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AI vs.教科書が読めない子どもたち
/ 新井紀子著. -- 東洋経済新報社, 2018.2.

情報科学 ４階固定一般 007.13||ARA 2656175

伝説のハッカーが教える超監視社会で身をまもる方法
/ ケビン・ミトニック, ロバート・バモシ著 ; 高取芳彦訳. -- 日経BP社.

情報科学 ４階固定一般 007.3||MIT 2656159

学校図書館の基礎と実際
/ 後藤敏行著. -- 樹村房, 2018.2.

学校図書
館

３階固定一般 017||GOT 2655594

町を歩いて本のなかへ
/ 南陀楼綾繁著. -- 原書房, 2017.6.

図書.書誌
学

３階固定一般 020.4||NAN 2655985

LATEX2ε美文書作成入門
/ 奥村晴彦著. -- 改訂第5版. -- 技術評論社, 2010.8.

著作.編集 ３階固定一般
021.49||OK
U

2655748

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, 3月号. -- 福井新聞社, 2018.2-.

日本 ３階集密郷土
071.5||FUK||
'18-3

2656248

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, 3月号. -- 日刊工業新聞社,
2018.2-.

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
18-3

2655896

笑いの攻撃性と社会的笑いの発達
/ 伊藤理絵著. -- 溪水社, 2017.12.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141.6||ITO 2655578

プルーフ・オブ・ヘヴン : 脳神経外科医が見た死後の世界
/ エベン・アレグザンダー著 ; 白川貴子訳. -- 早川書房, 2018.1. --
(ハヤカワ文庫 NF ; 515).

超心理学.
心霊研究

３階文庫架 147.9||ALE 2656541

40歳を過ぎても「会社に必要とされる人」でいるための学ぶ技術
/ 石田淳著. -- 日経BP社.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.4||ISH 2656167

深く考える力
/ 田坂広志著. -- PHP研究所, 2018.3. -- (PHP新書 ; 1133).

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||TAS 2655543

地域と歴史学 : その担い手と実践
/ 森宜人, 石井健編著. -- 晃洋書房, 2017.12.

歴史学 ３階固定一般 201.2||MOR 2655551

もういちど読む山川日本史史料
/ 下山忍, 會田康範編. -- 山川出版社, 2017.8.

日本史 ３階固定一般 210.1||SHI 2656043

特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡 : 発掘調査・環境整備事業概報
/ 福井県立朝倉氏遺跡資料館 ; 45 平成26年度. -- 福井県立朝倉
氏遺跡資料館, 2016.3.

北陸地方 ３階集密郷土
214.4||FUK||
2014

2655772

新着図書のご案内
2018年4月16日～4月30日
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特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡 : 発掘調査・環境整備事業概報
/ 福井県立朝倉氏遺跡資料館 ; 46平成27年度. -- 福井県立朝倉氏
遺跡資料館, 2017.3.

北陸地方 ３階集密郷土
214.4||FUK||
2015

2655781

特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡 : 発掘調査・環境整備事業概報
/ 福井県立朝倉氏遺跡資料館 ; 47平成28年度. -- 福井県立朝倉氏
遺跡資料館, 2018.3.

北陸地方 ３階集密郷土
214.4||FUK||
2016

2655799

福井藩士履歴
/ 福井県文書館編集 ; 1 - 6. -- 福井県文書館, 2013.2-. -- (福井県
文書館資料叢書 / 福井県文書館編 ; 9-14).

北陸地方 ３階集密郷土
214.4||FUK||
4

2655829

福井藩士履歴
/ 福井県文書館編集 ; 1 - 6. -- 福井県文書館, 2013.2-. -- (福井県
文書館資料叢書 / 福井県文書館編 ; 9-14).

北陸地方 ３階集密郷土
214.4||FUK||
5

2655837

福井藩士履歴
/ 福井県文書館編集 ; 1 - 6. -- 福井県文書館, 2013.2-. -- (福井県
文書館資料叢書 / 福井県文書館編 ; 9-14).

北陸地方 ３階集密郷土
214.4||FUK||
6

2655845

朝倉館跡・西山光照寺跡(名号石碑).
-- 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館, 2018.3. -- (特別史跡一乗
谷朝倉氏遺跡劣化対応事業報告 ; 1).

