
書名/著者名 出版者名 配架先 NDC 貸出区分
総記 初学者のための質的研究26の教え / 中嶌洋著 医学書院 2F一般書架 002.7/ﾅｶ 貸出可

やってみようテキストマイニング / 牛澤賢二著 朝倉書店 2F一般書架 007.6/ｳｼ 貸出可

ワード・エクセル実践活用法 : コンピュータリテラシー / 中西宏文著 学術図書出版社 ビジネス実務 007.6/ﾅｶ 貸出可

よくわかるMicrosoft Word 2016&Microsoft Excel 2016&Microsoft PowerPoint 2016 / 富士通エフ・オー・エム株式会社著制作 FOM出版 ビジネス実務 007.6/ﾌｼﾞ 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 1(五訂版)  図書館概論 / 塩見昇編著 日本図書館協会 2F一般書架 010.8/JL/3-1五 貸出可

絵本の庭へ / 東京子ども図書館編 東京子ども図書館 2F一般書架 028.09/ﾄｳ/1 貸出可

朝日新聞縮刷版 2018年11月(1169) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2018-11 禁帯出

岩波新書 1751  フランス現代史 / 小田中直樹著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1751 貸出可

岩波新書 1752  保育の自由 / 近藤幹生著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1752 貸出可

岩波新書 1753  物流危機は終わらない : 暮らしを支える労働のゆくえ / 首藤若菜著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1753 貸出可

岩波新書 1754  平成の藝談 : 歌舞伎の真髄にふれる / 犬丸治著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1754 貸出可

東洋文庫 893  大清律刑律 : 伝統中国の法的思考 / [沈之奇撰] ; 谷井俊仁, 谷井陽子訳解 平凡社 2F一般書架 081/ﾄｳ/893 貸出可

哲学 複線径路等至性アプローチを活用する / 安田裕子 [ほか] 編 新曜社 2F一般書架 140.7/ﾔｽ/実践編 貸出可

複線径路等至性アプローチの基礎を学ぶ / 安田裕子 [ほか] 編 新曜社 2F一般書架 140.7/ﾔｽ/理論編 貸出可

学習心理学 / 中條和光編集 北大路書房 2F一般書架 140.8/ｼﾘ/4 貸出可

高齢者心理学 / 佐藤眞一編集 北大路書房 2F一般書架 140.8/ｼﾘ/6 貸出可

歴史 スペイン内戦(一九三六〜三九)と現在 / 川成洋, 渡辺雅哉, 久保隆編 ぱる出版 2F一般書架 236.07/ｶﾜ 貸出可

社会科学 ナラティヴ・アプローチ / 野口裕二編 勁草書房 2F一般書架 307/ﾉｸﾞ 貸出可

主権なき平和国家 : 地位協定の国際比較からみる日本の姿 / 伊勢﨑賢治, 布施祐仁著 集英社クリエイティブ 2F一般書架 319.8/ｲｾ 貸出可

ライブ講義M-GTA : 実践的質的研究法 : 修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチのすべて / 木下康仁著 弘文堂 2F一般書架 361.16/ｷﾉ 貸出可

ライフストーリー・インタビュー : 質的研究入門 / 桜井厚, 小林多寿子編著 せりか書房 2F一般書架 361.16/ｻｸ 貸出可

フィールドワークの技法と実際 / 箕浦康子編著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 361.9/ﾐﾉ 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 393 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/393 貸出可

DV・虐待加害者の実体を知る : あなた自身の人生を取り戻すためのガイド / ランディ・バンクロフト著 明石書店 2F一般書架 367.2/ﾊﾞﾝ 貸出可

福祉系学生のためのレポート&卒論の書き方 / 川村匡由著 中央法規出版 人間福祉 369.07/ｶﾜ 貸出可

社会福祉六法 2019(1) 新日本法規出版 参考図書架 369.1/ｼﾔ/2019-1 禁帯出

社会福祉六法 2019(2) 新日本法規出版 参考図書架 369.1/ｼﾔ/2019-2 禁帯出

介護・医療現場が知っておくべき認知症高齢者への対応と法律問題 / 平田厚, 厚東知成, 神山慎一 著 新日本法規出版 人間福祉 369.26/ﾋﾗ 貸出可

メンタルヘルス不調のある親への育児支援 : 保健福祉専門職の支援技術と当事者・家族の語りに学ぶ / 蔭山正子著 明石書店 2F一般書架 369.28/ｶｹﾞ 貸出可

