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ベタープログラマ : 優れたプログラマになるための38の考え方とテク
ニック
/ Pete Goodliffe著 ; 柴田芳樹訳. -- オライリー・ジャパン.

情報科学 ４階固定一般 007.3||GOO 2653362

情報処理入門 : Windows10 & Office2016
/ 長尾文孝著. -- 共立出版, 2017.11.

情報科学 ４階固定一般 007.6||NAG 2653346

オペレーティングシステム
/ 野口健一郎, 光来健一, 品川高廣共著. -- 改訂2版. -- オーム社,
2018.1. -- (IT text / 情報処理学会編).

情報科学 ４階固定一般 007.6||NOG 2653168

厳選問題集300題ITパスポート試験
/ 東京電機大学編. -- 東京電機大学出版局, 2017.12.

情報科学 ３階資格資料架 007.6||TOK 2653141

厳選問題集400題 : 応用情報技術者試験午前 : AP
/ 東京電機大学編. -- 東京電機大学出版局, 2017.12.

情報科学 ３階資格資料架 007.6||TOK 2653151

厳選問題集400題 : 基本情報技術者試験午前 : FE
/ 東京電機大学編. -- 東京電機大学出版局, 2017.12.

情報科学 ３階資格資料架 007.6||TOK 2653176

実践3事例とICT導入法
/ 益子一彦著. -- 丸善出版, 2018.1. -- (図書館空間のデザイン ;
続).

図書館建
築.図書館
設備

３階固定一般 012||MAS 2652897

考える雑学
/ 曽根翔太著. -- 大和書房, 2017.12. -- (だいわ文庫 ; 362-1E).

雑著 ３階文庫架 049||SON 2652511

福井新聞縮刷版 平成30年 ; DVD-ROM版
/ 福井新聞社編 ; 1月号. -- 福井新聞社, 2018.2.

日本 ３階集密郷土
071.5||FUK||
'18--1

2651874

新編感覚・知覚心理学ハンドブック
/ 大山正, 今井省吾, 和気典二編 ; [pt. 1], pt. 2. -- 誠信書房,
1994.1-2007.9.

普通心理
学.心理各
論

３階集密参考
141.2||OYA||
2

2652901

夢をかなえる小さな習慣
/ ヨグマタ相川圭子著. -- 大和書房, 2017.12.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||AIK 2651841

人生の目的 : 自分の探し方、見つけ方
/ 本田健著. -- 大和書房, 2018.1. -- (だいわ文庫 ; 8-25G).

人生訓.教
訓

３階文庫架 159||HON 2652439

白山と泰澄 : 一千三百年の時をこえて
/ 福井県企画・制作. -- 福井県, 2017.3. v.

各宗 ＡＶ
188.592||FU
K

2652951

良寛堂建立の記録 : 佐藤耐雪の「用留」を読む
/ 反町タカ子著. -- 考古堂書店, 2012.11.

各宗 ３階固定一般
188.85||SO
R

2652293

新着図書のご案内
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福井の力石
/ 高島愼助著. -- 第2版. -- 岩田書院, 2014.9.

北陸地方 ３階集密郷土 214.4||TAK 2652935

あわら市北潟村民誌 . 中国 ３階集密郷土 222||KIT 2652919

幕末青春伝西郷隆盛 : 時代をかけぬけた男
/ 澤村修治著. -- 理論社, 2017.12.

個人伝記 ３階固定一般 289.1||SAW 2652447

北陸新幹線沿線の山旅
/ 權田俊一著. -- エヌ・ティー・エス, 2015.9.

日本 ３階固定一般
291.09||GO
N

2653028

北海道・東北新幹線沿線の山旅
/ 權田俊一著. -- エヌ・ティー・エス, 2016.10.

日本 ３階固定一般
291.09||GO
N

2653036

九州・山陽新幹線沿線の山旅
/ 權田俊一著. -- エヌ・ティー・エス, 2018.02.

日本 ３階固定一般
291.09||GO
N

2653044

現代社会用語集
/ 入江公康著. -- 新評論, 2018.2.

