
分　類 書名/著者 出版者名 配架先 NDC 貸出区分

あらためて学問のすすめ : 知るを学ぶ / 村上陽一郎著 河出書房新社 2F一般書架 002/ﾑﾗ 貸出可

権利処理と法の実務 / 数藤雅彦編 勉誠出版 2F一般書架 007.5/ｽﾄﾞ 貸出可

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

読書世論調査 / 毎日新聞社編 2019 毎日新聞社 2F一般書架 019.3/ﾏｲ/2019 禁帯出

Publication manual of the American Psychological Association American Psychological Association人間福祉 021.4/PU 貸出可

ブックページ 2019-1 ブックページ刊行会 参考図書架 025/ﾎﾝ/2019-1 禁帯出

ブックページ 2019-2 ブックページ刊行会 参考図書架 025/ﾎﾝ/2019-2 禁帯出

世界年鑑 / 共同通信社編 2019 共同通信社 参考図書架 059/ｾｶ/2019 禁帯出

朝日新聞縮刷版 2019年2月(1172) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2019-2 禁帯出

朝日新聞縮刷版 2019年3月(1173) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2019-3 禁帯出

岩波新書 1768  がん免疫療法とは何か / 本庶佑著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1768 貸出可

岩波新書 1769  平成経済衰退の本質 / 金子勝著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1769 貸出可

岩波新書 1770  植民地から建国へ : 19世紀初頭まで / 和田光弘著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1770 貸出可

岩波新書 1774  バブル経済事件の深層 / 奥山俊宏, 村山治著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1774 貸出可

岩波新書 1775  ゲーム理論入門の入門 / 鎌田雄一郎著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1775 貸出可

岩波新書 1776  二度読んだ本を三度読む / 柳広司著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1776 貸出可

東洋文庫 894  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/894 貸出可

自由論 / ミル著 ; 斉藤悦則訳 光文社 2F一般書架 133.4/ﾐﾙ 貸出可

司法・犯罪心理学 / 桐生正幸編集 北大路書房 2F一般書架 140.8/ｷﾘ 貸出可

知能・性格心理学 / 浮谷秀一編集 北大路書房 2F一般書架 140.8/ｼﾘ/9 貸出可

絵図と映像にみる山岳信仰 / 岩鼻通明著 海青社 2F一般書架 163.1/ｲﾜ 貸出可

ミネルヴァ日本評伝選  北条義時 : これ運命の縮まるべき端か / 岡田清一著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可

昭和天皇実録 / [東京書籍編] 人名索引・年譜 東京書籍 2F一般書架 288.41/ｼﾖ 貸出可

岩波ブックレット 998  裁判官が答える裁判のギモン / 日本裁判官ネットワーク著 岩波書店 ブックレット架 327/イワ/998 貸出可

Q&A外国人・留学生支援「よろず相談」ハンドブック / 永井弘行著 セルバ出版 2F一般書架 329.2/ﾅｶﾞ 貸出可

生活者の平成30年史 : データでよむ価値観の変化 / 博報堂生活総合研究所著 日本経済新聞出版社 2F一般書架 365.5/ﾊｸ 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 396 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/396 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 397 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/397 貸出可

日本子ども資料年鑑 / 日本総合愛育研究所編 2019 中央出版 参考図書架 367.6059/ﾆﾎ/2019 禁帯出
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社会福祉小六法 / ミネルヴァ書房編集部編 2019 ミネルヴァ書房 参考図書架 369.1/ｼﾔ/2019 禁帯出

外国人の介護国試合格book / 田村敦子著 テコム出版事業部 人間福祉 369.17/ﾀﾑ 貸出可

同行援護従業者養成研修テキスト / 同行援護従業者養成研修テキスト編集委員会編集 中央法規出版 人間福祉 369.27/ﾄﾞｳ 貸出可

岩波ブックレット 995  3.11を心に刻んで / 岩波書店編集部編 岩波書店 ブックレット架 369.31/イワ/995 貸出可

岩波ブックレット 994  フォト・ルポルタージュ福島「復興」に奪われる村 / 豊田直巳著 岩波書店 ブックレット架 369.36/イワ/994 貸出可

岩波ブックレット 997  「みんなの学校」から「みんなの社会」へ / 尾木直樹, 木村泰子著 岩波書店 ブックレット架 370.4/イワ/997 貸出可

岩波ブックレット 1000  公文書管理と民主主義 : なぜ、公文書は残されなければならないのか / 瀬畑源著岩波書店 ブックレット架 371.6/イワ/1000 貸出可

