2639106

富山県の理科過去問
/ 協同教育研究会編 ; 2018年度版. -- 協同出版, 2017.5. -- (教員
採用試験過去問シリーズ ; 7).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||KYO|
|2018

2638746

教員採用試験中高保健体育らくらくマスター
/ 資格試験研究会編 ; 2013年度版 - 2018年度版. -- 実務教育出
版, 2011.12-.

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||SHI||
2018

2638886

教員採用試験教職教養よく出る過去問224
/ 資格試験研究会編 ; 2015年度版 - 2018年度版. -- 実務教育出
版, 2014.3-.

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||SHI||
2018

2638894

教員採用試験教職教養らくらくマスター
/ 資格試験研究会編 ; 2009年度版 - 2019年度版. -- 実務教育出
版, 2007.10-.

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||SHI||
2019

2638878

教員採用試験教職教養過去5年本試験問題集 : 大阪府・大阪市・
堺市・豊能地区
/ TAC株式会社(教員講座) 編著 ; 2018年度採用版. -- TAC株式会
社出版事業部, 2016.12.

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||TAC|
|2018

2638754

歴メシ! : 世界の歴史料理をおいしく食べる
/ 遠藤雅司著. -- 柏書房, 2017.8.

衣食住の
習俗

３階固定一般 383.8||END 2638381

シュメール人の数学 : 粘土板に刻まれた古の数学を読む
/ 室井和男著 ; 中村滋コーディネーター. -- 共立出版, 2017.6. --
(共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection ; 17).

数学 ４階固定一般
410.227||M
UR

2639041

例題形式で探求する代数学のエッセンス : 方程式から拡がる世界
/ 小林正典著. -- サイエンス社, 2017.9. -- (臨時別冊・数理科学 .
SGCライブラリ ; 136).

代数学 ４階固定一般 411.2||KOB 2638983

電子スピン共鳴分光法
/ 大庭裕範, 山内清語著 ; 日本化学会編. -- 共立出版, 2017.6. --
(化学の要点シリーズ ; 20).

化学 ４階固定一般 430.8||NIH 2639009
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エネルギー変換型光触媒
/ 久富隆史, 久保田純, 堂免一成著 ; 日本化学会編. -- 共立出版,
2017.6. -- (化学の要点シリーズ ; 21).

化学 ４階固定一般 430.8||NIH 2639051

村山斉の宇宙をめぐる大冒険 ; DVD版.
 -- NHKエンタープライズ, 2017.8. -- (NHK DVD . NHK BSプレミア
ム コズミックフロントNEXT . コズミックフロントNEXT ; 2017年2月9
日・16日 放送).

天文学.宇
宙科学

ＡＶ 440.8||NHK 2638029

深読み!ギリシャ星座神話 : 独自の解釈でもっと楽しむ
/ 浅田英夫著. -- 地人書館, 2017.7.

恒星.恒星
天文学

４階固定一般 443.8||ASA 2638721

地球大気の科学
/ 田中博著. -- 共立出版, 2017.6. -- (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 ; 3).

気象学 ４階固定一般 451.3||TAN 2639092

抗生物質と人間 : マイクロバイオームの危機
/ 山本太郎著. -- 岩波書店, 2017.9. -- (岩波新書 ; 新赤版 1679).

基礎医学 ４階新書架
491.79||YA
M

2638975

痛みに悩んでいるあなたへ
/ 外須美夫著. -- 九州大学出版会, 2017.5. -- (KUP医学ライブラリ
; 1).

臨床医学.
診断・治療

４階固定一般 492||HOK 2639025

ドラキュラ女子のための貧血ケア手帖 : オトナ女子の貧血をたっぷ
り血液に
/ 濱木珠恵著. -- 主婦の友インフォス. -- (健康美人シリーズ).

内科学 ４階固定一般
493.175||HA
M

2638096

はしかの脅威と驚異
/ 山内一也著. -- 岩波書店, 2017.9. -- (岩波科学ライブラリー ;
265).

