
分類 書名/著者名 出版社 配架先 NDC 貸出区分名

総記 学校図書館の出番です! / 肥田美代子著 ポプラ社 2F一般書架 017/ﾋﾀﾞ 貸出可

哲学 超高齢社会を生きる : 老いに寄り添う心理学 / 長田久雄, 箱田裕司編 誠信書房 人間福祉 143.7/ｵｻ 貸出可

戸籍が語る古代の家族 / 今津勝紀著 吉川弘文館 2F一般書架 210.3/ｲﾏ 貸出可

隼人の古代史 / 中村明蔵著 吉川弘文館 2F一般書架 210.3/ﾅｶ 貸出可

基礎学問としての会計学 : 構造・歴史・方法 / 石川純治著 中央経済社 2F一般書架 336.9/ｲｼ 貸出可

現代会計の基礎と応用 / 郡司健著 中央経済社 2F一般書架 336.9/ｸﾞﾝ 貸出可

会計学基礎論 / 神戸大学会計学研究室編 同文舘出版 2F一般書架 336.9/ｺｳ 貸出可

財務会計講義 / 桜井久勝著 中央経済社 2F一般書架 336.9/ｻｸ 貸出可

ケアマネのための最新介護保険 : ここを押さえる / コンデックス情報研究所編著 成美堂出版 人間福祉 364.4/ﾃﾗ 貸出可

岩波ブックレット 1010  外国人労働者受け入れを問う / 宮島喬, 鈴木江理子著 岩波書店 ブックレット架 366.8/ｲﾜ/1010 貸出可

岩波ブックレット 1009  過労死110番 : 働かせ方を問い続けて30年 / 森岡孝二, 大阪過労死問題連絡会編 岩波書店 ブックレット架 366.9/ｲﾜ/1009 貸出可

百まで生きる覚悟 : 超長寿時代の「身じまい」の作法 / 春日キスヨ著 光文社 人間福祉 367.7/ｶｽ 貸出可

はじめて学ぶ介護の日本語基本の知識 / 三橋麻子, 丸山真貴子著 スリーエーネットワーク 人間福祉 369.07/ﾐﾂ 貸出可

介護福祉士国家試験模擬問題集 / 大阪府社会福祉協議会大阪社会福祉研修センター編 2020 中央法規出版 人間福祉 369.079/ｶｲ/2020 貸出可

岩波ブックレット 1008  介護職がいなくなる : ケアの現場で何が起きているのか / 結城康博著 岩波書店 ブックレット架 369.26/ｲﾜ/1008 貸出可

高齢者医療と介護看護 : 住まいと地域ケア / 小磯明著 御茶の水書房 人間福祉 369.26/ｺｲ 貸出可

老いることの意味を問い直す : フレイルに立ち向かう / 飯島勝矢, 戸原玄, 矢澤正人編著 クリエイツかもがわ 人間福祉 369.26/ﾆｯ 貸出可

マンガでわかる無理をしない介護　/　福辺節子・代居真知子 著　平田美咲 絵 誠文堂新光社 人間福祉 369.26/ﾌｸ 貸出可

みえる認知症ケアひもときシート"アシスト"BPSD改善ガイド / 宮島渡編集代表 中央法規出版 人間福祉 369.26/ﾐﾔ 貸出可

こうしたらうまくいった!認知症の人のためのレク&ケア 世界文化社 人間福祉 369.263/ｺｸﾞ 貸出可

日本の歩みを強く危惧する　/　玖村敦彦著 寿郎社 2F一般書架 369.37/ｸﾑ 貸出可

おさえておきたい介護スタッフができる医療行為 : イラスト図解 / 黒坂眞理子編著 学研教育出版 人間福祉 369/ｸﾛ 貸出可

はじめて学ぶ人のための社会福祉 / 三本松政之, 坂田周一編 誠信書房 人間福祉 369/ｻﾝ 貸出可

学びに向かう力 : 学習活動を支える情意的基盤を / 梶田叡一責任編集 ; 日本人間教育学会編 金子書房 子ども教育・保育 370.5/ｶｼﾞ 貸出可

教育心理学 : 教職課程コアカリキュラムに対応した / 守一雄著 松本大学出版会 子ども教育・保育 371.4/ﾓﾘ 貸出可

子どもが成長するということの真相 : 子育て・生徒指導・学級経営に欠かせない / 吉田順著 民衆社 子ども教育・保育 371.42/ﾖｼ 貸出可

ワークで学ぶ学校カウンセリング / 竹尾和子, 井藤元編 ナカニシヤ出版 子ども教育・保育 371.43/ﾀｹ 貸出可

山形県の教職教養参考書2021年度版 / 協同教育研究会編 協同出版 子ども教育・保育 373.7/ｷｮ/2021 貸出可

小学校新指導要録改訂のポイント : 新3観点による資質・能力の評価がわかる! / 石井英真, 西岡加名恵, 田中耕治編著 日本標準 子ども教育・保育 374.12/ｲｼ 貸出可

