
書名/著者名 出版者 配架先 ＮＤＣ 貸出区分
総記 10代からのプログラミング教室 : できる!わかる!うごく! / 矢沢久雄著 河出書房新社 2F一般書架 007.64/ﾔｻﾞ 貸出可

朝日新聞縮刷版 2018年5月(1163) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2018-5 禁帯出

岩波新書 1722  現代社会はどこに向かうか : 高原の見晴らしを切り開くこと / 見田宗介著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1722 貸出可

岩波新書 1723  金融政策に未来はあるか / 岩村充著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1723 貸出可

岩波新書 1724  住まいで「老活」 / 安楽玲子著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1724 貸出可

岩波新書 1725  賢い患者 / 山口育子著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1725 貸出可

岩波新書 1726  東大寺のなりたち / 森本公誠著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1726 貸出可

歴史 世界史のなかの昭和史 / 半藤一利著 平凡社 2F一般書架 210.7/ﾊﾝ 貸出可

図説日中戦争 / 森山康平著 ; 太平洋戦争研究会編 河出書房新社 2F一般書架 210.7/ﾓﾘ 貸出可

: 新装版  図説西郷隆盛と大久保利通 / 芳即正, 毛利敏彦編著 : 新装版 河出書房新社 2F一般書架 289.1/ｶﾝ 貸出可

社会 現代中国を知るための44章 / 藤野彰, 曽根康雄編著 明石書店 2F一般書架 302.22/ﾌｼﾞ 貸出可

台湾を知るための60章 / 赤松美和子, 若松大祐編著 明石書店 2F一般書架 302.224/ｱｶ 貸出可

新移民時代 : 外国人労働者と共に生きる社会へ / 西日本新聞社編 明石書店 2F一般書架 334.41/ﾆｼ 貸出可

発達障害と仕事 : 発達障害者の自立・就労を支援する本 / 発達障害者の自立・就労を支援する会編 ; 宮尾益知編集協力河出書房新社 2F一般書架 366.28/ﾐﾔ 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 387 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/387 貸出可

同性婚 : だれもが自由に結婚する権利 / 同性婚人権救済弁護団編 明石書店 2F一般書架 367.9/ﾄﾞｳ 貸出可

保育現場の子ども虐待対応マニュアル : 予防から発見・通告・支援のシステムづくり / 倉石哲也著中央法規出版 2F一般書架 369.4/ｸﾗ 貸出可

児童虐待の防止を考える : 子の最善の利益を求めて / 佐柳忠晴著 三省堂 2F一般書架 369.4/ｻﾔ 貸出可

子どもの貧困対策と教育支援 : より良い政策・連携・協働のために / 末冨芳編著 明石書店 子ども教育・保育 371.3/ｽｴ 貸出可

教育社会学事典 / 日本教育社会学会編 丸善出版 参考図書架 371.3/ﾆﾎ 禁帯出

移民の子どもと学校 : 統合を支える教育政策 / OECD編著 ; 三浦綾希子, 大西公恵, 藤浪海訳 明石書店 子ども教育・保育 373.1/OE 貸出可

世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え / ジェンマ・エルウィン・ハリス編 ; 西田美緒子訳 ; タイマタカシ絵河出書房新社 子ども教育・保育 373.7/ﾊﾘ 貸出可

世界一ときめく質問、宇宙一やさしい答え/ ジェンマ・エルウィン・ハリス編 ; 西田美緒子訳 ; タイマタカシ絵河出書房新社 子ども教育・保育 373.7/ﾊﾘ 貸出可

授業づくりで子どもが伸びる、教師が育つ、学校が変わる : 「授業づくり・学校づくりセミナー」における「協同的学び」の実践 / 石井順治編著 ; 小畑公志郎, 佐藤雅彰著明石書店 子ども教育・保育 375.1/ｲｼ 貸出可

小学校学習指導要領の読み方・使い方/ 大森直樹, 中島彰弘編著 明石書店 子ども教育・保育 375.1/ｵｵ 貸出可

学校や家庭で教えるソーシャルスキル実践トレーニングバイブル / ミッジ・オダーマン・モウギー他著 ; 西岡有香訳明石書店 子ども教育・保育 375.2/ﾓｳ 貸出可

アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習 / 中村昌子監修 1  調べ学習の基本を身につけよう / 中村昌子監修河出書房新社 子ども教育・保育 375/ｱｸ/1 貸出可

アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習 / 中村昌子監修 2  調べ学習で情報を集めよう / 中村昌子監修河出書房新社 子ども教育・保育 375/ｱｸ/2 貸出可

アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習 / 中村昌子監修 3  伝わる発表のコツを知ろう 河出書房新社 子ども教育・保育 375/ｱｸ/3 貸出可

