
書名/著者名 出版者名 配架先 ＮＤＣ 貸出区分

総記 キーワードで学ぶ最新情報トピックス : インターネットと情報機器を上手に利用するために / 佐藤義弘 ほか 著 日経BP社 2F一般書架 007.6/ｻﾄ 貸出可

図書館年鑑 / 日本図書館協会図書館年鑑編集委員会編 2018 日本図書館協会 参考図書架 010.59/ﾆﾎ/2018 禁帯出

JLA図書館実践シリーズ 39  図書館とゲーム : イベントから収集へ / 井上奈智, 高倉暁大, 日向良和著 日本図書館協会 2F一般書架 010.8/JL/39 貸出可

朝日新聞縮刷版 2018年8月(1166) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2018-8 禁帯出

岩波新書 1736  トランプのアメリカに住む / 吉見俊哉著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1736 貸出可

岩波新書 1737  日本の税金 / 三木義一著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1737 貸出可

岩波新書 1738  ルイ・アルチュセール : 行方不明者の哲学 / 市田良彦著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1738 貸出可

岩波新書 1739  まちづくり都市金沢 / 山出保著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1739 貸出可

岩波新書 1740  武蔵野をよむ / 赤坂憲雄著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1740 貸出可

岩波新書 1741  日米安保体制史 / 吉次公介著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1741 貸出可

岩波新書 1742  サイバーセキュリティ / 谷脇康彦著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1742 貸出可

岩波新書 1743  大化改新を考える / 吉村武彦著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1743 貸出可

岩波新書 1744  移民国家アメリカの歴史 / 貴堂嘉之著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1744 貸出可

東洋文庫 891  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/891 貸出可

哲学 心理学・社会科学研究のための構造方程式モデリング / 伊藤大幸編著 ; 谷伊織, 平島太郎著 ナカニシヤ出版 2F一般書架 140.7/ﾑﾗ 貸出可

新国訳大蔵経 中国撰述部 5(5)  法華玄義3 ; 観音玄義 ; 法華経安楽行義 / 菅野博史訳註 大蔵出版 書庫 183.08/ｼﾝ/5-5 貸出可

歴史 ミネルヴァ日本評伝選  田中角栄 : 同心円でいこう / 新川敏光著 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  松下幸之助 : きみならできる、必ずできる / 米倉誠一郎著 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  由利公正 : 万機公論に決し、私に論ずるなかれ / 角鹿尚計著 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 2018(1) 明文書房 2F一般書架 304/ﾒｲ/18-1-3 貸出可

岩波ブックレット 986  「明治礼賛」の正体 / 斎藤貴男著 岩波書店 ブックレット架 312.1/ｲﾜ 貸出可

人権教育及び人権啓発施策 / 法務省, 文部科学省編 2017 国立印刷局 参考図書架 316.1/ﾎｳ/2017 禁帯出

よくわかる!成年後見のしくみと利用法 : 弱い立場の人を守りたい! / しんきん成年後見サポート監修 ナツメ社 人間福祉 324.65/ｼﾝ 貸出可

経済財政白書 / 内閣府編 2017 財務省印刷局 参考図書架 330.59/ﾅｲ/2017 禁帯出

ココが見られる！2018年報酬改訂対応 介護保険サービス別実地指導対策のポイント 中央法規出版 人間福祉 339.47/ｸｽ 貸出可

自由という牢獄 : 責任・公共性・資本主義 / 大澤真幸著 岩波書店 2F一般書架 361/ｵｵ 貸出可

社会保障論 / 石田成則, 山本克也編著 ミネルヴァ書房 人間福祉 364/ｲｼ 貸出可

社会保障 / 埋橋孝文, 大塩まゆみ編著 ミネルヴァ書房 人間福祉 364/ｳｽﾞ 貸出可

福祉国家を捉えなおす : 社会保障の可能性と限界 / 佐々木寿美著 ミネルヴァ書房 人間福祉 364/ｻｻ 貸出可

社会保障制度指さしガイド : 図解説明でそのまま使える! : 2018年度版 / いとう総研編集 ; 伊東利洋執筆 日総研出版 人間福祉 364/ｼﾔ 貸出可

発達障害の人が就職したくなる会社 / 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 人間福祉 366.28/ﾐﾔ/2 貸出可

