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人生を豊かにする学び方
/ 汐見稔幸著. -- 筑摩書房, 2017.10. -- (ちくまプリマー新書 ; 285).

知識.学問.
学術

３階新書架 002||SHI 2641771

福井新聞縮刷版 平成29年 ; DVD-ROM版
/ 福井新聞社編 ; 1月号 - 9月号. -- 福井新聞社, 2017.2-.

日本 ３階集密郷土
071.5||FUK||
'17-9

2641992

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 - 9月号. -- 日刊工業新聞社,
2017.2-.

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
17-9

2641941

アウグスティヌス : 「心」の哲学者
/ 出村和彦著. -- 岩波書店, 2017.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 1682).

中世哲学 ４階新書架 132.1||DEM 2642298

心理学マニュアル観察法
/ 中澤潤, 大野木裕明, 南博文編著. -- 北大路書房, 1997.4.

心理学 ３階固定一般 140.16||NAK 2642395

人生が大きく変わるアドラー心理学入門
/ 岩井俊憲著. -- かんき出版, 2014.12.

心理学 ３階固定一般 140||IWA 2641951

教育勅語の何が問題か
/ 教育史学会編. -- 岩波書店, 2017.10. -- (岩波ブックレット ; 974).

国体論.詔
勅

３階固定一般 155||KYO 2641453

リアル人生ゲーム完全攻略本
/ 架神恭介著 : 至道流星著. -- 筑摩書房, 2017.10. -- (ちくまプリ
マー新書 ; 286).

人生訓.教
訓

３階新書架 159.7||CAG 2641781

生と死のことば : 中国の名言を読む
/ 川合康三著. -- 岩波書店, 2017.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 1683).

人生訓.教
訓

４階新書架 159.8||KAW 2642263

出羽三山 : 山岳信仰の歴史を歩く
/ 岩鼻通明著. -- 岩波書店, 2017.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 1681).

各宗 ４階新書架 188.59||IWA 2642281

徳川家康 : 境界の領主から天下人へ
/ 柴裕之著. -- 平凡社, 2017.7. -- (中世から近世へ).

個人伝記 ３階固定一般 289.1||SHI 2641305

日本の敵
/ 櫻井よしこ著. -- 新潮社, 2017.10. -- (新潮文庫 ; さ-41-12,
10796).

論文集.評
論集.講演
集

３階文庫架 304||SAK 2641691

はじめての法律学 : HとJの物語
/ 松井茂記, 松宮孝明, 曽野裕夫著. -- 第5版. -- 有斐閣, 2017.4.
-- (有斐閣アルマ ; Basic).

法学 ３階固定一般 321||MAT 2641925

日本の無戸籍者
/ 井戸まさえ著. -- 岩波書店, 2017.10. -- (岩波新書 ; 新赤版
1680).

民法 ４階新書架 324.87||IDO 2642271
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教育という病 : 子どもと先生を苦しめる「教育リスク」
/ 内田良著. -- 光文社, 2015.6. -- (光文社新書 ; 760).

教育 ３階固定一般 370.4||UCH 2642328

いま「開国」の時ニッポンの教育 : 競争から共生へ
/ 尾木直樹, リヒテルズ直子著. -- ほんの木, 2009.5.

教育史・事
情

３階固定一般
372.107||O
GI

2642361

尾木ママの教育をもっと知る本
/ 尾木直樹著. -- ほんの木, 2011.10. -- (「未来への教育」シリーズ
; 1).

教育史・事
情

３階固定一般
372.107||O
GI

2642433

一般教養教員採用試験合格問題集 : 絶対決める!
/ L&L総合研究所編著 ; [2019年度版]. -- 新星出版社, 2017.9.

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架 373.7||ERU 2642425

自己成長を目指す教職実践演習テキスト
/ 原田恵理子, 森山賢一編著. -- 北樹出版, 2014.4.

