
書名 出版者名 配架先 NDC 貸出区分

総記 混合研究法の基礎/ チャールズ・テッドリー, アッバス・タシャコリ著 西村書店東京出版編集部 2F一般書架 002.7/ﾁﾔ 貸出可

質的研究のための理論入門 / プシュカラ・プラサド著 ; 町惠理子 [ほか] 訳 ナカニシヤ出版 2F一般書架 002.7/ﾌﾟﾗ 貸出可

JLA図書館情報学テキストシリーズ 3/ 塩見昇 [ほか] 編集 8 日本図書館協会 2F一般書架 010.8/JL/3-8新 貸出可

書誌年鑑 / 朝倉治彦, 深井人詩共編 2018 日外アソシエーツ 参考図書架 020.59/ｼﾖ/2018 禁帯出

朝日新聞縮刷版 2018年10月(1168) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2018-10 禁帯出

哲学 感覚・知覚心理学 / 行場次朗編集 北大路書房 2F一般書架 140.8/ｼﾘ/1 貸出可

愛着行動 / J. ボウルビィ [著] ; 黒田実郎 [ほか] 訳 岩崎学術出版社 2F一般書架 143.2/ﾎﾞｳ/1 貸出可

分離不安 / J. ボウルビィ [著] ; 黒田実郎, 岡田洋子, 吉田恒子訳 岩崎学術出版社 2F一般書架 143.2/ﾎﾞｳ/2 貸出可

対象喪失 / J. ボウルビィ著 ; 黒田実郎 [ほか] 訳 岩崎学術出版社 2F一般書架 143.2/ﾎﾞｳ/3 貸出可

自由であり続けるために20代で捨てるべき50のこと / 四角大輔著 サンクチュアリ出版 2F一般書架 159.7/ﾖｽ 貸出可

入社1年目からの仕事の流儀 / 柴田励司著 大和書房 2F一般書架 159/ｼﾊﾞ 貸出可

歴史 小学館版学習まんが世界の歴史1:メソポタミアとエジプト 小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/1 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史2:ギリシアとヘレニズム 小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/2 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史3: ローマ 小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/3 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史4:古代中国① 小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/4 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史5:古代中国② 小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/5 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史6:中世ヨーロッパ 小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/6 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史7:近世ヨーロッパ 小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/7 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史8:モンゴルと中国 小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/8 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史9:絶対王政 小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/9 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史10:イギリスとフランスの革命 小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/10 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史11:ナポレオンとつづく革命 小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/11 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史12:産業革命とアメリカの独立 小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/12 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史13:イタリアとドイツの統一 小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/13 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史14:ゆれる中国 小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/14 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史15:第一次世界大戦とロシア革命 小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/15 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史16:第二次世界大戦 小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/16 貸出可

新　着　図　書　案　内
12月（2018年度）



小学館版学習まんが世界の歴史17:冷戦と超大国 小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/17 貸出可

ミネルヴァ日本評伝選  五代友厚 : 富国強兵は「地球上の道理」 / 田付茉莉子著 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(2) 明文書房 2F一般書架 304/ﾒｲ/18-4-6 貸出可

現代文化論 : 新しい人文知とは何か / 吉見俊哉著 有斐閣 2F一般書架 361.5/ﾖｼ 貸出可

質的研究のためのエスノグラフィーと観察 / マイケル・アングロシーノ著 新曜社 2F一般書架 361.9/ｱﾝ 貸出可

質的研究入門 : 「人間の科学」のための方法論 / ウヴェ・フリック著 春秋社 2F一般書架 361.9/ﾌﾘ 貸出可

アメリカの財政と福祉国家 3  アメリカの年金と医療 / 渋谷博史, 中浜隆編 日本経済評論社 2F一般書架 364.6/ｱﾒ/3 貸出可

アメリカの財政と福祉国家 4  アメリカの貧困と福祉 / 渋谷博史, C.ウェザーズ編 日本経済評論社 2F一般書架 364.6/ｱﾒ/4 貸出可

アメリカの財政と福祉国家 7  アメリカの民間医療保険 / 中浜隆著 日本経済評論社 2F一般書架 364.6/ｱﾒ/7 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 392 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/392 貸出可

