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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 - 5月号. -- 日刊工業新聞社, 2018.2-.

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
18-5

2661381

EA : ハーバード流こころのマネジメント : 予測不能の人生を思い通り
に生きる方法
/ スーザン・デイビッド著 ; 須川綾子訳. -- ダイヤモンド社, 2018.4.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141.6||DAV 2661314

超常現象 : 科学者たちの挑戦
/ NHKスペシャル取材班著. -- 新潮社, 2018.6. -- (新潮文庫 ;
10936, え-20-10).

超心理学.
心霊研究

３階文庫架 147||NHK 2661187

人生は楽しいかい?
/ ゲオルギー・システマスキー著. -- 夜間飛行, 2016.6.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||SIS 2661497

東大寺のなりたち
/ 森本公誠著. -- 岩波書店, 2018.6. -- (岩波新書 ; 新赤版 1726).

各宗 ４階新書架 188.3||MOR 2661731

踏絵を踏んだキリシタン
/ 安高啓明著. -- 吉川弘文館, 2018.7. -- (歴史文化ライブラリー ;
469).

各教派.教
会史

３階固定一般
198.221||YA
S

2661403

江戸城無血開城 : 本当の功労者は誰か?
/ 岩下哲典著. -- 吉川弘文館, 2018.7. -- (歴史文化ライブラリー ;
470).

日本史 ３階固定一般 210.61||IWA 2661411

金融政策に未来はあるか
/ 岩村充著. -- 岩波書店, 2018.6. -- (岩波新書 ; 新赤版 1723).

金融.銀行.
信託

４階新書架 338.3||IWA 2661705

本質をつかむ聞く力 : ニュースの現場から
/ 松原耕二著. -- 筑摩書房, 2018.6. -- (ちくまプリマー新書 ; 299).

社会学 ３階新書架
361.453||MA
T

2661241

遅刻してくれて、ありがとう : 常識が通じない時代の生き方
/ トーマス・フリードマン著 ; 伏見威蕃訳 ; 上, 下. -- 日本経済新聞
出版社, 2018.4.

社会学 ３階固定一般 361.5||FRI||1 2661292

遅刻してくれて、ありがとう : 常識が通じない時代の生き方
/ トーマス・フリードマン著 ; 伏見威蕃訳 ; 上, 下. -- 日本経済新聞
出版社, 2018.4.

社会学 ３階固定一般 361.5||FRI||2 2661306

現代社会はどこに向かうか : 高原の見晴らしを切り開くこと
/ 見田宗介著. -- 岩波書店, 2018.6. -- (岩波新書 ; 新赤版 1722).

社会学 ４階新書架 361||MIT 2661691

謝るなら、いつでもおいで : 佐世保小六女児同級生殺害事件
/ 川名壮志著. -- 新潮社, 2018.6. -- (新潮文庫 ; 10935, か-82-1).

社会病理 ３階文庫架
368.71||KA
W

2661055
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住まいで「老活」
/ 安楽玲子著. -- 岩波書店, 2018.6. -- (岩波新書 ; 新赤版 1724).

社会福祉 ４階新書架 369.26||ANR 2661713

体育・スポーツを専攻する人のための教育心理学
/ 藤田主一, 齋藤雅英, 楠本恭久編集 ; 室井みや [ほか] 著. -- 樹
村房, 2014.4.

教育学.教
育思想

３階固定一般 371.4||FUJ 2661039

サイバー・エフェクト子どもがネットに壊される : いまの科学が証明し
た子育てへの影響の真実
/ メアリー・エイケン著 ; 小林啓倫訳. -- ダイヤモンド社, 2018.4.

教育学.教
育思想

３階固定一般 371.45||AIK 2661276

学校保健安全法に対応した改訂学校保健 : ヘルスプロモーションの
視点と教職員の役割の明確化
/ 徳山美智子, 中桐佐智子, 岡田加奈子編著. -- 第8版. -- 東山書
房, 2016.2.

学校経営・
管理.学校
保健

３階固定一般 374.9||TOK 2661331

中学校キャリア教育の手引き.
-- 教育出版, 2011.5.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375.6||MON 2660997

高等学校キャリア教育の手引き
/ 文部科学省[編]. -- 教育出版, 2012.2.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375.6||MON 2661004

あかり : 平成27年-平成30年
/ 福井高等学校「あかり」編集部編. -- 福井高等学校, 2015-2018.

幼児・初
等・中等教
育

３階書庫
376.48||FUK
||'15-'18

2659891

検証迷走する英語入試 : スピーキング導入と民間委託
/ 南風原朝和編. -- 岩波書店, 2018.6. -- (岩波ブックレット ;
No.984).

幼児・初
等・中等教
育

３階固定一般 376.8||HAE 2660946

介護民俗学という希望 : 「すまいるほーむ」の物語
/ 六車由実著. -- 新潮社, 2018.6. -- (新潮文庫 ; む-19-1, 10916).