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階固定一般 373.7||HAR 2642451

教職教養の要点理解
/ 時事通信出版局編 ; 2013年度版 - [2019年度版]. -- 時事通信
出版局. -- (教員採用試験Twin Books完成シリーズ ; 1).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||JIJ||2
019

2642417

新編教育実習の常識 : 事例にもとづく必須66項
/ 教育実習を考える会編. -- 蒼丘書林, 2000.2.

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階固定一般 373.7||KYO 2642352

福井県の教職教養参考書
/ 協同教育研究会編 ; 2019年度版. -- 協同出版, 2017.8. -- (教員
採用試験参考書シリーズ ; 1).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||KYO||
2019

2641917

教育実習ハンドブック
/ 柴田義松, 木内剛編著. -- 増補版. -- 学文社, 2012.11.

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階固定一般 373.7||SHI 2642387

ベストをつくす教育実習 : 強みを活かし実力を伸ばす
/ 筒井美紀, 遠藤野ゆり編. -- 有斐閣, 2017.9.

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階固定一般 373.7||TSU 2642409

教師の本分 : 生徒と我が子の入学式、どっちが大事か?
/ 尾木直樹著. -- 毎日新聞社, 2014.8.

学校経営・
管理.学校
保健

３階固定一般 374.3||OGI 2642336

教育実習から教員採用・初任期までに知っておくべきこと : 「骨太の
教員」をめざすために
/ 桶谷守 [ほか] 編. -- 教育出版, 2016.3.

学校経営・
管理.学校
保健

３階固定一般 374.3||OKE 2642441



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10月16日～10月31日

ブラック部活動 : 子どもと先生の苦しみに向き合う
/ 内田良著. -- 東洋館出版社, 2017.7.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般
375.18||UC
H

2642379

実例でわかる英語テスト作成ガイド
/ 小泉利恵, 印南洋, 深澤真編. -- 大修館書店, 2017.8.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般
375.893||KO
I

2641429

学生エリート養成プログラム : 日本、アメリカ、中国
/ 北垣郁雄編著. -- 東信堂, 2017.6.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般 377.15||KIT 2641321

イマイキテル自閉症兄弟の物語 : 知ろうとするより、感じてほしい
/ 増田幸弘著. -- 明石書店, 2017.7.

障害児教
育

３階固定一般 378||MAS 2641313

そうだったのか!驚きの名水のチカラ : 名水博士が語る水と健康、
食、酒…
/ 佐々木健著. -- 地人書館, 2017.7.

海洋学 ４階固定一般 452.9||SAS 2641291

日本の地下で何が起きているか
/ 鎌田浩毅著. -- 岩波書店, 2017.10. -- (岩波科学ライブラリー ;
266).

地質学 ４階固定一般 455.8||KAM 2641933

ナマケモノはなぜ「怠け者」なのか : 最新生物学の「ウソ」と「ホント」
/ 池田清彦著. -- 新潮社, 2017.10. -- (新潮文庫 ; い-75-11,
10797).

生物科学.
一般生物
学

３階文庫架 460.4||IKE 2641631

手の百科事典
/ バイオメカニズム学会編. -- 朝倉書店, 2017.6.

基礎医学 ４階集密参考
491.197||BI
O

2641852

いいビルの写真集 : west
/ BMC著 ; 西岡潔写真. -- パイインターナショナル, 2012.7.

西洋の建
築.その他
の様式の
建築

４階固定一般 523.1||BMC 2641534

発想し創造する建築設計製図 : architectural design drafting
/ 松本直司, 夏目欣昇編著 ; 藤田大輔 [ほか] 著. -- 理工図書,
2017.7.

建築計画
施工

３階推薦図書架 525.1||MAT 2642093

日本のビルベスト100
/ @関西人 [著]. -- エクスナレッジ, 2016.10.

各種の建
築

４階固定一般 526.9||ATT 2641437

高層建築が一番わかる : 建設・保守・解体を基礎から学べる
/ 五十嵐太郎 [ほか] 著. -- 技術評論社, 2014.12. -- (しくみ図解 ;
048).