つながりから考える薬物依存症 / 岩室紳也, 松本俊彦, 安藤晴敏著 大修館書店 2F一般書架 368/ｲﾜ 貸出可

災害時における介護のボランティア入門 / 日本介護福祉士会編集 中央法規出版 人間福祉 369.1/ｺｳ 貸出可

認知症の人の「想い」からつくるケア:急性期病院編 / 井藤英喜監修 インターメディカ 人間福祉 369.26/ｲﾄ 貸出可

認知症の人の「想い」からつくるケア:在宅ケア・介護施設・療養型病院編 / 井藤英喜監修インターメディカ 人間福祉 369.26/ｲﾄ 貸出可

笑わせてなんぼのポジティブレクリエーション / 尾渡順子著 日総研出版 人間福祉 369.26/ｵﾜ 貸出可

よくわかる地域包括ケア / 隅田好美, 藤井博志, 黒田研二編著 ミネルヴァ書房 人間福祉 369.26/ｽﾐ 貸出可

イラストでわかる介護・福祉職のためのマナーと接遇 / 関根健夫, 杉山真知子著 中央法規出版 人間福祉 369.26/ｾｷ 貸出可

介護現場のクレーム・トラブル対応マニュアル / 高頭晃紀著 ぱる出版 人間福祉 369.26/ﾀｶ 貸出可

もっと介護力!シリーズ 1 介護トラブル対処法介護弁護士外岡流3つの掟 / 外岡潤著 メディカ出版 人間福祉 369.26/ﾓﾂ 貸出可

もっと介護力!シリーズ 2 介護職のための医療とのつきあいかた / 山川真理子編著 メディカ出版 人間福祉 369.26/ﾓﾂ 貸出可

もっと介護力!シリーズ 3  介護事業所に人が集まるPDCA仕事術 / 楠元睦巳著 メディカ出版 人間福祉 369.26/ﾓﾂ 貸出可

もっと介護力!シリーズ 4 なぜ?がわかる高齢者ケアの感染対策○と× / 大西尚子編著 メディカ出版 人間福祉 369.26/ﾓﾂ 貸出可

知的障害者の「親元からの自立」を実現する実践 / 森口弘美著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 369.28/ﾓﾘ 貸出可

大地震から認知症高齢者を守れ!! / 高橋恵子, 中村考一編著 ぱーそん書房 人間福祉 369.31/ﾀｶ 貸出可

日本の児童養護と養問研半世紀の歩み/ 全国児童養護問題研究会 福村出版 2F一般書架 369.4/ｾﾞﾝ 貸出可

はい。赤ちゃん相談室、田尻です。 / 田尻由貴子著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 369.41/ﾀｼﾞ 貸出可

