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実践型レファレンス・サービス入門
/ 斎藤文男, 藤村せつ子著. -- 補訂2版. -- 日本図書館協会,
2019.5. -- (JLA図書館実践シリーズ ; 1).

図書館奉
仕.図書館
活動

３階固定一般 015.2||SAI 2689537

日刊工業新聞縮刷版 2019年 ; CD-ROM版
/ 日刊工業新聞社編 ; 1月号 - 4月号. -- 日刊工業新聞社, 2019.2-.

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
19-4

2689545

論理学超入門
/ グレアム・プリースト [著] ; 菅沼聡, 廣瀬覚訳. -- 岩波書店,
2019.5. -- (岩波科学ライブラリー ; 284).

論理学.弁
証法［弁証
法的論理
学］.方法
論

３階固定一般 116||PRI 2689316

論集東大寺法華堂の創建と教学
/ GBS実行委員会編集. -- 東大寺. -- (ザ・グレイトブッダ・シンポジ
ウム論集 ; 第7号).

寺院.僧職 ３階固定大型 185.1||GBS 2689881

紀年論ノート
/ 金森信和著. -- 文芸社, 2018.10. -- (よみがえった原日本書紀 /
金森信和著 ; 続).

日本史 ３階固定一般 210.3||KAN 2689693

国史大辞典
/ 国史大辞典編集委員会編 ; 第八巻. -- 吉川弘文館, 1987.10.

日本史 ３階固定参考 210||KOK||8 2689871

Advanced studies in economic sciences : information systems,
economics and OR
/ edited by Kazunori Morioka, Atsushi Kadoya. -- Kyushu University
Press, c2019. -- (Series of monographs of contemporary social
systems solutions ; v. 10).

論文集.評
論集.講演
集

３階固定一般 304||MOR 2689758

公務員の仕事入門ブック ; 2004年度版 - 31年度試験対応.
-- 実務教育出版, 2002.10-. -- (公務員試験受験ジャーナル特別企
画 ; 2).

行政 ３階就職資料架
317.3||KOU||
2019

2689278

福井県の〓種 : 教養試験
/ 公務員試験研究会編 ; 2020年度版. -- 協同出版, 2018.10. -- (福
井県の公務員試験対策シリーズ).

行政 ３階就職資料架
317.3||KOU||
2020

2689383

富山県の上級 : 教養試験
/ 公務員試験研究会編 ; 2020年度版. -- 協同出版, 2018.10. -- (富
山県の公務員試験対策シリーズ).

行政 ３階就職資料架
317.3||KOU||
2020

2689405

新着図書のご案内（3階）
2019年5月16日～5月31日
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富山市・高岡市の上級・大卒程度 : 教養試験
/ 公務員試験研究会編 ; 2020年度版. -- 協同出版, 2018.12. -- (富
山県の公務員試験対策シリーズ).

行政 ３階就職資料架
317.3||KOU||
2020

2689421

特集1 : いつ・何を・どうする?必勝プラン教えます ; 特集2 : 判断推
理・数的推理絶対に外せない18テーマ ; 傾向&対策 : 国家総合職・
東京都・特別区. -- 実務教育出版, 2018.10.
 -- (受験ジャーナル : 公務員試験 : 国家I・II種 地方上・中級 市役
所上・中級 国税専門官 警察官等 . 31年度試験対応 ; Vol. 1).

行政 ３階就職資料架
317.4||KOU||
'19-1

2689065

特集1 : 合格する人の7つの習慣 ; 特集2 : 法律・経済独学のつまず
きを救う! ; 特集3 : 官庁・自治体情報の活用術. -- 実務教育出版,
2018.11.
-- (受験ジャーナル : 公務員試験 : 国家I・II種 地方上・中級 市役所
上・中級 国税専門官 警察官等 . 31年度試験対応 ; Vol. 2).

