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学ぶということ
/ 内田樹 [ほか] 著 ; 桐光学園, ちくまプリマー新書編集部編. -- 筑
摩書房, 2018.8. -- (ちくまプリマー新書 ; 305 . 続・中学生からの大
学講義 ; 1).

知識.学問.
学術

３階固定一般 002||TOK 2667691

デジタル動画像処理 : 理論と実践 = digital image sequence
processing
/ 三池秀敏, 古賀和利編 ; 橋本基 [ほか] 著. -- 大学教育出版,
2018.7.

情報科学 ３階固定一般 007.1||MII 2667703

マンガでわかる機械学習
/ 荒木雅弘著 ; 渡まかな作画 ; ウェルテ制作. -- オーム社, 2018.8.

情報科学 ３階固定一般 007.13||ARA 2667614

図書館利用に障害のある人々へのサービス
/ 日本図書館協会障害者サービス委員会編 ; 上: 利用者・資料・
サービス編, 下: 先進事例・制度・法規編. -- 日本図書館協会,
2018.8. -- (JLA図書館実践シリーズ ; 37-38).

図書館.図
書館学

３階固定一般
010||JLA||3
7

2667568

図書館利用に障害のある人々へのサービス
/ 日本図書館協会障害者サービス委員会編 ; 上: 利用者・資料・
サービス編, 下: 先進事例・制度・法規編. -- 日本図書館協会,
2018.8. -- (JLA図書館実践シリーズ ; 37-38).

図書館.図
書館学

３階固定一般
010||JLA||3
8

2667622

書物と権力 : 中世文化の政治学
/ 前田雅之著. -- 吉川弘文館, 2018.9. -- (歴史文化ライブラリー ;
473).

図書.書誌
学

３階固定一般 020.2||MAE 2667576

福井新聞縮刷版 平成30年 ; DVD-ROM版
/ 福井新聞社編 ; 1月号 - 7月号. -- 福井新聞社, 2018.2-.

日本 ３階固定一般
071.5||FUK||
'18-7

2666677

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 - 7月号. -- 日刊工業新聞社, 2018.2-.

日本 ３階固定一般
071.5||NIK||'
18-7

2667592

イスラームの深層 : 「遍在する神」とは何か
/ 鎌田繁著. -- NHK出版, 2015.8. -- (NHKブックス ; 1233).

イスラム ３階固定一般 167.1||KAM 2666685

初期仏教 : ブッダの思想をたどる
/ 馬場紀寿著. -- 岩波書店, 2018.8. -- (岩波新書 ; 新赤版 1735).

仏教教理.
仏教哲学

３階固定一般 181.02||BAB 2666881

弥勒の来た道
/ 立川武蔵著. -- NHK出版, 2015.3. -- (NHKブックス ; 1229).

仏会 ３階固定一般 186.8||TAT 2666651

あなただけの人生をどう生きるか : 若い人たちに遺した言葉
/ 渡辺和子著. -- 筑摩書房, 2018.8. -- (ちくまプリマー新書 ; 304).

各教派.教
会史

３階固定一般
198.24||WA
T

2666782

新着図書のご案内
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古文書はいかに歴史を描くのか : フィールドワークがつなぐ過去と未
来
/ 白水智著. -- NHK出版, 2015.12. -- (NHKブックス ; 1236).

日本史 ３階固定一般
210.029||SH
I

2666693

縄文人に相談だ
/ 望月昭秀著. -- 国書刊行会, 2018.1. -- (縄文ZINE Books).

日本史 ３階固定一般
210.25||MO
C

2666707

天智朝と東アジア : 唐の支配から律令国家へ
/ 中村修也著. -- NHK出版, 2015.10. -- (NHKブックス ; 1235).

日本史 ３階固定一般 210.34||NAK 2666731

室町将軍の御台所 : 日野康子・重子・富子
/ 田端泰子著. -- 吉川弘文館, 2018.9. -- (歴史文化ライブラリー ;
474).

日本史 ３階固定一般 210.46||TAB 2666669

「明治」という国家
/ 司馬遼太郎著 ; : 新装版. -- NHK出版, 2018.1. -- (NHKブックス ;
1249).

日本史 ３階固定参考 210.6||SHI 2667339

維新史再考 : 公議・王政から集権・脱身分化へ
/ 三谷博著. -- NHK出版, 2017.12. -- (NHKブックス ; 1248).