ゆりかごにそっと / 蓮田太二著 方丈社 2F一般書架 369.41/ﾊｽ 貸出可

わたしたちの介護 : 介護を知るはじめの一歩/ 黒澤貞夫監修 日本医療企画 人間福祉 369/ｸﾛ 貸出可

新イラストによる安全な動作介助のてびき / 飛松好子編著 医歯薬出版 人間福祉 369/ﾄﾋﾞ 貸出可

介護の仕事は「聴く技術」が9割  / 中尾浩康著 ぱる出版 人間福祉 369/ﾅｶ 貸出可

世界の社会福祉年鑑 / 仲村優一, 阿部志郎, 一番ヶ瀬康子編集代表 2018 旬報社 参考図書架 369/ﾅｶ/2018 禁帯出



全国学校総覧 2019 東京教育研究所 参考図書架 370.35/ｾﾞﾝ/2019 禁帯出

教育研究のための質的研究法講座 / 関口靖広著 北大路書房 子ども教育・保育 370.7/ｾｷ 貸出可

教師と学生が知っておくべき教育動向 / 武田明典編著 北樹出版 子ども教育・保育 370/ﾀｹ 貸出可

道徳教育と愛国心 : 「道徳」の教科化にどう向き合うか / 大森直樹著 岩波書店 子ども教育・保育 371.6/ｵｵ 貸出可

教育実践データの統計分析 : 学校評価とよりよい実践のために / 奥村太一著 共立出版 子ども教育・保育 371.8/ｵｸ 貸出可

教育実践研究の方法 : SPSSとAmosを用いた統計分析入門 / 篠原正典著 ミネルヴァ書房 子ども教育・保育 371.8/ｼﾉ 貸出可

教育・心理系研究のためのデータ分析入門 / 平井明代編著 東京図書 子ども教育・保育 371.8/ﾋﾗ 貸出可

アメリカの教室に入ってみた / 赤木和重著 ひとなる書房 子ども教育・保育 372.53/ｱｶ 貸出可

小学生のための心のハーモニー ベスト!1  入学式・迎える会の歌 音楽之友社 子ども教育・保育 375.76/ｼﾖ/1 貸出可

小学生のための心のハーモニー ベスト!2  学級の歌 音楽之友社 子ども教育・保育 375.76/ｼﾖ/2 貸出可

小学生のための心のハーモニー ベスト!3  音楽集会・音楽朝会の歌 音楽之友社 子ども教育・保育 375.76/ｼﾖ/3 貸出可

小学生のための心のハーモニー ベスト!4  二分の一成人式の歌・感謝の歌 音楽之友社 子ども教育・保育 375.76/ｼﾖ/4 貸出可

小学生のための心のハーモニー ベスト!5  行事の歌 : 周年行事・学芸会・音楽会など 音楽之友社 子ども教育・保育 375.76/ｼﾖ/5 貸出可

小学生のための心のハーモニー ベスト!6  卒業式・送る会の歌 音楽之友社 子ども教育・保育 375.76/ｼﾖ/6 貸出可

小学生のための心のハーモニー ベスト!7  絆の歌 音楽之友社 子ども教育・保育 375.76/ｼﾖ/7 貸出可

小学生のための心のハーモニー ベスト!8  たのしい音楽会の歌 1 音楽之友社 子ども教育・保育 375.76/ｼﾖ/8 貸出可

小学生のための心のハーモニー ベスト!9  たのしい音楽会の歌 2 音楽之友社 子ども教育・保育 375.76/ｼﾖ/9 貸出可

小学生のための心のハーモニー ベスト!10  たのしい音楽会の歌 3 音楽之友社 子ども教育・保育 375.76/ｼﾖ/10 貸出可

マンガじんぐるじゃむっ : 保育の世界がまるっとわかる笑 / おおえだけいこ作 小学館 子ども教育・保育 376.1/ｵｵ 貸出可

0・1・2さい児の遊びとくらし : 発達のサインが見えるともっと楽しい 株式会社メイト 子ども教育・保育 376.1/ｽｽﾞ 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 2013 草土文化 参考図書架 376.1/ｾﾞﾝ/2013 禁帯出