北陸地方 ３階集密郷土
214.4||TOK||
1

2655802

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||
16

2655811

ピラミッド : 最新科学で古代遺跡の謎を解く
/ 河江肖剰著. -- 新潮社, 2018.4. -- (新潮文庫 ; 10898, か-81-1).

エジプト ３階文庫架
242.03||KA
W

2655446

後醍醐天皇
/ 兵藤裕己著. -- 岩波書店, 2018.4. -- (岩波新書 ; 新赤版 1715).

系譜.家史.
皇室

４階新書架
288.41||HY
O

2656281

坂本龍馬最後の一カ月 : 大政奉還150周年
/ 河合敦監修. -- WAVE出版, 2017.8.

個人伝記 ３階固定一般 289.1||KAW 2655926

あたらしい沖縄旅行
/ セソコマサユキ著. -- 新版. -- WAVE出版, 2017.7. -- (New trip).

日本 ３階固定一般 291.99||SES 2656078

金鍾泌証言録
/ 金鍾泌著 ; 中央日報社編 ; 若杉美奈子, 小池修訳. -- 新潮社図
書編集室.

政治史・事
情

３階固定一般 312.21||KIN 2656337

日本国憲法「天皇」の再検討
/ 所功著. -- 國民會館, 2013.11. -- (國民會館叢書 ; 92).

憲法 ３階固定一般
323.141||TO
K

2656426



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
2018年4月16日～4月30日

国民憲法制定への道 : 中曽根康弘憲法論の軌跡
/ 世界平和研究所編. -- 文藝春秋企画出版部.

憲法 ３階固定一般
323.149||SE
K

2656329

五日市憲法
/ 新井勝紘著. -- 岩波書店, 2018.4. -- (岩波新書 ; 新赤版 1716).

憲法 ４階新書架 323||ARA 2656299

理論と実証から学ぶ新しい国際経済学
/ 友原章典著. -- ミネルヴァ書房, 2018.3.

経済政策.
国際経済

３階固定一般 333.6||TOM 2655561

日本の国際協力
/ 外務省 [編] ; 2007年版 - 2014年版. -- 外務省, 2007.12-. -- (政
府開発援助(ODA)白書 / 外務省 [編] ; 2007年版-2014年版).

経済政策.
国際経済

３階集密参考
333.8||GAI||
2007

2208971

日本の国際協力
/ 外務省 [編] ; 2007年版 - 2014年版. -- 外務省, 2007.12-. -- (政
府開発援助(ODA)白書 / 外務省 [編] ; 2007年版-2014年版).

経済政策.
国際経済

３階集密参考
333.8||GAI||
2008

2263378

日本の国際協力
/ 外務省 [編] ; 2007年版 - 2014年版. -- 外務省, 2007.12-. -- (政
府開発援助(ODA)白書 / 外務省 [編] ; 2007年版-2014年版).

経済政策.
国際経済

３階集密参考
333.8||GAI||
2009

2324202

日本の国際協力
/ 外務省 [編] ; 2007年版 - 2014年版. -- 外務省, 2007.12-. -- (政
府開発援助(ODA)白書 / 外務省 [編] ; 2007年版-2014年版).

経済政策.
国際経済

３階集密参考
333.8||GAI||
2010

2372631

日本の国際協力
/ 外務省 [編] ; 2007年版 - 2014年版. -- 外務省, 2007.12-. -- (政
府開発援助(ODA)白書 / 外務省 [編] ; 2007年版-2014年版).

経済政策.
国際経済

３階集密参考
333.8||GAI||
2011

2433362

日本の国際協力
/ 外務省 [編] ; 2007年版 - 2014年版. -- 外務省, 2007.12-. -- (政
府開発援助(ODA)白書 / 外務省 [編] ; 2007年版-2014年版).

経済政策.
国際経済

３階集密参考
333.8||GAI||
2012

2485672

日本の国際協力
/ 外務省 [編] ; 2007年版 - 2014年版. -- 外務省, 2007.12-. -- (政
府開発援助(ODA)白書 / 外務省 [編] ; 2007年版-2014年版).

