
書名/著者名 出版者 配架先 NDC 貸出区分

AI vs.教科書が読めない子どもたち / 新井紀子著 東洋経済新報社 2F一般書架 007.13/ｱﾗ 貸出可

伝説のハッカーが教える超監視社会で身をまもる方法 / ケビン・ミトニック, ロバート・バモシ著 ; 高取芳彦訳日経BP社 2F一般書架 007.3/MI 貸出可

入門デジタルアーカイブ : まなぶ・つくる・つかう / 柳与志夫責任編集 勉誠出版 2F一般書架 007.5/ﾔﾅ 貸出可

読書世論調査 / 毎日新聞社編 2018 毎日新聞社 2F一般書架 019.3/ﾏｲ/2018 禁帯出

絵本が目をさますとき / 長谷川摂子著 福音館書店 2F一般書架 019.53/ﾊｾ 貸出可

なるほどデザイン : 目で見て楽しむデザインの本。 / 筒井美希著 エムディエヌコーポレーション2F一般書架 021.4/ﾂﾂ 貸出可

ブックページ 2018-1 ブックページ刊行会 参考図書架 025/ﾎﾝ/2018-1 禁帯出

ブックページ 2018-2 ブックページ刊行会 参考図書架 025/ﾎﾝ/2018-2 禁帯出

全集・叢書総目録 / 日外アソシエーツ株式会社編集 1［2011-2016］ 日外アソシエーツ 参考図書架 027.4/ｾﾞﾝ/1 禁帯出

全集・叢書総目録 / 日外アソシエーツ株式会社編集 5［2011-2016］ 日外アソシエーツ 参考図書架 027.4/ｾﾞﾝ/5 禁帯出

全集・叢書総目録 / 日外アソシエーツ株式会社編集 6［2011/2016］ 日外アソシエーツ 参考図書架 027.4/ｾﾞﾝ/6 禁帯出

世界年鑑 / 共同通信社編 2018 共同通信社 参考図書架 059/ｾｶ/2018 禁帯出

岩波ブックレット 982  ファクトチェックとは何か / 立岩陽一郎, 楊井人文著 岩波書店 ブックレット架 070.14/ｲﾜ 貸出可

朝日新聞縮刷版 2018年3月(1161) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2018-3 禁帯出

岩波新書 1712  ルポ保育格差 / 小林美希著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1712 貸出可

岩波新書 1713  データサイエンス入門 / 竹村彰通著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1713 貸出可

岩波新書 1714  声優 : 声の職人 / 森川智之著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1714 貸出可

岩波新書 1715  後醍醐天皇 / 兵藤裕己著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1715 貸出可

岩波新書 1716  五日市憲法 / 新井勝紘著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1716 貸出可

スポーツ心理学 / 中込四郎編集 北大路書房 2F一般書架 140.8/ｼﾘ/13 貸出可

公認心理師エッセンシャルズ / 子安増生, 丹野義彦編 有斐閣 人間福祉 146.8/ｺﾔ 貸出可

ミネルヴァ日本評伝選  藤原彰子 : 天下第一の母 / 朧谷寿著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可

世界の国ぐに : キッズペディア 小学館 2F一般書架 290/ｾｶ 貸出可

社説総覧 : 朝日・毎日・読売 / 明文書房編集部編集 2017(3) 明文書房 2F一般書架 304/ﾒｲ/17-7-9 貸出可

岩波ブックレット 983  どんなことが起こってもこれだけは本当だ、ということ。 : 幕末・戦後・現在 / 加藤典洋著岩波書店 ブックレット架 323.142/ｲﾜ 貸出可

サブカルの想像力は資本主義を超えるか / 大澤真幸著 KADOKAWA 2F一般書架 361/ｵｵ 貸出可

平成30年版  社会保障の手引 : 施策の概要と基礎資料 / 厚生省社会局監査指導課編集 平成30年版社会福祉調査会 人間福祉 364.088/ｼﾔ/2018 禁帯出
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臨時増刊号  ケアマネージャー : 2018年4月介護保険改正のポイント 臨時増刊号 中央法規出版 人間福祉 364.48/ﾁﾕ 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 385 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/385 貸出可