保育士・幼稚園教諭のための保護者支援/ 永野典詞, 岸本元気著 風鳴舎 子ども教育・保育 376.1/ﾅｶﾞ 貸出可

保育士等キャリアアップ研修テキスト1  乳児保育 / 阿部和子編集 中央法規出版 子ども教育・保育 376.1/ﾎｲ/1 貸出可

保育士等キャリアアップ研修テキスト5  保健衛生・安全対策 / 秋山千枝子編集 中央法規出版 子ども教育・保育 376.1/ﾎｲ/5 貸出可

保育士等キャリアアップ研修テキスト7  マネジメント / 秋田喜代美, 那須信樹編集 中央法規出版 子ども教育・保育 376.1/ﾎｲ/7 貸出可

保護者の心をつかむ保育コミュニケーション力/ 西東桂子著 チャイルド本社 子ども教育・保育 376.14/ｻｲ 貸出可

進化する初年次教育 / 初年次教育学会編 世界思想社 子ども教育・保育 377.15/ｼﾖ 貸出可

シリーズ大学の教授法 1  授業設計 / 中島英博編著 玉川大学出版部 子ども教育・保育 377.15/ｼﾘ/1 貸出可

シリーズ大学の教授法 2  講義法 / 佐藤浩章編著 玉川大学出版部 子ども教育・保育 377.15/ｼﾘ/2 貸出可

シリーズ大学の教授法 4  学習評価 / 中島英博編著 玉川大学出版部 子ども教育・保育 377.15/ｼﾘ/4 貸出可

シリーズ大学の教授法 5  研究指導 / 近田政博編著 玉川大学出版部 子ども教育・保育 377.15/ｼﾘ/5 貸出可



ディープ・アクティブラーニング/ 松下佳代, 京都大学高等教育研究開発推進センター編著勁草書房 子ども教育・保育 377.15/ﾏﾂ 貸出可

短期大学教育の新たな地平 / 安部恵美子, 南里悦史編著 北樹出版 子ども教育・保育 377.3/ｱﾍﾞ 貸出可

自然科学 理科年表 / 東京天文台編纂 2019 丸善 参考図書架 403/ｺｸ/2019 禁帯出

小学校6年分の算数が教えられるほどよくわかる : なぜ?を解決! / 小杉拓也著 ベレ出版 2F一般書架 410/ｺｽ 貸出可

中学校3年分の数学が教えられるほどよくわかる : なぜ?を解決! / 小杉拓也著 ベレ出版 2F一般書架 410/ｺｽ 貸出可

語りかける中学数学 / 高橋一雄著 ベレ出版 2F一般書架 410/ﾀｶ 貸出可

数I編  語りかける高校数学 / 高橋一雄著 数I編 ベレ出版 2F一般書架 410/ﾀｶ/数Ⅰ 貸出可

数II編  語りかける高校数学 / 高橋一雄著 数II編 ベレ出版 2F一般書架 410/ﾀｶ/数Ⅱ 貸出可

意味がわかる線形代数 : まずはこの一冊から / 石井俊全著 ベレ出版 2F一般書架 411.3/ｲｼ 貸出可

意味がわかる統計学 : まずはこの一冊から / 石井俊全著 ベレ出版 2F一般書架 417.6/ｲｼ 貸出可

SPSSとAmosによる心理・調査データ解析/ 小塩真司著 東京図書 2F一般書架 417/ｵｼ 貸出可

意味がわかる統計解析 : まずはこの一冊から / 涌井貞美著 ベレ出版 2F一般書架 417/ﾜｸ 貸出可

秋と冬の花  野の花えほん / 前田まゆみ作 秋と冬の花 あすなろ書房 2F一般書架 479.038/ﾏｴ/秋冬 貸出可

春と夏の花  野の花えほん / 前田まゆみ作 春と夏の花 あすなろ書房 2F一般書架 479.038/ﾏｴ/春夏 貸出可

昆虫のかいかたそだてかた / 三枝博幸文 ; 松原巌樹絵 岩崎書店 2F一般書架 480.76/ｻｲ 貸出可

ざんねんないきもの事典/ 今泉忠明監修 ; 下間文恵, 徳永明子, かわむらふゆみ絵 高橋書店 2F一般書架 480/ｲﾏ 貸出可

わけあって絶滅しました。/ 丸山貴史著 ; サトウマサノリ, ウエタケヨーコ絵 ダイヤモンド社 2F一般書架 482/ｲﾏ 貸出可