内科学 ４階固定一般
493.87||YA
M

2638061

ドクター南雲の部屋とからだのお掃除術 : 部屋を掃除したらますま
す健康になりました
/ 南雲吉則著. -- WAVE出版, 2017.7.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.3||NAG 2638665

野菜で整えるいちばんやさしい腸がきれいになる食べ方
/ 田口成子著. -- 家の光協会, 2017.7.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.583||TA
G

2639033

写真でわかる世界の防犯 : 驚きのアイデアで犯罪を「あきらめさせ
る」 : 遺跡・デザイン・まちづくり
/ 小宮信夫著. -- 小学館, 2017.4.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||KOM 2638691

まちづくり図解
/ 佐藤滋 [ほか] 編. -- 鹿島出版会, 2017.6.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||SAT 2638487
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都市の水辺(リバーフロント)
/ 重松敏則, 高田昇著 ; 中津コーポ高速道路に反対する会編. --
東方出版, 1993.9. -- (東方ブックレット ; 6).

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||SHI 1367072

ウォーターフロント再開発 : 都市再生の新潮流とアメリカの開発手
法
/ アメリカ商務省[原著] ; 日本開発銀行都市開発研究グループ訳
編. -- 理工図書, 1987.10.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||YOK 1033051

喝!建築ものづくり現場力
/ 井上清司著. -- 風詠社.

建築学 ４階固定一般 520.95||INO 2638436

GA HOUSES : 世界の住宅 : 2期 ; 11 - 25.
-- A.D.A EDITA Tokyo, 1992.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||1
2

1562291

GA HOUSES : 世界の住宅 : 2期 ; 11 - 25.
-- A.D.A EDITA Tokyo, 1992.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||1
3

1562304

GA HOUSES : 世界の住宅 : 2期 ; 11 - 25.
-- A.D.A EDITA Tokyo, 1992.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||1
4

1562312

GA HOUSES : 世界の住宅 : 2期 ; 11 - 25.
-- A.D.A EDITA Tokyo, 1992.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||1
5

1562321

GA HOUSES : 世界の住宅 : 2期 ; 11 - 25.
-- A.D.A EDITA Tokyo, 1992.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||1
6

1562339

GA HOUSES : 世界の住宅 : 2期 ; 11 - 25.
 -- A.D.A EDITA Tokyo, 1992.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||1
7

1562347

GA HOUSES : 世界の住宅 : 2期 ; 11 - 25.
 -- A.D.A EDITA Tokyo, 1992.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||1
8

1562355

GA HOUSES : 世界の住宅 : 2期 ; 11 - 25.
-- A.D.A EDITA Tokyo, 1992.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||1
9

1562363

GA HOUSES : 世界の住宅 : 2期 ; 11 - 25.
-- A.D.A EDITA Tokyo, 1992.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||2
0

1562371

GA HOUSES : 世界の住宅 : 2期 ; 11 - 25.
-- A.D.A EDITA Tokyo, 1992.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||2
1

1562381
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GA HOUSES : 世界の住宅 : 2期 ; 11 - 25.
 -- A.D.A EDITA Tokyo, 1992.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||2
2

1562398

GA HOUSES : 世界の住宅 : 2期 ; 11 - 25.
-- A.D.A EDITA Tokyo, 1992.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||2
3

1562401

GA HOUSES : 世界の住宅 : 2期 ; 11 - 25.
 -- A.D.A EDITA Tokyo, 1992.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||2
4

1562411

GA HOUSES : 世界の住宅 : 2期 ; 11 - 25.
-- A.D.A EDITA Tokyo, 1992.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||2
5

1562428

トイレの研究 : 快適環境を求めて総合的に科学する
/ 日本トイレ協会編. -- 地域交流出版, 1987.6.

建築設備.
設備工学

４階固定一般 528.1||NIH 1027948

機械工学実験
/ 柴田晴彦編. -- 増補版. -- 内田老鶴圃新社, 1974.4.

機械工学 ４階固定一般 530.75||SHI 1284606

Quantum plasmadynamics : unmagnetized plasmas
/ Donald Melrose ; pbk., pbk.. -- Springer, 2011. -- (Lecture notes
in physics ; 735).

