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イラストで読むAI入門
/ 森川幸人著. -- 筑摩書房, 2019.3. -- (ちくまプリマー新書 ; 322).

分類名

配置場所

情報科学 ３階新書架

ラベル番号 登録番号

007.1||MOR 2685841

パワー・オブ・ネットワーク : 人々をつなぎ社会を動かす6つの原則
/ クリストファー・G.ブリントン, ムン・チャン共著 ; 臼井翔平 [ほか] 共 情報科学 ４階固定一般
訳. -- 森北出版, 2018.7.

007.3||BRI

日刊工業新聞縮刷版 2019年 ; CD-ROM版
日本
/ 日刊工業新聞社編 ; 1月号, 2月号. -- 日刊工業新聞社, 2019.2-.

ＡＶ

071.5||NIK||'
2686571
19-2

ぴあ福井市食本 : 普段使いの地元メシ全135軒.
-- ぴあ株式会社中部支社, 2018.1. -- (ぴあMOOK中部).

３階固定一般

291.44||PIA 2685752

日本

テキストブック応用一般均衡モデリング : プログラムからシミュレー
ションまで
経済学.経
３階固定一般
/ 細江宣裕, 我澤賢之, 橋本日出男著. -- 第2版. -- 東京大学出版 済思想
会, 2016.1.
合格トレーニング日商簿記2級工業簿記
/ TAC簿記検定講座編著. -- 第9版(Ver.8.0). -- TAC出版事業部,
2015.3. -- (よくわかる簿記シリーズ).

331.19||HO
S

2685825

2685591

経営管理 ３階資格資料架 336.91||TAC 2686023

合格トレーニング日商簿記2級商業簿記 : Ver.13.0
/ TAC簿記検定講座編著. -- 第17版. -- TAC株式会社出版事業部, 経営管理 ３階資格資料架 336.91||TAC 2686066
2019.2. -- (よくわかる簿記シリーズ).
合格テキスト日商簿記2級商業簿記 : Ver.13.0
/ TAC簿記検定講座編著. -- 第16版. -- TAC株式会社出版事業部, 経営管理 ３階資格資料架 336.91||TAC 2686147
2019.2. -- (よくわかる簿記シリーズ).
みんなが欲しかった簿記の教科書日商2級商業簿記
/ 滝澤ななみ著. -- 第8版. -- TAC株式会社出版事業部, 2019.2. -- 経営管理 ３階資格資料架 336.91||TAK 2685892
(みんなが欲しかったシリーズ).
みんなが欲しかった簿記の問題集日商2級商業簿記
/ 滝澤ななみ著. -- 第8版. -- TAC株式会社出版事業部, 2019.2. -- 経営管理 ３階資格資料架 336.91||TAK 2685914
(みんなが欲しかったシリーズ).
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みんなが欲しかった簿記の教科書日商2級工業簿記
/ 滝澤ななみ著. -- 第5版. -- TAC株式会社出版事業部, 2018.2. -- 経営管理 ３階資格資料架 336.91||TAK 2685965
(みんなが欲しかったシリーズ).
みんなが欲しかった簿記の教科書日商2級工業簿記
/ 滝澤ななみ著. -- 第5版. -- TAC株式会社出版事業部, 2018.2. -- 経営管理 ３階資格資料架 336.91||TAK 2685973
(みんなが欲しかったシリーズ).
みんなが欲しかった簿記の教科書日商3級商業簿記
/ 滝澤ななみ著. -- 第7版. -- TAC株式会社出版事業部, 2019.2. -- 経営管理 ３階資格資料架 336.91||TAK 2685981
(みんなが欲しかったシリーズ).
みんなが欲しかった簿記の問題集日商3級商業簿記
/ 滝澤ななみ著. -- 第7版. -- TAC株式会社出版事業部, 2019.2. -- 経営管理 ３階資格資料架 336.91||TAK 2686007
(みんなが欲しかったシリーズ).
みんなが欲しかった簿記の問題集日商2級工業簿記
336.918||TA
/ 滝澤ななみ著. -- 第8版. -- TAC株式会社出版事業部, 2019.2. -- 経営管理 ３階資格資料架
2685949
K
(みんなが欲しかったシリーズ).
3.11を心に刻んで
/ 岩波書店編集部編 ; 2013 - 2019. -- 岩波書店, 2013.3-. -- (岩波 社会福祉 ３階固定一般
ブックレット ; no. 865, 894, 920, 947, 963, 981, 995).