経済政策.
国際経済

３階集密参考
333.8||GAI||
2013

2498227

日本の国際協力
/ 外務省 [編] ; 2007年版 - 2014年版. -- 外務省, 2007.12-. -- (政
府開発援助(ODA)白書 / 外務省 [編] ; 2007年版-2014年版).

経済政策.
国際経済

３階集密参考
333.8||GAI||
2014

2656345

日本の国際協力
/ 外務省編 ; 2015年版, 2016年版, 2017年版. -- 外務省, 2016.3-. -
- (開発協力白書 / 外務省編 ; 2015年版-2017年版).

経済政策.
国際経済

３階固定参考
333.8||GAI||
2015

2656353

日本の国際協力
/ 外務省編 ; 2015年版, 2016年版, 2017年版. -- 外務省, 2016.3-. -
- (開発協力白書 / 外務省編 ; 2015年版-2017年版).

経済政策.
国際経済

３階固定参考
333.8||GAI||
2016

2656361

日本の国際協力
/ 外務省編 ; 2015年版, 2016年版, 2017年版. -- 外務省, 2016.3-. -
- (開発協力白書 / 外務省編 ; 2015年版-2017年版).

経済政策.
国際経済

３階固定参考
333.8||GAI||
2017

2656371
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管理しない会社がうまくいくワケ : 自分の小さな「箱」から脱出する方
法《ビジネス篇》
/ アービンジャー・インスティチュート著 ; 中西真雄美訳. -- 大和書
房, 2017.9.

経営管理 ３階固定一般 336.49||ARB 2655713

会計検査事例100選
/ 公会計研究協会編 ; 平成23年版 - 平成29年版. -- 公会計研究
協会, 2011.6-.

財政政策.
財務行政

３階固定一般
343.8||KOU||
2017

2656469

平成27年 (第63回) 福井県統計年鑑
/ 福井県総合政策部政策統計課編. -- 福井県統計協会, 2017.3.

統計 ３階集密郷土
350||FUK||6
3

2656396

平成28年 (第64回) 福井県統計年鑑
/ 福井県総合政策部政策統計課編. -- 福井県統計協会, 2018.3.

統計 ３階集密郷土
350||FUK||6
4

2656418

NVC人と人との関係にいのちを吹き込む法
/ マーシャル・B・ローゼンバーグ著 ; 小川敏子訳. -- 新版. -- 日本
経済新聞出版社, 2018.2.

社会学 ３階固定一般
361.454||RO
S

2656183

ルポ保育格差
/ 小林美希著. -- 岩波書店, 2018.4. -- (岩波新書 ; 新赤版 1712).

社会福祉 ４階新書架
369.42||KO
B

2656256

「考える力」はこうしてつける
/ ジェニ・ウィルソン, レスリー・ウィング・ジャン [著] ; 吉田新一郎訳.
-- 増補版. -- 新評論, 2018.2.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375.1||WIL 2655918

子どもの心に届く言葉かけ : 保育の内容とその方法
/ 柘植誠子 [ほか] 著. -- ミネルヴァ書房, 2018.2.

幼児・初
等・中等教
育

３階固定一般 376.1||TSU 2656086

一流になる勉強法 : 脳の使い方を変える「脳だま勉強法」
/ 西田一見著. -- 現代書林, 2018.1.

社会教育 ３階固定一般 379.7||NIS 2655675

数学
/ 数学編集委員会編 ; 小谷佳子 [ほか] 著 ; 1, 2. -- 丸善出版,
2018.1. -- (理工系の基礎).

数学 ４階固定一般 410||SUG||1 2656221

数学
/ 数学編集委員会編 ; 小谷佳子 [ほか] 著 ; 1, 2. -- 丸善出版,
2018.1. -- (理工系の基礎).

数学 ４階固定一般 410||SUG||2 2656213

波面の伝播と特異点
/ 泉屋周一著. -- 共立出版, 2018.2.

位相数学 ４階固定一般 415.7||IZU 2655608

データサイエンス入門
/ 竹村彰通著. -- 新版. -- 岩波書店, 2018.4. -- (岩波新書 ; 新赤
版 1713).

確率論.数
理統計学

４階新書架 417||TAK 2656264
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格子場の理論入門
/ 大川正典, 石川健一著. -- サイエンス社, 2018.4. -- (臨時別冊・数
理科学 . SGCライブラリ ; 140).