風俗習慣.
民俗学.民
族学

３階文庫架 380.1||MUG 2661101

研究者として生きるとはどういうことか
/ 杉山幸丸著. -- 東京化学同人, 2018.6. -- (科学のとびら ; 63).

研究法.指
導法.科学
教育

４階固定一般 407||SUG 2661365

科学者はなぜ神を信じるのか : コペルニクスからホーキングまで
/ 三田一郎著. -- 講談社, 2018.6. -- (ブルーバックス ; B-2061).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
061

2661667

「がん」はなぜできるのか : そのメカニズムからゲノム医療まで
/ 国立がん研究センター研究所編. -- 講談社, 2018.6. -- (ブルー
バックス ; B-2062).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
062

2661675



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6月16日～6月30日

カラー版ビールの科学 : 麦芽とホップが生み出す「旨さ」の秘密
/ 渡淳二編著. -- 講談社, 2018.6. -- (ブルーバックス ; B-2063).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
063

2661683

物性物理のための場の理論・グリーン関数 : 量子多体系をどう解く
か?
/ 小形正男著. -- サイエンス社, 2018.6. -- (臨時別冊・数理科学 .
SGCライブラリ ; 142).

理論物理
学

４階固定一般 421.3||OGA 2661421

分かちあう心の進化
/ 松沢哲郎著. -- 岩波書店, 2018.5. -- (岩波科学ライブラリー ;
274).

哺乳類 ４階固定一般 489.9||MAT 2661438

賢い患者
/ 山口育子著. -- 岩波書店, 2018.6. -- (岩波新書 ; 新赤版 1725).

医学 ４階新書架
490.145||YA
M

2661721

スマホが学力を破壊する
/ 川島隆太著. -- 集英社, 2018.3. -- (集英社新書 ; 0924I).

内科学 ４階固定一般
493.937||KA
W

2661047

最強の呼吸法 : ストレス、パニックを消す! : システマ・ブリージング
/ 北川貴英著. -- マガジンハウス, 2011.11.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.3||KIT 2661446

環境白書/循環型社会白書/生物多様性白書
/ 環境省編 ; 平成30年度版. -- 日経印刷. -- (環境白書/循環型社
会白書/生物多様性白書 / 環境省編 ; 平成30年版).

公害.環境
工学

４階固定参考
519||KAN||2
018

2661501

GA DOCUMENT
/ 二川由夫編集 ; 140 - 147. -- A.D.A.Edita Tokyo, 2017.1-.

建築学 ４階固定大型
520.8||GAD|
|(45)

2661659

毎日読みたい365日の広告コピー
/ WRITES PUBLISHING編. -- ライツ社, 2017.12.

広告.宣伝 ４階固定一般 674||RAI 2661349

はかれないものをはかる
/ 工藤あゆみ著 = Unmeasurable Things = Le cose in-misurabili. --
青幻舎, 2018.5.

漫画.挿絵.
童画

３階固定一般 726.6||KUD 2661561

絵本の冒険 : 「絵」と「ことば」で楽しむ
/ 小野明編. -- フィルムアート社, 2018.6. -- (Next Creator Book).

漫画.挿絵.
童画

３階固定一般
726.601||ON
O

2661551

紙と日々、 : つながりを手作りする楽しみ
/ 田中千絵著. -- キノブックス, 2017.3.

木竹工芸 ３階固定一般 754.9||TAN 2661543

健康運動実践指導者認定試験対策問題集 : 養成用テキスト最新版
準拠
/ 西端泉著. -- ラウンドフラット, 2016.12.

スポーツ.
体育

３階資格資料架 780.19||NIS 2661624

スポーツ栄養学 : 科学の基礎から「なぜ?」にこたえる
/ 寺田新著. -- 東京大学出版会, 2017.10.

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.19||TER 2661616
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健康スポーツ学概論 : プロモーション,ジェロントロジー,コーチング
/ 山羽教文, 長ヶ原誠編著. -- 杏林書院, 2013.6.

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.19||YA
M

2661012

ムーブメント : ファンクショナルムーブメントシステム : 動作のスク
リーニング、アセスメント、修正ストラテジー
/ Gray Cook [原著] ; 中丸宏二 [ほか] 監訳. -- ナップ, 2014.1.

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.7||GRA 2661021

勝てる!理系なテニス : 物理で証明!--9割の人が間違えている"常識
"
/ 田中信弥, 松尾衛著. -- 東邦出版, 2018.4.

球技 ３階固定一般 783.5||TAN 2661535

システマ・フットワーク : サバイブのための歩法 : そのわずかな差
が、生死を分ける
/ 北川貴英著. -- 日貿出版社, 2015.12.