行政 ３階就職資料架
317.4||KOU||
'19-2

2689073

特集1 : 地方上級 [教養]30年度出題研究 ; 特集2 : 自治体別受験
データバンク[都道府県]. -- 実務教育出版, 2019.1.
-- (受験ジャーナル : 公務員試験 : 国家I・II種 地方上・中級 市役所
上・中級 国税専門官 警察官等 . 31年度試験対応 ; Vol. 3).

行政 ３階就職資料架
317.4||KOU||
'19-3

2688981

特集1 : 地方上級 [専門]30年度出題研究 ; 特集2 : 自治体別受験
データバンク[政令市等] ; 特集3 : 論文テーマのトレンド&合格答案.
-- 実務教育出版, 2019.2.
-- (受験ジャーナル : 公務員試験 : 国家I・II種 地方上・中級 市役所
上・中級 国税専門官 警察官等 . 31年度試験対応 ; Vol. 4).

行政 ３階就職資料架
317.4||KOU||
'19-4

2688999

特集1 : 市役所[教養・専門]30年度出題研究 ; 特集2 : ES&面接カー
ド面接官はココを見ている!. -- 実務教育出版, 2019.3.
-- (受験ジャーナル : 公務員試験 : 国家I・II種 地方上・中級 市役所
上・中級 国税専門官 警察官等 . 31年度試験対応 ; Vol. 5).

行政 ３階就職資料架
317.4||KOU||
'19-5

2689006

特集1 : 最終チェック!みんなの「時事」予想問題 ; 特集2 : 全772市事
務系試験ガイド. -- 実務教育出版, 2019.4.
-- (受験ジャーナル : 公務員試験 : 国家I・II種 地方上・中級 市役所
上・中級 国税専門官 警察官等 . 31年度試験対応 ; Vol. 6).

行政 ３階就職資料架
317.4||KOU||
'19-6

2689014

公務員試験直前予想問題 : 国家一般職・専門職、地方上級 ; 28年
度 - 31年度. -- 実務教育出版, 2016.4-.
-- (公務員試験受験ジャーナル特別企画 ; 4).

行政 ３階就職資料架
317.4||KOU||
2019

2689031
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直前対策ブック ; 2002年度版 - 31年度.
-- 実務教育出版, 2001.4-. -- (公務員試験受験ジャーナル特別企
画 ; 3-4).

行政 ３階就職資料架
317.4||KOU||
2019

2689049

学習スタートブック ; 2004年度版 - 31年度試験対応.
-- 実務教育出版, 2002.10-. -- (公務員試験受験ジャーナル特別企
画 ; 1).

行政 ３階就職資料架
317.4||KOU||
2019

2689081

面接完全攻略ブック ; 2020年度.
-- 実務教育出版, 2019.5. -- (公務員試験受験ジャーナル特別企画
; 5).

行政 ３階就職資料架
317.4||KOU||
2020

2689057

金沢市・加賀市・七尾市の消防職上級・大卒程度 : 教養試験 / 公務
員試験研究会編 ; '20年度版.
-- 協同出版, 2018.12. -- (石川県の公務員試験対策シリーズ).

行政 ３階就職資料架
317.4||KOU||
2020

2689359

石川県の警察官A〈大学卒〉 : 教養試験 / 公務員試験研究会編 ;
'20年度版. -- 協同出版, 2018.11.
-- (石川県の公務員試験対策シリーズ).

行政 ３階就職資料架
317.4||KOU||
2020

2689367

富山県の警察官A〈大学卒〉 : 教養試験 / 公務員試験研究会編 ;
'20年度版. -- 協同出版, 2018.11.
-- (富山県の公務員試験対策シリーズ).

行政 ３階就職資料架
317.4||KOU||
2020

2689413

憲法 / 資格試験研究会編. -- 実務教育出版, 2017.10.
-- (公務員試験新スーパー過去問ゼミ5 ; [7]).

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2689091

文章理解・資料解釈
/ 資格試験研究会編. -- 実務教育出版, 2017.9. -- (公務員試験新
スーパー過去問ゼミ5 ; [6]).

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2689103

数的推理
/ 資格試験研究会編. -- 実務教育出版, 2017.9. -- (公務員試験新
スーパー過去問ゼミ5 ; [5]).