プロ教師のクラスがうまくいく「叱らない」指導術 / 俵原正仁著 学陽書房 子ども教育・保育 374.12/ﾀﾜ 貸出可

新任3年目までに必ず身に付けたい!子どもがサッと動く統率のワザ68 : 学級崩壊の対処に悩む教師が時間も労力も10分の1で解決する秘密 / 西野宏明著明治図書出版 子ども教育・保育 374.12/ﾆｼ 貸出可

学級経営365日のタイムスケジュール表 : 最高のクラスになる! / 山本東矢著 学芸みらい社 子ども教育・保育 374.12/ﾔﾏ 貸出可

教師をめざす学びのハンドブック : 教職入門から教職実践演習まで / 木村裕 [ほか] 著 かもがわ出版 子ども教育・保育 374.3/ｷﾑ 貸出可

必ず「一人前の先生」になれる! : ステップアップのための必修レッスン74 / 山中伸之著 金子書房 子ども教育・保育 374.35/ﾔﾏ 貸出可

教師のすごいダンドリ術! : 忙しい毎日が劇的に変わる / 山中伸之著 学陽書房 子ども教育・保育 374.35/ﾔﾏ 貸出可

小学校発アクティブ・ラーニングを超える授業 : 質の高い学びのヴィジョン「教科する」授業 / 石井英真編著 日本標準 子ども教育・保育 375.1/ｲｼ 貸出可

教育の方法と技術 : 主体的・対話的で深い学びをつくるインストラクショナルデザイン / 稲垣忠編著 北大路書房 子ども教育・保育 375.1/ｲﾅ 貸出可

「主体的・対話的で深い学び」の理論と実践 / 遠藤孝夫編著 東信堂 子ども教育・保育 375.1/ｴﾝ 貸出可
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2020年新学習指導要領対応  これで安心！小学校プログラミング教育必修化に向けた【学年別】実践集　/　大塚智治著 2020年新学習指導要領対応秀麗出版 子ども教育・保育 375.1/ｵｵ/2020 貸出可

授業という営み : 子どもとともに「主体的に学ぶ場」を創る / 鹿毛雅治著 教育出版 子ども教育・保育 375.1/ｶｹﾞ 貸出可

自ら問い続ける子どもを育てる授業 : 「問いたくなる」状況づくりと学び合い / 福岡教育大学附属小倉小学校著 教育出版 子ども教育・保育 375.1/ｶｹﾞ 貸出可

学習指導要領の読み方・活かし方 : 学習指導要領を「使いこなす」ための8章 : 2020年学習指導要領解説の決定版 / 合田哲雄著教育開発研究所 子ども教育・保育 375.1/ｺﾞｳ 貸出可

新任3年目までに必ず身に付けたい!子どもがパッと集中する授業のワザ74 : 授業ベタだった教師が授業崩壊をさせずにすんだ秘密 / 西野宏明著明治図書出版 子ども教育・保育 375.1/ﾆｼ 貸出可

学校教育ではぐくむ資質・能力を評価する / 関口貴裕, 岸学, 杉森伸吉編著 図書文化社 子ども教育・保育 375.17/ｾｷ 貸出可

ICT活用指導力アップ!教育の情報化 : 教員になるための情報教育入門 / 梅田恭子, 齋藤ひとみ編著 ; 高橋岳之 [ほか] 著実教出版 子ども教育・保育 375.199/ｳﾒ 貸出可

小学校担任が安心して取り組めるプログラミング教育 / 鷲見辰美著 学事出版 子ども教育・保育 375.199/ｽﾐ 貸出可

小学校におけるプログラミング教育の理論と実践 / 東京学芸大学プログラミング教育研究会編 ; 加藤直樹 [ほか執筆] 学文社 子ども教育・保育 375.199/ﾄｳ 貸出可