Parenting matters/Vivian L. Gadsden, Morgan Ford, and Heather Breiner, editors, Division of Behavioral and Social the National Academies Press 2F一般書架 369.4/NA 貸出可

児童福祉六法 / 厚生省児童家庭局編 平成31年度 中央法規出版 参考図書架 369.4/ｼﾞﾄﾞ/2019 禁帯出

ソーシャルペダゴジーから考える施設養育の新たな挑戦 / マーク・スミス, レオン・フルチャー, ピーター・ドラン著 明石書店 2F一般書架 369.4/ｽﾐ 貸出可

子どもの権利ガイドブック / 日本弁護士連合会子どもの権利委員会編著 明石書店 2F一般書架 369.4/ﾆﾎ 貸出可

アメリカの子ども保護の歴史 / ジョン・E・B・マイヤーズ著 ; 庄司順一, 澁谷昌史, 伊藤嘉余子訳 明石書店 2F一般書架 369.4/ﾏｲ 貸出可

児童相談所一時保護所の子どもと支援 : 子どもへのケアから行政評価まで / 和田一郎編著 明石書店 2F一般書架 369.4/ﾜﾀﾞ 貸出可

社会福祉の動向 2019 全国社会福祉協議会 参考図書架 369/ｼﾔ/2019 貸出可

遊びが学びに欠かせないわけ : 自立した学び手を育てる / ピーター・グレイ著 ; 吉田新一郎訳 築地書館 子ども教育・保育 370.4/ｸﾞﾚ 貸出可

どう考える?ニッポンの教育問題 2010  人間失格?  / 土井隆義著 日本図書センター 子ども教育・保育 370/ﾄﾞｳ 貸出可

どう考える?ニッポンの教育問題 2010  教育問題はなぜまちがって語られるのか? / 広田照幸, 伊藤茂樹著 日本図書センター 子ども教育・保育 370/ﾄﾞｳ 貸出可

どう考える?ニッポンの教育問題 2011  学校へ行く意味・休む意味/ 滝川一廣著 日本図書センター 子ども教育・保育 370/ﾄﾞｳ 貸出可
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どう考える?ニッポンの教育問題 2011  「習慣病」になったニッポンの大学 / 矢野眞和著 日本図書センター 子ども教育・保育 370/ﾄﾞｳ 貸出可

どう考える?ニッポンの教育問題 2012  若者が働きはじめるとき / 乾彰夫著 日本図書センター 子ども教育・保育 370/ﾄﾞｳ 貸出可

どう考える?ニッポンの教育問題 2012  学歴・競争・人生 / 吉川徹, 中村高康著 日本図書センター 子ども教育・保育 370/ﾄﾞｳ 貸出可

どう考える?ニッポンの教育問題 2013  迷走・暴走・逆走ばかりのニッポンの教育 / 布村育子著 日本図書センター 子ども教育・保育 370/ﾄﾞｳ 貸出可

どう考える?ニッポンの教育問題 2011  なぜ、人は平気で「いじめ」をするのか? / 加野芳正著 日本図書センター 子ども教育・保育 370/ﾄﾞｳ 貸出可

ワード・エクセル・パワーポイント : 必須の操作がまとめてわかる本 / 沢田竹洋執筆 スタンダーズ ビジネス実務 371.4/ｻﾜ 貸出可

こどもを育む環境蝕む環境 / 仙田満著 朝日新聞出版 子ども教育・保育 371.4/ｾﾝ 貸出可

これからの教育相談 : 答えのない問題に立ち向かえる教師を目指して / 高岸幸弘, 井出智博, 蔵岡智子著 北樹出版 子ども教育・保育 371.43/ﾀｶ 貸出可