理論物理
学

４階固定一般 421.3||OKA 2656302

奇岩の世界 = THE WORLD OF KIGAN
/ 山田英春編. -- 創元社, 2018.2.

岩石学 ４階固定一般 458||YAM 2656231

デザイナー・ベビー : ゲノム編集によって迫られる選択
/ ポール・ノフラー著 ; 中山潤一訳. -- 丸善出版, 2017.8.

遺伝学 ４階固定一般
467.25||KN
O

2656027

世界一美しい人体の教科書
/ 坂井建雄著. -- 筑摩書房, 2018.4. -- (ちくまプリマー新書 ; 297).

基礎医学 ３階新書架 491.1||SAK 2655731

健康管理と病気の成り立ち : みんなの健康教育 : 幼少児期から抱
える健康管理上の課題と対策 現代の疾病の成り立ちと予防策
/ 前橋明編著 ; 佐野祥平著. -- 大学教育出版, 2017.7.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.3||MAE 2655901

わたしの主人公はわたし : 他人の声に振りまわされない生き方
/ 細川貂々著. -- 平凡社, 2017.8.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.39||HO
S

2655977

工学の基幹数学
/ 牛島邦晴, 登坂宣好, 陳玳◆U73E9◆著. -- 丸善出版, 2018.1. --
(理工系の基礎).

工業基礎
学

４階固定一般 501.1||USH 2656205

日本音響学会誌 ; CD-ROM版 ; 2006(Vol.62 No.1～12), 2007(Vol.63
No.1～12), 2017(Vol.73 No.1～12).
-- 日本音響学会, 2006-.

工業基礎
学

ＡＶ
501.24||NIH|
|2017

2656523

JIDA design museum selection = JIDAデザインミュージアムセレク
ション
/ [日本インダストリアルデザイナー協会デザインミュージアム委員
会編] ; Vol.1 - Vol.19. -- 日本インダストリアルデザイナー協会,
1999-.

工業基礎
学

４階固定一般 501.8||NIH 2655888

JIDA design museum selection = JIDAデザインミュージアムセレク
ション
/ [日本インダストリアルデザイナー協会デザインミュージアム委員
会編] ; Vol.1 - Vol.19. -- 日本インダストリアルデザイナー協会,
1999-.

工業基礎
学

４階固定一般 501.8||NIH 2656311

技術士試験建設部門傾向と対策
/ CEネットワーク編 ; 2018年度. -- 鹿島出版会, 2018.2.

建設工学.
土木工学

３階資格資料架
510.7||CEN||
2018

2655934

日本のインフラ輸出の現在(いま)を読み解く
/ 江崎康弘著. -- 長崎県立大学佐世保校学術研究会, 2018.3. --
(長崎県立大学佐世保校研究叢書 ; 19).

建設工学.
土木工学

４階固定一般 510.92||EZA 2656141

「空間」を「場所」に変えるまち育て : まちの創造的編集とは
/ 北原啓司著. -- 萌文社, 2018.4. -- (住総研住まい読本).

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||KIT 2655519
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まちを想う : 西村幸夫講演・対談集
/ 西村幸夫著. -- 鹿島出版会, 2018.2.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||NIS 2655942

環境白書 ; 平成16年度版 - 平成29年度版.
-- 福井県, 2005.2-.

公害.環境
工学

３階集密郷土
519.05||FUK
||2017

2656401

生態学と化学物質とリスク評価
/ 加茂将史著 ; 巌佐庸コーディネーター. -- 共立出版, 2017.7. --
(共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection ; 18).

公害.環境
工学

４階固定一般
519.15||KA
M

2656116

FUT福井城郭研究所年報
/ FUT福井城郭研究所編集 ; 2013 - 2017. -- FUT福井城郭研究所,
2013.3-.

日本の建
築

３階集密郷土
521||FUT||2
017

2655871

福井城下の視的考察 : 伊豆蔵庫喜論文集
/ 伊豆蔵庫喜著. -- FUT福井城郭研究所, 2018.3. -- (FUT福井城
郭研究所選書 ;2).