論文集.評
論集.講演
集

３階固定一般 304||IRI 2651815

日本よ、カダフィ大佐に学べ
/ 高山正之著. -- 新潮社, 2018.3. -- (新潮文庫 ; た-93-7).

論文集.評
論集.講演
集

３階文庫架 304||TAK 2652129

コア・テキスト計量経済学
/ 大森裕浩著. -- 新世社. -- (ライブラリ経済学コア・テキスト&最先
端 ; 15).

経済学.経
済思想

３階固定一般
331.19||OM
O

2653311

メカニズムデザインと意思決定のフロンティア
/ 坂井豊貴編著. -- 慶應義塾大学出版会, 2014.5.

経済学.経
済思想

３階固定一般 331.19||SAK 2651912

経済学部は理系である!?
/ 井堀利宏著. -- オーム社, 2017.11.

経済学.経
済思想

３階固定一般 331||IHO 2652838

地域・都市・交通分析のためのミクロ経済学
/ 太田博史著. -- 東洋経済新報社, 2002.12. -- (応用地域経済学シ
リーズ).

経済学.経
済思想

３階固定一般 331||OTA 2651866

世界史のなかの産業革命 : 資源・人的資本・グローバル経済
/ R.C.アレン著 ; 眞嶋史叙 [ほか] 訳. -- 名古屋大学出版会,
2017.12.

経済史・事
情.経済体
制

３階固定一般 332.06||ALL 2652358

実証から学ぶ国際経済
/ 清田耕造, 神事直人著. -- 有斐閣, 2017.12.

経済政策.
国際経済

３階固定一般 333.6||KIY 2653338
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ボキトレ日めくりドリル日商簿記3級
/ 前田信弘著. -- 改訂版. -- 日本能率協会マネジメントセンター,
2016.4.

経営管理 ３階固定一般
336.91||MA
E

2652587

ボキトレ日めくりドリル日商簿記3級
/ 前田信弘著. -- 改訂版. -- 日本能率協会マネジメントセンター,
2016.4.

経営管理 ３階固定一般
336.91||MA
E

2652595

強い会社は軸がブレない : 成功をもたらす経営のヒント
/ 篠原勲著. -- 第三企画出版, 2018.1.

経営管理 ３階固定一般 336||SHI 2651921

遺伝か、能力か、環境か、努力か、運なのか : 人生は何で決まるの
か
/ 橘木俊詔著. -- 平凡社, 2017.12. -- (平凡社新書 ; 860).

社会学 ３階固定一般 361.8||TAT 2653117

裁量労働制はなぜ危険か : 「働き方改革」の闇
/ 今野晴貴, 島崎量著. -- 岩波書店, 2018.3. -- (岩波ブックレット ;
No.980).

労働経済.
労働問題

３階固定一般
366.32||KO
N

2653559

現代の自殺 : 追いつめられた死:社会病理学的研究
/ 石濱照子著. -- 東信堂, 2017.11.

社会病理 ３階固定一般 368.3||ISH 2652412

3.11を心に刻んで
/ 岩波書店編集部編 ; 2013 - 2018. -- 岩波書店, 2013.3-. -- (岩波
ブックレット ; no. 865, 894, 920, 947, 963).

社会福祉 ３階固定一般 369.31||IWA 2653541

自律的な学習意欲の心理学 : 自ら学ぶことは、こんなに素晴らしい
/ 櫻井茂男著. -- 誠信書房, 2017.11.

教育学.教
育思想

３階固定一般 371.41||SAK 2653249

成功!論作文
/ 吉野恒吉編著 ; 2013年度版 - 2017年度版. -- 小学館, 2012.2-. -
- (教育技術mook . 教員採用試験完全突破シリーズ).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階就職資料架 373.7||SAW 2652331

学級の教授学説史 : 近代における学級教授の成立と展開
/ 熊井将太著. -- 渓水社, 2017.11.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375||KUM 2652374

学生時代にキャリア力を身につけよう
/ 近藤仁著. -- 日本経済評論社, 2018.1. -- (21世紀南山の経済学 ;
8).