じょうぶな頭とかしこい体になるために / 五味太郎著 ブロンズ新社 子ども教育・保育 371.45/ｺﾞﾐ 貸出可

道徳教育論 / 松下良平編著 一藝社 子ども教育・保育 371.6/ﾀﾅ 貸出可

学校を考えるっておもしろい!! / 水原克敏, 足立佳菜, 鈴木学編著 東北大学出版会 指定図書架 372.1/ｽｽﾞ/足立佳菜 貸出可

教職のしくみと教育のしくみ : 教育制度論 / 石村卓也, 伊藤朋子著 晃洋書房 子ども教育・保育 374.3/ｲｼ 貸出可

教育を科学する力、教師のための量的・質的研究方法 / 石川美智子, 松本みゆき著 学術研究出版/ブックウェイ 子ども教育・保育 375.1/ｲｼ 貸出可

やさしく学ぶ道徳教育 : 理論と方法 / 金光靖樹, 佐藤光友編著 ミネルヴァ書房 子ども教育・保育 375.35/ｶﾈ 貸出可

特別の教科道徳Q&A / 松本美奈 [ほか] 編 ミネルヴァ書房 子ども教育・保育 375.35/ﾏﾂ 貸出可

道徳科初めての授業づくり / 吉田誠, 木原一彰編著 大学教育出版 子ども教育・保育 375.35/ﾖｼ 貸出可

日本の音楽教育へのリトミック導入の経緯 : 小林宗作、天野蝶、板野平の関わりを中心に / 板野晴子著 風間書房 子ども教育・保育 375.76/ｲﾀ 貸出可

ジュニア版パート別合唱名曲選 : 楽譜(指導解説)集 1 ジェイ・ピー・アイ 子ども教育・保育 375.76/ｼﾞﾕ/1 貸出可

ジュニア版パート別合唱名曲選 : 楽譜(指導解説)集 2 ジェイ・ピー・アイ 子ども教育・保育 375.76/ｼﾞﾕ/2 貸出可

ジュニア版パート別合唱名曲選 : 楽譜(指導解説)集 3 ジェイ・ピー・アイ 子ども教育・保育 375.76/ｼﾞﾕ/3 貸出可

ジュニア版パート別合唱名曲選 : 楽譜(指導解説)集 4 ジェイ・ピー・アイ 子ども教育・保育 375.76/ｼﾞﾕ/4 貸出可

Promoting the educational success of children and youth learning English The National Academies Press 子ども教育・保育 375.893/NA 貸出可

子どもからはじまる保育の世界 / 浅見佳子 [ほか] 著 北樹出版 子ども教育・保育 376.1/ｱｻ 貸出可

保育士等キャリアアップ研修テキス 2  幼児教育 / 神長美津子, 清水益治編集 中央法規出版 子ども教育・保育 376.1/ﾎｲ/2 貸出可

保育士等キャリアアップ研修テキス 3  障害児保育 / 松井剛太編集 中央法規出版 子ども教育・保育 376.1/ﾎｲ/3 貸出可

保育士等キャリアアップ研修テキスト  4  食育・アレルギー対応 / 今井孝成, 堤ちはる編集 中央法規出版 子ども教育・保育 376.1/ﾎｲ/4 貸出可

保育士等キャリアアップ研修テキスト  6  保護者支援・子育て支援 / 矢萩恭子編集 中央法規出版 子ども教育・保育 376.1/ﾎｲ/6 貸出可

森の幼稚園 : ドイツに学ぶ森と自然が育む教育と実務の指南書 / イングリッド・ミクリッツ著 風鳴舎 子ども教育・保育 376.11/ﾐｸ 貸出可

なぜ世界の幼児教育・保育を学ぶのか : 子どもの豊かな育ちを保障するために / 泉千勢編著 ミネルヴァ書房 子ども教育・保育 376.12/ｲｽﾞ 貸出可

日本の保育の歴史 : 子ども観と保育の歴史150年 / 汐見稔幸 [ほか] 著 萌文書林 子ども教育・保育 376.121/ｼｵ 貸出可

日本における保育カリキュラム : 歴史と課題 / 宍戸健夫著 新読書社 子ども教育・保育 376.121/ｼｼ 貸出可

「保育」の戦後史 : 幼稚園・保育所の普及とその地域差 / 松島のり子著 六花出版 子ども教育・保育 376.121/ﾏﾂ 貸出可

11の子どもの家 : 象の保育園・幼稚園・こども園 / 象設計集団編 新評論 子ども教育・保育 376.14/ｿﾞｳ 貸出可

身近な自然を活かした保育実践とカリキュラム : 環境・人とつながって育つ子どもたち / 松本信吾編著 中央法規出版 子ども教育・保育 376.154/ﾏﾂ 貸出可