摂食嚥下の機能解剖 : 基本のきほん / 阿部伸一著 医歯薬出版 人間福祉 491.343/ｱﾍﾞ 貸出可

高齢者の摂食嚥下サポート/ 若林秀隆編著 新興医学出版社 人間福祉 491.343/ﾜｶ 貸出可

在宅・施設での看取りのケア/ 宮崎和加子, 竹森志穂, 伊藤智恵子, 樋川牧著 日本看護協会出版会 人間福祉 492.9/ﾐﾔ 貸出可

転倒・転落予防のベストプラクティス : ベッドサイドですぐにできる! / 鈴木みずえ編集 南江堂 人間福祉 492.9318/ｽｽﾞ 貸出可

写真でわかる高齢者ケアアドバンス/ 古田愛子監修 インターメディカ 人間福祉 492.9318/ﾌﾙ 貸出可

Q&Aと症例でわかる!摂食・嚥下障害ケア / 藤島一郎 [ほか] 編集 羊土社 人間福祉 492.9373/ﾌｼﾞ 貸出可

依存症家族の困りごと : 解決＆支援マニュアル ASK 2F一般書架 493.15/ｲﾏ 貸出可

本当に怖い!薬物依存がわかる本 / 西勝英著 西村書店 2F一般書架 493.155/ﾆｼ 貸出可

多職種で取り組む転倒予防チームはこう作る! / 武藤芳照, 鈴木みずえ, 饗場郁子編著 新興医学出版社 人間福祉 493.18/ﾆﾎ 貸出可

図解老人の取扱説明書 / 平松類著 SBクリエイティブ 人間福祉 493.18/ﾋﾗ 貸出可

エピソードで学ぶ転倒予防78 / 山田実編 文光堂 人間福祉 493.185/ﾔﾏ 貸出可

精神医学は対人関係論である / H.S.サリヴァン [著] ; 中井久夫 [ほか] 共訳 みすず書房 2F一般書架 493.7/ｻﾘ 貸出可

Q&Aでわかる回想法ハンドブック/ 野村豊子編集代表 中央法規出版 人間福祉 493.72/ﾉﾑ 貸出可

認知症・超高齢者の看取りケア実践 / 島田千穂, 伊東美緒著 日総研出版 人間福祉 493.75/ｼﾏ 貸出可



認知症予防のための回想法 : 看護・介護に活かすアプローチ / 鈴木正典編著 日本看護協会出版会 人間福祉 493.75/ｽｽﾞ 貸出可

アルツハイマー病真実と終焉 / デール・ブレデセン著 ; 山口茜訳 ソシム 人間福祉 493.75/ﾃﾞﾙ 貸出可

認知症の人と家族のための「地元で暮らす」ガイドブックQ&A/ Dカフェnet著 メディカ出版 人間福祉 493.75/ﾆｲ 貸出可

認知症の本人・家族の困りごとを解決する医療・介護連携の秘訣/ 山口晴保, 山口智晴編協同医書出版社 人間福祉 493.75/ﾔﾏ 貸出可

必携児童精神医学 / R.グッドマン, S.スコット著 ; 氏家武, 原田謙, 吉田敬子監訳 岩崎学術出版社 2F一般書架 493.937/ｸﾞﾂ 貸出可

介護・介助の基本スキル : 高齢者の歯科診療はじめの一歩 / 内藤徹 [ほか] 著 医歯薬出版 人間福祉 497.2/ﾅｲ 貸出可

バースコントロール・終末期医療の倫理と患者の権利 / 李啓充著 医学書院 2F一般書架 498.0253/ﾘｹ 貸出可

地域医療と暮らしのゆくえ : 超高齢社会をともに生きる / 高山義浩著 医学書院 人間福祉 498.04/ﾀｶ 貸出可

アメリカの医療保障と地域 / 櫻井潤著 日本経済評論社 2F一般書架 498.13/ｻｸ 貸出可

アメリカの医療保障 : グローバル化と企業保障のゆくえ / 長谷川千春著 昭和堂 2F一般書架 498.13/ﾊｾ 貸出可

アメリカ医療制度の政治史 : 20世紀の経験とオバマケア / 山岸敬和著 名古屋大学出版会 2F一般書架 498.13/ﾔﾏ 貸出可

地域における多機能型精神科診療所実践マニュアル/ 大嶋正浩編著 金剛出版 人間福祉 498.16/ ｵｵ 貸出可

「はたらく」を支える!女性のメンタルヘルス / 丸山総一郎編著 南山堂 2F一般書架 498.8/ﾏﾙ 貸出可

つながる・ささえる・つくりだす在宅現場の地域包括ケア / 秋山正子著 医学書院 人間福祉 498/ｱｷ 貸出可