日本史 ３階就職資料架 210.61||MIT 2666791

江戸東京の明治維新
/ 横山百合子著. -- 岩波書店, 2018.8. -- (岩波新書 ; 新赤版
1734).

日本史 ３階就職資料架 210.61||YOK 2666839

外務官僚たちの太平洋戦争
/ 佐藤元英著. -- NHK出版, 2015.7. -- (NHKブックス ; 1232).

日本史 ３階就職資料架 210.75||SAT 2666855

イギリスの歴史 : 帝国の衝撃 : イギリス中学校歴史教科書
/ ミカエル・ライリー, ジェイミー・バイロン, クリストファー・カルピン著 ;
前川一郎訳. -- 明石書店, 2012.2. -- (世界の教科書シリーズ ; 34).

イギリス.
英国

３階就職資料架 233.05||RIL 2666812

あの戦争から遠く離れて : 私につながる歴史をたどる旅
/ 城戸久枝著. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ; 10996, き-46-0).

個人伝記 ３階就職資料架 289.1||KID 2666821

異端の時代 : 正統のかたちを求めて
/ 森本あんり著. -- 岩波書店, 2018.8. -- (岩波新書 ; 新赤版 1732).

社会思想 ３階就職資料架
309.04||MO
R

2666804

マルクス思想の核心 : 21世紀の社会理論のために
/ 鈴木直著. -- NHK出版, 2016.1. -- (NHKブックス ; 1237).

社会思想 ３階集密郷土
309.334||SU
Z

2667495

日本とフランス「官僚国家」の戦後史
/ 大嶽秀夫著. -- NHK出版, 2017.3. -- (NHKブックス ; 1245).

政治史・事
情

３階新書架 312.35||OTA 2667231
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アメリカ大統領制の現在 : 権限の弱さをどう乗り越えるか
/ 待鳥聡史著. -- NHK出版, 2016.9. -- (NHKブックス ; 1241).

政治史・事
情

３階新書架
312.53||MA
T

2667223

象徴天皇制の成立 : 昭和天皇と宮中の「葛藤」
/ 茶谷誠一著. -- NHK出版, 2017.5. -- (NHKブックス ; 1244).

国家の形
態.政治体
制

３階文庫架
313.61||CH
A

2667215

現職人事が書いた面接試験・官庁訪問の本
/ 大賀英徳著 ; 2006年度版 - 2019年度版. -- 実務教育出版,
2005-. -- (公務員試験).

行政 ３階文庫架
317.4||OGA|
|2019

2667142

地方上級・国家一般職「大卒」市役所上・中級 : 論文試験頻出テー
マのまとめ方
/ 吉岡友治著 ; 2013年度版 - 2019年度版. -- 実務教育出版,
2012.3-.

行政 ３階文庫架
317.4||YOS||
2019

2667101

地方上級・専門試験過去問500
/ 資格試験研究会編 ; 2003年度版 - 2019年度版. -- 実務教育出
版, 2002.2-. -- (公務員試験合格の500シリーズ ; 7, 4, 6).

地方自治.
地方行政

３階文庫架
318.3||SHI||
2019

2667241

キーワードで読み解く地方創生
/ みずほ総合研究所編. -- 岩波書店, 2018.7.

地方自治.
地方行政

３階文庫架 318.6||MIZ 2667126

安全保障を問いなおす : 「九条--安保体制」を越えて
/ 添谷芳秀著. -- NHK出版, 2016.4. -- (NHKブックス ; 1239).

外交.国際
問題

３階文庫架 319.1||SOE 2667291

虚偽自白を読み解く
/ 浜田寿美男著. -- 岩波書店, 2018.8. -- (岩波新書 ; 新赤版
1733).

司法.訴訟
手続法

３階文庫架
327.62||HA
M

2667118

いま生きる階級論
/ 佐藤優著. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ; 10971, さ-62-10).

経済学.経
済思想

３階文庫架 331.6||SAT 2667274

「白書」:今、Society5.0の経済へ
/ 内閣府編集. -- 日経印刷. -- (経済財政白書 / 内閣府編 ; 平成
30年版).

経済史・事
情.経済体
制

３階文庫架
332.1||KEI||2
018

2667151

「人間国家」への改革 : 参加保障型の福祉社会をつくる
/ 神野直彦著. -- NHK出版, 2015.6. -- (NHKブックス ; 1231).

財政学.財
政思想

３階文庫架 341||JIN 2667266

日常のなかの「フツー」を問いなおす : 現代社会の差別・抑圧
/ 植上一希, 伊藤亜希子編. -- 法律文化社, 2018.8.