みんなでたのしむ保育のうた225曲! : 坂田おさむおにいさんが選ぶ! / 坂田おさむ監修 リットーミュージック 子ども教育・保育 376.157/ｻｶ 貸出可

保育で使えるこどものうた230曲! : 坂田おさむおにいさんが選ぶ! / 坂田おさむ監修 リットーミュージック 子ども教育・保育 376.157/ｻｶ 貸出可

あそんで学ぶ文字・言葉 / グループこんぺいと編著 黎明書房 指定図書架 376.158/ﾅｶ/川越ゆり 貸出可

おはなしのろうそく / 東京子ども図書館編 子ども教育・保育 376.159/ﾄｳ 貸出可

聴覚障害児の学習と指導 : 発達と心理学的基礎 / 四日市章 [ほか] 編 明石書店 子ども教育・保育 378.2/ﾖﾂ 貸出可

ことばの発達が気になる子どもの相談室 : コミュニケーションの土台をつくる関わりと支援 / 村上由美著 明石書店 子ども教育・保育 378.5/ﾑﾗ 貸出可

Opportunities for Improving Programs and Services for Children with Disabilities The National Academies Press 子ども教育・保育 378.8/NA 貸出可

発達が気になる子のステキを伸ばす「ことばがけ」 / 加藤潔著 明石書店 子ども教育・保育 378/ｶﾄ 貸出可

エピソードで学ぶ子どもの発達と保護者支援 : 発達障害・家族システム・障害受容から考える / 玉井邦夫著 明石書店 子ども教育・保育 378/ﾀﾏ 貸出可

日本の食文化 1  食事と作法 / 小川直之編 吉川弘文館 2F一般書架 383.81/ﾆﾎ/1 貸出可



自然科学 中学数学xやyの意味と使い方がわかる : 方程式関数因数分解式の計算 / 小林道正著 ベレ出版 指定図書架 410/ｺﾊﾞ/松田浩平 貸出可

スイスイ解ける高校数学 / 間地秀三著 ベレ出版 指定図書架 410/ﾏｼﾞ/松田浩平 貸出可

意味がわかる微分・積分 : まずはこの一冊から / 岡部恒治, 本丸諒著 ベレ出版 指定図書架 413.3/ｵｶ/松田浩平 貸出可

1  統計科学百科事典 / Miodrag Lovric [編] ; 日本統計学会訳 丸善出版 参考図書架 417.033/ﾄｳ/1 禁帯出

2  統計科学百科事典 / Miodrag Lovric [編] ; 日本統計学会訳 丸善出版 参考図書架 417.033/ﾄｳ/2 禁帯出

3  統計科学百科事典 / Miodrag Lovric [編] ; 日本統計学会訳 丸善出版 参考図書架 417.033/ﾄｳ/3 禁帯出

4  統計科学百科事典 / Miodrag Lovric [編] ; 日本統計学会訳 丸善出版 参考図書架 417.033/ﾄｳ/4 禁帯出

5  統計科学百科事典 / Miodrag Lovric [編] ; 日本統計学会訳 丸善出版 参考図書架 417.033/ﾄｳ/5 禁帯出

意味がわかる多変量解析 / 石井俊全著 ベレ出版 指定図書架 417/ｲｼ/松田浩平 貸出可

意味がわかるベイズ統計学 / 一石賢著 ベレ出版 指定図書架 417/ｶｽﾞ/松田浩平 貸出可

美しき小さな雑草の花図鑑 / 大作晃一写真 ; 多田多恵子文 山と溪谷社 2F一般書架 470/ｵｵ 貸出可

続々  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 続々 高橋書店 2F一般書架 480/ｲﾏ 貸出可