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2689111

判断推理
/ 資格試験研究会編. -- 実務教育出版, 2017.9. -- (公務員試験新
スーパー過去問ゼミ5 ; [4]).

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2689121

行政学
/ 資格試験研究会編. -- 実務教育出版, 2018.4. -- (公務員試験新
スーパー過去問ゼミ5).

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2689138
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政治学
/ 資格試験研究会編. -- 実務教育出版, 2018.3. -- (公務員試験新
スーパー過去問ゼミ5 . 地方上級/国家総合職・一般職・専門職).

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2689146

総則 物権 担保物権
/ 資格試験研究会編. -- 実務教育出版, 2017.10. -- (公務員試験新
スーパー過去問ゼミ5 . 民法 ; 1).

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2689154

債権総論・各論 家族法
/ 資格試験研究会編. -- 実務教育出版, 2017.10. -- (公務員試験新
スーパー過去問ゼミ5 . 民法 ; 2).

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2689162

行政法
/ 資格試験研究会編. -- 実務教育出版, 2017.10. -- (公務員試験新
スーパー過去問ゼミ5 ; [8]).

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2689171

財政学
/ 資格試験研究会編. -- 改訂版. -- 実務教育出版, 2018.12. -- (公
務員試験新スーパー過去問ゼミ5 ; [19]).

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2689189

マクロ経済学
/ 資格試験研究会編. -- 実務教育出版, 2017.10. -- (公務員試験新
スーパー過去問ゼミ5).

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2689197

ミクロ経済学
/ 資格試験研究会編. -- 実務教育出版, 2017.10. -- (公務員試験新
スーパー過去問ゼミ5).

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2689201

国際関係
/ 資格試験研究会編. -- 実務教育出版, 2017.12. -- (公務員試験新
スーパー過去問ゼミ5).

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2689219

社会学
/ 資格試験研究会編. -- 実務教育出版, 2017.11. -- (公務員試験新
スーパー過去問ゼミ5).

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2689227

公文書管理と民主主義 : なぜ、公文書は残されなければならないの
か
/ 瀬畑源著. -- 岩波書店, 2019.5. -- (岩波ブックレット ; No. 1000).

行政 ３階固定一般 317.6||SEB 2688972

福井県の警察官A (大学卒) : 教養試験
/ 公務員試験研究会編 ; 2020年度版. -- 協同出版, 2018.11. -- (福
井県の公務員試験対策シリーズ).

行政 ３階就職資料架
317.7||KOU||
2020

2689391
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石川県の大学卒程度 : 教養試験
/ 公務員試験研究会編 ; 2020年度版. -- 協同出版, 2018.10. -- (石
川県の公務員試験対策シリーズ).

地方自治.
地方行政

３階就職資料架
318.3||KOU||
2020

2689341

地方上級教養試験過去問500
/ 資格試験研究会編 ; 2003年度版 - 2020年度版. -- 実務教育出
版, 2002.2-. -- (公務員試験合格の500シリーズ ; 6, 3, 5).

地方自治.
地方行政

３階就職資料架
318.3||SHI||
2020

2689235

福井市・坂井市・敦賀市の大卒程度 : 教養試験
/ 公務員試験研究会編 ; 2020年度版. -- 協同出版, 2018.12. -- (福
井県の公務員試験対策シリーズ).

地方自治.
地方行政

３階就職資料架
318.8||KOU||
2020

2689375

バブル : 日本迷走の原点
/ 永野健二著. -- 新潮社, 2019.5. -- (新潮文庫 ; 11120, な-101-1).

経済史・事
情.経済体
制

３階文庫架
332.107||NA
G

2688816

住宅の世代間循環システム : 明日の社会経済への提言
/ 住総研住まい手からみた住宅の使用価値研究委員会編著. -- 萌
文社, 2019.4. -- (住総研住まい読本).

生活・消費
者問題

３階固定一般 365.3||JUS 2689685

未来の住まい : 住宅研究のフロンティアはどこにあるのか
/ 野城智也 [ほか] 著 ; 住総研編. -- 柏書房, 2019.3. -- (住総研住
まい読本).