発達障害の人の「私たちの就活」 / 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 人間福祉 366.28/ﾐﾔ/3 貸出可

新　着　図　書　案　内
10月（2018年度）



女性情報 : 切り抜き情報誌 390 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/390 貸出可

男女共同参画白書 / 総理府編 平成29年 大蔵省印刷局 参考図書架 367.2/ﾅｲ/2017 禁帯出

子ども・若者白書 / 内閣府編 平成29年版 中和印刷 参考図書架 367.6/ﾅｲ/2017 禁帯出

介護福祉用語和英・英和辞典 / 澤田如, 住居広士著 中央法規出版 参考図書架 369.033/ｻﾜ 禁帯出

多職種連携の技術 (アート) : 地域生活支援のための理論と実践 / 野中猛, 野中ケアマネジメント研究会著 中央法規出版 人間福祉 369.16 貸出可

Question bank介護福祉士国家試験問題解説 / 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 人間福祉 369.17/ｲﾘ 貸出可

図でわかる!重要ポイント88 : 介護福祉士国家試験対策 / 木村久枝監修 日本医療企画 人間福祉 369.17/ｷﾑ 貸出可

福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト / 東京商工会議所編 東京商工会議所検定センター 人間福祉 369.17/ﾄｳ 貸出可

「生活保護法」から「生活保障法」へ : これがホントの生活保護改革 / 生活保護問題対策全国会議編 明石書店 人間福祉 369.2/ｾｲ 貸出可

回想アクティビティハンドブック / バーニー・アリゴ, 梅本充子, 中島朱美著 すぴか書房 人間福祉 369.26/ｱﾘ 貸出可

介護福祉士がすすめる多職種連携/ 日本介護福祉士会編集 中央法規出版 人間福祉 369.26/ｺｳ 貸出可

認知症のある人のケアプラン作成のポイント : 在宅・グループホーム・施設の事例をもとに / 白澤政和編著 ワールドプランニング 人間福祉 369.26/ｼﾗ 貸出可

