
分　類 書名/著者名 出版者名 配架先 NDC 貸出区分

スキルアップ!情報検索 : 基本と実践 / 中島玲子, 安形輝, 宮田洋輔著 日外アソシエーツ 2F一般書架 007.58/ﾅｶ 貸出可

JLA図書館実践シリーズ 1補訂2版  実践型レファレンス・サービス入門 / 斎藤文男, 藤村せつ子著日本図書館協会 2F一般書架 010.8/JL/1-補訂2版 貸出可

JLA図書館実践シリーズ 7  インターネットで文献探索 / 伊藤民雄, 実践女子大学図書館著 2019年版日本図書館協会 2F一般書架 010.8/JL/7 貸出可

図書館情報学基礎資料 / 今まど子, 小山憲司編著 樹村房 2F一般書架 010/ｲﾏ 貸出可

2033年の日本と図書館に向けて / 吉井潤著 樹村房 2F一般書架 010/ﾖｼ 貸出可

ライブラリアンのためのスタイリング超入門 : キャリアアップのための自己変革術 / 広瀬容子著樹村房 2F一般書架 013.1/ﾋﾛ 貸出可

日本十進分類法の成立と展開 : 日本の「標準」への道程1928-1949 / 藤倉恵一著 樹村房 2F一般書架 014.45/ﾌｼﾞ 貸出可

分類法キイノート / 宮沢厚雄著 樹村房 2F一般書架 014.45/ﾐﾔ 貸出可

学校図書館サービス論 : 現場からの報告 / 後藤敏行著 樹村房 2F一般書架 017/ｺﾞﾄ 貸出可

研究者のコピペと捏造 / 時実象一著 樹村房 2F一般書架 021.5/ﾄｷ 貸出可

朝日新聞縮刷版 2019年4月(1174) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2019-4 禁帯出

岩波新書 1777  平成時代 / 吉見俊哉著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1777 貸出可

岩波新書 1778  アメリカ人のみた日本の死刑 / デイビッド・T・ジョンソン [著] ; 笹倉香奈訳 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1778 貸出可

岩波新書 1779  マキァヴェッリ : 『君主論』をよむ / 鹿子生浩輝著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1779 貸出可

新釈漢文大系 4上  李白 / 和田英信著 明治書院 2F一般書架 082/ｼﾝ/4上 貸出可

新釈漢文大系 6上  杜甫 / 川合康三著 明治書院 2F一般書架 082/ｼﾝ/6上 貸出可

哲　学 神経・生理心理学 / 片山順一編 北大路書房 2F一般書架 140.8/ｼﾘ/2 貸出可

世界歴史大系 4  近代・現代 / 長崎暢子編 山川出版社 2F一般書架 222/ﾐﾅ/4 貸出可

ミネルヴァ日本評伝選  明智光秀・秀満 : ときハ今あめが下しる五月哉 / 小和田哲男著 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  六角定頼 : 武門の棟梁、天下を平定す / 村井祐樹著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可

天皇はいかに受け継がれたか : 天皇の身体と皇位継承 / 歴史学研究会編 ; 加藤陽子編集責任績文堂出版 2F一般書架 288.4/ﾚｷ 貸出可

社説総覧 : 朝日・毎日・読売 / 明文書房編集部編集 2018(4) 明文書房 2F一般書架 304/ﾒｲ/18-10-12 貸出可

天皇制と民主主義の昭和史 / 河西秀哉著 人文書院 2F一般書架 313.61/ｶｻ 貸出可

社会保障便利事典 : イザというときどんな保障が受けられるか / 社会保険法規研究会編 2019社会保険法規研究会 参考図書架 364/ｺｳ/2019 禁帯出

女性情報 : 切り抜き情報誌 398 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/398 貸出可

ミネルヴァ社会福祉六法 / 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/ﾐﾈ/2019 禁帯出

震災後に考える : 東日本大震災と向きあう92の分析と提言 / 早稲田大学・震災復興研究論集編集委員会,早稲田大学出版部 1F一般書架 369.31/ﾜｾ 貸出可

教育法規便覧 / 下村哲夫著 2019 学陽書房 参考図書架 373.2/ｸﾎﾞ/2019 禁帯出

教職シリーズ / 新井邦二郎, 新井保幸監修 3改訂版  教育内容・方法 / 根津朋実, 樋口直宏編著培風館 子ども教育・保育 374.3/ｷﾖ/3改訂版 貸出可
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柳田國男全集 / 柳田國男著 別巻1 筑摩書房 コンパックル 380.8/ﾔﾅ/別1 貸出可

日本の食文化 2  米と餅 / 関沢まゆみ編 吉川弘文館 2F一般書架 383.81/ニホ/2 貸出可

カラー図解よくわかる生理学の基礎 / ステファン・シルバーナグル, アガメムノン・デスポプロス著メディカル・サイエンス・インターナショナル2F一般書架 491.3/ｽﾃ 貸出可

厚生統計要覧 / 厚生労働省大臣官房統計情報部編 2018 厚生労働省大臣官房統計情報部参考図書架 498.1036/ｺｳ/2018 禁帯出

カラーグラフ食品成分表 = Standard tables of food composition / 実教出版編修部著 実教出版 人間福祉 498.51/ｶﾗ 貸出可