社会学 ３階文庫架 361.8||UEG 2667169



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8月16日～8月31日

キャリアの心理学 : キャリア支援への発達的アプローチ
/ 渡辺三枝子編著 ; 大庭さよ [ほか著]. -- 新版, 第2版. -- ナカニシ
ヤ出版, 2018.7.

労働経済.
労働問題

３階文庫架
366.94||WA
T

2667282

変わる福祉社会の論点
/ 増田幸弘, 三輪まどか, 根岸忠編著. -- 信山社, 2018.6.

社会福祉 ３階文庫架 369||MAS 2667177

教員採用試験面接試験の攻略ポイント
/ 資格試験研究会編 ; 2010年度版 - 2019年度版. -- 実務教育出
版, 2009.6-.

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階文庫架
373.7||SHI||
2019

2667185

教員採用試験差がつく論文の書き方
/ 資格試験研究会編 ; 2010年度版 - 2019年度版. -- 実務教育出
版, 2009.6-.

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階文庫架
373.7||SHI||
2019

2667134

現職採点官が教える!合格面接術 : 公務員試験
/ 春日文生著 ; 2014年度版 - 2019年度版. -- 実務教育出版,
2013.5-.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階文庫架
377.9||KAS||
2019

2667193

英語と日本軍 : 知られざる外国語教育史
/ 江利川春雄著. -- NHK出版, 2016.3. -- (NHKブックス ; 1238).

国防.軍事 ３階文庫架 390.7||ERI 2667207

SPSSとAmosによる心理・調査データ解析 : 因子分析・共分散構造
分析まで
/ 小塩真司著. -- 第3版. -- 東京図書, 2018.7.

確率論.数
理統計学

３階文庫架 417||OSH 2667258

例題から展開する電磁気学
/ 香取眞理, 森山修共著. -- サイエンス社, 2018.7. -- (ライブラリ例
題から展開する大学物理学 ; 2).

電磁気学 ４階固定一般 427||KAT 2666758

天文学者に素朴な疑問をぶつけたら宇宙科学の最先端までわかっ
たはなし : 大人になっても知りたい!
/ 津村耕司著. -- 大和書房, 2018.8.

天文学.宇
宙科学

４階固定一般 440||TSU 2667606

火星ガイドブック
/ 鳫宏道著. -- 恒星社厚生閣, 2018.7.

惑星.衛星 ４階固定一般 445.3||GAN 2666863

気候変動で読む地球史 : 限界地帯の自然と植生から
/ 水野一晴著. -- NHK出版, 2016.8. -- (NHKブックス ; 1240).

気象学 ４階固定一般 451.85||MIZ 2666741
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琵琶湖はいつできた : --地層が伝える過去の環境--
/ 里口保文著. -- サンライズ出版, 2018.7. -- (琵琶湖博物館ブック
レット ; 7).

海洋学 ４階固定一般 452.93||SAT 2666715

生物の「安定」と「不安定」 : 生命のダイナミクスを探る
/ 浅島誠著. -- NHK出版, 2016.12. -- (NHKブックス ; 1243).

生物科学.
一般生物
学

４階固定一般 460||ASA 2666871

「おしどり夫婦」ではない鳥たち
/ 濱尾章二著. -- 岩波書店, 2018.8. -- (岩波科学ライブラリー ;
276).

鳥類 ４階固定一般 488.1||HAM 2666847

カラス学のすすめ
/ 杉田昭栄著. -- 緑書房, 2018.6.

鳥類 ４階固定一般 488.99||SUG 2667711

医学の近代史 : 苦闘の道のりをたどる
/ 森岡恭彦著. -- NHK出版, 2015.9. -- (NHKブックス ; 1234).

医学 ４階固定一般 490.2||MOR 2666723

千年、働いてきました : 老舗企業大国ニッポン
/ 野村進著. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ; 10972, の-17-1).

工業.工業
経済

４階固定一般
509.21||NO
M

2666766

コア・テキスト環境経済学
/ 一方井誠治著. -- 新世社. -- (ライブラリ経済学コア・テキスト&最
先端 ; 16).

公害.環境
工学

４階固定一般 519||IKK 2666774

GA DOCUMENT
/ 二川由夫編集 ; 140 - 148. -- A.D.A.Edita Tokyo, 2017.1-.