グラウンデッド・セオリー・アプローチ / 戈木クレイグヒル滋子著 新曜社 2F一般書架 492.9/ｻｲ 貸出可

音楽療法はどれだけ有効か : 科学的根拠を検証する / 佐藤正之著 化学同人 2F一般書架 493.72/ｻﾄ 貸出可

食品衛生小六法 平成31年版(Ⅰ) 新日本法規出版 参考図書架 498.54/ｼﾖ/2019-Ⅰ 禁帯出

食品衛生小六法 平成31年版(Ⅱ) 新日本法規出版 参考図書架 498.54/ｼﾖ/2019-Ⅱ 禁帯出

Guiding principles for developing dietary reference intakes based on chronic disease The National Academies Press 2F一般書架 498.55/NA 貸出可

Global harmonization of methodological approaches to nutrient intake recommendations The National Academies Press 2F一般書架 498.55/NA 貸出可

Examining special nutritional requirements in disease states The National Academies Press 2F一般書架 498.55/NA 貸出可

ロス医療栄養科学大事典 / ロス [ほか] 編 西村書店 参考図書架 498.55/ﾛｽ 禁帯出

Communities in action / James N. Weinstein, Amy Geller, The National Academies Press 2F一般書架 498/NA 貸出可

技術 Home Economics Science and Arts / Rosemarie von Schweitzer Lang, Peter Frankfurt 2F一般書架 590/PE 貸出可

Harmonization of approaches to nutrient reference values : applications to young children and women of reproductive agehe National Academies Press 2F一般書架 598.55/NA 貸出可

芸術 絵本学講座1  絵本の表現 / 中川素子編 朝倉書店 2F一般書架 726.601/ｴﾎ/1 貸出可

絵本学講座2  絵本の受容 / 石井光恵編 朝倉書店 2F一般書架 726.601/ｴﾎ/2 貸出可

絵本学講座3  絵本と社会 / 松本猛編 朝倉書店 2F一般書架 726.601/ｴﾎ/3 貸出可

絵本学講座4  絵本ワークショップ / 中川素子編 朝倉書店 2F一般書架 726.601/ｴﾎ/4 貸出可

シリーズ絵本をめぐる活動 1  絵本ビブリオLOVE : 魅力を語る・表現する / 中川素子編 朝倉書店 2F一般書架 726.601/ｼﾘ/1 貸出可

シリーズ絵本をめぐる活動 2  絵本ものがたりFind : 見つける・つむぐ・変化させる / 今田由香, 大島丈志編 朝倉書店 2F一般書架 726.601/ｼﾘ/2 貸出可

シリーズ絵本をめぐる活動 3  手作り絵本smile : 創る喜びと広がるコミュニケーション / 和田直人編 朝倉書店 2F一般書架 726.601/ｼﾘ/3 貸出可

連続講座「絵本の愉しみ」 / 吉田新一著 1  アメリカの絵本 : 黄金期を築いた作家たち / 吉田新一著 朝倉書店 2F一般書架 726.601/ﾚﾝ/1 貸出可

連続講座「絵本の愉しみ」 / 吉田新一著 2  イギリスの絵本 : 伝統を築いた作家たち / 吉田新一著 上 朝倉書店 2F一般書架 726.601/ﾚﾝ/2 貸出可

連続講座「絵本の愉しみ」 / 吉田新一著 3  イギリスの絵本 : 伝統を築いた作家たち / 吉田新一著 下 朝倉書店 2F一般書架 726.601/ﾚﾝ/3 貸出可

