
書名/著者名 出版者名 配架先 ＮＤＣ 貸出区分

総記 先生と子どもがいっしょに学べるはじめてのプログラミング / 櫻木翔太, 福田紘也著 河出書房新社 2F一般書架 007.64/ｻｸ 貸出可

世界を変えた本 / マイケル・コリンズ神父 [ほか] 著 ; 藤村奈緒美訳 エクスナレッジ 2F一般書架 020.2/ｺﾘ 貸出可

Encyclopædia Britannica book of the year 2018 Encyclopædia Britannica Inc. 英文書架 033/BR/2018 禁帯出

朝日新聞縮刷版 2018年5月(1164) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2018-6 禁帯出

岩波新書 1727  原民喜 : 死と愛と孤独の肖像 / 梯久美子著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1727 貸出可

岩波新書 1728  戦争体験と経営者 / 立石泰則著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1728 貸出可

岩波新書 1729  戦国大名と分国法 / 清水克行著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1729 貸出可

岩波新書 1730  K-pop : 新感覚のメディア / 金成玟著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1730 貸出可

岩波新書 1731  総介護社会 : 介護保険から問い直す / 小竹雅子著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1731 貸出可

東洋文庫 889  周作人読書雑記 / [周作人著] ; 中島長文訳注 平凡社 2F一般書架 081/ﾄｳ/889 貸出可

東洋文庫 890  漢文研究法 : 中国学入門講義 / 狩野直喜著 ; 狩野直禎校訂 平凡社 2F一般書架 081/ﾄｳ/890 貸出可

歴史 世界史大年表 / 青山吉信 [ほか] 編 山川出版社 参考図書架 209.032/ｲｼ 禁帯出

47都道府県・遺跡百科 / 石神裕之著 丸善出版 2F一般書架 210.2/ｲｼ 貸出可

世界歴史大系 1  アイルランド史 / 上野格, 森ありさ, 勝田俊輔編 山川出版社 2F一般書架 233.9/ｳｴ 貸出可

ミネルヴァ日本評伝選  光格天皇 : 自身を後にし天下万民を先とし / 藤田覚著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可

社会科学 社説総覧 : 朝日・毎日・読売 / 明文書房編集部編集 2017(4) 明文書房 2F一般書架 304/ﾒｲ/17-10-12 貸出可

グローバル時代の「開発」を考える / 西あい, 湯本浩之編著 ; 木下理仁 [ほか] 著 明石書店 ビジネス実務 333.8/ﾆｼ 貸出可

日本國勢圖會 / 矢野恒太編 2018 国勢社 参考図書架 351/ﾔﾉ/18-19 禁帯出

アンケート調査年鑑 / 竹内宏編 2018 並木書房 参考図書架 361.91/ﾀｹ/2018 禁帯出

若者のキャリア形成/ 経済協力開発機構(OECD)編著 ; 竹内一真 [ほか] 訳 明石書店 ビジネス実務 366.29/ｹｲ 貸出可

戦う姫、働く少女 / 河野真太郎著 堀之内出版 2F一般書架 367.2/ｺｳ 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 388 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/388 貸出可

入門貧困論 : ささえあう/たすけあう社会をつくるために / 金子充著 明石書店 2F一般書架 368.2/ｶﾈ 貸出可

ソーシャルワーク / ブレンダ・デュボワ, カーラ・K・マイリー著 ; 上田洋介訳 明石書店 参考図書架 369.1/ﾃﾞｭ 禁帯出

よくわかる生活保護ガイドブック 1  Q&A生活保護手帳の読み方・使い方 / 吉永純編著 明石書店 人間福祉 369.2/ﾖｸ/1 貸出可

よくわかる生活保護ガイドブック 2  Q&A生活保護ケースワーク支援の基本 / 吉永純, 衛藤晃編著 明石書店 人間福祉 369.2/ﾖｸ/2 貸出可

介護保険六法 / 介護保険法規研究会監修 2018 中央法規出版 参考図書架 369.26/ｶｲ/2018 禁帯出

児童心理学の進歩 / 日本児童研究所編集 2018(VOL57） 金子書房 参考図書架 371.4508/ﾆﾎ/2018 禁帯出

18歳成人社会ハンドブック / 田中治彦編著 ; 林大介, 藤原孝章, 南部義典著 明石書店 子ども教育・保育 371.6/ﾀﾅ 貸出可

「つながり格差」が学力格差を生む / 志水宏吉著 亜紀書房 子ども教育・保育 372.107/ｼﾐ 貸出可

文部科学白書 / 文部科学省編 平成28年度 財務省印刷局 参考図書架 373.2/ﾓﾝ/2017 禁帯出

文部科学白書 / 文部科学省編 平成29年度 財務省印刷局 参考図書架 373.2/ﾓﾝ/2018 禁帯出
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学びとケアをつなぐ教育実践  / 沖縄八重山学びのゆいまーる研究会 [ほか] 編著 明石書店 子ども教育・保育 375.1/ｵｷ 貸出可