生活・消費
者問題

３階固定一般 365.3||YAS 2689715

教育心理学
/ 神藤貴昭, 橋本憲尚編著. -- ミネルヴァ書房, 2019.3. -- (新しい教
職教育講座 / 原清治 [ほか] 監修 ; 教職教育編 ; 4).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階固定一般
373.7||ATA||
4

2689481

世界のへんな肉
/ 白石あづさ著. -- 新潮社, 2019.5. -- (新潮文庫 ; 11109, し-87-1).

衣食住の
習俗

３階文庫架 383.8||SHI 2688859

くるりのこと
/ くるり, 宇野維正著. -- 新潮社, 2019.5. -- (新潮文庫 ; 11118, く-
54-1).

器楽合奏 ３階文庫架 764.7||KUR 2688891

オリンピック・パラリンピック歴史を刻んだ人びと.
-- 笹川スポーツ財団, 2019.3. -- (スポーツ歴史の検証).

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.2||SAS 2689642

日本のラグビーを支える人びと.
 -- 笹川スポーツ財団, 2019.3. -- (スポーツ歴史の検証 ; 2018年度
版).

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.2||SAS||
2018

2689723
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近代オリンピック100年の歩み.
-- ベースボール・マガジン社, 1994.7.

スポーツ.
体育

３階固定大型 780.69||ITO 2689901

茶花づくし
/ 千宗左, 千宗室監修 ; 炉編. -- 講談社, 2000.3.

茶道 ３階固定大型
791.6||SEN||
1

2689911

茶花づくし
/ 千宗左, 千宗室監修 ; 風炉編. -- 講談社, 2000.3.

茶道 ３階固定大型
791.6||SEN||
2

2689928

思い出の作家たち : 谷崎・川端・三島・安部・司馬
/ ドナルド・キーン著 ; 松宮史朗訳. -- 新潮社, 2019.5. -- (新潮文庫
; 11141, き-30-5).

日本文学 ３階文庫架
910.26||DO
N

2688832

流星の下で、君は二度死ぬ
/ 藤石波矢著. -- 新潮社, 2019.5. -- (新潮文庫 ; 11113, ふ-55-2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||FUJ 2688921

かがやき荘西荻探偵局
/ 東川篤哉著. -- 新潮社, 2019.5. -- (新潮文庫 ; 11114, ひ-44-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HIG 2688841

禁じられたメス
/ 久間十義著. -- 新潮社, 2019.5. -- (新潮文庫 ; 11092, ひ-30-7).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HIS 2688875

少女葬
/ 櫛木理宇著. -- 新潮社, 2019.5. -- (新潮文庫 ; 11035, く-53-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KUS 2688867

五つ星をつけてよ
/ 奥田亜希子著. -- 新潮社, 2019.5. -- (新潮文庫 ; 11107, お-107-
1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||OKU 2688824

明るい夜に出かけて
/ 佐藤多佳子著. -- 新潮社, 2019.5. -- (新潮文庫 ; 11105, さ-42-
6).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SAT 2688931

精霊の木
/ 上橋菜穂子著. -- 新潮社, 2019.5. -- (新潮文庫 ; 11106, う-18-
31).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||UEH 2688808
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栄花物語
/ 山本周五郎著. -- 第2版. -- 新潮社, 2019.5. -- (新潮文庫 ; 2084,
や-3-14).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||YAM 2688883

イスラム最終戦争
/ マーク・グリーニー [著] ; 田村源二訳 ; 1, 2. -- 新潮社, 2019.5. --
(新潮文庫 ; 11115-11116, ク-28-71, ク-28-72).

小説.物語 ３階文庫架 933||GER||2 2688913

イスラム最終戦争
/ マーク・グリーニー [著] ; 田村源二訳 ; 1, 2. -- 新潮社, 2019.5. --
(新潮文庫 ; 11115-11116, ク-28-71, ク-28-72).

小説.物語 ３階文庫架 933||GRE||1 2688905