究極の楽典 : 最高の知識を得るために / 青島広志著 全音楽譜出版社 2F一般書架 761.2/ｱｵ 貸出可

絶対!わかる楽典100のコツ / 小谷野謙一著 ヤマハミュージックメディア 2F一般書架 761.2/ｺﾔ 貸出可

ピアノ初見のうまくなる本 / 青島広志著 ショパン 2F一般書架 763.2/ｱｵ 貸出可

唱歌・童謡120の真実 / 竹内貴久雄著 ヤマハミュージックメディア 2F一般書架 767.7/ﾀｹ 貸出可

言語 小学館韓日辞典 / 油谷幸利 [ほか] 編集委員 小学館 参考図書架 829.13/ｼﾖ 禁帯出

スコアに直結!IELTS徹底対策テキスト&問題集 / ケビン・ダン著 ナツメ社 コンパックル 830.79/ﾀﾞﾝ 貸出可

オックスフォード英単語由来大辞典 / グリニス・チャントレル編 柊風舎 参考図書架 832.033/ｸﾞﾘ 禁帯出

オックスフォード英語ことわざ・名言辞典 / ジェニファー・スピーク編 ; 赤羽美鳥, 杉山正二訳 柊風舎 参考図書架 833.4/ｼﾞｴ 禁帯出

文学 和歌文学大系 50  物語二百番歌合 ; 風葉和歌集 / 三角洋一, 高木和子著 明治書院 コンパックル 911.108/ﾜｶ/50 貸出可

第38集  萬葉集研究 / 五味智英, 小島憲之編 第38集 塙書房 書庫 911.12/ﾏﾝ/38 貸出可

山東京傳全集　第14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/14 貸出可



大江健三郎全小説 / 大江健三郎著 6 講談社 コンパックル 913.68/ｵｵ/6 貸出可

「新編」日本女性文学全集 / 渡邊澄子編集 7 菁柿堂 コンパックル 918.6/ｲﾜ/7 貸出可

絵本 みえるとかみえないとか / ヨシタケシンスケさく ; 伊藤亜紗そうだん アリス館 絵本・児童図書架 E/ﾖｼ 貸出可

視聴覚 ハーモニー : 小学生の合唱表現1  前田美子の合唱指導 / 前田美子監修 東京電化(企画・製作) 視聴覚コーナー DV767/ﾊｰ/1 禁帯出

ハーモニー : 小学生の合唱表現2  前田美子の合唱指導 / 前田美子監修 東京電化(企画・製作) 視聴覚コーナー DV767/ﾊｰ/2 禁帯出

ハーモニー : 小学生の合唱表現3  橋本靜一のヴォイストレーニング / 前田美子監修 東京電化(企画・製作) 視聴覚コーナー DV767/ﾊｰ/3 禁帯出

ハーモニー : 小学生の合唱表現4  人気作品の指導・表現 / 前田美子監修 Vol.1 : 「旅立ちの日に」 東京電化(企画・製作) 視聴覚コーナー DV767/ﾊｰ/4 禁帯出

ハーモニー : 小学生の合唱表現5  人気作品の指導・表現 / 前田美子監修 Vol.2 : 「そのままの君で」 東京電化(企画・製作) 視聴覚コーナー DV767/ﾊｰ/5 禁帯出

ハーモニー : 小学生の合唱表現6  人気作品の指導・表現 / 前田美子監修 Vol.3 : 「夢の世界を」 東京電化(企画・製作) 視聴覚コーナー DV767/ﾊｰ/6 禁帯出

ハーモニー : 小学生の合唱表現7  人気作品の指導・表現 / 前田美子監修 Vol.4 : 「花色カメレオン」 東京電化(企画・製作) 視聴覚コーナー DV767/ﾊｰ/7 禁帯出

ハーモニー : 小学生の合唱表現8  人気作品の指導・表現 / 前田美子監修 Vol.5 : 「村のまつり」 東京電化(企画・製作) 視聴覚コーナー DV767/ﾊｰ/8 禁帯出

ハーモニー : 小学生の合唱表現9  人気作品の指導・表現 / 前田美子監修 Vol.6 : 「あたらしいえがお」 東京電化(企画・製作) 視聴覚コーナー DV767/ﾊｰ/9 禁帯出

ハーモニー : 小学生の合唱表現10  校内音楽会・地区音楽会ライブ☆70 : はつらつステージ集 / 前田美子監修 [1] 東京電化(企画・製作) 視聴覚コーナー DV767/ﾊｰ/10 禁帯出