各種の建
築

４階固定一般 526.9||IGA 2641542

ビル風の基礎知識
/ 風工学研究所編著. -- 鹿島出版会, 2005.12.

各種の建
築

４階固定一般 526.9||KAZ 2641402
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スカイスクレイパーズ : 世界の高層建築の挑戦
/ 小林克弘 [ほか] 編著. -- 鹿島出版会, 2015.8.

各種の建
築

４階固定一般 526.9||KOB 2641445

高層建築物の世界史
/ 大澤昭彦著. -- 講談社, 2015.2. -- (講談社現代新書 ; 2301).

各種の建
築

４階固定一般 526.9||OSA 2641364

クルマのメンテナンス : オールカラー版
/ 青山元男著. -- ナツメ社, 2010.11.

自動車工
学

４階固定一般 537.7||AOY 2641461

プロが教える板金
/ エド・バー著. -- スタジオタッククリエイティブ, 2013.11. --
(Motorbooks workshop).

自動車工
学

４階固定一般 537.7||BAR 2641471

きちんと知りたい!自動車メンテとチューニングの実用知識 : 187点
の図とイラストで整備・調整・交換の「なぜ?」がわかる!
/ 飯嶋洋治著. -- 日刊工業新聞社, 2016.10.

自動車工
学

４階固定一般 537.7||IIJ 2641283

第1種電気工事士技能試験すい◆UFF5E◆っと合格 : ぜんぶ絵で
見て覚える
/ 藤瀧和弘著 ; 2017年版. -- ツールボックス.

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.079||FU
J||2017

2641879

ロボット技術最前線
/ I/O編集部編. -- 工学社, 2014.11. -- (I/O books).

情報工学 ４階固定一般 548.3||IOH 2641518

錆・腐食・防食のすべてがわかる事典 : 最新オールカラー図解
/ 藤井哲雄監修. -- ナツメ社, 2017.6.

冶金.合金 ４階固定一般 563.7||FUJ 2641501

基礎からわかる金属腐食
/ 藤井哲雄著. -- 日刊工業新聞社, 2011.2.

冶金.合金 ４階固定一般 563.7||FUJ 2641569

トコトンやさしい形状記憶合金の本
/ 形状記憶合金協会編著. -- 日刊工業新聞社, 2016.6. -- (B&T
ブックス . 今日からモノ知りシリーズ).

冶金.合金 ４階固定一般 563.8||KEI 2641496

錆の科学
/ 堀石七生著. -- 日刊工業新聞社, 2015.5. -- (B&Tブックス . おも
しろサイエンス).

鉄鋼 ４階固定一般 564.7||HOR 2641551

錆と人間 : ビール缶から戦艦まで
/ ジョナサン・ウォルドマン著 ; 三木直子訳. -- 築地書館, 2016.9.

金属加工.
製造冶金

４階固定一般
566.76||WA
L

2641372

大気を変える錬金術 : ハーバー、ボッシュと化学の世紀
/ トーマス・ヘイガー [著] ; 渡会圭子訳 ; : 新装版. -- みすず書房,
2017.9.

化学薬品 ４階固定一般 574.6||HAG 2641968

塩入門
/ 尾方昇著. -- 日本食糧新聞社. -- (食品知識ミニブックスシリー
ズ).

製塩.塩業 ３階固定一般 669||OGA 2641348



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10月16日～10月31日

シェアする道路 : ドイツの活力ある地域づくり戦略
/ エルファディング、ズザンネ, 浅野光行, 卯月盛夫著. -- 技報堂出
版, 2012.4.

交通政策・
行政・経営

４階固定一般 681.1||ELF 2641381

シニア社会の交通政策 : 高齢化時代のモビリティを考える
/ 高田邦道編著. -- 成山堂書店, 2013.5. -- (日本交通政策研究会
研究双書 ; 26).

交通政策・
行政・経営

４階固定一般 681.1||TAK 2641411

交通事故学
/ 石田敏郎著. -- 新潮社, 2013.11. -- (新潮新書 ; 545).