お母さんのための「食の安全」教室 / 松永和紀著 女子栄養大学出版部 2F一般書架 498.54/ﾏﾂ 貸出可

農工調和の地方田園都市 : 企業城下町山形県長井市の中小企業と農業 / 関満博著 株式会社新評論 2F一般書架 602.125/ｾｷ 貸出可

Science Breakthroughs to Advance Food and Agricultural Research by 2030 / The National Academies of SCIENCES ENGINEERING MEDICINEThe National Academies Press 2F一般書架 610.3/ﾅｼ 貸出可

美しくありたい。私たちの時代だから、 / 日本エステティック協会著 株式会社マガジンハウス 2F一般書架 673.96/ﾆﾎ 貸出可

マウリッツハイス美術館展 : オランダ・フランドル絵画の至宝 朝日新聞社 2F一般書架 706.9/マウ 貸出可

奇想の系譜 / 辻惟雄著 小学館 2F一般書架 721.025/ﾂｼﾞ 貸出可

日月巡礼出羽三山 / 稲田美織 小学館 2F一般書架 748/ｲﾅ 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冬195 原書房 英文書架 837.4/ｱｻ/2018/冬 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 2019春196 原書房 英文書架 837.4/ｱｻ/2019/春 貸出可

三島由紀夫研究 19  三島由紀夫・豊饒の海 / 松本徹 [ほか] 責任編集 鼎書房 コンパックル 910.268/ﾐｼ/19 貸出可

宝島 / 真藤順丈著 講談社 1F一般書架 913.6/ｼﾝ 貸出可

1R1分34秒 / 町屋良平著 新潮社 1F一般書架 913.6/ﾏﾁ 貸出可

大江健三郎全小説 / 大江健三郎著 10 講談社 コンパックル 913.68/ｵｵ/10 貸出可

嵐をしずめたネコの歌 / アントニア・バーバー作 株式会社　徳間書店 絵本・児童図書架 933/ﾊﾞﾊﾞ 貸出可

The Yale edition of the works of Samuel Johnson 20  Johnson on demand : reviews, prefaces, and ghost-writings / Samuel Johnson ; edited by O M Brack, Jr., and Robert DeMaria, JrYale University Press 英文書架 938/JO/20 貸出可

山形県統計年鑑 / 山形県企画調整部統計調査課編 平成29年度 山形県統計協会 郷土資料室 Y059/ﾔﾏ/2017 禁帯出

山形県勢要覧 / 山形県統計調査課編 平成31年度 山形県統計調査課 郷土資料室 Y059/ﾔﾏ/2019 禁帯出

町誌編さん資料目録 : 新町村・続・槇久右衛門家資料 / 河北町誌編さん委員会 河北町 郷土資料室 Y212.5/ｶﾎ 貸出可

真山形 / 山形県 郷土資料室 Y212.5/ﾔﾏ 貸出可

平成30年度版山形県子ども・若者白書 / 山形県 山形県 郷土資料室 Y367.6/ﾔﾏ 貸出可

昔話の旅から / 佐藤玄祐著 庄司印刷 郷土資料室 Y388.1/ｻﾄ 貸出可

図説　やまがたの農林水産業 / 山形県農林水産部農政企画課 平成30年度 山形県農林水産部 郷土資料室 Y610/ﾔﾏ/2018 貸出可

やまがたの紅花 : 県民が誇る日本遺産 / 「山寺と紅花」推進協議会 郷土資料室 Y617.8/ﾔﾏ 貸出可

第4回鶴岡市における言語調査報告書資料編 : 第2分冊「語彙・文法、言語生活項目」編 / 統計数理研究所・国立国語研究所統計数理研究所・国立国語研究所郷土資料室 Y801/ﾄｳ 貸出可

だるまちゃんとにおうちゃん / 加古里子さく/え 福音館書店 絵本・児童図書架 E/ｶｺ 貸出可

だるまちゃんとやまんめちゃん / 加古里子さく・え 福音館書店 絵本・児童図書架 E/ｶｺ 貸出可

アブラカタブラカタクリコ / きたむらさとし作 BL出版株式会社 絵本・児童図書架 E/ｷﾀ 貸出可
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あまがえるのかくれんぼ / たてのひろし作　かわしまはるこ絵 世界文化社 絵本・児童図書架 E/タテ 貸出可

ぐりとぐらの1・2・3 / なかがわりえこさく ; やまわきゆりこえ 福音館書店 絵本・児童図書架 E/ﾅｶ 貸出可

ぐりとぐらのあいうえお / なかがわりえこさく ; やまわきゆりこえ 福音館書店 絵本・児童図書架 E/ﾅｶ 貸出可

ぐりとぐらのうたうた12つき / なかがわりえこ文 ; やまわきゆりこ絵 福音館書店 絵本・児童図書架 E/ﾅｶ 貸出可

月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2019年5月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2019-5 禁帯出

DVDシリーズ 発達障害とその近接領域4 てんかんの支援と治療 イギリスの青年たちの選択 / 丸善出版株式会社丸善出版株式会社 視聴覚コーナー DV362.3/ウメ/4 禁帯出

DVシリーズ 発達障害とその近接領域1 ADHDを解き明かす ローリーの事例 / 丸善出版株式会社丸善出版株式会社 視聴覚コーナー DV378/ウメ/1 禁帯出
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