ハーモニー : 小学生の合唱表現11  校内音楽会・地区音楽会ライブ☆70 : はつらつステージ集 / 前田美子監修 [2] 東京電化(企画・製作) 視聴覚コーナー DV767/ﾊｰ/11 禁帯出

ハーモニー : 小学生の合唱表現12  校内音楽会・地区音楽会ライブ☆70 : はつらつステージ集 / 前田美子監修 [3] 東京電化(企画・製作) 視聴覚コーナー DV767/ﾊｰ/12 禁帯出

合唱指導のアイディアと工夫1  遊びから歌へ : 「音楽を楽しもう!」 / 富澤裕指導 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー DV375.762/ｶﾞﾂ/1 禁帯出

合唱指導のアイディアと工夫2  美しい響きを求めて : 「合唱にチャレンジ!」 / 對馬恵子指導 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー DV375.762/ｶﾞﾂ/2 禁帯出

合唱指導のアイディアと工夫3  表現する子どもを育てる : 「音楽が大好き!」 / 前田美子指導 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー DV375.762/ｶﾞﾂ/3 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選1  この星に生まれて: 響き合う合唱の楽しさ 1 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/1 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選2  あなたにありがとう : 響き合う合唱の楽しさ 2 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/2 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選3  Ｔｏｍｏｒｒｏｗ : 響き合う合唱の楽しさ  3 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/3 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選4  旅立ちの日に : 集会や行事で歌おう 4 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/4 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選5  心の中にきらめいて : 集会や行事で歌おう  5 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/5 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選6  一本の樹 : 集会や行事で歌おう  6 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/6 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選7  地球の歌 : 集会や行事で歌おう  7 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/7 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選8  マイ　バラード : 校内音楽会にむけて 8 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/8 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選9  怪獣のバラード : 校内音楽会にむけて  9 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/9 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選10  くしゃみザウルス : 校内音楽会にむけて 10 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/10 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選11  野に咲く花のように : クラス合唱のレパートリーに 11 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/11 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選12  Ｕ　＆　Ｉ : クラス合唱のレパートリーに  12 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/12 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選13  歌よ　ありがとう : クラス合唱のレパートリーに 13 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/13 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選14  With　You　Smile : クラス合唱のレパートリーに 14 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー ＣＤ375.76/ｼﾞﾕ/14 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選15  ひろい世界へ : クラス合唱のレパートリーに 15 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/15 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選16  シーラカンスをとりにいこう : コンクールに挑戦 16 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/16 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選17  二億年ずつ２３回 : コンクールに挑戦  17 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/17 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選18  満月の不思議ポロロッカ : コンクールに挑戦 18 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/18 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選19  わたしが呼吸するとき : コンクールに挑戦 19 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/19 禁帯出

ジュニア版パート別合唱名曲選20  グリンピースのうた : コンクールに挑戦 20 ジェイ・ピー・アイ 視聴覚コーナー CD375.76/ｼﾞﾕ/20 禁帯出

知覚 : 情報の入力 / 高野陽太郎監修 ; 渡邊克巳指導 サン・エデュケーショナル 視聴覚コーナー DV141.51/ｻﾝ 禁帯出

DVD Psychology series 1  生涯発達心理学とは/ 田島信元監修・指導 ; サン・エデュケーショナル制作・著作 サン・エデュケーショナル 視聴覚コーナー DV143/ﾀｼﾞ/1 禁帯出

DVD Psychology series 2  胎児期・新生児期/ 田島信元監修 ; 川上清文指導 ; サン・エデュケーショナル制作・著作 サン・エデュケーショナル 視聴覚コーナー DV143/ﾀｼﾞ/2 禁帯出

DVD Psychology series 10  高齢期 / 田島信元監修 ; 下仲順子指導 ; サン・エデュケーショナル制作・著作 サン・エデュケーショナル 視聴覚コーナー DV143/ﾀｼﾞ/10 禁帯出

月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2018年12月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2018-12 禁帯出

郷土 山形ぶらり歴史探訪ルートガイド / みちのく巡りん倶楽部著 メイツ出版 郷土資料室 Y291.25/ﾐﾁ 貸出可