地域包括ケアシステムの構築に「看護」はどう関わるか : 多職種連携の“要"となる! 日本看護協会出版会 人間福祉 498/ﾆﾎ 貸出可

産業 やさいのうえかたそだてかた / 小宮山洋夫文・絵 岩崎書店 2F一般書架 626/ｺﾐ 貸出可

観光白書 / 総理府編 2017 大蔵省印刷局 参考図書架 689/ｶﾝ/2017 禁帯出

言語 つたえるエッセイ : 心にとどく文章の書き方 / 重里徹也, 助川幸逸郎著 新泉社 1F一般書架 816/ｼｹﾞ 貸出可

大人のための国語ゼミ / 野矢茂樹著 筑摩書房 1F一般書架 816/ﾉﾔ 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秋194 原書房 英文書架 837.4/ｱｻ/2018/秋 貸出可

文学 思い出が消えないうちに / 川口俊和著 サンマーク出版 1F一般書架 913.6/ｶﾜ 貸出可

スマホを落としただけなのに / 志駕晃著 宝島社 1F一般書架 913.6/ｼｶﾞ 貸出可

大江健三郎全小説 / 大江健三郎著 4 講談社 コンパックル 913.68/ｵｵ/4 貸出可

絵本 げんきにおよげこいのぼり / 今関信子作 ; 福田岩緒絵 教育画劇 絵本・児童図書架 E/ｲﾏ 貸出可

あかずきんちゃん 出版ワークス 絵本・児童図書架 E/ｶﾄ 貸出可

あこがれのチュチュ / カトウシンジ著 出版ワークス 絵本・児童図書架 E/ｶﾄ 貸出可

ポケットいっぱい 出版ワークス 絵本・児童図書架 E/ｶﾄ 貸出可

てんからのおくりもの / かなざわまゆこ作 出版ワークス 絵本・児童図書架 E/ｶﾅ 貸出可

ぼくぱぐ / かなざわまゆこ作 出版ワークス 絵本・児童図書架 E/ｶﾅ 貸出可

ポワン = Un Point / かなざわまゆこ作 出版ワークス 絵本・児童図書架 E/ｶﾅ 貸出可

ぜったいにおしちゃダメ? / ビル・コッターさく サンクチュアリ出版 絵本・児童図書架 E/ｺﾂ 貸出可



まほうの絵本屋さん 出版ワークス 絵本・児童図書架 E/ｺﾃﾞ 貸出可

ちいさいサンパン 出版ワークス 絵本・児童図書架 E/ｺﾊ 貸出可

ひなまつりにおひなさまをかざるわけ / 瀬尾七重作 ; 岡本順絵 教育画劇 絵本・児童図書架 E/ｾｵ 貸出可

ぼくのさがしもの 出版ワークス 絵本・児童図書架 E/ﾀｹ 貸出可

おばけだじょ / tupera tuperaさく 学研教育出版 絵本・児童図書架 E/ﾂﾍﾟ 貸出可

ハロウィーンってなぁに? / クリステル・デモワノー作 ; 中島さおり訳 主婦の友社 絵本・児童図書架 E/ﾃﾞﾓ 貸出可

おつきみうさぎ / 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

七五三だよ一・二・三 / 長野ヒデ子作・絵 佼成出版社 絵本・児童図書架 E/ﾅｶﾞ 貸出可

たなばたさまきららきらら / 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

10ぴきのかえるのたなばたまつり / 間所ひさこさく ; 仲川道子え PHP研究所 絵本・児童図書架 E/ﾏﾄﾞ 貸出可

あかいふうせん = My Red Balloon / 山田和明作・絵 出版ワークス 絵本・児童図書架 E/ﾔﾏ 貸出可

視聴覚 月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2018年11月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2018-11禁帯出

郷土 虹が丘 / 井上時子著 井上時子 郷土資料室 Y911.168/ｲﾉ 貸出可