絵本で育てるソーシャルスキル : 子どものトラブルをいっきに解決! : 保護者へのかかわり方ポイント付き / 渡辺弥生編著明治図書出版 子ども教育・保育 376.1/ﾜﾀ 貸出可

最新保育資料集 / 幼児保育研究会編 2019 ミネルヴァ書房 参考図書架 376.1088/ｺﾄﾞ/2019 禁帯出

留学生のための就職内定ワークブック / 久保田学著 日本能率協会マネジメントセンター2F一般書架 377.9/ｸﾎﾞ 貸出可

口承文藝研究 42 白帝社 2F一般書架 380/ﾆﾎ/42 貸出可

日本の食文化 5  酒と調味料、保存食 / 石垣悟編 吉川弘文館 2F一般書架 383.81/ﾆﾎ/5 貸出可

岩波ブックレット 996  国家機密と良心 : 私はなぜペンタゴン情報を暴露したか / ダニエル・エルズバーグ著 ; 梓澤登, 若林希和訳岩波書店 ブックレット架 391.6/イワ/996 貸出可

岩波ブックレット 992  うつ時々、躁 : 私自身を取り戻す / 海空るり著 岩波書店 ブックレット架 493.764/ｲﾜ/992 貸出可

岩波ブックレット 999  安全な医療のための「働き方改革」 / 植山直人, 佐々木司著 岩波書店 ブックレット架 498.14/イワ/999 禁帯出

感染対策素朴なギモン解決メソッドQ&A / 鍋谷佳子, 矢野邦夫編集 メディカ出版 人間福祉 498.6/ﾅﾍﾞ 貸出可

日本の美しい色と言葉 : 心に響く和のデザインがつくれる本 / 桜井輝子著 SBクリエイティブ 2F一般書架 757.3/ﾆﾎ 貸出可

岩波ブックレット 993  やっぱりいらない東京オリンピック / 小笠原博毅, 山本敦久著 岩波書店 ブックレット架 780.69/イワ/993 貸出可

今日からあなたも日本通 = 从今天开始你也是日本通 = 從今天開始妳也是日本通 = From today, you too, will be an expert on Japan = 오늘부터 당신도 일본을 잘아는 사람 = Desde hoy, ya, eres un experto en Japón / 三橋勇編学文社 2F一般書架 801.1/ﾐﾂ 貸出可

大学・大学院留学生の日本語 / アカデミック・ジャパニーズ研究会編著 1 読解編 アルク 2F一般書架 810.7/ｱｶ/1 貸出可

大学・大学院留学生の日本語 / アカデミック・ジャパニーズ研究会編著 2 作文編 アルク 2F一般書架 810.7/ｱｶ/2 貸出可

大学・大学院留学生の日本語 / アカデミック・ジャパニーズ研究会編著 3 論文読解編 アルク 2F一般書架 810.7/ｱｶ/3 貸出可

大学・大学院留学生の日本語 / アカデミック・ジャパニーズ研究会編著 4 論文作成編 アルク 2F一般書架 810.7/ｱｶ/4 貸出可

大学・大学院留学生の日本語 / アカデミック・ジャパニーズ研究会編著 5(漢字・語彙編） アルク 2F一般書架 810.7/ｱｶ/5 貸出可

マンガで学ぶ日本語会話術 / 金子史朗 [ほか] 著 アルク 2F一般書架 810.7/ｶﾈ 貸出可

マンガで学ぶ日本語表現と日本文化 : 多辺田家が行く!! / 創作集団にほんご企画・編集 ; 宇田川のり子マンガ ; 武田聡子監修アルク 2F一般書架 810.7/ｿｳ 貸出可

マンガで学ぶ日本語上級表現使い分け100 / 増田アヤ子著 ; 柳原満月マンガ アルク 2F一般書架 810.7/ﾏｽ 貸出可

連濁の総合的研究 / 佐藤武義, 横沢活利著 勉誠出版 1F一般書架 811.1/ｻﾄ 貸出可

連濁の研究 : 国立国語研究所プロジェクト論文選集 / ティモシー・J・バンス, 金子恵美子, 渡邊靖史編開拓社 1F一般書架 811.1/ﾊﾞﾝ 貸出可

国語語彙史の研究 / 国語語彙史研究会編 38 和泉書院 書庫 814.08/ｺｸ/38 貸出可

論文を書くためのWord利用法 : 文書も頭も構造化する / 上山あゆみ著 くろしお出版 1F一般書架 816.5/ｳｴ 貸出可

日本人のこころ / 山久瀬洋二著 ; バクヤンスン訳 Hanul Publishing Group 2F一般書架 829.17/ﾔﾏ 貸出可
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中世王朝物語全集 13  八重葎 ; 別本八重葎 / 神野藤昭夫校訂・訳注 笠間書院 1F一般書架 913.408/ﾁﾕ/13 貸出可