369.31||IWA 2685779

フォト・ルポルタージュ福島「復興」に奪われる村
/ 豊田直巳著. -- 岩波書店, 2019.3. -- (岩波ブックレット ; No.994).

社会福祉 ３階固定一般

369.36||TOY 2685761

教授だから知っている大学入試のトリセツ
/ 田中研之輔著. -- 筑摩書房, 2019.3. -- (ちくまプリマー新書 ;
321).

幼児・初
等・中等教 ３階新書架
育

376.8||TAN

2685833

狂気の科学 : 真面目な科学者たちの奇態な実験
科学史・事
/ レト U. シュナイダー著 ; 石浦章一, 宮下悦子訳 ; [正], 続. -- 東京
４階固定一般
情
化学同人, 2015.5-2018.3.

402||SCH||2 2685809

教養としての物理学入門 = Introduction to physics as the liberal
arts
/ 笠利彦弥, 藤城武彦著. -- 講談社, 2018.10.

420||KAS

物理学

４階固定一般

2685817
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温泉と地球科学 : 温泉を通して読み解く地球の営み
/ 大沢信二, 西村進編. -- ナカニシヤ出版, 2016.9.

地震学

４階固定一般

453.9||OSA 2686287

江戸の骨は語る : 甦った宣教師シドッチのDNA
/ 篠田謙一著. -- 岩波書店, 2018.4.

人類学

４階固定一般

469.4||SHI

美しき免疫の力 : 人体の動的ネットワークを解き明かす
/ ダニエル・M・デイヴィス著 ; 久保尚子訳. -- NHK出版, 2018.10.

基礎医学 ４階固定一般

2685787

491.8||DAV 2685795

シェイプ・オブ・ウォーター ; DVD版
/ ギレルモ・デル・トロ監督・脚本・製作 ; ヴァネッサ・テイラー脚本. 映画
- 20世紀フォックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパン (発売),
c2019. v.

ＡＶ

778.2||TOR 2686252

Megザ・モンスター ; DVD版
/ ディーン・ジョーガリス, ジョン・ホーバー, エリック・ホーバー脚本 ;
ジョン・タートルトーブ監督 ; ジェイソン・ステイサム [ほか出演]. -ワーナー・ブラザースホームエンターテイメント, [2019.1]. v.

ＡＶ

778.2||TUR

2686261

スポーツの経済学
スポーツ.
/ マイケル・A・リーズ, ピーター・フォン・アルメン著 ; 佐々木勉訳. -体育
中央経済社, 2012.8.

３階固定一般

780||LEE

2685931

中高生からの日本語の歴史
/ 倉島節尚著. -- 筑摩書房, 2019.3. -- (ちくまプリマー新書 ; 323).

３階新書架

810.2||KUR

2685851

映画

日本語

騎士団長殺し
/ 村上春樹著 ; 第1部 : 顕れるイデア編 上, 第1部 : 顕れるイデア編
小説.物語 ３階文庫架
下. -- 新潮社, 2019.3. -- (新潮文庫 ; 11076-11077, む-5-39, む-540).

913.6||MUR|
2685876
|1-1

騎士団長殺し
/ 村上春樹著 ; 第1部 : 顕れるイデア編 上, 第1部 : 顕れるイデア編
小説.物語 ３階文庫架
下. -- 新潮社, 2019.3. -- (新潮文庫 ; 11076-11077, む-5-39, む-540).

913.6||MUR|
2685884
|1-2

柳橋物語 ; むかしも今も
/ 山本周五郎著. -- 第2版. -- 新潮社, 2019.3. -- (新潮文庫 ; 1627, 小説.物語 ３階文庫架
や-3-11).

913.6||YAM 2685868

