
分類 署名/著者名 出版社名 配架先 NDC 貸出可区分

「表現の自由」の守り方 / 山田太郎著 星海社 2F一般書架 023.8/ﾔﾏ 貸出可

朝日新聞縮刷版 2019年6月(1176) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2019-6 禁帯出

哲学 The structure of Human personality : Third　Edition 人間福祉 141.93/ey 貸出可

歴史 ミネルヴァ日本評伝選  山川均 : マルキシズム臭くないマルキストに / 米原謙著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可

経済財政白書 / 内閣府編 令和元年版  「令和」新時代の日本経済 / 内閣府編集 日経印刷 参考図書架 330.59/ﾅｲ/2019 禁帯出

少子化社会白書 / 内閣府編 令和元年版 ぎょうせい 参考図書架 334.31/ﾅｲ/2019 禁帯出

マンガでやさしくわかるアサーション / 平木典子著 ; 星井博文シナリオ制作 ; サノマリナ作画日本能率協会マネジメントセンター2F一般書架 361.45/ﾋﾗ 貸出可

アンケート調査年鑑 / 竹内宏編 2019 並木書房 参考図書架 361.91/ﾀｹ/2019 禁帯出

プロとして知っておきたい！介護保険のしくみと使い方 中央法規出版株式会社人間福祉 364.4/ｹｱ 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 400 パド・ウィメンズ・オフィス2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/400 貸出可

子ども・若者白書 / 内閣府編 令和元年版 中和印刷 参考図書架 367.6/ﾅｲ/2019 禁帯出

しがみつかない死に方 : 孤独死時代を豊かに生きるヒント / 香山リカ [著] 角川書店 2F一般書架 367.75/ｶﾔ 貸出可

21世紀の現代社会福祉用語辞典 / 九州社会福祉研究会編 学文社 人間福祉 369.033/ｷﾕ 貸出可

現場で役立つ!早引き介護用語辞典 : 介護スキルアップ手帳 / 佐藤富士子監修 ナツメ社 人間福祉 369.033/ｻﾄ 貸出可

現代社会福祉用語の基礎知識 / 成清美治, 加納光子編集代表 学文社 人間福祉 369.033/ﾅﾘ 貸出可

地域で担う生活支援 : 自治体の役割と連携 / 国立社会保障・人口問題研究所編 東京大学出版会 人間福祉 369.11/ｴﾝ 貸出可

ソーシャルワーク論 / 木村容子, 小原眞知子編著 ミネルヴァ書房 人間福祉 369.16/ｷﾑ 貸出可

事例とQ&Aでわかるケアマネジャーのための医療連携ガイド / 白木裕子編集 中央法規出版 人間福祉 369.16/ｼﾗ 貸出可

ソーシャルワーカーのための研究ガイドブック : 実践と研究を結びつけるプロセスと方法 / 日本ソーシャルワーク学会監修中央法規出版 人間福祉 369.16/ﾆﾎ 貸出可

実践事例に学ぶケアマネジメントの展開 : 介護支援専門員法定研修対応 / 堀部徹, 矢庭さゆり編著中央法規出版 人間福祉 369.16/ﾎﾘ 貸出可

コミュニティソーシャルワークの新たな展開 : 理論と先進事例 / 宮城孝, 菱沼幹男, 大橋謙策編中央法規出版 人間福祉 369.16/ﾐﾔ 貸出可

貧困と生活困窮者支援 : ソーシャルワークの新展開 / 埋橋孝文, 同志社大学社会福祉教育・研究支援センター編法律文化社 人間福祉 369.2/ｳｽﾞ 貸出可

認知症の人がパッと笑顔になる言葉かけ / 右馬埜節子著 講談社 人間福祉 369.26/ｳﾏ 貸出可

介護保険六法 / 介護保険法規研究会監修 令和元年版 中央法規出版 参考図書架 369.26/ｶｲ/2019 禁帯出

高齢者のためのおやつレクリエーション / 鈴木恵監修 ; 検見﨑聡美料理 成美堂出版 人間福祉 369.26/ｽｽﾞ 貸出可

はじめて学ぶ生活支援 : 地域を支える人材を育てる生活支援の基本テキスト : 生活支援サービス従事者 介護ボランティア向け / 長寿社会文化協会監修日本医療企画 人間福祉 369.26/ﾁﾖ 貸出可

令和元年版  障害者総合支援六法 令和元年版 中央法規出版 参考図書架 369.27/ﾁﾕ 禁帯出

代替養育の社会学 : 施設養護から「脱家族化」を問う / 藤間公太著 晃洋書房 子ども教育・保育 369.4/ﾄｳ 貸出可

学力・人格と教育実践 : 変革的な主体性をはぐくむ / 佐貫浩著 大月書店 子ども教育・保育 371/ｻﾇ 貸出可

子どもの幸せを実現する学力と学校 : オーストラリア・ニュージーランド・カナダ・韓国・中国の「新たな学力」への対応から考える / 木村裕, 竹川慎哉編著学事出版 子ども教育・保育 372/ｷﾑ 貸出可

文部科学白書 / 文部科学省編 平成30年度 財務省印刷局 参考図書架 373.2/ﾓﾝ/2018 禁帯出
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教育実習のよりよい授業づくり : 単元指導計画&学習指導案で学ぶ / 明星大学教職センター編学事出版 子ども教育・保育 373.7/ﾒｲ 貸出可