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般 377.9||KON 2652323

青樹 : 福井工業高等専門学校校友会誌 ; Vol.44 - Vol.49.
 -- 福井工業高等専門学校.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階集密郷土 377||FUK 2652961
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青樹 : 福井工業高等専門学校校友会誌 ; Vol.44 - Vol.49.
-- 福井工業高等専門学校.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階集密郷土 377||FUK 2652978

醤油
/ 吉田元著. -- 法政大学出版局, 2018.3. -- (ものと人間の文化史 ;
180).

風俗習慣.
民俗学.民
族学

３階固定一般 380||MON 2653567

「北朝鮮の脅威」のカラクリ : 変質する日本の安保政策
/ 半田滋著. -- 岩波書店, 2018.3. -- (岩波ブックレット ; No.979).

国防史・事
情.軍事
史・事情

３階固定一般 392.1||HAN 2653532

工学系学生のための数学入門
/ 石村園子著. -- 共立出版, 2017.11.

数学 ４階固定一般 410||ISH 2653265

幾何教程
/ A. オスターマン, G. ヴァンナー著 ; 蟹江幸博訳 ; 上, 下. -- 丸善出
版, 2017.1-2017.11.

幾何学 ４階固定一般 414||OST 2652811

サンプリングって何だろう : 統計を使って全体を知る方法
/ 廣瀬雅代, 稲垣佑典, 深谷肇一著. -- 岩波書店, 2018.3. -- (岩波
科学ライブラリー ; 271).

確率論.数
理統計学

４階固定一般 417.6||HIR 2652481

Pythonによる数値計算とシミュレーション
/ 小高知宏著. -- オーム社, 2018.1.

計算法 ４階固定一般 418.1||ODA 2653184

力学
/ D.ハリディ, R.レスニック, J.ウォーカー共著. -- 培風館, 2002.2. --
(物理学の基礎 / D.ハリディ, R.レスニック, J.ウォーカー共著 ; 1).

物理学 ４階固定一般 420||HAL 2652064

波・熱
/ D. ハリディ, R. レスニック, J. ウォーカー共著 ; 野崎光昭監訳. --
培風館, 2002.10. -- (物理学の基礎 / D.ハリディ, R.レスニック, J.
ウォーカー共著 ; 2).

物理学 ４階固定一般 420||HAL 2652072

深化する一般相対論 : ブラックホール・重力波・宇宙論
/ 田中貴浩著. -- 丸善出版, 2017.11.

理論物理
学

４階固定一般 421.2||TAN 2652803

理工系基礎力学 : 講義と演習
/ 高橋正雄著. -- 共立出版, 2017.12.

力学 ４階固定一般 423||TAK 2652382

化学者たちの京都学派 : 喜多源逸と日本の化学
/ 古川安著. -- 京都大学学術出版会, 2017.12.

化学 ４階固定一般 430.28||FUR 2653303
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フッ素化合物の分解と環境化学
/ 堀久男著 ; 日本化学会編. -- 共立出版, 2017.11. -- (化学の要点
シリーズ ; 24).

化学 ４階固定一般 430.8||NIH 2653273

有機反応機構 : 有機反応を深く理解するために
/ 奥山格著. -- 丸善出版, 2017.11.

有機化学 ４階固定一般
437.01||OK
U

2652791

生物を知るための生化学
/ 池北雅彦, 榎並勲, 辻勉著. -- 第4版. -- 丸善出版, 2017.11.

生化学 ４階固定一般 464||IKE 2652821

マクマリー生物有機化学
/ John McMurry [ほか著] ; 上田実 [ほか] 訳 ; 有機化学編, 生化学
編. -- 原書8版. -- 丸善出版, 2018.1.

生化学 ４階固定一般 464||MCM 2653214

マクマリー生物有機化学
/ John McMurry [ほか著] ; 上田実 [ほか] 訳 ; 有機化学編, 生化学
編. -- 原書8版. -- 丸善出版, 2018.1.

生化学 ４階固定一般 464||MCM 2653222

擬態する昆虫
/ 今森光彦撮影監督. -- 小学館, 2002. -- (VHS)(大自然ライブラ
リー).