介護基礎学 : 高齢者自立支援の理論と実践 / 竹内孝仁著 医歯薬出版 人間福祉 369.26/ﾀｹ 貸出可

よくわかる介護記録の書き方 / 富川雅美著 メヂカルフレンド社 人間福祉 369.26/ﾄﾐ 貸出可

介護記録の書き方・読み方・活かし方 / Uビジョン研究所編集 ; 本間郁子, 高橋好美, 飯村史恵著 中央法規出版 人間福祉 369.26/ﾎﾝ 貸出可

多職種連携から統合へ向かう地域包括ケア / 宮下公美子著 メディカ出版 人間福祉 369.26/ﾐﾔ 貸出可

トラブル対策編  介護リスクマネジメント : 完全図解 / 山田滋著 ; 東田勉編集協力 トラブル対策編 講談社 人間福祉 369.26/ﾔﾏ 貸出可

家族のためのユマニチュード  / イヴ・ジネスト, ロゼット・マレスコッティ, 本田美和子著 誠文堂新光社 人間福祉 369.261/ｼﾞﾈ 貸出可

介護レク広場.book : 介護レクで必要なのは指導力より「支援力」 中央法規出版株式会社 人間福祉 369.263/ｶｲ 貸出可

もしあなたが「看取りケア」をすることになったら / 諏訪免典子著 ぱる出版 人間福祉 369.263/ｽﾜ 貸出可

マンガでわかる介護リーダーのしごと / 三好貴之著 ; 國廣幸亜マンガ 中央法規出版 人間福祉 369.263/ﾐﾖ 貸出可

障害のある人の支援計画 : 望む暮らしを実現する個別支援計画の作成と運用 / 谷口明広 [ほか] 著 中央法規出版 人間福祉 369.27/ﾀﾆ 貸出可

障害者白書 / 総理府編 平成29年版 大蔵省印刷局 参考図書架 369.27/ﾅｲ/2017 禁帯出

ソーシャルワークプロセスにおける思考過程 / 田村綾子編著 ; 上田幸輝 [ほか] 著 中央法規出版 人間福祉 369.28/ﾀﾑ/1 貸出可

ソーシャルワークの面接技術と記録の思考過程 / 田村綾子編著 ; 上田幸輝 [ほか] 著 中央法規出版 人間福祉 369.28/ﾀﾑ/2 貸出可

「社会による子育て」実践ハンドブック : 教育・福祉・地域で支える子どもの育ち / 森茂起編著 岩崎学術出版社 2F一般書架 369.4/ﾓﾘ 貸出可

子ども家庭福祉論 / 山縣文治著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 369.4/ﾔﾏ 貸出可

障害のある子の支援計画作成事例集 / 日本相談支援専門員協会編集 中央法規出版 2F一般書架 369.49/ﾆﾎ 貸出可

医療福祉学総論 / 星野政明, 岩瀬敏, 土田耕司編集 金芳堂 人間福祉 369.9/ﾋﾉ 貸出可

共助・公助に頼らない地域包括ケア時代の互助の築き方 / 医療と介護next編集室編 メディカ出版 人間福祉 369/ｲﾘ 貸出可

新社会福祉とは何か / 大久保秀子著 中央法規出版 人間福祉 369/ｵｵ 貸出可

「よくする介護」を実践するためのICFの理解と活用 : 目標指向的介護に立って / 大川弥生著 中央法規出版 人間福祉 369/ｵｵ 貸出可

あらゆる状況に対応できるシンプル身体介助術 / 岡田慎一郎著 医学書院 人間福祉 369/ｵｶ 貸出可

動作の"なぜ"がわかる基礎介護技術 / 前川美智子著 中央法規出版 人間福祉 369/ﾏｴ 貸出可

介護福祉学概論 : 地域包括ケアの構築に向けて / 松田美智子, 北垣智基, 南彩子, 鴻上圭太, 藤本文朗編著 クリエイツかもがわ 人間福祉 369/ﾏﾂ 貸出可



介護職のための喀痰吸引・経管栄養ビジュアルガイド / 渡辺裕美編著 ; 藤澤雅子, 秋山恵美子, 大牟田佳織著 メディカ出版 人間福祉 369/ﾜﾀ 貸出可

文部科学白書 / 文部科学省編 平成27年度 財務省印刷局 参考図書架 373.2/ﾓﾝ/2015 禁帯出

学校における自殺予防教育プログラムGRIP (グリップ) / 川野健治, 勝又陽太郎編 新曜社 子ども教育・保育 374.97/ｶﾜ 貸出可

保育白書 / 全国保育団体合同研究集会実行委員会編集 2017 草土文化 参考図書架 376.1/ｾﾞﾝ/2017 禁帯出

各教科等を合わせた指導 ガイドブック : 生活単元学習・作業学習の進め方Ｑ＆Ａ / 子ども主体の教育研究会編 K&H 子ども教育・保育 378/ｺﾄﾞ 貸出可

ニーズに取り組む個への教育支援づくり /  千葉大学教育学部附属養護学校著 K&H 子ども教育・保育 378/ﾁﾊﾞ 貸出可

諸外国の生涯学習 : アメリカ合衆国, イギリス, フランス, ドイツ, 中国, 韓国 / 文部科学省生涯学習政策局 [編] 明石書店 参考図書架 379/ﾓﾝ 禁帯出