日本子ども資料年鑑 / 日本総合愛育研究所編 2018 中央出版 参考図書架 367.6059/ﾆﾎ/2018 禁帯出

外国人のためのやさしく学べる介護の知識・技術 / 海外介護士育成協議会編集 ; 甘利庸子編著中央法規出版 人間福祉 369.07/ｶｲ 貸出可

外国人のためのやさしく学べる介護のことば / 海外介護士育成協議会編集 ; 甘利庸子, 高橋絵美編著中央法規出版 人間福祉 369.07/ｶｲ 貸出可

外国人のための会話で学ぼう!介護の日本語 : 指示がわかる、報告ができる / 国際交流&日本語支援Y編著中央法規出版 人間福祉 369.07/ｺｸ 貸出可

図説よくわかる障害者総合支援法 / 坂本洋一著 中央法規出版 人間福祉 369.27/ｻｶ 貸出可

私たちは子どもに何ができるのか : 非認知能力を育み、格差に挑む / ポール・タフ著 ; 高山真由美訳英治出版 子ども教育・保育 371.4/PA 貸出可

インクルーシブ教育を実践する! 学事出版 子ども教育・保育 375.1/ﾌｼﾞ 貸出可

特別支援教育編平成29年版  小学校新学習指導要領の展開 / 宮崎英憲監修 ; 山中ともえ編著 特別支援教育編平成29年版明治図書出版 子ども教育・保育 375.1/ﾐﾔ 貸出可

単位のひみつモノの数え方 : 算数っておもしろい! : 身近なモノをはかるかぞえる基準がわかる! / 桜井進監修日東書院本社 子ども教育・保育 375.41/ｻｸ 貸出可

さくら研究ノート / 近田文弘著 ; 大野八生絵 偕成社 子ども教育・保育 375.42/ｺﾝ 貸出可

最新保育資料集 / 幼児保育研究会編 2018 ミネルヴァ書房 参考図書架 376.1088/ｺﾄﾞ/2018禁帯出

2019年度版  保育士幼稚園教諭採用試験問題集 / 保育士試験研究会編 2019年度版 実務教育出版 子ども教育・保育 376.14/ﾎｲ/2019 貸出可

「平成30年施行」保育所保育指針幼稚園教育要領幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説とポイント / ミネルヴァ書房編集部編ミネルヴァ書房 子ども教育・保育 376.15/ﾐﾈ 貸出可

「困っている」子どものこと一番に考えられますか? : 発達障がい、不登校、元気な子・・・すべての生徒に独自のインクルーシブ教育を / 太田功二著学びリンク 子ども教育・保育 376.7/ｵｵ 貸出可

インクルーシブ教育ってどんな教育? / 青山新吾編集代表 ; 青山新吾 [ほか] 著 学事出版 子ども教育・保育 378/ｱｵ 貸出可

子どもにやさしい学校 : インクルーシブ教育をめざして / 乾美紀, 中村安秀編著 ミネルヴァ書房 子ども教育・保育 378/ｲﾇ 貸出可

つまり、「合理的配慮」って、こういうこと?! : 共に学ぶための実践事例集 / インクルーシブ教育データバンク編現代書館 子ども教育・保育 378/ｲﾝ 貸出可

インクルーシブ教育って? : そこが知りたい!大解説 : 合理的配慮って?共生社会って?Q&Aで早わかり = Inclusive education / 木舩憲幸著明治図書出版 子ども教育・保育 378/ｷﾌ 貸出可

共に学び合うインクルーシブ教育システム構築に向けた児童生徒への配慮・指導事例 : 小・中学校で学習している障害のある児童生徒の12事例 / 国立特別支援教育総合研究所著ジアース教育新社 子ども教育・保育 378/ｺｸ 貸出可

基礎からはじめるインクルーシブ教育の実践 : ともに学びともに育つ / 須田正信, 伊丹昌一, 中村忠雄編著明治図書出版 子ども教育・保育 378/ｽﾀﾞ 貸出可

インクルーシブのつぼみ : ともに育ちあい、学びあうための10の提言 / 日教組インクルーシブ教育推進委員会編アドバンテージサーバー 子ども教育・保育 378/ﾆﾂ 貸出可

インクルーシブな国語科授業づくり : 発達障害のある子どもたちとつくるアクティブ・ラーニング / 原田大介著明治図書出版 子ども教育・保育 378/ﾊﾗ 貸出可

インクルーシブ教育の実践 : すべての子どものニーズにこたえる学級づくり / コンスタンス・マクグラス著 ; 川合紀宗訳学苑社 子ども教育・保育 378/ﾏｸ 貸出可

柳田國男と東北大学 / 鈴木岩弓, 小林隆編 東北大学出版会 2F一般書架 380/ｽｽﾞ 貸出可

口承文藝研究 41 白帝社 2F一般書架 380/ﾆﾎ/41 貸出可

第1巻  麦ばあの島 / 古林海月作・画 第1巻 すいれん舎 2F一般書架 498.6/ﾌﾙ/1 貸出可

第2巻  麦ばあの島 / 古林海月作・画 第2巻 すいれん舎 2F一般書架 498.6/ﾌﾙ/2 貸出可

第3巻  麦ばあの島 / 古林海月作・画 第3巻 すいれん舎 2F一般書架 498.6/ﾌﾙ/3 貸出可

第4巻  麦ばあの島 / 古林海月作・画 第4巻 すいれん舎 2F一般書架 489.6/ﾌﾙ/4 貸出可

原子力総合年表 : 福島原発震災に至る道 / 原子力総合年表編集委員会編 すいれん舎 参考図書架 539.032/ｹﾞﾝ 禁帯出
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原発災害・避難年表 : 図表と年表で知る福島原発震災からの道 / 原発災害・避難年表編集委員会編すいれん舎 参考図書架 543.5/ｹﾞﾝ 禁帯出