一般動物
学

ＡＶ 481.78||IMA 2652145

カメムシの母が子に伝える共生細菌 : 必須相利共生の多様性と進
化
/ 細川貴弘著 ; 辻和希コーディネーター. -- 共立出版, 2017.11. --
(共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection ; 21).

昆虫類 ４階固定一般 486.5||HOS 2653281

1日10秒マインドフルネス = In a flash mindfulness
/ 藤井英雄著. -- 大和書房, 2018.1.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.39||FUJ 2652341

これからの栄養教育論 : 研究・理論・実践の環
/ Isobel R.Contento著. -- 第一出版, 2015.4.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.55||CO
N

2652285

機能性食品の事典
/ 荒井綜一 [ほか] 編集. -- 朝倉書店, 2007.8.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階集密参考
498.583||AR
A

2652005

毒と薬の文化史 : サプリメント・医薬品から危険ドラッグまで
/ 船山信次著. -- 慶應義塾大学出版会, 2017.11.

薬学 ４階固定一般 499.1||FUN 2653321

振動工学 : 振動の基礎から実用解析入門まで
/ 藤田勝久著 ; : 新装版. -- 森北出版, 2016.12.

工業基礎
学

３階固定一般 501.24||FUJ 2652242

はじめての「123D Design」
/ nekosan著 ; I O編集部編. -- 工学社, 2014.9. -- (I/O books).

工業基礎
学

４階固定一般 501.8||NEK 2652315
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老建築稼の歩んだ道 : 松村正恒著作集
/ 松村正恒著 : 花田佳明編. -- 鹿島出版会, 2018.2.

建築学 ４階固定一般 520.4||MAT 2652391

不屈の経営 : 東証一部までの軌跡、そしてグループ売上高1000億
円へ : 東日本ハウスの新たな挑戦
/ 東日本ハウス株式会社著. -- アチーブメント出版, 2014.12.

建築学 ４階固定一般 520.67||HIG 2651858

GA DOCUMENT
/ 二川由夫編集 ; 140 - 145. -- A.D.A.Edita Tokyo, 2017.1-.

建築学 ４階固定大型
520.8||GAD|
|(43)

2651831

Selected architectural designs = 作品選集
/ 日本建築学会 [編] ; 2013 - 2018. -- 日本建築学会, 2013.3-.

建築学 ４階固定一般
520.87||NIH|
|2018

2652781

実践テキスト店舗の企画・設計とデザイン
/ 高柳英明, 飯田有登共編. -- オーム社, 2017.12.

各種の建
築

４階固定一般 526.67||SYO 2653371

機械力学
/ 本江哲行編著. -- 実教出版, 2016.11. -- (Professional engineer
library).

機械力学・
材料・設計

４階固定一般 531.3||HON 2652277

演習で学ぶ機械力学
/ 小寺忠, 矢野澄雄共著. -- 第3版. -- 森北出版, 2014.8.

機械力学・
材料・設計

４階固定一般 531.3||KOT 2652251

わかりやすい機械力学
/ 小寺忠, 新谷真功共著. -- 森北出版, 1992.5.

機械力学・
材料・設計

４階固定一般 531||KOD 2652269

いまからはじめるNC工作 : Jw_cadとNCVCでかんたん切削
/ 眞柄賢一著. -- 第2版. -- オーム社, 2017.11.

機械工作.
工作機械

４階固定一般 532||MAG 2652871

カーハッカーズ・ハンドブック : 車載システムの仕組み・分析・セキュ
リティ
/ Craig Smith著 ; 自動車ハッククラブ訳. -- オライリー・ジャパン.

自動車工
学

４階固定一般 537.6||SMI 2653192

原子核物理とプラズマ物理・核融合
/ 原子力・量子・核融合事典編集委員会編. -- 普及版. -- 丸善出
版, 2017.11. -- (原子力・量子・核融合事典 / 原子力・量子・核融合
事典編集委員会編 ; 第1分冊).

原子力工
学

４階固定参考
539.036||GE
N

2652846

量子ビームと放射線医療
/ 原子力・量子・核融合事典編集委員会編. -- 普及版. -- 丸善出
版, 2017.11. -- (原子力・量子・核融合事典 / 原子力・量子・核融合
事典編集委員会編 ; 第4分冊).