深い学び / 田村学著 東洋館出版社 子ども教育・保育 375.1/ﾀﾑ 貸出可

「資質・能力」と学びのメカニズム / 奈須正裕著 東洋館出版社 子ども教育・保育 375.1/ﾅｽ 貸出可

ブラック校則 : 理不尽な苦しみの現実 / 荻上チキ編著 ; 内田良編著 東洋館出版社 子ども教育・保育 375.2/ｵｷﾞ 貸出可

806の研究から厳選!!保育実践における研究論文集 全国社会福祉協議会全国保育士会 子ども教育・保育 376.1/ｾﾞﾝ 貸出可

ともにあゆむ未来へ : 全国保育士会60周年記念10年小史 全国社会福祉協議会全国保育士会 子ども教育・保育 376.1/ｾﾞﾝ 貸出可

養護と教育が一体となった保育の言語化 全国社会福祉協議会全国保育士会 子ども教育・保育 376.1/ｾﾞﾝ 貸出可

失敗から学ぶ保護者とのコミュニケーション / 大方美香編著 中央法規出版 子ども教育・保育 376.14/ｵｵ 貸出可

領域人間関係 / 岩立京子編者代表 萌文書林 子ども教育・保育 376.153/ｲﾜ 貸出可

対話的・深い学びの保育内容人間関係 / 塚本美知子編著 萌文書林 子ども教育・保育 376.153/ﾂｶ 貸出可

岩波ブックレット 984  検証迷走する英語入試 : スピーキング導入と民間委託 / 南風原朝和編 岩波書店 ブックレット架 376.8/ｲﾜ 貸出可

学習障がいのある児童・生徒のための外国語教育 / ジュディット・コーモス, アン・マーガレット・スミス著 明石書店 子ども教育・保育 378/ｼﾞｭ 貸出可

自然科学 和算百科 / 和算研究所編 ; 佐藤健一編集代表 丸善出版 2F一般書架 419.1/ﾜｻ 貸出可

キャンベル生物学 / Lisa A. Urry [ほか著] ; 池内昌彦 [ほか訳] 丸善出版 参考図書架 460/ｷｬ 禁帯出

美しいプランクトンの世界 : 生命の起源と進化をめぐる / クリスティアン・サルデ著 河出書房新社 2F一般書架 468.6/ｻﾙ 貸出可

グレートネイチャー / DK社編 ; スミソニアン協会監修 ; オフィス宮崎訳 ; オフィス宮崎日本語版編集 河出書房新社 2F一般書架 468/DK 貸出可

子どもに教えてあげられる散歩の草花図鑑 / 岩槻秀明著 大和書房 2F一般書架 470.38/ｲﾜ 貸出可

レッドデータプランツ : 絶滅危惧植物図鑑 = Red data plants / 矢原徹一 [ほか] 監修 ; 永田芳男写真 山と溪谷社 2F一般書架 470.38/ﾔﾊ 禁帯出

昆虫図鑑 : みぢかな虫たちのくらし / 長谷川哲雄絵・文 ハッピーオウル社 2F一般書架 486/ﾊｾ 貸出可

微笑みのバトン : 優しく医療を見つめ、故郷の未来を想う / 五十嵐勝朗著 ポリッシュ・ワーク , 径書房 (発売) 2F一般書架 490.49/ｲｶﾞ 貸出可

厚生統計要覧 / 厚生労働省大臣官房統計情報部編 2017 厚生労働省大臣官房統計情報部 参考図書架 498.1036/ｺｳ/2017 禁帯出

技術 持続可能な生き方をデザインしよう / 高野雅夫編著 明石書店 ビジネス実務 519/ﾀｶ 貸出可

ヨーロッパの大聖堂 / ロルフ・トーマン編 ; アヒム・ベトノルツ写真 ; バルバラ・ボルンゲッサー文 ; 忠平美幸訳 河出書房新社 2F一般書架 523.3/ﾄｰ 禁帯出