機械工学 ４階固定一般 530||MEL 2638771

機械騒音ハンドブック
/ 日本機械学会編. -- 産業図書, 1991.10.

機械力学・
材料・設計

４階集密参考 531.9||NIH 1264443

真空技術ハンドブック
/ 金持徹編. -- 日刊工業新聞社, 1990.3.

流体機械.
流体工学

４階固定参考
534.93||KA
N

1150146

真空技術ハンドブック
/ 金持徹編. -- 日刊工業新聞社, 1990.3.

流体機械.
流体工学

４階集密参考
534.93||KA
N

1143301

自動車の最新技術事典
/ 井口雅一 [ほか] 編集. -- 朝倉書店, 1993.11.

自動車工
学

４階集密参考 537.03||IGU 1382748

放射線のはなし
/ 野口正安著. -- 日刊工業新聞社, 1987.6. -- (Science and
technology).

原子力工
学

４階固定一般 539.6||NOG 1618644

放射線量計測の基礎
/ J.R.グリーニング著 ; 森内和之, 高田信久訳. -- 地人書館,
1988.1.

原子力工
学

４階固定一般
539.62||GR
E

1488813
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電気情報英和辞典
/ オーム社編. -- オーム社, 1992.6.

電気工学 ４階集密参考
540.33||CH
W

1407384

電気回路(1) : 直流・交流回路編
/ 早川義晴, 松下祐輔, 茂木仁博著. -- コロナ社, 1986.5. -- (専修
学校教科書シリーズ 1 |センシｭウ ガｯコウ キｮウカシｮ シリーズ ;  .
電気回路 1  ; ).

電気回路・
計測･材料

４階固定一般 541.1||HAY 1949373

ミグ戦闘機 : ソ連戦闘機の最新テクノロジー
/ ビル・スウィートマン著 ; 浜田一穂訳. -- 原書房, 1988.7. -- (メカ
ニックブックス).

兵器.軍事
工学

４階固定一般
559||MEC||1
6

2638142

繊維強化プラスチックの耐久性
/ 宮野靖, 中田政之著. -- 共立出版, 2017.6.

高分子化
学工業

４階固定一般 578.47||MIY 2639068

チョコレート語辞典 : チョコレートにまつわることばをイラストと豆知
識で甘～く読み解く
/ Dolcerica香川理馨子著. -- 誠文堂新光社, 2016.10.

食品工業 ４階固定一般
588.34||DO
L

2638411

マヨネーズがなければ生きられない、スペイン人シェフのマヨネーズ
の本
/ ホセ・バラオナ・ビニェス著. -- 柴田書店, 2017.6.

食品.料理 ４階固定一般
596.23||BA
R

2638398

世界一美味しい煮卵の作り方 : 家メシ食堂 : ひとりぶん100レシピ
/ はらぺこグリズリー著. -- 光文社, 2017.2. -- (光文社新書 ; 870).

食品.料理 ４階固定一般 596||HAR 2638517

天上の庭 : 京都御所・仙洞御所・修学院離宮・桂離宮
/ 二川幸夫企画・撮影 ; 隈研吾文. -- エーディーエー・エディタ・トー
キョー, 2017.2.

造園 ４階集密大型 629.21||FUT 2638274

ひとりじゃなかよ
/ 西本喜美子著. -- 飛鳥新社, 2016.7.

写真集 ３階固定一般 748||NIS 2638525

デザインってなんだろ?
/ 松田行正著. -- 紀伊国屋書店, 2017.4.

デザイン.
装飾美術

３階固定一般
757.02||MA
T

2638444

三省堂新旧かなづかい辞典
/ 三省堂編修所編. -- 三省堂, 2017.7.

音声.音韻.
文字

３階固定参考
811.56||SA
N

2638738

アカデミック・ライティングの基礎 : 資料を活用して論理的な文章を
書く
/ 西川真理子 [ほか] 著. -- 晃洋書房, 2017.4.