原子力工
学

４階固定参考
539.036||GE
N

2652854

東日本大震災と原子力発電所事故
/ 原子力・量子・核融合事典編集委員会編. -- 普及版. -- 丸善出
版, 2017.11. -- (原子力・量子・核融合事典 / 原子力・量子・核融合
事典編集委員会編 ; 第5分冊).

原子力工
学

４階固定参考
539.036||GE
N

2653397
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温排水調査結果報告書 ; 2014 - 2017.
 -- 日本原子力発電[ほか].

原子力工
学

３階集密郷土
539.57||NIH|
|2017

2653699

原子力発電所から排出される温排水調査結果 ; 2013 - 2015.
-- 福井県水産試験場, 1994-.

原子力工
学

３階集密郷土
539.6||FUK||
2016

2653575

原子力発電所から排出される温排水調査結果 ; 2013 - 2015.
-- 福井県水産試験場, 1994-.

原子力工
学

３階集密郷土
539.6||FUK||
2016

2653583

原子力発電所から排出される温排水調査結果 ; 2013 - 2015.
-- 福井県水産試験場, 1994-.

原子力工
学

３階集密郷土
539.6||FUK||
2017

2653591

原子力発電所から排出される温排水調査結果 ; 2013 - 2015.
 -- 福井県水産試験場, 1994-.

原子力工
学

３階集密郷土
539.6||FUK||
2017

2653605

原子力発電所周辺の環境放射能調査
/ 福井県環境放射能測定技術会議事務局 ; 平成25年度第2四半期
- 平成26年度第2四半期. -- 福井県環境放射能測定技術会議事務
局, -1981.

原子力工
学

３階集密郷土
539.6||FUK||
2017-3

2653613

原子力発電所周辺の環境放射能調査
/ 福井県環境放射能測定技術会議事務局 ; 平成25年度第2四半期
- 平成26年度第2四半期. -- 福井県環境放射能測定技術会議事務
局, -1981.

原子力工
学

３階集密郷土
539.6||FUK||
2017-4

2653621

原子力発電所周辺の環境放射能調査
/ 福井県環境放射能測定技術会議事務局 ; 平成25年度第2四半期
- 平成26年度第2四半期. -- 福井県環境放射能測定技術会議事務
局, -1981.

原子力工
学

３階集密郷土
539.6||FUK||
2018-1

2653631

原子力発電所周辺の環境放射能調査
/ 福井県環境放射能測定技術会議事務局 ; 平成25年度第2四半期
- 平成26年度第2四半期. -- 福井県環境放射能測定技術会議事務
局, -1981.

原子力工
学

３階集密郷土
539.6||FUK||
2018-2

2653648

発電所の運転および建設状況 ; 2013年10～11月 - 2015年7◆
UFF5E◆2015年9月.
-- 福井県安全環境部, [197-]-.

原子力工
学

３階集密郷土 539.8||FUK 2653656

発電所の運転および建設状況 ; 2013年10～11月 - 2015年7◆
UFF5E◆2015年9月.
-- 福井県安全環境部, [197-]-.

原子力工
学

３階集密郷土 539.8||FUK 2653664

発電所の運転および建設状況 ; 2013年10～11月 - 2015年7◆
UFF5E◆2015年9月.
-- 福井県安全環境部, [197-]-.

原子力工
学

３階集密郷土 539.8||FUK 2653672
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発電所の運転および建設状況 ; 2013年10～11月 - 2015年7◆
UFF5E◆2015年9月.
-- 福井県安全環境部, [197-]-.

原子力工
学

３階集密郷土 539.8||FUK 2653681

発電所の運転・建設年報 ; 平成24年度版 - 平成28年度版.
-- 福井県安全環境部, [19--]-.

原子力工
学

３階集密郷土
539.8||FUK||
2016

2653702

電験三種完全解答 : 科目別10年
/ 新電気編集部編 ; 2018年版. -- オーム社, 2018.1.