アクティブ・ラーニングで身につく発表・調べ学習 / 中村昌子監修 4  教科別に発表してみよう 河出書房新社 子ども教育・保育 375/ｱｸ/4 貸出可

1: 学校編  みんなで道トーク! : 考えよう話そう道徳! / 田中六大マンガ 1: 学校編 河出書房新社 子ども教育・保育 376.1/ﾐﾝ/1 貸出可

2: 家庭編  みんなで道トーク! : 考えよう話そう道徳! / 田中六大マンガ 2: 家庭編 河出書房新社 子ども教育・保育 376.1/ﾐﾝ/2 貸出可

3: まち編  みんなで道トーク! : 考えよう話そう道徳! / 田中六大マンガ 3: まち編 河出書房新社 子ども教育・保育 376.1/ﾐﾝ/3 貸出可

教育課程論 / 神長美津子 [ほか] 編著 光生館 子ども教育・保育 376.108/ﾆﾕ 貸出可

保育内容環境 / 神長美津子, 掘越紀香, 佐々木晃編著 光生館 子ども教育・保育 376.108/ﾆﾕ 貸出可
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保育内容 健康 / 吉田伊津美, 砂上史子, 松嵜洋子編著 光生館 子ども教育・保育 376.108/ﾆﾕ 貸出可

保育内容言葉 / 秋田喜代美, 野口隆子編著 光生館 子ども教育・保育 376.108/ﾆﾕ 貸出可

保育内容総論 / 神長美津子, 津金美智子, 田代幸代編著 光生館 子ども教育・保育 376.108/ﾆﾕ 貸出可

保育内容人間関係 / 岩立京子, 西坂小百合編著 光生館 子ども教育・保育 376.108/ﾆﾕ 貸出可

保育内容 表現 / 鈴木みゆき [ほか] 編著 光生館 子ども教育・保育 376.108/ﾆﾕ 貸出可

保育方法論 / 神長美津子, 津金美智子, 五十嵐市郎編著 光生館 子ども教育・保育 376.108/ﾆﾕ 貸出可

モンテッソーリ教育を受けた子どもたち : 幼児の経験と脳 / 相良敦子著 河出書房新社 子ども教育・保育 376.11/ｻｶﾞ 貸出可

保育者のための子どもの「怒り」へのかかわり方 : アンガーマネジメントのテクニック / 野村恵里著中央法規出版 子ども教育・保育 376.11/ﾉﾑ 貸出可

自信がもてる!育ちを支える食事の基本 / 小野友紀著 中央法規出版 子ども教育・保育 376.14/ｵﾉ 貸出可

こうすればうまくいく!医療的配慮の必要な子どもの保育 : 30の病気の対応ポイントがわかる! / 西村実穂, 徳田克己編中央法規出版 子ども教育・保育 376.14/ﾆｼ 貸出可

保育者のためのアンガーマネジメント入門 : 感情をコントロールする基本スキル23 / 野村恵里著中央法規出版 子ども教育・保育 376.14/ﾉﾑ 貸出可

エピソードでわかる!クラス運営に役立つスキル / 石井章仁著 中央法規出版 子ども教育・保育 376.15/ｲｼ 貸出可

遊びにつなぐ!場面から読み取る子どもの発達 / 増田修治著 中央法規出版 子ども教育・保育 376.15/ﾏｽ 貸出可

子どもイキイキ!園生活が充実する「すきま遊び」 / 駒井美智子著 中央法規出版 子ども教育・保育 376.157/ｺﾏ 貸出可

戦前編  日本障害児教育史 / 中村満紀男編著 戦前編 明石書店 参考図書架 378.021/ﾅｶ 禁帯出

こうすればうまくいく! 知的障害のある子どもの保育 : イラストですぐにわかる対応法 / 水野智美, 西村実穂著 ; 徳田克己監修中央法規出版 子ども教育・保育 378.6/ﾐｽﾞ 貸出可

性の問題行動をもつ子どものためのワークブック : 発達障害・知的障害のある児童・青年の理解と支援 / 宮口幸治, 川上ちひろ著明石書店 子ども教育・保育 378.6/ﾐﾔ 貸出可

この子は育てにくい、と思っても大丈夫 : 生まれてきてくれて、ありがとう子どもに伝えたいあなたのために / 星山麻木著河出書房新社 子ども教育・保育 378.8/ﾎｼ 貸出可

発達障害の子どもが伸びるほめ方・しかり方・言葉かけ : 毎日の生活に取り入れるだけで子どもは変わる / 塩川宏郷監修河出書房新社 子ども教育・保育 378/ｼｵ 貸出可

イマイキテル自閉症兄弟の物語 : 知ろうとするより、感じてほしい / 増田幸弘著 明石書店 子ども教育・保育 378/ﾏｽ 貸出可

こうすればうまくいく!ADHDのある子どもの保育 : イラストですぐにわかる対応法 / 水野智美著 中央法規出版 子ども教育・保育 378/ﾐｽﾞ 貸出可

こうすればうまくいく!自閉症スペクトラムの子どもの保育 : イラストですぐにわかる対応法 / 水野智美著中央法規出版 子ども教育・保育 378/ﾐｽﾞ 貸出可

ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LDお母さんが「コレだけ」は知っておきたい発達障害の基礎知識/ 宮尾益知監修河出書房新社 子ども教育・保育 378/ﾐﾔ 貸出可

ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LDお母さんができる発達障害の子どもの対応策 / 宮尾益知監修河出書房新社 子ども教育・保育 378/ﾐﾔ 貸出可

発達障害の基礎知識 : 0歳から大人、進学から就職への対応がすべてわかるハンドブック / 宮尾益知著河出書房新社 子ども教育・保育 378/ﾐﾔ 貸出可

子どもの心の育てかた / 佐々木正美著 河出書房新社 子ども教育・保育 379.9/ｻｻ 貸出可

: 新装版  図説遠野物語の世界 / 石井正己著 ; 浦田穂一写真 : 新装版 河出書房新社 2F一般書架 382.122/ｲｼ 貸出可

パンと昭和 / 小泉和子編 河出書房新社 2F一般書架 383.8/ｺｲ 貸出可

「和の食」全史 : 縄文から現代まで長寿国・日本の恵み / 永山久夫著 河出書房新社 2F一般書架 383.8/ﾅｶﾞ 貸出可

自然 図説伊能忠敬の地図をよむ / 渡辺一郎, 鈴木純子著 河出書房新社 2F一般書架 448.9/ﾜﾀ 貸出可

人類の進化が病を生んだ / ジェレミー・テイラー著 ; 小谷野昭子訳 河出書房新社 2F一般書架 491.69/ﾃｲ 貸出可

精神医学事典 / 春日武彦著 河出書房新社 参考図書架 493.7/ｶｽ 禁帯出

ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD職場の発達障害 : 職場内での悩みと問題行動を解決しサポートする本 / 宮尾益知監修河出書房新社 2F一般書架 493.7/ﾐﾔ 貸出可

日常生活編  ASD〈アスペルガー症候群〉、ADHD、LD大人の発達障害 : 18歳以上の心と問題行動をサポートする本 / 宮尾益知監修 日常生活編河出書房新社 2F一般書架 493.76/ﾐﾔ 貸出可

家族のための統合失調症入門 / 白石弘巳著 河出書房新社 2F一般書架 493.763/ｼラ 貸出可

芸術 上  ザ・ビートルズ史 : 誕生 / マーク・ルイソン著 ; 山川真理, 吉野由樹, 松田ようこ訳 上 河出書房新社 2F一般書架 764.7/ﾙｲ/上 貸出可

下  ザ・ビートルズ史 : 誕生 / マーク・ルイソン著 ; 山川真理, 吉野由樹, 松田ようこ訳 下 河出書房新社 2F一般書架 764.7/ﾙｲ/下 貸出可

是枝裕和 / [是枝裕和ほか著] 河出書房新社 2F一般書架 778.21/ｺﾚ 貸出可

1964年の東京オリンピック : 「世紀の祭典」はいかに書かれ、語られたか / 石井正己編 河出書房新社 2F一般書架 780.69/ｲｼ 貸出可



文学 源氏物語注釈 / 山崎良幸, 和田明美共著 11 風間書房 コンパックル 913.364/ｹﾞﾝ/11 貸出可

神谷美恵子 : 島の診療記録から / 神谷美恵子著 平凡社 1F一般書架 914.6/カミ 貸出可

串田孫一 : 緑の色鉛筆 / 串田孫一著 平凡社 1F一般書架 914.6/ｸｼ 貸出可

南方熊楠 : 人魚の話 / 南方熊楠著 平凡社 1F一般書架 914.6/ﾐﾅ 貸出可

湯川秀樹 : 詩と科学 / 湯川秀樹著 平凡社 1F一般書架 914.6/ﾕｶ 貸出可

郷土 羽州村山郡山辺郷 杉下村資料集 第一分冊 / 須崎寛二編 須崎 寛二 郷土資料室 Y212.5/ｽｻﾞ/1 貸出可

羽州村山郡山辺郷 杉下村資料集 第二分冊 / 須崎寛二編 須崎 寛二 郷土資料室 Y212.5/ｽｻﾞ/2 貸出可

羽州村山郡山辺郷 杉下村資料集 第三分冊 / 須崎寛二編 須崎 寛二 郷土資料室 Y212.5/ｽｻﾞ/3 貸出可

羽州村山郡山辺郷 杉下村資料集 第四分冊 /須崎寛二編 須崎 寛二 郷土資料室 Y212.5/ｽｻﾞ/4 貸出可

南山形文庫 : 自分史講座作品集 5 / 山形文庫 企業組合リンクシップ 郷土資料室 Y914.6/ﾔﾏ 貸出可

視聴覚 月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2018月6月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2018-6 禁帯出