武術 ３階固定一般 789||KIT 2661471

翻訳ってなんだろう? : あの名作を訳してみる
/ 鴻巣友季子著. -- 筑摩書房, 2018.6. -- (ちくまプリマー新書 ;
301).

言語学 ３階新書架 801.7||KON 2661268

1冊のノートが「あなたの言葉」を育てる
/ 川上徹也著. -- 朝日新聞出版, 2018.4.

文章.文体.
作文

３階固定一般 816||KAW 2661454

俵万智訳みだれ髪
/ 俵万智, 与謝野晶子著. -- 河出書房新社, 2018.5.

詩歌 ３階固定一般
911.168||TA
W

2661632

不発弾
/ 相場英雄著. -- 新潮社, 2018.6. -- (新潮文庫 ; 10977, あ-94-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||AIB 2661225

時は止まったふりをして
/ 藤石波矢著. -- 新潮社, 2018.6. -- (新潮文庫 ; ふ-55-1, 10939).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||FUJ 2661128

探偵AI (たんていアイ) のリアル・ディープラーニング
/ 早坂吝著. -- 新潮社, 2018.6. -- (新潮文庫 ; は-72-1, 10940).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HAY 2661136

砂浜に坐り込んだ船
/ 池澤夏樹著. -- 新潮社, 2018.6. -- (新潮文庫 ; 10930, い-41-13).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||IKE 2661152

機巧のイヴ
/ 乾緑郎著 ; [正], 新世界覚醒篇. -- 新潮社, 2017.9-. -- (新潮文庫
; 10717, 10931, い-130-1, い-130-2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||INU 2661098

一生に一度のこの恋にタネも仕掛けもございません。
/ 神田茜著. -- 新潮社, 2018.6. -- (新潮文庫 ; か-83-1, 10976).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KAN 2661071

猫を拾いに
/ 川上弘美著. -- 新潮社, 2018.6. -- (新潮文庫 ; 10927, か-35-14).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KAW 2661144
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咲見庵三姉妹の失恋
/ 成田名璃子著. -- 新潮社, 2018.6. -- (新潮文庫 ; 10949, な-100-
1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||NAR 2661111

恋せよ魂魄
/ 仁木英之著. -- 新潮社, 2018.6. -- (新潮文庫 ; 10892, に-22-9 .
僕僕先生 / 仁木英之著 ; [9]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||NIK 2661063

マルチナ、永遠のAI。 : AIと仮想通貨時代をどう生きるか
/ 大村あつし著. -- ダイヤモンド社, 2018.4.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||OMU 2661284

敦盛おくり
/ 佐伯泰英著. -- 新潮社, 2018.6. -- (新潮文庫 ; 10924, さ-73-27 .
新・古着屋総兵衛 / 佐伯泰英著 ; 第16巻).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SAE 2661161

わかれ
/ 瀬戸内寂聴著. -- 新潮社, 2018.5. -- (新潮文庫 ; せ-2-44,
10908).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SET 2661391

天平の女帝孝謙称徳 : 皇王の遺し文
/ 玉岡かおる著. -- 新潮社, 2018.6. -- (新潮文庫 ; 10928, た-51-
13).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TAM 2661233

オスプレイ殺人事件
/ 月原渉著. -- 新潮社, 2018.6. -- (新潮文庫 ; 10932, つ-37-21).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TSU 2661081

獣の奏者
/ 上橋菜穂子 [著] ; 1 - 4. -- 講談社, 2009.8-. -- (講談社文庫 ; [う
-59-1], [う-59-2], [う-59-3], [う-59-4]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||UEH 2661641

雲と鉛筆
/ 吉田篤弘著. -- 筑摩書房, 2018.6. -- (ちくまプリマー新書 ; 300).

小説.物語 ３階新書架 913.6||YOS 2661251

不明解日本語辞典
/ 高橋秀実著. -- 新潮社, 2018.6. -- (新潮文庫 ; 10933, た-86-7).

評論. エッ
セイ. 随筆

３階文庫架 914.6||TAK 2661179

ビロウな話で恐縮です日記
/ 三浦しをん著. -- 新潮社, 2018.6. -- (新潮文庫 ; 10929, み-34-
14).

日記.書簡.
紀行

３階文庫架 915.6||MIU 2661195

欧州開戦
/ マーク・グリーニー著 ; 田村源二訳 ; 1 - 4. -- 新潮社, 2018. --
(新潮文庫 ; ク-28-67, ク-28-68, ク-28-69, ク-28-70, 10917-10918,
10937-10938).

小説.物語 ３階文庫架
933.7||GRE||
3

2661209

欧州開戦
/ マーク・グリーニー著 ; 田村源二訳 ; 1 - 4. -- 新潮社, 2018. --
(新潮文庫 ; ク-28-67, ク-28-68, ク-28-69, ク-28-70, 10917-10918,
10937-10938).

小説.物語 ３階文庫架
933.7||GRE||
4

2661217


