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高校生のためのゲームで考える人工知能
/ 三宅陽一郎, 山本貴光著. -- 筑摩書房, 2018.3. -- (ちくまプリマー
新書 ; 296).

情報科学 ３階新書架 007.13||MIY 2654318

図書館員のためのイベント実践講座
/ 北村志麻著. -- 樹村房, 2017.11.

図書館奉
仕.図書館
活動

３階固定一般 015.8||KIT 2654954

六和と世灯 折々の記. 著作.編集 ３階集密郷土 021||TOK 2654458

福井新聞縮刷版 平成30年 ; DVD-ROM版
/ 福井新聞社編 ; 1月号, 2月号. -- 福井新聞社, 2018.2-.

日本 ３階集密郷土
071.5||FUK||
'18-2

2654164

日刊工業新聞縮刷版 2018年 ; CD-ROM版
/ 日刊工業新聞社編 ; 1月号, 2月号. -- 日刊工業新聞社, 2018.2-.

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
18-2

2654652

インド哲学10講
/ 赤松明彦著. -- 岩波書店, 2018.3. -- (岩波新書 ; 新赤版 1709).

インド哲学.
バラモン教

４階新書架 126||AKA 2655004

自己と他者 : 主観性・共感・恥の探究
/ ダン・ザハヴィ著 ; 中村拓也訳. -- 晃洋書房, 2017.11.

ドイツ・
オーストリ
ア哲学

３階固定一般 134.9||ZAH 2654296

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||
1

2654156

イライラしなくなるちょっとした習慣 : 60万人の怒りをしずめてきたア
ンガーマネジメントのテクニック
/ 安藤俊介著. -- 大和書房, 2018.1.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141.6||AND 2653893

貧乏神と福の神
/ 南部務著. -- ミネルヴァ書房, 2012.6.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.4||NAN 2654806

働き女子が輝くために28歳までに身につけたいこと
/ 漆紫穂子著. -- かんき出版, 2017.11.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.4||URU 2655063

豊原寺・東尋坊と白山へのまなざし : 白山開山一三〇〇年記念 : み
くに龍翔館第三十一回特別展
/ みくに龍翔館編集. -- みくに龍翔館, 2017.10.

仏教史 ３階集密郷土 182||MIK 2654342

新着図書のご案内
2018年3月16日～3月31日
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異人探究泰澄十一の疑問 : 平成29年度越前町織田文化歴史館泰
澄・白山開山一三〇〇年記念企画展覧会
/ 越前町教育委員会編集. -- 越前町教育委員会, 2017.10.

各宗 ３階集密郷土 188.59||ETI 2654751

越知山大権現の神仏と石造物
/ 三井紀生著. -- 越前町教育委員会, 2017.3.

各宗 ３階集密郷土 188.59||MIT 2654911

泰澄 : 白山信仰における意義を探る
/ 福井県立歴史博物館編. -- 福井県立歴史博物館, 2017.10.

各宗 ３階集密郷土 188||FUK 2654725

本多富正関係文書
/ 越前市編. -- 越前市, 2017.3. -- (越前市史 / 越前市編 ; 資料編
4).

北陸地方 ３階集密郷土 214.4||ETI 2654921

よみもの戦国ふくい史 : 朝倉始末記、信長公記などが語る越前・若
狭
/ 佐藤圭現代語訳 ; 福井県編集・協力. -- 「戦国ふくい」の文化遺産
活用実行委員会, 2016.3.

北陸地方 ３階集密郷土 214.4||SAT 2654938

特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡発掘調査報告
/ 福井県立朝倉氏遺跡資料館編 ; 2 - 15. -- 福井県教育委員会,
1988-.

北陸地方 ３階集密郷土
214.4||TOK||
14

2654891

特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡発掘調査報告
/ 福井県立朝倉氏遺跡資料館編 ; 2 - 15. -- 福井県教育委員会,
1988-.

北陸地方 ３階集密郷土
214.4||TOK||
15

2654903

家老中村重助矩辰の日誌.
-- 大野古文書会, 2018.2.