建築学 ４階固定一般
520.8||GAD|
|(46)

2666642

農山漁村地域で働き生きるための経営学入門 : 地域住民の満足と
地域づくり戦略
/ 齊藤毅憲, 渡辺峻編著. -- 文眞堂, 2018.6. -- (新しい経営学 ; 3).

農業経済 ４階固定参考 611.7||SAI 2667801

稲と米の民族誌 : アジアの稲作景観を歩く
/ 佐藤洋一郎著. -- NHK出版, 2016.11. -- (NHKブックス ; 1242).

食用作物 ４階固定参考 616.2||SAT 2667479

アニマルウェルフェアとは何か : 倫理的消費と食の安全
/ 枝廣淳子著. -- 岩波書店, 2018.8. -- (岩波ブックレット ; No.985).

家畜・畜産
動物各論

４階固定大型 645||EDA 2667681
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大きく変化する暮らしに寄り添う国土交通行政 : すべての人が輝く社
会を目指して
/ 国土交通省編. -- 日経印刷, 2018.8. -- (国土交通白書
/ 国土交通省編集協力 ; 2018(平成29年度年次報告)).

交通政策・
行政・経営

４階新書架
681.3||KOK||
2018

2667533

交通安全白書
/ 総理府編 ; 昭和46年版 - 平成30年版. -- 大蔵省印刷局, 1971-.

交通政策・
行政・経営

４階新書架
681.3||KOT||
2018

2667525

鉄路2万7千キロ世界の「超」長距離列車を乗りつぶす
/ 下川裕治著. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ; 10955, し-57-5).

鉄道 ４階新書架 686.2||SHI 2667509

仏像 : 心とかたち
/ 望月信成, 佐和隆研, 梅原猛著. -- 完全版. -- NHK出版, 2018.4.
-- (NHKブックス ; 1250).

仏像 ４階新書架 718||MOT 2667517

れもん、よむもん!
/ はるな檸檬著. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ; 10973, は-73-
1).

漫画.挿絵.
童画

４階文庫架 726.1||HAR 2667071

ヴァイオリニスト今日も走る!
/ 大谷康子著. -- KADOKAWA, 2018.7.

音楽史.各
国の音楽

４階文庫架 762.1||OTA 2667045

舞台の上のジャポニスム : 演じられた幻想の〈日本女性〉
/ 馬渕明子著. -- NHK出版, 2017.9. -- (NHKブックス ; 1247).

演劇史.各
国の演劇

４階文庫架
772.35||MA
B

2666898

パフォーマンス向上に役立つサッカー選手のパワートレーニング
/ ヤン・バングスボ, イェスペル・L・アナセン著 ; 広瀬統一監訳. --
大修館書店, 2018.7.

球技 ４階文庫架 783.47||BAN 2667096

感動する英語!元気がでる英語! : mini版
/ デイビッド・セイン著. -- アスコム, 2012.3. -- (アスコムmini bookシ
リーズ).

英語 ４階文庫架 830.4||THA 2667029

TOEICテスト新形式精選模試リーディング
/ 加藤優, 野村知也, Paul McConnell著. -- ジャパンタイムズ,
2017.3.

英語 ４階文庫架 830.79||NAK 2667011

TOEIC testリーディング問題集 : 新形式問題完全対応
/ 成重寿著. -- New edition. -- Jリサーチ出版, 2017.9.

英語 ４階文庫架 830.79||NAR 2667061

TOEIC TEST必ず☆でる読解スピードマスター : はじめてでも600点
突破!
/ 成重寿著. -- Jリサーチ出版, 2017.4.

英語 ４階文庫架 830.79||NAR 2666901
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出るとこ集中10日間!TOEICテスト : オールカラーだからポイントが
パッとわかる!
/ 八島晶著 ; 文法編, リスニング編, 読解編. -- 西東社, 2016.12-.

英語 ４階文庫架 830.79||SHI 2666987

TOEIC L&R TEST サラリーマン特急新形式リーディング
/ 八島晶著. -- 朝日新聞出版, 2018.4.

英語 ４階文庫架 830.79||YAS 2666944

私の英語ノートを紹介します。 : たった1文からトコトン学べる Mini版
/ 石原真弓著. -- アスコム, 2010.4. -- (アスコムmini bookシリーズ).

英語 ４階文庫架 830||ISH 2666979

ネイティブにちゃんと伝わる英単語帳 : 学校では教えてくれなかった
: mini版
/ デイビッド・セイン著. -- アスコム, 2012.12. -- (アスコムmini book
シリーズ).