假名草子集成 / 朝倉治彦編 第61巻 東京堂出版 書庫 913.5108/ｱｻ/61 貸出可

ノースライト = North light / 横山秀夫著 新潮社 1F一般書架 913.6/ﾖｺ 貸出可

大江健三郎全小説 / 大江健三郎著 8 講談社 コンパックル 913.68/ｵｵ/8 貸出可

大江健三郎全小説 / 大江健三郎著 9 講談社 コンパックル 913.68/ｵｵ/9 貸出可

「新編」日本女性文学全集 / 渡邊澄子編集 8 菁柿堂 コンパックル 918.6/ｲﾜ/8 貸出可

鉄幹晶子全集 / 逸見久美編集代表 別-3  鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表勉誠出版 コンパックル 918.6/ﾖｻ/別-3 貸出可

鉄幹晶子全集 / 逸見久美編集代表 別-4  鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表勉誠出版 コンパックル 918.6/ﾖｻ/別-4 貸出可

だめだめママだめ! / 天野慶文 ; はまのゆか絵 ほるぷ出版 絵本・児童図書架 E/ｱﾏ 貸出可

ともだちごっこ / 内田麟太郎作 ; 降矢なな絵 偕成社 絵本・児童図書架 E/ｳﾁ 貸出可

わにわにとあかわに / 小風さちぶん ; 山口マオえ 福音館書店 絵本・児童図書架 E/ｺｶ 貸出可

わにわにのおおけが / 小風さちぶん ; 山口マオえ 福音館書店 絵本・児童図書架 E/ｺｶ 貸出可

わにわにのおでかけ / 小風さちぶん ; 山口マオえ 福音館書店 絵本・児童図書架 E/ｺｶ 貸出可

わにわにのおふろ / 小風さちぶん ; 山口マオえ 福音館書店 絵本・児童図書架 E/ｺｶ 貸出可

わにわにのごちそう / 小風さちぶん ; 山口マオえ 福音館書店 絵本・児童図書架 E/ｺｶ 貸出可

しんごうきピコリ / ザ・キャビンカンパニー作・絵 あかね書房 絵本・児童図書架 E/ｻﾞｷ 貸出可

うたえなくなったとりとうたをたべたねこ 株式会社求龍堂 絵本・児童図書架 Ｅ/タナ 貸出可

ママのスマホになりたい / のぶみさく WAVE出版 絵本・児童図書架 E/ﾉﾌﾞ 貸出可

きょうのおやつは / わたなべちなつさく 福音館書店 絵本・児童図書架 E/ﾜﾀ 貸出可

ふしぎなにじ / わたなべちなつさく 福音館書店 絵本・児童図書架 E/ﾜﾀ 貸出可

月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2019年4月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2019-4 禁帯出

ＤＶＤ　ガイドヘルパーってどんな仕事？/株式会社アローウィン 視聴覚コーナー DV369.27/ムラ 禁帯出

ＤＶＤ「特別の教科 道徳」考え方と進め方②小学校低学年編 誰もが取り組める小学校・中学校の実践のポイント / 丸善出版株式会社丸善出版株式会社 視聴覚コーナー DV371.6/オシ/2 禁帯出

ＤＶＤ「特別の教科 道徳」考え方と進め方③小学校高学年編 誰もが取り組める小学校・中学校授業の実践のポイント / 丸善出版株式会社丸善出版株式会社 視聴覚コーナー DV371.6/オシ/3 禁帯出

ＤＶＤ　やさしい神経学シリーズ３　失語症　ブローカ失語とウェルニッケ失語 三輪書店 視聴覚コーナー DV493.7/ワタ 禁帯出

ＤＶＤ　それぞれの生活３　私の統合失調症 / 株式会社アローウィン 視聴覚コーナー DV493.763/ハシ 禁帯出

ＤＶＤ　安心・安全な重症心身障害児・者のための基本介助動作 / 株式会社アローウィン 視聴覚コーナー DV493.937/ハナ 禁帯出

ディズニー シンデレラ / ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン 視聴覚コーナー DV778/ﾃﾞｲ 禁帯出

ディズニー　美女と野獣 / ウォルト・ディズニー・ジャパン ウォルト・ディズニー・ジャパン 視聴覚コーナー DV778/ﾃﾞｲ 禁帯出

文　学

視聴覚

絵　本