イタリア ３階集密郷土 237||ONO 2654441

マーティン・ルーサー・キング : 非暴力の闘士
/ 黒崎真著. -- 岩波書店, 2018.3. -- (岩波新書 ; 新赤版 1711).

個人伝記 ４階新書架 289.3||KUR 2655021

ふくいbyフクイ.
-- まちづくり福井, [2017].

アジア ３階集密郷土 292||MAT 2654415

ライシテから読む現代フランス : 政治と宗教のいま
/ 伊達聖伸著. -- 岩波書店, 2018.3. -- (岩波新書 ; 新赤版 1710).

政治史・事
情

４階新書架 312.35||DAT 2655012

外交青書 : 我が外交の近況
/ 外務省編 ; 第31号(昭和62年版) - 第60号(2017). -- [市販本版]. -
- 大蔵省印刷局, 1987-.

外交.国際
問題

３階固定参考
319.1||GAI||
2017

2653923
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平和をつくるを仕事にする
/ 鬼丸昌也著. -- 筑摩書房, 2018.3. -- (ちくまプリマー新書 ; 295).

外交.国際
問題

３階新書架 319.8||ONI 2654326

なぜ戦略の落とし穴にはまるのか
/ 伊丹敬之著. -- 日本経済新聞出版社, 2018.1.

経営管理 ３階固定一般 336.1||ITA 2655098

必ずできる。 : マッキンゼーの25年で鍛え上げたプロヴォカティブ・シ
ンキング
/ 山梨広一著. -- 東洋経済新報社, 2017.12.

経営管理 ３階固定一般 336.2||YAM 2655081

みんなが欲しかった簿記の教科書日商2級商業簿記 ; DVD版
/ TAC出版編集部編著 ; Disk1 - Disk8. -- 第7版. -- TAC株式会社
出版事業部, 2018.2.

経営管理 ＡＶ
336.91||TAC
||1

2654032

みんなが欲しかった簿記の教科書日商2級商業簿記 ; DVD版
/ TAC出版編集部編著 ; Disk1 - Disk8. -- 第7版. -- TAC株式会社
出版事業部, 2018.2.

経営管理 ＡＶ
336.91||TAC
||2

2654041

みんなが欲しかった簿記の教科書日商2級商業簿記 ; DVD版
/ TAC出版編集部編著 ; Disk1 - Disk8. -- 第7版. -- TAC株式会社
出版事業部, 2018.2.

経営管理 ＡＶ
336.91||TAC
||3

2654059

みんなが欲しかった簿記の教科書日商2級商業簿記 ; DVD版
/ TAC出版編集部編著 ; Disk1 - Disk8. -- 第7版. -- TAC株式会社
出版事業部, 2018.2.

経営管理 ＡＶ
336.91||TAC
||4

2654067

みんなが欲しかった簿記の教科書日商2級商業簿記 ; DVD版
/ TAC出版編集部編著 ; Disk1 - Disk8. -- 第7版. -- TAC株式会社
出版事業部, 2018.2.

経営管理 ＡＶ
336.91||TAC
||5

2654075

みんなが欲しかった簿記の教科書日商2級商業簿記 ; DVD版
/ TAC出版編集部編著 ; Disk1 - Disk8. -- 第7版. -- TAC株式会社
出版事業部, 2018.2.

経営管理 ＡＶ
336.91||TAC
||6

2654083

みんなが欲しかった簿記の教科書日商2級商業簿記 ; DVD版
/ TAC出版編集部編著 ; Disk1 - Disk8. -- 第7版. -- TAC株式会社
出版事業部, 2018.2.

経営管理 ＡＶ
336.91||TAC
||7

2654091

みんなが欲しかった簿記の教科書日商2級商業簿記 ; DVD版
/ TAC出版編集部編著 ; Disk1 - Disk8. -- 第7版. -- TAC株式会社
出版事業部, 2018.2.