交通政策・
行政・経営

４階固定一般 681.3||ISH 2641356

車社会も超高齢化 : 心理学で解く近未来
/ 所正文著. -- 学文社, 2012.5.

交通政策・
行政・経営

４階固定一般 681.3||TOK 2641526

地域再生の戦略 : 「交通まちづくり」というアプローチ
/ 宇都宮浄人著. -- 筑摩書房, 2015.6. -- (ちくま新書 ; 1129).

交通政策・
行政・経営

４階固定一般 681.8||UTS 2641331

現代交通論の系譜と構造
/ 藤井秀登著. -- 税務経理協会, 2012.2.

交通政策・
行政・経営

４階固定一般 681||FUJ 2641399

続・深夜食堂
/ 松岡錠司監督 ; 真辺克彦, 小嶋健作, 松岡錠司脚本. -- 小学館,
c2016.

映画 ＡＶ 778.2||MAT 2641488

わかる!使える!スポーツメンタルバイブル : Q&Aであらゆる悩みを速
攻解決!
/ 笠原彰著. -- 学研プラス, 2016.8. -- (Gakken sports books).

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.14||KAS 2642344

教養としてのスポーツ心理学
/ 徳永幹雄編著. -- 大修館書店, 2005.5.

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.14||TO
K

2642204

スポーツ科学辞典 : 日独英仏対照
/ エリッヒ・バイヤー編. -- 大修館書店, 1993.4.

スポーツ.
体育

３階集密参考 780.33||BEY 2642141

冬を待つ城
/ 安部龍太郎著. -- 新潮社, 2017.10. -- (新潮文庫 ; あ-35-16,
10791).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ABE 2641682

螺旋の手術室
/ 知念実希人著. -- 新潮社, 2017.10. -- (新潮文庫 ; ち-7-71,
10773).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||CHI 2641721

濡れ衣の女 : 大江戸人情見立て帖
/ 早見俊著. -- 新潮社, 2017.10. -- (新潮文庫 ; は-54-9, 10793).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HAY 2641666

騎手の誇り
/ 本城雅人著. -- 新潮社, 2017.10. -- (新潮文庫 ; ほ-26-1,
10792).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HON 2641658
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似たものどうし : 慶次郎縁側日記傑作選
/ 北原亞以子著. -- 新潮社, 2017.10. -- (新潮文庫 ; き-13-23,
9977).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KIT 2641641

ジュンのための6つの小曲
/ 古谷田奈月著. -- 新潮社, 2017.10. -- (新潮文庫 ; こ-64-1,
10801).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KOY 2641712

邪馬台国と黄泉の森
/ 長崎尚志著. -- 新潮社, 2017.10. -- (新潮文庫 ; な-90-2, 10794
. 醍醐真司の博覧推理ファイル / 長崎尚志著).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||NAG 2641607

冷蔵庫を抱きしめて
/ 荻原浩著. -- 新潮社, 2017.10. -- (新潮文庫 ; お-65-8, 10788).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||OGI 2641585

文明の子
/ 太田光著. -- 新潮社, 2017.10. -- (新潮文庫 ; お-75-3, 10795).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||OTA 2641704

長女たち
/ 篠田節子著. -- 新潮社, 2017.10. -- (新潮文庫 ; し-38-9, 10790).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SHI 2641577

使用人探偵シズカ : 横濱異人館殺人事件
/ 月原渉著. -- 新潮社, 2017.10. -- (新潮文庫 ; つ-37-1, 10802).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TSU 2641674

べんけい飛脚
/ 山本一力著. -- 新潮社, 2017.10. -- (新潮文庫 ; や-54-7,
10789).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||YAM 2641593

カリブ深海の陰謀を阻止せよ
/ クライブ・カッスラー, ダーク・カッスラー [著] ; 中山善之訳 ; 上, 下.
-- 新潮社, 2017.10. -- (新潮文庫 ; カ-5-56, カ-5-57, 10798-
10799).

小説.物語 ３階文庫架
933.7||CUS|
|1

2641615
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