文章.文体.
作文

３階固定一般 816.5||NIS 2638819

60歳からの外国語修行 : メキシコに学ぶ
/ 青山南著. -- 岩波書店, 2017.9. -- (岩波新書 ; 新赤版 1678).

スペイン語 ４階新書架
860.49||AO
Y

2638967



書籍名/著者名--出版名，出版年--シリーズ名（ある場合） 分類名 配置場所 ラベル番号 登録番号

新着図書のご案内
2017年9月16日～9月30日

I Love Youの訳し方
/ 望月竜馬著 ; ジュリエット・スミス絵. -- 雷鳥社, 2016.12.

文学史.文
学思想史

３階固定一般
902.09||MO
C

2638101

乙女の家
/ 朝倉かすみ著. -- 新潮社, 2017.9. -- (新潮文庫 ; 10778, あ-85-
2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ASA 2638134

水葬の迷宮 : 警視庁特捜7
/ 麻見和史著. -- 新潮社, 2017.9. -- (新潮文庫 ; 10777, あ-90-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ASA 2638223

R.E.D.警察庁特殊防犯対策官室
/ 古野まほろ著. -- 新潮社, 2017.9. -- (新潮文庫 ; ふ-52-3 .
[nex]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||FUR 2638177

機巧のイヴ
/ 乾緑郎著. -- 新潮社, 2017.9. -- (新潮文庫 ; 10717, い-130-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||INU 2638169

風が強く吹いている
/ 三浦しをん著. -- 新潮社, 2009.7. -- (新潮文庫 ; 8721, み-34-8).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MIU 2638703

終わらない歌
/ 宮下奈都[著]. -- 実業之日本社, 2015.10. -- (実業之日本社文庫
; み2-2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MIY 2638495

よろこびの歌
/ 宮下奈都著. -- 実業之日本社, 2012.10. -- (実業之日本社文庫 ;
み2-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MIY 2638509

天草四郎の犯罪
/ 西村京太郎著. -- 新潮社, 2017.9. -- (新潮文庫 ; 10775, に-5-
34).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||NIS 2638185

オークブリッジ邸の笑わない貴婦人
/ 太田紫織著 ; 3. -- 新潮社, 2017.9. -- (新潮文庫 ; お-91-3 .
[nex]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||OTA 2638193

老老戦記
/ 清水義範著. -- 新潮社, 2017.9. -- (新潮文庫 ; 10776, し-33-11).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SHI 2638215

ヴァチカン図書館の裏蔵書
/ 篠原美季著. -- 新潮社, 2017.9. -- (新潮文庫 ; し-74-24 . [nex]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SHI 2638231

愛なんて嘘
/ 白石一文著. -- 新潮社, 2017.9. -- (新潮文庫 ; 10670, し-69-4).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SHI 2638266
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夢Q夢魔物語 : 夢野久作怪異小品集
/ 夢野久作著 ; 東雅夫編. -- 平凡社, 2017.7. -- (平凡社ライブラ
リー ; 857).

作品集 ３階文庫架
918.68||YU
M

2639017

アメリカン・ウォー
/ オマル・エル=アッカド [著] ; 黒原敏行訳 ; 上巻, 下巻. -- 新潮社,
2017.9. -- (新潮文庫 ; 10781-10782, エ-8-1,エ-8-2).

小説.物語 ３階文庫架
933.7||ELA||
1

2638241

アメリカン・ウォー
/ オマル・エル=アッカド [著] ; 黒原敏行訳 ; 上巻, 下巻. -- 新潮社,
2017.9. -- (新潮文庫 ; 10781-10782, エ-8-1,エ-8-2).

小説.物語 ３階文庫架
933.7||ELA||
2

2638258

ねじの回転
/ ヘンリー・ジェイムズ [著] ; 小川高義訳. -- 新潮社, 2017.9. -- (新
潮文庫 ; 10783, シ-5-2).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||JAM 2638151

一九八四年
/ ジョージ・オーウェル著 ; 高橋和久訳. -- 新訳版. -- 早川書房,
2009.7. -- (ハヤカワepi文庫 ; epi 53).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||ORW 2638541