経営管理 ＡＶ
336.91||TAC
||8

2654105

プロジェクトマネジメント的生活のススメ
/ 米澤創一著. -- 日経BP社.

経営管理 ３階固定一般 336||YON 2655101
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パーソナルファイナンス研究の新しい地平
/ パーソナルファイナンス学会著. -- 文眞堂, 2017.11.

金融.銀行.
信託

３階固定一般 338.7||ENA 2654288

新・日本の階級社会
/ 橋本健二著. -- 講談社, 2018.1. -- (講談社現代新書 ; 2461).

社会学 ３階新書架 361.8||HAS 2654971

一目でわかる福井のすがた : 平成29年版
/ 福井県総合政策部政策統計課編. -- 福井県統計協会, 2017.10.

社会学 ３階集密郷土
361.914||FU
K||2017

2654202

合格!面接
/ 久保田正己編著 ; 2013年度版 - 2019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||KUB 2653834

対話的コミュニケーションが生まれる国語
/ 坂本喜代子著. -- 渓水社, 2017.10.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375.82||SAK 2654962

遊びの四季 : ふるさとの伝承遊戯考
/ かこさとし著. -- 復刊ドットコム, 2018.2.

社会・家庭
生活の習
俗

３階集密郷土 384.55||KAK 2653982

明日の例大祭を考える 福井県三方郡美浜町の禰美神社例大祭を
めぐる活動記録 .

年中行事.
祭礼

３階集密郷土 386||HAS 2654881

日本の防衛 : 防衛白書
/ 防衛庁編 ; 平成15年版 - 平成29年版. -- ぎょうせい, 2003-.

国防史・事
情.軍事
史・事情

３階固定参考
392.1||BOU|
|2017

2653931

合格ナビ!数学検定1級1次解析・確率統計
/ 江川博康著. -- 東京図書, 2018.1.

数学 ３階資格資料架 410.7||NIH 2653842

微分方程式概論
/ 神保秀一著. -- 新訂版. -- 数理工学社. -- (新・数理工学ライブラ
リ ; 応用数学=1).

解析学 ４階固定一般 413.6||SHI 2653877

素粒子論
/ 川口正昭著. -- 復刊. -- 共立出版, 2018.1.

原子物理
学

４階固定一般 429.6||KAW 2653869

観察が楽しくなる美しいイラスト自然図鑑
/ ヴィルジニー・アラジディ著 ; エマニュエル・チュクリエル画 ; 泉恭
子訳 ; 動物編 - 昆虫編. -- 創元社, 2017.11.

生物科学.
一般生物
学

４階固定一般 460.87||ALA 2654237
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越前若狭の医学史 : ふくいの医人たち : 特別展
/ 福井県立歴史博物館編. -- 福井県立歴史博物館, 2017.7.

医学 ３階集密郷土 490||FUK 2654768

スパイス百科 : 起源から効能、利用法まで
/ 丁宗鐡編著. -- 丸善出版, 2018.1.

薬学 ４階固定一般 499.87||TEI 2653851

科学と産業の発展を支えた分析機器・科学機器遺産 : いかにして技
術基盤は築かれたか
/ 分析機器・科学機器遺産編集委員会編纂. -- 日本分析機器工業
会, 2017.8.

工業基礎
学

４階固定一般 501.22||NIH 2654385

Creative local
/ 馬場正尊, 中江研, 加藤優一編著 ; 中橋恵 [ほか] 著. -- 学芸出
版社, 2017.12. -- (エリアリノベーション ; 海外編).

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||BAB 2654253

環境白書 ; 平成16年度版 - 平成28年度版.
-- 福井県, 2005.2-.

公害.環境
工学

３階集密郷土
519.05||FUK
||2015

2654709

環境白書 ; 平成16年度版 - 平成28年度版.
-- 福井県, 2005.2-.

公害.環境
工学

３階集密郷土
519.05||FUK
||2016

2654717

二級建築士試験出題キーワード別問題集 : 全7年問題集
/ 全日本建築士会監修 ; 建築資格試験研究会編 ; 2018年度版. --
学芸出版社, 2018.1.