世間話研究 / 世間話研究会 [編] 26 世間話研究会 2F一般書架 380/ｾｹ/26 貸出可

岩波ブックレット 987  辺野古に基地はつくれない / 山城博治, 北上田毅著 岩波書店 ブックレット架 395.39/ｲﾜ 貸出可

自然科学 死を前にした人にあなたは何ができますか? / 小澤竹俊著 医学書院 人間福祉 490.14/ｵｻﾞ 貸出可

摂食嚥下ビジュアルリハビリテーション / 稲川利光編集 学研メディカル秀潤社 人間福祉 491.343/ｲﾅ 貸出可

口から食べる幸せをサポートする包括的スキル : KTバランスチャートの活用と支援 / 小山珠美編 医学書院 人間福祉 491.343/ｺﾔ 貸出可

今日からできる高齢者の誤嚥性肺炎予防 / 東嶋美佐子, 渡辺展江著 医歯薬出版 人間福祉 491.343/ﾋｶﾞ 貸出可

老化と摂食嚥下障害 / 藤本篤士, 糸田昌隆, 葛谷雅文, 若林秀隆編著 医歯薬出版 人間福祉 491.343/ﾌｼﾞ 貸出可

解剖生理学 / 坂井建雄, 岡田隆夫 [著] 医学書院 人間福祉 492.9/ｹｲ/専基1 貸出可

領域別看護過程展開ガイド : 実習記録の書き方がわかる! : 成人老年小児母性精神 / 任和子編著 照林社 人間福祉 492.9/ﾆﾝ 貸出可

病院からはじまる在宅看取りケア/ 福井小紀子編著 メヂカルフレンド社 人間福祉 492.9/ﾌｸ 貸出可

看取りケアプラクティス×エビデンス : 今日から活かせる72のエッセンス / 宮下光令, 林ゑり子編集 南江堂 人間福祉 492.9/ﾐﾔ 貸出可

看護実践にいかすエンド・オブ・ライフケア / 長江弘子編 日本看護協会出版会 人間福祉 492.918/ﾅｶﾞ 貸出可

ナースのための摂食・嚥下障害ガイドブック / 藤島一郎, 藤森まり子, 北條京子編著 中央法規出版 人間福祉 492.926/ﾌｼﾞ 貸出可

生活機能からみた老年看護過程+病態・生活機能関連図 / 山田律子 [ほか] 編集 医学書院 人間福祉 492.929/ﾔﾏ 貸出可

認知症のある患者さんのアセスメントとケア : 看護師のための / 六角僚子, 種市ひろみ, 本間昭監修 ナツメ社 人間福祉 492.929/ﾛﾂ 貸出可

看護職としての社会人基礎力の育て方/ 箕浦とき子, 高橋恵編 日本看護協会出版会 人間福祉 492.984/ﾐﾉ 貸出可

はじめてのタクティールケア : 手で"触れて"痛み・苦しみを緩和する / 木本明恵総監修 日本看護協会出版会 人間福祉 492/ｷﾓ 貸出可

介護現場で活かすフィジカルアセスメント : 利用者の生命と生活を支える知識と技術 / 大澤智恵子著 中央法規出版 人間福祉 493.185/ｵｵ 貸出可

イラストでわかる高齢者のからだと病気 / 杉山孝博著 中央法規出版 人間福祉 493.185/ｽｷﾞ 貸出可

転倒予防白書 /  武藤芳照, 鈴木みずえ, 原田敦編 日本医事新報社 人間福祉 493.185/ﾆﾎ 貸出可

こころの苦しみへの理解 : トータルメンタルヘルスガイドブック / シドニー・ブロック著 ; 竹島正監訳 中央法規出版 2F一般書架 493.7/ﾌﾞﾛ 貸出可

一般病棟の認知症患者「こんなときどうする?」 / 内田陽子編著 照林社 人間福祉 493.758/ｳﾁ 貸出可

認知症ケアの手引き : 多職種チームで取り組む / 鈴木みずえ編集 日本看護協会出版会 人間福祉 493.758/ｽｽﾞ 貸出可

認知症イメージングテキスト : 画像と病理から見た疾患のメカニズム / 冨本秀和 [ほか] 編集 医学書院 人間福祉 493.758/ﾄﾐ 貸出可

認知症者の転倒予防とリスクマネジメント : 病院・施設・在宅でのケア / 武藤芳照, 原田敦, 鈴木みずえ編著 日本医事新報社 人間福祉 493.758/ﾆﾎ 貸出可