Webサイト、これからどうなるの? : キーワードから探るWeb制作の未来像 / こもりまさあき [ほか] 共著エムディエヌコーポレーション2F一般書架 547.48/ｺﾓ 貸出可

歴史画 : 人間のものがたり / 高橋達史責任編集 集英社 2F一般書架 723/ﾃｰ/8 貸出可

神話と物語 : 創造の玉手箱 / 諸川春樹責任編集 集英社 2F一般書架 723/ﾃｰ/9 貸出可

ペリー来航と下田開港 / 浅井保秀著 羽衣出版 2F一般書架 728.216/ｱｻ/上 貸出可

明治維新 / 浅井保秀著 羽衣出版 2F一般書架 728.216/ｱｻ/下 貸出可

ちいさい言語学者の冒険 : 子どもに学ぶことばの秘密 / 広瀬友紀著 岩波書店 1F一般書架 801.04/ﾋﾛ 貸出可

築島裕著作集 / 築島裕著 4  國語史と文獻資料 / 築島裕著 汲古書院 コンパックル 810.8/ﾂｷ/4 貸出可

学研新漢和大字典 / 藤堂明保, 加納喜光編 学習研究社 参考図書架 813.2/ﾄｳ 禁帯出

国語語彙史の研究 / 国語語彙史研究会編 37 和泉書院 書庫 814.08/ｺｸ/37 貸出可

大人のための国語ゼミ / 野矢茂樹著 山川出版社 1F一般書架 816/ﾉﾔ 貸出可

家持歌日記の研究 / 松田聡著 塙書房 1F一般書架 911.122/ﾏﾂ 禁帯出

かぐや姫と浦島 : 物語文学の誕生と神仙ワールド / 渡辺秀夫著 塙書房 1F一般書架 913.31/ﾜﾀ 貸出可

山東京傳全集 / 山東京傳 [著] ; 山東京傳全集編集委員会編 第13巻  合巻 / 山東京傳 [著] ; 山東京傳全集編集委員会編ぺりかん社 コンパックル 913.5308/ｻﾝ/13 貸出可

リボン / 小川糸著 ポプラ社 1F一般書架 913.6/ｵｶﾞ 貸出可

かがみの孤城 / 辻村深月著 ポプラ社 1F一般書架 913.6/ﾂｼﾞ 貸出可

盤上の向日葵 / 柚月裕子著 中央公論新社 1F一般書架 913.6/ﾕｽﾞ 貸出可

ネコ博士が語る宇宙のふしぎ : Space / ドミニク・ウォーリマン文 ; ベン・ニューマン絵 ; 日暮雅通訳徳間書店 絵本・児童図書架 E/WA 貸出可

ネコ博士が語る科学のふしぎ : Science / ドミニク・ウォーリマン文 ; ベン・ニューマン絵 ; 田中薫子訳徳間書店 絵本・児童図書架 E/WA 貸出可

うごかす!めくる!のりもの : うみ・りく・そら・うちゅうではたらくのりもの : しかけいっぱい / アンヌ・ソフィ・ボマン〔作〕 : ディディエ・バリセヴィック〔作〕 : たけうちとしえやくパイインターナショナル 絵本・児童図書架 E/ｱﾝ 貸出可

うごかす!めくる!こうじげんば : しかけいっぱい / アンヌ・ソフィ・ボマン〔作〕 : ディディエ・バリセヴィック〔作〕 : 関根光宏日本語版訳パイインターナショナル 絵本・児童図書架 E/ｱﾝ 貸出可

どんぐりむらのどんぐりえん / なかやみわさく 学研教育出版 絵本・児童図書架 E/ﾅｶ 貸出可

どんぐりむらのほんやさん / なかやみわさく 学研教育出版 絵本・児童図書架 E/ﾅｶ 貸出可

どんぐりむらのおまわりさん / なかやみわさく 学研教育出版 絵本・児童図書架 E/ﾅｶ 貸出可

どんぐりむらのぼうしやさん / なかやみわさく 学研教育出版 絵本・児童図書架 E/ﾅｶ 貸出可

視聴覚 月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2018月4月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2018-4 禁帯出
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