小学校学級担任のダンドリ仕事術 : 時間と心にゆとりを生む / 村上仁志著 学研教育みらい 子ども教育・保育 374.12/ﾑﾗ 貸出可

学校の時間対効果を見直す! : エビデンスで効果が上がる16の教育事例 / 森俊郎, 江澤隆輔著学事出版 子ども教育・保育 374.3/ﾓﾘ 貸出可

学び合い、支え合い、高め合い「あいの力」で子どものやる気を引き出す授業術 : 「読む・書く・聴く・話す」の学力の根っこを育む学習指導 / 岡本美穂著ナツメ社 子ども教育・保育 375.1/ｵｶ 貸出可

子どもが輝くNIEの授業 : 新聞活用が育む人づくり教育 / 妹尾彰, 枝元一三編著 晩成書房 子ども教育・保育 375.1/ｾﾉ 貸出可

授業の腕をあげるちょこっとスキル / 高橋朋彦, 古舘良純著 明治図書出版 子ども教育・保育 375.1/ﾀｶ 貸出可

話せない子もどんどん発表する!対話力トレーニング / 丸岡慎弥著 学陽書房 子ども教育・保育 375.1/ﾏﾙ 貸出可

知りたいことがきっとわかる!道徳教育Q&A / 河合宣昌著 日本文教出版 子ども教育・保育 375.35/ｶﾜ 貸出可

思考ツールでつくる考える道徳 / 黒上晴夫編・著 小学館 子ども教育・保育 375.352/ｸﾛ 貸出可

小学校英語指導スキル大全 : 授業力アップのための必須スキルを60本収録! / 坂井邦晃編著明治図書出版 子ども教育・保育 375.893/ｻｶ 貸出可

10の姿で保育の質を高める本 / 汐見稔幸, 中山昌樹著 風鳴舎 子ども教育・保育 376.1/ｼｵ 貸出可

保育に役立つ0・1・2歳の手作りおもちゃ : 年齢別全130種 / 矢野真著 成美堂出版 子ども教育・保育 376.157/ﾔﾉ 貸出可

大学における「学問・教育・表現の自由」を問う / 寄川条路編 ; 小林節 [ほか] 著 法律文化社 子ども教育・保育 377.1/ﾖﾘ 貸出可

これだけは知っておきたい発達が気になる児童生徒の理解と指導・支援 : 多様性のある子どもたちのあしたのために / 阿部利彦, 岩澤一美著金子書房 子ども教育・保育 378.8/ｱﾍﾞ 貸出可

もしかして発達障害?「気になる子ども」との向き合い方 / 嶋野重行著 幻冬舎メディアコンサルティング子ども教育・保育 378.8/ｼﾏ 貸出可

最新・医療用語4200 /　医学通信社 医学通信社 人間福祉 490/ﾆﾎ 貸出可

介護現場で使える急変時対応便利帖 / 介護と医療研究会著 翔泳社 人間福祉 493.185/ｶｲ 貸出可

現場で役立つ!早引き認知症ケアハンドブック / 榊原宏昌著 ナツメ社 人間福祉 493.75/ｻｶ 貸出可

フットケアと足病変治療ガイドブック / 日本フットケア学会編集 医学書院 人間福祉 494.67/ﾆﾎ 貸出可

公衆衛生 / 松木秀明編 金原出版 人間福祉 498/ﾏﾂ 貸出可

技術 やさしい家政学原論 / 日本家政学会家政学原論部会編 建帛社 人間福祉 590/ﾆﾎ 貸出可

産業 正しいビジネスメールの書き方 : 誰に送っても恥ずかしくないメールが書ける! / 西出ひろ子著日本能率協会マネジメントセンタービジネス実務 670.91/ﾆｼ 貸出可

むらさきのスカートの女 / 今村夏子著 朝日新聞出版 1F一般書架 913.6/ｲﾏ 貸出可

渦 : 妹背山婦女庭訓魂結び / 大島真寿美著 文藝春秋 1F一般書架 913.6/ｵｵ 貸出可

フォークナー / 佐伯彰一[ほか]訳 (21)  ケイト・ショパンと南部 : 特集 / フォークナー協会編集室編集松柏社 英文書架 930.28/ﾌｵ/21 貸出可

黒川能面装束図譜 公益財団法人黒川能保存会郷土資料室 Y212.5/ｸﾛ 貸出可

平成30年度活動の記録　谷柏田植踊 : 復活！継承3年目の軌跡 谷柏田植踊保存会 郷土資料室 Y212.5/ﾔｶﾞ 貸出可

かいけつゾロリ　うちゅう大さくせん / 原ゆたかさく･え 株式会社ポプラ社 絵本・児童図書架 913.8/ハラ 貸出可

ポコポコアイスクリーム / さかいさちえ作･絵 株式会社教育画劇 絵本・児童図書架 E/ｻｶ 貸出可

ポコポコゼリー / さかいさちえ作･絵 株式会社教育画劇 絵本・児童図書架 E/ｻｶ 貸出可

ポコポコミックスジュース / さかいさちえ作･絵 株式会社教育画劇 絵本・児童図書架 E/ｻｶ 貸出可

ちいさなちいさなすてきなおうち / さかいさちえ[作・絵] 株式会社教育画劇 絵本・児童図書架 E/ｻｶ 貸出可

ちいさなちいさな ほうせきのもり / さかいさちえ〔作･絵〕 株式会社教育画劇 絵本・児童図書架 E/ｻｶ 貸出可

ちいさなちいさな　こおりのくに / さかいさちえ〔作･絵〕 株式会社教育画劇 絵本・児童図書架 E/ｻｶ 貸出可
視聴覚 月間やましんCD-ROM,DVD/山形新聞社[編]2019年7月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2019-07禁帯出

絵本・児童書

社会科学

自然科学

文学

郷土資料