電気工学 ３階資格資料架 540.79||SHI 2653389

全電源喪失の記憶 : 証言・福島第1原発日本の命運を賭けた5日間
/ 共同通信社原発事故取材班, 高橋秀樹編著. -- 新潮社, 2018.3. -
- (新潮文庫 ; 10883, き-47-1).

発電 ３階文庫架 543.5||TAK 2652201

プログラミングROS : Pythonによるロボットアプリケーション開発
/ Morgan Quigley, Brian Gerkey, William D. Smart著 ; 松田晃一, 福
地正樹, 由谷哲夫訳. -- オライリー・ジャパン.

情報工学 ４階固定一般 548.3||QUI 2653206

SLAM入門 : ロボットの自己位置推定と地図構築の技術
/ 友納正裕著. -- オーム社, 2018.3.

情報工学 ４階固定一般 548.3||TOM 2652862

冷凍食品の事典
/ 日本冷凍食品協会監修. -- 朝倉書店, 2000.9.

食品工業 ４階集密参考 588.9||NIH 2651998

タバコ広告でたどるアメリカ喫煙論争
/ 岡本勝著 ; 広島大学大学院総合科学研究科編. -- 丸善出版,
2017.12. -- (叢書インテグラーレ ; 016).

その他の
雑工業

４階固定一般 589.8||HIR 2653291

あたらしいマフィン : 今までにない味、香り、素材使い
/ 長田佳子, 立道嶺央, 田中博子, ムラヨシマサユキ, 今井洋子, 原
亜樹子 [著]. -- 家の光協会, 2018.1.

食品.料理 ４階固定一般
596.65||OS
A

2653257

あなたが今日大切にしていたもの : ママの心がすーっと軽くなる22
のことば
/ 高島大著. -- 大和書房, 2017.12.

育児 ４階固定一般 599||TAK 2652498

臼杵の地方創生 : 歴史と文化のまち
/ 日廻文明, 井上直樹編著. -- 関西学院大学出版会, 2017.12. --
(CIPFA Japan textbook ; No.3).

産業政策・
行政.総合
開発

４階固定一般
601.195||IS
H

2652889

オリーヴのすごい力 : 健康をもたらす、生命の樹オリーヴ8000年パ
ワー : 実も葉もまるごと
/ 小豆島ヘルシーランド株式会社編著. -- 小豆島ヘルシーランド.

工芸作物 ４階固定一般 617.9||SYO 2651904
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ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 58 No. 1 - Vol. 58 No. 4. -- 宣伝会議,
2018.1-.

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||BRA||
'18-4

2651882

Advertising is : Takuya Onuki Advertising Works 1980-2010
/ 大貫卓也著 ; 大庭久実, 前島そう, 白滝明央, 島森路子, 天野祐吉
編集. -- グラフィック社, 2017.11.

広告.宣伝 ３階固定一般 674.3||ONU 2651696

Android Studioではじめる簡単Androidアプリ開発
/ 有山圭二著. -- 改訂版. -- 技術評論社, 2016.1.

電気通信
事業

４階固定一般 694.6||ARI 2653079

レイモン・サヴィニャック自伝-ビジュアル版.
-- サブィニャック,レイモン.

グラフィッ
クデザイ
ン.図案

３階固定一般 727.6||SAW 2652404

A dictionary of basic Japanese sentence patterns
/ Naoko Chino. -- Kodansha USA, 2013.

日本語 ３階日本語学習 810.7||CHI 2652137

通じない日本語 : 世代差・地域差からみる言葉の不思議
/ 窪薗晴夫著. -- 平凡社, 2017.12. -- (平凡社新書 ; 861).

語彙 ３階固定一般 814.9||KUB 2653109

英文創作教室 = Writing your own stories
/ レアード・ハント著 ; 柴田元幸編訳 ; 今井亮一, 福間恵ほか訳. --
研究社, 2017.12.

文章.文体.
作文

３階固定一般 836||HUN 2653231

英語スピーチ・クリニック
/ ケリー伊藤著. -- 研究社, 2017.12.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||ITO 2653133

英語がぜんぜんしゃべれない!汗
/ 神林サリー著. -- 大和書房, 2017.12.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||KAN 2652455

三好達治展.
-- 福井県ふるさと文学館, 2017.10.

