
書名/著者名 出版者 配架先 NDC 貸出区分

2012年版  年報こどもの図書館 / 児童図書館研究会編 2012年版 日本図書館協会 2F一般書架 016.28/ｼﾞﾄﾞ/2012 貸出可

2017年版  年報こどもの図書館 / 児童図書館研究会編 2017年版 日本図書館協会 2F一般書架 016.28/ｼﾞﾄﾞ/2017 貸出可

朝日新聞縮刷版 2018年2月(1160) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2018-2 禁帯出

岩波新書 1703  官僚たちのアベノミクス : 異形の経済政策はいかに作られたか / 軽部謙介著岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1703 貸出可

岩波新書 1704  地元経済を創りなおす : 分析・診断・対策 / 枝廣淳子著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1704 貸出可

岩波新書 1705  ベルルスコーニの時代 : 崩れゆくイタリア政治 / 村上信一郎著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1705 貸出可

岩波新書 1706  ナポレオン : 最後の専制君主、最初の近代政治家 / 杉本淑彦著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1706 貸出可

岩波新書 1707  経済数学入門の入門 / 田中久稔著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1707 貸出可

岩波新書 1708  津波災害 : 減災社会を築く / 河田惠昭著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1708 貸出可

岩波新書 1709  インド哲学10講 / 赤松明彦著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1709 貸出可

岩波新書 1710  ライシテから読む現代フランス : 政治と宗教のいま / 伊達聖伸著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1710 貸出可

岩波新書 1711  マーティン・ルーサー・キング : 非暴力の闘士 / 黒﨑真著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1711 貸出可

東洋文庫 885  漢京識略 : 近世末ソウルの街案内 / 柳本芸著 ; 吉田光男訳註 平凡社 2F一般書架 081/ﾄｳ/885 貸出可

東洋文庫 888  周作人読書雑記 / [周作人著] ; 中島長文訳注 2 平凡社 2F一般書架 081/ﾄｳ/888 貸出可

ミネルヴァ日本評伝選  北条氏政 : 乾坤を截破し太虚に帰す / 黒田基樹著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可

ミネルヴァ日本評伝選  村山龍平 : 新聞紙は以て江湖の輿論を載するものなり / 早房長治著ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可

昭和天皇実録 / [東京書籍編] 16:御訪米・御在位五十年 東京書籍 2F一般書架 288.41/ｼﾖ/16 貸出可

昭和天皇実録 / [東京書籍編] 17:八十の御賀 東京書籍 2F一般書架 288.41/ｼﾖ/17 貸出可

昭和天皇実録 / [東京書籍編] 18:崩御 東京書籍 2F一般書架 288.41/ｼﾖ/18 貸出可

金鍾泌証言録 / 金鍾泌著 ; 中央日報社編 ; 若杉美奈子, 小池修訳 新潮社図書編集室 2F一般書架 312.21/ｷﾑ 貸出可

岩波ブックレット 978  核兵器を禁止する : 条約が世界を変える / 川崎哲著 岩波書店 ブックレット架 319.8/ｶﾜ 貸出可

国民憲法制定への道 : 中曽根康弘憲法論の軌跡 / 世界平和研究所編 文藝春秋企画出版部 2F一般書架 323.149/ｺｳ 貸出可

岩波ブックレット 980  裁量労働制はなぜ危険か : 「働き方改革」の闇 / 今野晴貴, 島崎量著岩波書店 ブックレット架 366.32/ｺﾝ 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 383 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/383 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 384 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/384 貸出可

社会福祉小六法 / ミネルヴァ書房編集部編 2018 ミネルヴァ書房 参考図書架 369.1/ｼﾔ/2018 禁帯出

岩波ブックレット 981  3.11を心に刻んで / 岩波書店編集部編 岩波書店 ブックレット架 369.31/ｲﾜ 貸出可
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岩波ブックレット 979  「北朝鮮の脅威」のカラクリ : 変質する日本の安保政策 / 半田滋著岩波書店 ブックレット架 392.1/ﾊﾝ 貸出可

古代国家と仏教美術 : 奈良・平安時代 / 増記隆介, 皿井舞, 佐々木守俊著 吉川弘文館 2F一般書架 702.1/ﾃﾝ/1 貸出可

静物画 : 静かな物への愛着 / 木島俊介責任編集 集英社 2F一般書架 723/ﾃｰ/6 貸出可

風俗画 : 日常へのまなざし / 高橋明也責任編集 集英社 2F一般書架 723/ﾃｰ/7 貸出可

延慶本平家物語全注釈 / 延慶本注釈の会編 巻十一 汲古書院 コンパックル 913.434/ｴﾝ/11 貸出可

假名草子集成 / 朝倉治彦編 第59巻 東京堂出版 書庫 913.5108/ｱｻ/59 貸出可

宮沢賢治コレクション / 宮沢賢治著 10  文語詩稿・短歌 : 詩V / 宮沢賢治著 筑摩書房 コンパックル 918.68/ﾐﾔ/10 貸出可

やまがた文学の流れを探る　親子読書運動の黎明 ―須藤克三と佐々木悦― : やまがた児童文学（文化）の系譜Ⅵ 郷土資料室 Y015.6/ﾔﾏ 貸出可

陽の粒となりて : わが母佐々木悦 / 山口由美編 北方出版 郷土資料室 Y289/ﾔﾏ 貸出可

陽の粒となりて 別冊 : 佐々木悦年譜 / 山口由美編 北方出版 郷土資料室 Y289/ﾔﾏ 貸出可

子どもの文化 50-2（562） 子どもの文化研究所 郷土資料室 Y376/ｺﾄﾞ 貸出可

どっぺんがえし : 佐々木悦作品集 / 山口由美編 北方出版 郷土資料室 Y388/ﾔﾏ 貸出可

どっぺんがえし ～語りのおくりもの～ : 佐々木悦作品集 East Power MASTERING 視聴覚コーナー CD388/ﾔﾏ 禁帯出

月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2018年2月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2018-2 禁帯出

月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2018年3月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2018-3 禁帯出

文化編  南山形文化探訪 : おもしゃえがら みでけろず～ 文化編 東北文教大学・南山形地区創生プロジェクト委員会視聴覚コーナー DV361.7/ﾔﾏ/文化編 禁帯出

歴史編  南山形歴史探訪 : おもしゃえがら みでけろず～ 歴史編 東北文教大学・南山形地区創生プロジェクト委員会視聴覚コーナー DV361.7/ﾔﾏ/歴史編 禁帯出

医療的ケア・胃ろうとは / ジャパン通信情報センター著 ジャパン通信情報センター 視聴覚コーナー DV493.185/ｶｲ/3 禁帯出

医療的ケアに求められるもの / ジャパン通信情報センター著 ジャパン通信情報センター 視聴覚コーナー DV493.185/ﾔﾏ/4 禁帯出
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