日本の建
築

３階集密郷土 521||IZU 2656124

福井城下の視的考察 : 伊豆蔵庫喜論文集
/ 伊豆蔵庫喜著. -- FUT福井城郭研究所, 2018.3. -- (FUT福井城
郭研究所選書 ;2).

日本の建
築

４階固定一般 521||IZU 2656132

直感で理解する!構造力学の基本
/ 山浦晋弘著. -- 学芸出版社, 2018.3.

建築構造 ４階固定一般 524.1||YAM 2656558

耐震木造技術の近現代史 : 伝統木造家屋の合理性
/ 西沢英和著. -- 学芸出版社, 2018.3.

建築構造 ４階固定一般 524.91||NIS 2656566

オンデザインの実験 : 人が集まる場の観察を続けて
/ 西田司, オンデザイン著. -- TOTO出版, 2018.2. -- (TOTO建築叢
書 ; 8).

建築計画
施工

４階固定一般 525.1||NIS 2656108

人生を変える住まいと健康のリノベーション : 人生100年時代の幸福
戦略
/ 甲斐徹郎, 星旦二著. -- 新建新聞社, 2018.4. -- (住総研住まい読
本).

住宅建築 ４階固定一般 527||KAI 2655756

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29年度第3四半期. -- 福井県環境放射能測定技術会議事務
局, 2013-.

原子力工
学

３階集密郷土
539.6||FUK||
2017-3

2656442

発電所の運転および建設状況 ; 2013年10～11月 - 平成29年12月
◆UFF5E◆平成30年2月 第174号. -- 福井県安全環境部, [197-]-.

原子力工
学

３階集密郷土 539.8||FUK 2656434

わかりやすい!1級電気工事施工管理実地
/ 若月輝彦編著. -- 弘文社, 2017.8. -- ([国家・資格シリーズ] ; [B-
9]).

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.079||WA
K

2656191
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レーザー微細加工 : 基礎現象と産業応用
/ 新井武二著. -- 丸善出版, 2018.1.

電子工学 ４階固定一般 549.95||ARA 2655951

魚っ食いのための珍魚食べ方図鑑
/ 西潟正人著. -- 緑書房, 2017.7.

食品.料理 ４階固定一般 596.35||NIS 2656061

作りおきなし!朝10分!考えないお弁当
/ 重信初江著. -- 家の光協会, 2018.2.

食品.料理 ４階固定一般 596.4||SHI 2655624

パンソロジー : パンをめぐるはなし
/ 池田浩明編. -- 平凡社, 2017.8.

食品.料理 ４階固定一般 596.63||IKE 2655586

超簡単なので自炊やってみた。
/ 自炊研究会編. -- 家の光協会, 2018.2.

食品.料理 ４階固定一般 596||JIS 2655616

超図解野菜の仕立て方の裏ワザ : よく育つ!よく採れる! / 『やさい
畑』菜園クラブ編.
-- 家の光協会, 2018.3.

蔬菜園芸 ４階固定一般 626.9||IEN 2655632

パラダイス山元の飛行機の乗り方
/ パラダイス山元著. -- 新潮社, 2018.4. -- (新潮文庫 ; 10901, は-
64-2).

航空運送 ３階文庫架 687||PAR 2655403

ヘンな浮世絵 : 歌川広景のお笑い江戸名所
/ 歌川広景 [画] ; 日野原健司著. -- 平凡社, 2017.8. -- (コロナ・ブッ
クス ; 210).

日本画 ３階固定一般
721.808||OT
A

2655721

狩野芳崖と四天王 : 近代日本画、もうひとつの水脈
/ 野地耕一郎, 平林彰, 椎野晃史編. -- 求龍堂, 2017.9.

日本画 ３階固定一般 721.9||KAN 2655764

過去六年間を顧みて : かこさとし小学校卒業のときの絵日記
/ かこさとし著. -- 偕成社, 2018.3.

漫画.挿絵.
童画

３階集密郷土
726.601||KA
K

2655501

声優 ・ 声の職人
/ 森川智之著. -- 岩波書店, 2018.4. -- (岩波新書 ; 新赤版 1714).

劇場.演出.
演技

４階新書架 771.7||MOR 2656272

小林一三は宝塚少女歌劇にどのような夢を託したのか
/ 伊井春樹著. -- ミネルヴァ書房, 2017.7.