建築学 ３階資格資料架 520.79||ZEN 2654301

越前焼たいら窯 : 工房調査報告書
/ 越前焼たいら窯工房調査会編集. -- 越前町教育委員会, 2017.3.

日本の建
築

３階集密郷土 521.86||BUN 2654211

FUT福井城郭研究所年報 ; 2013 - 2016.
-- 野村印刷.

日本の建
築

３階集密郷土
521||FUT||2
016

2654857

神戸モスク : 建築と街と人
/ 宇高雄志著. -- 東方出版, 2018.1.

東洋の建
築.アジア
の建築

４階固定一般 522.7||UTA 2655111

ル・コルビュジエの浮かぶ建築 : 難民避難船への再生に導いた女性
たちとその物語
/ ミシェル・カンタル・デュパール著 ; 古賀順子訳. -- 鹿島出版会,
2018.1.

西洋の建
築.その他
の様式の
建築

４階固定一般
523.35||CA
N

2653915
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煉瓦造建造物の保存と修復
 / 国立文化財機構東京文化財研究所保存科学研究センター近代
文化遺産研究室編集. -- 国立文化財機構東京文化財研究所,
2017.8. -- (未来につなぐ人類の技 / 東京国立文化財研究所編 ;
17).

建築構造 ４階固定一般 524.46||KOK 2654407

図説やさしい構造設計
/ 浅野清昭著. -- 改訂版. -- 学芸出版社, 2017.11.

建築構造 ４階固定一般 524||ASA 2654271

FUKUI RENOVATION BOOK リノベーション福井最新情報. 住宅建築 ３階集密郷土 527||HUG 2654423

織田邸 : 家具・生活・空間 : 世界一の家具コレクションがつくり出す、
小さな場の連なりとしての住宅
/ 織田邸出版委員会著. -- ハシモトオフィス, 2017.3. -- (住総研住
まい読本).

住宅建築 ４階固定一般 527||JYU 2654784

図説やさしい建築設備
/ 伏見建著, 朴賛弼著. -- 学芸出版社, 2017.12.

建築設備.
設備工学

４階固定一般 528||FUS 2654261

インテリアコーディネーター : 私がめざす仕事のすべて
/ 三島学編著. -- ハウジングエージェンシー, 2015.2.

建築意匠・
装飾

４階固定一般 529||MIS 2654792

再考福島第一原発事故 : 被災者に寄り添って考える
/ 赤塚雄三著. -- 丸善仙台出版サービスセンター, 2016.6.

発電 ４階固定一般 543.5||AKA 2654814

IIEEJ transactions on image electronics and visual computing ; CD-
ROM版 ; Vol. 1, no. 1 (2013) - Vol. 5, no. 2(2017).
-- Institute of Image Electronics Engineers of Japan, c2013-.

通信工学.
電気通信

ＡＶ
547.89||GAZ
||2017-2

2654687

画像電子学会誌 : 2018年 ; CD-ROM版
/ 画像電子学会[編] ; Vol.47 (2018)No.1. -- 画像電子学会, 2018.

通信工学.
電気通信

ＡＶ
547.89||GAZ
||47-1

2654679

材料とプロセス : CAMP-ISIJ : 講演大会論文集 ; CD-ROM版
/ 日本鉄鋼協会 [編集] ; Vol.21(2008)No.1 - Vol.31(2018)No.1. --
日本鉄鋼協会, 2008-.

鉄鋼 ＡＶ
564.05||NIH|
|31-1

2654873

明治の勝山産業 : 煙草と生糸から羽二重へ
/ はたや記念館ゆめおーれ勝山編. -- はたや記念館ゆめおーれ勝
山, 2016.3. -- (はたやブックレット ; 5).