認知症患者さんの病態別食支援 : 安全に最期まで食べるための道標 / 野原幹司著 メディカ出版 人間福祉 493.758/ﾉﾊ 貸出可

BPSD初期対応ガイドライン/精神症状・行動異常(BPSD)を示す認知症患者の初期対応の指針作成研究班著 ライフ・サイエンス 人間福祉 493.758/ﾊﾂ 貸出可

高齢期における認知症のある人の生活と作業療法 / 守口恭子著 三輪書店 人間福祉 493.758/ﾓﾘ 貸出可



ダウン症のすべて / 諏訪まゆみ編著 中外医学社 2F一般書架 493.94/ｽﾜ 貸出可

歯科がかかわる地域包括ケアシステム入門 / 市川哲雄, 白山靖彦編 医歯薬出版 人間福祉 497.9/ｲﾁ 貸出可

介護に役立つ口腔ケアの実際 : 用具選びからケアのポイントまで / 大泉恵美 [ほか] 編著 中央法規出版 人間福祉 497.9/ｵｵ 貸出可

私は,どこで生き…どこで死んでゆくのか? : "超超"高齢社会におけるEnd of Lifeとは… / 渡辺正樹著 ワールドプランニング 人間福祉 498.04/ﾜﾀ 貸出可

在宅医療・介護における感染管理ハンドブック / 高橋峰子, 鈴木高弘編集 宇宙堂八木書店 人間福祉 498.6/ｼﾒ 貸出可

地域に根ざした医療の創り方 : 地域包括ケア時代の : 「患者を生活に戻す」入退院支援! / 櫃本真聿著 日総研出版 人間福祉 498/ﾋﾂ 貸出可

ラーニングシリーズIP(インタープロフェッショナル) : IPの基本と原則 / 藤井博之編著 協同医書出版社 人間福祉 498/ﾗﾆ/1 貸出可

ラーニングシリーズIP(インタープロフェッショナル) :教育現場でIPを実践し学ぶ / 矢谷令子編著 協同医書出版社 人間福祉 498/ﾗﾆ/2 貸出可

ラーニングシリーズIP(インタープロフェッショナル) : 連携を学びはじめる人のためのIP入門 / 大嶋伸雄編著 協同医書出版社 人間福祉 498/ﾗﾆ/3 貸出可

ラーニングシリーズIP(インタープロフェッショナル) : 臨床現場でIPを実践し学ぶ / 藤井博之編著 協同医書出版社 人間福祉 498/ﾗﾆ/4 貸出可

ラーニングシリーズIP(インタープロフェッショナル) : 対人援助の臨床から学ぶIP / 吉浦輪著 協同医書出版社 人間福祉 498/ﾗﾆ/5 貸出可

技術 環境白書/循環型社会白書/生物多様性白書 / 環境省編 2016  日経印刷 参考図書架 519.1/ｶﾝ/2016 禁帯出

環境白書/循環型社会白書/生物多様性白書 / 環境省編 2017 日経印刷 参考図書架 519.1/ｶﾝ/2017 禁帯出

産業 食料・農業・農村白書 / 農林水産省編 平成29年版  食料・農業・農村白書 / 農林水産省編 農林統計協会 参考図書架 610.59/ﾉｳ/2017 禁帯出

