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０　総記 書名 叢書名 著者名 出版者

019
脳を強化する読書術　1万人の脳を分析した医学博士
が教える

加藤／俊徳∥著 朝日新聞出版

021 正しいコピペのすすめ　模倣、創造、著作権と私たち 岩波ジュニア新書 宮武／久佳∥著 岩波書店

023 「本をつくる」という仕事 稲泉／連∥著 筑摩書房

059 世界年鑑2017 共同通信社∥編著 共同通信社

071 朝日新聞縮刷版2017　平成29年3月号　№1149 朝日新聞社∥編 朝日新聞社

081 風土記の世界 岩波新書 新赤版 朝日新聞社∥編 朝日新聞社

081 シルバー・デモクラシー　戦後世代の覚悟と責任 岩波新書 新赤版 三浦／佑之∥著 岩波書店

081
読んじゃいなよ!　明治学院大学国際学部高橋源一郎
ゼミで岩波新書をよむ

岩波新書 新赤版 寺島／実郎∥著 岩波書店

081 悩みいろいろ　人生に効く物語50 岩波新書 新赤版 高橋／源一郎∥編 岩波書店

081 漱石のこころ　その哲学と文学 岩波新書 新赤版 金子／勝∥著 岩波書店

081 俳句世がたり 岩波新書 新赤版 赤木／昭夫∥著 岩波書店

081 パウロ　十字架の使徒 岩波新書 新赤版 小沢／信男∥著 岩波書店

081 キャスターという仕事 岩波新書 新赤版 青野／太潮∥著 岩波書店

081 ロシア革命　破局の8か月 岩波新書 新赤版 国谷／裕子∥著 岩波書店

081 独占禁止法　国際標準の競争法へ 岩波新書 新赤版 池田／嘉郎∥著 岩波書店

081 共生保障　〈支え合い〉の戦略 岩波新書 新赤版 村上／政博∥著 岩波書店

081 対話する社会へ 岩波新書 新赤版 宮本／太郎∥著 岩波書店

081 文庫解説ワンダーランド 岩波新書 新赤版 暉峻／淑子∥著 岩波書店

081 落語と歩く 岩波新書 新赤版 斎藤／美奈子∥著 岩波書店

081 文明は〈見えない世界〉がつくる 岩波新書 新赤版 田中／敦∥著 岩波書店

081 ルポトランプ王国　もう一つのアメリカを行く 岩波新書 新赤版 松井／孝典∥著 岩波書店

081 憲法改正とは何だろうか 岩波新書 新赤版 金成／隆一∥著 岩波書店

081 裁判の非情と人情 岩波新書 新赤版 高見／勝利∥著 岩波書店

081 歩く、見る、聞く人びとの自然再生 岩波新書 新赤版 原田／國男∥著 岩波書店

081 系外惑星と太陽系 岩波新書 新赤版 宮内／泰介∥著 岩波書店

081 北原白秋　言葉の魔術師 岩波新書 新赤版 井田／茂∥著 岩波書店

081 日本の近代とは何であったか　問題史的考察 岩波新書 新赤版 今野／真二∥著 岩波書店

081 シリア情勢　終わらない人道危機 岩波新書 新赤版 三谷／太一郎∥著 岩波書店

081 中国のフロンティア　揺れ動く境界から考える 岩波新書 新赤版 青山／弘之∥著 岩波書店

081 グローバル・ジャーナリズム　国際スクープの舞台裏 岩波新書 新赤版 川島／真∥著 岩波書店

081 モラルの起源　実験社会科学からの問い 岩波新書 新赤版 澤／康臣∥著 岩波書店

081 『レ・ミゼラブル』の世界 岩波新書 新赤版 亀田／達也∥著 岩波書店

081 作家的覚書 岩波新書 新赤版 西永／良成∥著 岩波書店

081 ミクロ経済学入門の入門 岩波新書 新赤版 髙村／薫∥著 岩波書店

081 日中漂流　グローバル・パワーはどこへ向かうか 岩波新書 新赤版 坂井／豊貴∥著 岩波書店

081 異才、発見!　枠を飛び出す子どもたち 岩波新書 新赤版 毛里／和子∥著 岩波書店

081 正岡子規人生のことば 岩波新書 新赤版 伊藤／史織∥著 岩波書店

1　哲学
159 ミライの授業 瀧本／哲史∥著 講談社

２　歴史
233 王様でたどるイギリス史 岩波ジュニア新書 池上／俊一∥著 岩波書店

288 ほんとうの姿を求めて 聖徳太子 岩波ジュニア新書 東野／治之∥著 岩波書店

3　社会科学

302 東大留学生ディオンが見たニッポン 岩波ジュニア新書
ディオン・ン・ジェ・ティン
∥著

岩波書店

342 財政から読みとく日本社会　君たちの未来のために 岩波ジュニア新書 井手／英策∥著 岩波書店

351 データでみる県勢2017 矢野恒太記念会∥編集 矢野恒太記念会

367 女も男も生きやすい国、スウェーデン 岩波ジュニア新書 三瓶／恵子∥著 岩波書店

369
日本の防災、世界の災害　日本の経験と知恵を世界の
防災に生かす

石渡／幹夫∥著 鹿島出版会

374
日本一小さな農業高校の学校づくり　愛農高校、校舎
たてかえ?末記

岩波ジュニア新書 品田／茂∥著 岩波書店

375 パイロットになるには なるにはBOOKS 阿施／光南∥著 ぺりかん社

375 動物看護師になるには なるにはBOOKS 井上／こみち∥著 ぺりかん社

375 歯科衛生士・歯科技工士になるには なるにはBOOKS 宇田川／廣美∥著 ぺりかん社

375 動物園飼育員・水族館飼育員になるには なるにはBOOKS 高岡／昌江∥著 ぺりかん社

375 ビルメンテナンススタッフになるには なるにはBOOKS 谷岡／雅樹∥著 ぺりかん社

4　自然科学
403 理科年表　第90冊(平成29年) 国立天文台∥編 丸善出版

5　技術
574 知っておきたい化学物質の常識84 サイエンス・アイ新書 左巻／健男∥編著 SBクリエイティブ
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596 東京弁当生活帖。 杉森／千紘∥著 セブン&アイ出版