繊維工学 ３階集密郷土 586||HAT 2654741

ミュージアムとまちづくり : 地域の拠点・交流の場をめざして
/ はたや記念館ゆめおーれ勝山編集. -- はたや記念館ゆめおーれ
勝山, 2017.3. -- (はたやブックレット ; 6).

繊維工学 ３階集密郷土 586||HAT 2654865
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今さら聞けないデザインの基本.
-- 誠文堂新光社, 2018.4. -- (Seibundo mook . デザインノート : 最
新デザインの表現と思考のプロセスを追う ; no. 78).

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||DES||
(62)

2655128

マーケティングの教科書 : ハーバード・ビジネス・レビュー戦略マーケ
ティング論文ベスト10
/ ハーバード・ビジネス・レビュー編集部編 ; Diamondハーバード・ビ
ジネス・レビュー編集部訳. -- ダイヤモンド社, 2017.12. -- (Harvard
business review : Diamond ハーバード・ビジネス・レビュー).

マーケティ
ング

４階固定一般 675||HAR 2655055

えきたの : 駅を楽しむ
/ 伊藤博康著 ; アート編. -- 創元社, 2017.12.

鉄道 ４階固定一般 686.53||ITO 2653885

ボーダーツーリズム : 観光で地域をつくる
/ 岩下明裕編著. -- 北海道大学出版会, 2017.12.

観光事業 ４階固定一般 689.21||IWA 2654245

再会ふくいゆかりの名宝たち : 里帰り文化財展 : 特別展
/ 福井県立歴史博物館編集. -- 福井県立歴史博物館, 2015.10.

叢書.全集.
選集

３階集密郷土 708.7||FUK 2654733

越前幸若舞を知る一〇〇項
/ 越前町教育委員会編. -- 越前町教育委員会, 2017.3.

邦楽 ３階集密郷土 768.46||ETI 2654695

現代オリンピックの発展と危機1940-2020 : 二度目の東京が目指す
もの
/ 石坂友司著. -- 人文書院, 2018.1.

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.69||ISH 2653907

How to tell the difference between Japanese particles :
comparisons and exercises
/ Naoko Chino. -- 1st ed. -- Kodansha International, 2005.

文法.語法 ３階日本語学習 815.7||CHI 2654661

年刊句集 福井県
/ 福井県俳句作家協会[編] ; 平成14年度版 第41集 - 平成28年度
版 第55集. -- 福井県俳句作家協会, 2003.3-.

詩歌 ３階集密郷土
911.36||FUK
||55

2654946

縄文の里讃歌 : 九頭竜川左岸にある三室山と遅羽町を詠う : 詩集
/ 前川幸雄著. -- 以文会友書屋, 2015.4.

詩歌 ３階集密郷土
911.56||MA
E

2654831

青魚 ; No.61 - No.87.
-- 鯖江詩の会, 2004-.

詩歌 ３階集密郷土
911.568||SA
B

2654377

青魚 ; No.61 - No.87.
-- 鯖江詩の会, 2004-.

詩歌 ３階集密郷土
911.568||SA
B||86

2654369
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源氏物語の教え : もし紫式部があなたの家庭教師だったら
/ 大塚ひかり著. -- 筑摩書房, 2018.3. -- (ちくまプリマー新書 ; 294).

小説.物語 ３階新書架 913.36||OTS 2654334

午前零時 ふくい文学ゼミ一期生作品集 .
-- 福井県ふるさと文学館, 2016.9.

小説.物語 ３階集密郷土 913.6||FUK 2654849

ふくい風花随筆文学賞 : 入賞作品集 ; 第16回 - 第20回.
-- 「ふくい風花随筆文学賞」実行委員会, 2013.6.

評論. エッ
セイ. 随筆

３階集密郷土 914.6||FUK 2654431

大草原のローラ物語 : パイオニア・ガール「解説・注釈つき」
/ ローラ・インガルス・ワイルダー著 ; パメラ・スミス・ヒル解説・注釈 ;
谷口由美子訳. -- 大修館書店, 2018.1.

英米文学 ３階固定一般
930.278||WI
L

2653826