岩波ブックレット 988  地域の食をブランドにする! : 食のテキストを作ろう / 金丸弘美著 岩波書店 ブックレット架 611.4/ｲﾜ 貸出可

観光白書 / 総理府編 2018 大蔵省印刷局 参考図書架 689/ｶﾝ/2018 禁帯出

芸術 図解日本音楽史 / 田中健次著 東京堂出版 2F一般書架 762.1/ﾀﾅ 貸出可

唱歌大事典 / 江崎公子, 澤崎眞彦編 東京堂出版 2F一般書架 767.7/ｴｻﾞ 禁帯出

闘争の倫理 : スポーツの本源を問う / 大西鐵之祐著 鉄筆 2F一般書架 780.4/ｵｵ 貸出可

言語 日本のことばシリーズ 33  岡山県のことば / 吉田則夫編 ; 平山輝男 [ほか] 編集委員 明治書院 1F一般書架 810.8/ﾆﾎ/33 貸出可

聞いてわかる介護の山形ことば 東北文教大学短期大学部 指定図書架 818/ｺﾞﾄ/後藤典子 貸出可

山形ことばを学ぼう 山形地域語研究会 指定図書架 818/ﾔﾏ/後藤典子 貸出可

文学 川端文学への視界 / 川端文学研究会編 年報2018(33) 教育出版センター コンパックル 910.268/ｶﾜ/2018 貸出可

歌集小さな抵抗 : 殺戮を拒んだ日本兵 / 渡部良三著 岩波書店 指定図書架 911.168/ｶｼ/1八木文明 貸出可

『歌集 小さな抵抗』を読み、伝える : ある学徒兵の魂の叫び 葉っぱ塾 八木文明 指定図書架 911.168/ｶｼ/2八木文明 貸出可

大江健三郎全小説 / 大江健三郎著 1 講談社 コンパックル 913.68/ｵｵ/1 貸出可

大江健三郎全小説 / 大江健三郎著 3 講談社 コンパックル 913.68/ｵｵ/3 貸出可

大江健三郎全小説 / 大江健三郎著 5 講談社 コンパックル 913.68/ｵｵ/5 貸出可

大江健三郎全小説 / 大江健三郎著 7 講談社 コンパックル 913.68/ｵｵ/7 貸出可

「新編」日本女性文学全集 / 渡邊澄子編集 6 菁柿堂 コンパックル 918.6/ｲﾜ/6 貸出可

絵本 うさぎちゃんとゆきだるま / あいはらひろゆき文 ; あだちなみ絵 教育画劇 絵本・児童図書架 E/ｱｲ 貸出可

ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう / キヨノサチコ作・絵 偕成社 絵本・児童図書架 E/ｷﾖ 貸出可

ノンタンおばけむらめいろ / キヨノサチコ作・絵 偕成社 絵本・児童図書架 E/ｷﾖ 貸出可

ノンタンこちょこちょこちょ / キヨノ サチコ作・絵 偕成社 絵本・児童図書架 E/ｷﾖ 貸出可

ノンタンスプーンたんたんたん / キヨノサチコ作・絵 偕成社 絵本・児童図書架 E/ｷﾖ 貸出可



ノンタンでかでかありがとう / キヨノサチコ作・絵 偕成社 絵本・児童図書架 E/ｷﾖ 貸出可

ノンタンのたんじょうび / キヨノサチコ作・絵 偕成社 絵本・児童図書架 E/ｷﾖ 貸出可

ノンタンピクニックららら / キヨノサチコ作・絵 偕成社 絵本・児童図書架 E/ｷﾖ 貸出可

ノンタンふわふわタータン / キヨノサチコ作・絵 偕成社 絵本・児童図書架 E/ｷﾖ 貸出可

おにはそと / せなけいこ作・絵 金の星社 絵本・児童図書架 E/ｾﾅ 貸出可

さんかくサンタ / tupera tuperaさく 絵本館 絵本・児童図書架 E/ﾂﾍﾟ 貸出可

あけましておめでとう / 中川ひろたか文 ; 村上康成絵 童心社 絵本・児童図書架 E/ﾅｶ 貸出可

おにはうち! / 中川ひろたか文 ; 村上康成絵 童心社 絵本・児童図書架 E/ﾅｶ 貸出可

おしょうがつさんどんどこどん / 長野ヒデ子作・絵 世界文化社 絵本・児童図書架 E/ﾅｶﾞ 貸出可

クリスマスおめでとう / ひぐちみちこ作 こぐま社 絵本・児童図書架 E/ﾋｸﾞ 貸出可

郷土 寒河江市史編纂叢書 : 日田村関係資料 / 寒河江市史編纂委員会編集 寒河江市教育委員会 郷土資料室 Y262.1/ｻｶﾞ/87 貸出可

視聴覚 月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2018年9月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2018-9 禁帯出