語彙 ４階文庫架 834||THA 2666928

英文法、ネイティブが教えるとこうなります
/ デイビッド・セイン, 森田修著. -- NHK出版, 2011.4. -- (NHK出版新
書 ; 346 . やり直し教養講座).

文法.語法 ４階文庫架 835||THA 2667053

サバイバル英文読解 : 最短で読める!21のルール
/ 関正生著. -- NHK出版, 2017.6. -- (NHK出版新書 ; 518).

読本.解釈.
会話

４階文庫架 837.5||SEK 2666911

コミック版ディズニーの英語ズートピア
/ ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社著. -- KADOKAWA,
2016.11.

読本.解釈.
会話

４階文庫架 837.5||WAL 2666936

『ふしぎの国のアリス』を観るだけで英語の基本が身につくDVDブッ
ク
/ 藤田英時著. -- アスコム, 2017.10. -- (映画観るだけマスターシ
リーズ).

読本.解釈.
会話

４階文庫架 837.8||FUJ 2666961

「ごちそうさま」を英語で言えますか?
/ デイビッド・セイン著. -- mini版. -- アスコム, 2018.3. -- (アスコム
mini bookシリーズ).

読本.解釈.
会話

４階文庫架 837.8||THA 2667088

繭
/ 青山七恵著. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ; 10880, あ-71-2).

小説.物語 ４階文庫架 913.6||AOY 2666952

情けのゆくえ
/ 早見俊著. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ; は-54-10, 10965 .
大江戸人情見立て帖 / 早見俊著).

小説.物語 ４階文庫架 913.6||HAY 2667037

その姿の消し方
/ 堀江敏幸著. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ; 10962, ほ-16-7).

小説.物語 ４階文庫架 913.6||HOR 2667002
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ゴースト
/ 池井戸潤著. -- 小学館, 2018.7. -- (下町ロケット / 池井戸潤著 ;
[3]).

小説.物語 ４階文庫架 913.6||IKE 2666995

あやまちは夜にしか起こらないから
/ 草凪優著. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ; 10966, く-37-4).

小説.物語 ＡＶ 913.6||KUS 2667487

猫町くんと猫と黒猫
/ 樒屋京介著. -- 小学館, 2018.7.

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

913.6||MIT 2667411

アメリカ最後の実験
/ 宮内悠介著. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ; 10964, み-61-1).

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

913.6||MIY 2667347

3分後にゾッとする話 : 47都道府県の怖い話
/ 並木伸一郎著 ; マニアニ絵. -- 理論社, 2018.7.

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

913.6||NAM 2667355

水曜日の凱歌
/ 乃南アサ著. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ; 10961, の-9-44).

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

913.6||NON 2667428

紺碧の果てを見よ
/ 須賀しのぶ著. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ; 10963, す-27-
4).

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

913.6||SUG 2667381

マリー・アントワネットの日記
/ 吉川トリコ著 ; Rose, Bleu. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ;
10863-10864, よ-37-21, よ-37-22).

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

913.6||YOS||
1

2667452

マリー・アントワネットの日記
/ 吉川トリコ著 ; Rose, Bleu. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ;
10863-10864, よ-37-21, よ-37-22).

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

913.6||YOS||
2

2667401

闇市
/ マイク・モラスキー編. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ; 10967, も
-43-1).

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

913.68||MO
L

2667461

だから見るなといったのに : 九つの奇妙な物語
/ 恩田陸 [ほか] 著. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ; 10975, し-
21-103).

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

913.68||ON
D

2667444

できすぎた話
/ 藤原正彦著. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ; 10970, ふ-12-17 .
管見妄語).

評論. エッ
セイ. 随筆

ラーニングコモン
ズ

914.6||FUJ 2667436

ケンブリッジ・サーカス
/ 柴田元幸著. -- 新潮社, 2018.8. -- (新潮文庫 ; 10969, し-44-3).

評論. エッ
セイ. 随筆

ラーニングコモン
ズ

914.6||SHI 2667363
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深読みジェイン・オースティン : 恋愛心理を解剖する
/ 廣野由美子著. -- NHK出版, 2017.6. -- (NHKブックス ; 1246).

英米文学
ラーニングコモン
ズ

930.28||HIR 2667371

方言でたのしむイソップ物語
/ イソップ[著] ; 安野光雅絵・文. -- 平凡社, 2018.7.

ギリシア文
学

ラーニングコモン
ズ

991.7||ANN 2667398