各種の演
劇

３階固定一般 775.4||EHA 2656035

人生はおもしろがった人の勝ち
/ 萩本欽一著. -- 大和書房, 2018.4.

大衆演芸 ３階固定一般 779.9||HAG 2655969

次世代の架け橋となる人びと.
-- 笹川スポーツ財団, 2017.3. -- (スポーツ歴史の検証 ; 2016年度
版).

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.21||SAS 2656451
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オリンピック・パラリンピックのレガシー.
-- 笹川スポーツ財団, 2018.3. -- (スポーツ歴史の検証).

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.69||SAS 2655667

1964年東京大会を支えた人びと.
-- 笹川スポーツ財団, 2018.3. -- (スポーツ歴史の検証 ; 2017年度
版).

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.69||SAS
||2017

2655853

筋肉王子とトレーニングレッスン
/ 筋肉王子著. -- WAVE出版, 2017.8.

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.7||KIN 2656094

話術
/ 徳川夢声著. -- 新潮社, 2018.4. -- (新潮文庫 ; 10902, と-31-1).

言語生活 ３階文庫架 809.4||TOK 2655391

常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)
/ 文化庁文化部国語課編. -- 文化庁文化部国語課, 2016.3.

音声.音韻.
文字

３階固定一般 811.27||BUN 2656477

小論文・レポートの書き方 : パラグラフ・ライティングとアウトラインを
鍛える演習帳
/ 野田直人著. -- 人の森, 2015.4. -- (人の森の本).

文章.文体.
作文

３階固定一般 816.5||NOD 2655535

知的文章術 : 誰も教えてくれない心をつかむ書き方
/ 外山滋比古著. -- 大和書房, 2017.8. -- (だいわ文庫 ; [289-5E]).

文章.文体.
作文

３階文庫架 816||TOY 2655691

ひみつの王国 : 評伝石井桃子
/ 尾崎真理子著. -- 新潮社, 2018.4. -- (新潮文庫 ; 10893, お-102-
1).

日本文学 ３階文庫架
910.268||OZ
A

2655411

僕らの世界が終わる頃
/ 彩坂美月著. -- 新潮社, 2018.4. -- (新潮文庫 ; 10905, あ-93-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||AYA 2655489

R.E.D.警察庁特殊防犯対策官室
/ 古野まほろ著 ; [1], 2. -- 新潮社, 2017.9-. -- (新潮文庫 ;).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||FUR||
2

2655421

たゆたえども沈まず = Fluctuat nec mergitur
/ 原田マハ著. -- 幻冬舎, 2017.10.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||HAM 2655381

負け逃げ
/ こざわたまこ著. -- 新潮社, 2018.4. -- (新潮文庫 ; 10897, こ-65-
1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KOZ 2655462

警官の掟
/ 佐々木譲著. -- 新潮社, 2018.4. -- (新潮文庫 ; 10873, さ-24-18).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SAS 2655527

ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス
/ 滝口悠生著. -- 新潮社, 2018.4. -- (新潮文庫 ; 10894, た-122-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TAK 2655454
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結婚奉行
/ 辻井南青紀著. -- 新潮社, 2018.4. -- (新潮文庫 ; 10896, つ-40-
1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TSU 2655471

正直に語る100の講義
/ 森博嗣著. -- 大和書房, 2017.8. -- (だいわ文庫 ; 257-5G).

評論. エッ
セイ. 随筆

３階文庫架 914.6||MOR 2655705

「だから、生きる。」
/ つんく♂著. -- 新潮社, 2018.4. -- (新潮文庫 ; 10889, つ-39-1).

記録.手記.
ルポル
タージュ

３階文庫架 916||TSU 2655497

図説アーサー王と円卓の騎士 : その歴史と伝説
/ マーティン・J・ドハティ著 ; 伊藤はるみ訳. -- 原書房, 2017.6.

英米文学 ３階固定一般 930.2||DOU 2656051

快読シェイクスピア
/ 河合隼雄, 松岡和子著. -- 決定版. -- 新潮社, 2018.4. -- (新潮文
庫 ; 10923, シ-1-51).

戯曲 ３階文庫架 932||KAW 2655438