8　語学

802 翻訳できない世界のことば
エラ・フランシス・サン
ダース∥著／イラスト

創元社

813 朝日キーワード2018 朝日新聞出版∥編 朝日新聞出版

818 方言萌え!?　ヴァーチャル方言を読み解く 岩波ジュニア新書 田中／ゆかり∥著 岩波書店

9　文学
902 実験する小説たち　物語るとは別の仕方で 木原／善彦∥著 彩流社

911 続後撰和歌集 和歌文学大系 久保田／淳∥監修 明治書院

911 キリンの子　鳥居歌集 鳥居∥著 KADOKAWA

913 居酒屋ぼったくり 7 秋川／滝美∥〔著〕 アルファポリス

913 罪の声 塩田／武士∥著 講談社

913 よるのばけもの 住野／よる∥著 双葉社

913 本を守ろうとする猫の話 夏川／草介∥著 小学館

913 i (アイ) 西／加奈子∥著 ポプラ社

913 まことの華姫 畠中／恵∥著 KADOKAWA

913 暗幕のゲルニカ 原田／マハ∥〔著〕 新潮社

913 装幀室のおしごと。　本の表情つくりませんか?
メディアワークス文
庫

範乃／秋晴∥〔著〕 KADOKAWA

913
ビブリア古書堂の事件手帖 7 栞子さんと果てない舞
台

メディアワークス文
庫

三上／延∥〔著〕 KADOKAWA

913 三鬼　三島屋変調百物語四之続 宮部／みゆき∥著 日本経済新聞出版社

913 騎士団長殺し　顕れるイデア編 第1部 村上／春樹∥著 新潮社

913 騎士団長殺し　遷ろうメタファー編 第2部 村上／春樹∥著 新潮社

913 みかづき 森／絵都∥著 集英社

913 夜行 森見／登美彦∥著 小学館

913 しんせかい 山下／澄人∥著 新潮社

914 〆切本 左右社編集部∥編 左右社

916
セーラー服の歌人鳥居　拾った新聞で字を覚えたホー
ムレス少女の物語

岩岡／千景∥著 KADOKAWA

933 通い猫アルフィーの奇跡 ハーパーBOOKS
レイチェル・ウェルズ∥
著

ハーパーコリンズ・ジャパン

933 通い猫アルフィーのはつ恋 ハーパーBOOKS
レイチェル・ウェルズ∥
著

ハーパーコリンズ・ジャパン

973 夢のなかの夢 岩波文庫 タブッキ∥作 岩波書店

DVD
DH070 福井新聞縮刷版2017　平成29年3月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

※寄贈されました。ぜひ利用してください。
007 CによるフラクタルCG 淵上季代絵∥著 サイエンス社

375 魅了する科学実験 = Scientific experiment
早稲田大学本庄高等学
院実験開発班∥著

すばる舎リンケージ
すばる舎

410
ゲームにひそむ数理 : ゲームでみがこう!!数学的セン
ス

秋山仁, 中村義作∥共
著

森北出版

410 パズル・ゲームで楽しむ数学 : 娯楽数学の世界 伊藤大雄∥著 森北出版

410 文科系の応用数学入門 小林みどり∥著
牧野書店
星雲社

412
素数と2次体の整数論 = Number theory of prime
numbers and quadratic fields

青木昇∥著 共立出版

412
はじめての数論 : 発見と証明の大航海 : ピタゴラス
の定理から楕円曲線まで（2冊）

ジョセフ・H・シルヴァー
マン∥著

丸善出版

412 初等整数論9章
James J.Tattersall∥
原著

森北出版

413 やさしく学べる微分方程式 石村園子∥著 共立出版

413 マンガでわかる微分方程式
佐藤実∥著　あづま笙
子∥作画

オーム社

414 フラクタル 高安秀樹∥著 朝倉書店

460 生物学オリンピック問題集

国際生物学オリンピック
日本委員会, 筑波大学
問題集〈実験編〉編集
委員会∥編集

みみずく舎
医学評論社

461 数理生物学入門 巌佐庸∥著 共立出版

H911 連句集「星の林」第九集、第十集 水上潤子∥編集 武生連句の会

H247 越前市史　資料編4　本多富正関係文書 越前市∥編集 越前市

452
海洋白書2017　本格化する海洋をめぐる世界と日本の
取組み

笹川平和財団海洋政策
研究所∥編

笹川平和財団海洋政策研
究所

336 連結財務諸表の知識 日経文庫 野村健太郎 著 日本経済新聞社

336
プラン・コンタブルの国際比較 : 勘定体系から考える
会計の国際的統一問題

野村健太郎 編著 中央経済社

336 連結企業集団の経営分析 野村健太郎 著 税務経理協会