誰も教えてくれなかったプロに近づくためのフレンチの教科書 / 谷昇著 河出書房新社 2F一般書架 596.23/ﾀﾆ 貸出可

発酵編  誰も教えてくれなかったプロに近づくためのパンの教科書 / 堀田誠著 発酵編 河出書房新社 2F一般書架 596.63/ﾎﾘ 貸出可

芸術 はんこ / 久米雅雄著 法政大学出版局 2F一般書架 739.02/ｸﾒ 貸出可

日本篆刻物語 : はんこの文化史 / 水野恵著 芸艸堂 2F一般書架 739.021/ﾐｽﾞ 貸出可

ハンコの文化史 : 古代ギリシャから現代日本まで / 新関欽哉著 吉川弘文館 2F一般書架 739/ﾆｲ 貸出可

 リアル折り紙 : 1枚の紙からつくる驚きのアート / 福井久男著 [正] 河出書房新社 2F一般書架 754.9/ﾌｸ 貸出可

陸を歩く生きもの編  リアル折り紙 : 1枚の紙からつくる驚きのアート / 福井久男著 河出書房新社 2F一般書架 754.9/ﾌｸ 貸出可

水の中を泳ぐ生きもの編  リアル折り紙 : 1枚の紙からつくる驚きのアート / 福井久男著 河出書房新社 2F一般書架 754.9/ﾌｸ 貸出可

言語 誤解されやすい方言小辞典 : 東京のきつねが大阪でたぬきにばける / 篠崎晃一著 三省堂 1F一般書架 818/ｼﾉ 貸出可

天声人語 : 英文対照 / 朝日新聞論説委員室編 ; 英文朝日訳 2018春192 原書房 英文書架 837.4/ｱｻ/2017/春 貸出可

天声人語 : 英文対照 / 朝日新聞論説委員室編 ; 英文朝日訳 2017冬191 原書房 英文書架 837.4/ｱｻ/2017/冬 貸出可

文学 漱石の地図帳 : 歩く・見る・読む / 中島国彦著 大修館書店 1F一般書架 910.268/ﾅｶ 貸出可



モルフェウスの領域 / 海堂尊著 角川書店 1F一般書架 913.6/ｶｲ 貸出可

螺鈿迷宮 / 海堂尊 [著] 角川書店 1F一般書架 913.6/ｶｲ 貸出可

ファーストラヴ / 島本理生著 文藝春秋 1F一般書架 913.6/ｼﾏ 貸出可

送り火 / 高橋弘希著 文藝春秋 1F一般書架 913.6/ﾀｶ 貸出可

「新編」日本女性文学全集 / 渡邊澄子編集 5 菁柿堂 コンパックル 918.6/ｲﾜ/5 貸出可

絵本 ほしじいたけほしばあたけ / 石川基子作 講談社 絵本・児童図書架 E/ｲｼ 貸出可

ほしじいたけほしばあたけカエンタケにごようじん / 石川基子作 講談社 絵本・児童図書架 E/ｲｼ 貸出可

ほしじいたけほしばあたけじめじめ谷でききいっぱつ / 石川基子作 講談社 絵本・児童図書架 E/ｲｼ 貸出可

ノンタンいたいのとんでけ- / キヨノサチコ作・絵 偕成社 絵本・児童図書架 E/ｷﾖ 貸出可

ノンタンいもうといいな / キヨノサチコ作・絵 偕成社 絵本・児童図書架 E/ｷﾖ 貸出可

ノンタンしゃっくりひっくひく / キヨノサチコ作絵 偕成社 絵本・児童図書架 E/ｷﾖ 貸出可

ノンタンぱっぱらぱなし / キヨノ サチコ作絵 偕成社 絵本・児童図書架 E/ｷﾖ 貸出可

ノンタンボールまてまてまて / キヨノサチコ作・絵 偕成社 絵本・児童図書架 E/ｷﾖ 貸出可

はなになりたい / *すまいるママ* 作 東京書店 絵本・児童図書架 E/ｽﾏ 貸出可

ひまわりえほんシリーズ 鈴木出版 絵本・児童図書架 E/ﾊﾔ 貸出可

サイモンは、ねこである。 / ガリア・バーンスタイン作 ; なかがわちひろ訳 あすなろ書房 絵本・児童図書架 E/ﾊﾞﾝ 貸出可

あなたはせかいのこども / まつむらまいこさく ほるぷ出版 絵本・児童図書架 E/ﾏﾂ 貸出可

クマと森のピアノ / デイビッド・リッチフィールド作 ; 俵万智訳 ポプラ社 絵本・児童図書架 E/ﾘﾂ 貸出可

ねこのピート : だいすきなしろいくつ / エリック・リトウィン作 ; ジェームス・ディーン絵 ひさかたチャイルド 絵本・児童図書架 E/ﾘﾄ 貸出可

郷土 老いの輝き平成語り/野村敬子,杉浦邦子著 瑞木書房 , 慶友社 (発売) 郷土資料室 388.125/ﾉﾑ 貸出可

視聴覚 月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2018年7月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2018-7 禁帯出