日本文学 ３階集密郷土 910.2||FUK 2653011

須賀敦子の方へ
/ 松山巖著. -- 新潮社, 2018.3. -- (新潮文庫 ; 10674, ま-52-1).

日本文学 ３階文庫架
910.268||MA
T

2652234

吉原の江戸川柳はおもしろい
/ 小栗清吾著. -- 平凡社, 2018.1. -- (平凡社新書 ; 864).

詩歌 ３階固定一般
911.45||OG
U

2652366

詩集ふくい
/ 福井県詩人懇話会編 ; '85 - '17: 第33集. -- 福井県詩人懇話会,
1985.12-.

詩歌 ３階集密郷土
911.56||FUK
||2017

2652943

キャベツの図柄 : 詩集
/ 黒田不二夫著. -- 能登印刷出版部, 2017.9.

詩歌 ３階集密郷土 911.56||KUR 2652927
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誘拐犯はカラスが知っている : 天才動物行動学者白井旗男
/ 浅暮三文著. -- 新潮社, 2018.3. -- (新潮文庫 ; 10877, あ-92-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ASA 2652218

馬たちよ、それでも光は無垢で
/ 古川日出男著. -- 新潮社, 2018.3. -- (新潮文庫 ; ふ-42-6).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||FUR 2652099

花笑み
/ 葉山弥世著. -- 鳥影社, 2017.11.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||HAY 2652501

スカラムーシュ・ムーン
/ 海堂尊著. -- 新潮社, 2018.3. -- (新潮文庫 ; か-57-5).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KAI 2652102

断片のアリス
/ 伽古屋圭市著. -- 新潮社, 2018.3. -- (新潮文庫nex ; か-80-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KAK 2652081

夜空の呪いに色はない
/ 河野裕著. -- 新潮社, 2018.3. -- (新潮文庫nex ; こ-60-5).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KON 2652188

あぶない叔父さん
/ 麻耶雄嵩著. -- 新潮社, 2018.3. -- (新潮文庫 ; 10876, ま-51-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MAY 2652161

掲載禁止
/ 長江俊和著. -- 新潮社, 2018.3. -- (新潮文庫 ; 10878, な-96-2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||NAG 2652171

神戸電鉄殺人事件
/ 西村京太郎著. -- 新潮社, 2018.3. -- (新潮文庫 ; 10874, に-5-
35).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||NIS 2653052

ゴーグル男の怪
/ 島田荘司著. -- 新潮社, 2018.3. -- (新潮文庫 ; し-28-4).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SHI 2652153

ヴァチカン図書館の裏蔵書 聖杯伝説
/ 篠原美季著. -- 新潮社, 2018.3. -- (新潮文庫 ; し-74-25 . [nex]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SHI 2652196

影の中の影
/ 月村了衛著. -- 新潮社, 2018.3. -- (新潮文庫 ; 10366, つ-38-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TSU 2652226

幼年水の町
/ 小池昌代著. -- 白水社, 2017.12.

評論. エッ
セイ. 随筆

３階固定一般 914.6||KOI 2653125

他者という病
/ 中村うさぎ著. -- 新潮社, 2018.3. -- (新潮文庫 ; な-60-5).

評論. エッ
セイ. 随筆

３階文庫架 914.6||NAK 2652111

誰がために鐘は鳴る
/ ヘミングウェイ [著] ; 高見浩訳 ; 上巻, 下巻. -- 新潮社, 2018.3. --
(新潮文庫 ; 10739-10740, ヘ-2-6, ヘ-2-7).

小説.物語 ３階文庫架
933.7||HEM||
1

2653087
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誰がために鐘は鳴る
 / ヘミングウェイ [著] ; 高見浩訳 ; 上巻, 下巻. -- 新潮社, 2018.3. -
- (新潮文庫 ; 10739-10740, ヘ-2-6, ヘ-2-7).

小説.物語 ３階文庫架
933.7||HEM||
2

2653095