小学校 / 小渕朝男, 関口武編著 ; 竹内常一編集代表 高文研 子ども教育・保育 375.2/ﾀｹ 貸出可

となえておぼえる漢字の本　改訂4版 小学1年生 偕成社 子ども教育・保育 375.87/ﾄﾅ/1 貸出可

となえておぼえる漢字の本　改訂4版 小学2年生 偕成社 子ども教育・保育 375.87/ﾄﾅ/2 貸出可

となえておぼえる漢字の本　改訂4版 小学3年生 偕成社 子ども教育・保育 375.87/ﾄﾅ/3 貸出可

となえておぼえる漢字の本　改訂4版 小学4年生 偕成社 子ども教育・保育 375.87/ﾄﾅ/4 貸出可

となえておぼえる漢字の本　改訂4版 小学5年生 偕成社 子ども教育・保育 375.87/ﾄﾅ/5 貸出可

となえておぼえる漢字の本　改訂4版 小学6年生 偕成社 子ども教育・保育 375.87/ﾄﾅ/6 貸出可

ワクワクする小学校英語授業の作り方 / 酒井志延編著 大修館書店 子ども教育・保育 375.893/ｻｶ 貸出可

新人担任が知っておきたい!3・4・5歳児保育のキホンまるわかりブック / 今井和子著 : 石田幸美著 学研プラス 子ども教育・保育 376.1/ｲﾏ 貸出可

日本が誇る!ていねいな保育 : 0・1・2歳児クラスの現場から / 大豆生田啓友, おおえだけいこ著 小学館 子ども教育・保育 376.1/ｵｵ 貸出可

「背景」から考える気になる子の保育サポートブック / 清瀬市子どもの発達支援・交流センターとことこ監修 ; 木村一優医療監修新星出版社 子ども教育・保育 376.1/ｷﾖ 貸出可

「背景」から考える気になる子の保育サポートブック / 清瀬市子どもの発達支援・交流センターとことこ監修 ; 木村一優医療監修新星出版社 子ども教育・保育 376.1/ｷﾖ 貸出可

子どもが育つ遊びと学び : 保幼小の連携・接続の指導計画から実践まで / 高櫻綾子編 朝倉書店 子ども教育・保育 376.1/ﾀｶ 貸出可

自信のつく保育指導案の書き方 : ベテラン保育者がフレッシュ保育者にやさしく伝授 / 西村美佳, 野村優子著 ; 片山紀子編朱鷺書房 子ども教育・保育 376.1/ﾆｼ 貸出可

心と体がのびのび育つ0～2歳児のあそび図鑑 / モチコイラスト 池田書店 子ども教育・保育 376.1/ﾊﾀ 貸出可

0歳児から5歳児行動の意味とその対応 : 見えてますか?子どもからのシグナル / 今井和子著 小学館 子ども教育・保育 376.11/ｲﾏ 貸出可

先輩保育者が教えてくれる!連絡帳の書き方のきほん / 浅井拓久也著 翔泳社 子ども教育・保育 376.14/ｱｻ 貸出可

事例で学ぶ「要録」の書き方ガイド : 幼稚園、保育所、認定こども園対応 / 神長美津子[ほか]著 中央法規出版 子ども教育・保育 376.14/ｶﾐ 貸出可

保育を変えるチーム力の高め方 : 職員の意識改革とコミュニケーションの活性化 / 倉石哲也著 中央法規出版 子ども教育・保育 376.14/ｸﾗ 貸出可

保育者をめざす人のためのことばの表現話す・聞く・書く / 篠原京子, 増田泉著 建帛社 子ども教育・保育 376.14/ｼﾉ 貸出可

実例でわかる保育参観&懇談会成功マニュアル : 保育園幼稚園 / 冨田久枝監修 成美堂出版 子ども教育・保育 376.14/ﾄﾐ 貸出可

そのまま使える!保育の多目的イラスト&掲示ポスター ナツメ社 子ども教育・保育 376.14/ﾅﾂ 貸出可

スイスイわかる保育士採用専門試験 / 保育士採用試験情報研究会編著 2019年度版 一ツ橋書店 子ども教育・保育 376.14/ﾎｲ 貸出可

保育士幼稚園教諭採用試験問題集 / 保育士試験研究会編 2020年度版 実務教育出版 子ども教育・保育 376.14/ﾎｲ/2020 貸出可

遊びと学びをつなぐこれからの保幼小接続カリキュラム : 事例でわかるアプローチ&スタートカリキュラム / 木下光二著 チャイルド本社 子ども教育・保育 376.15/ｷﾉ 貸出可

保育所保育指針ハンドブック : 2017年告示版 / 汐見稔幸監修 [学研教育みらい] 子ども教育・保育 376.15/ｼｵ 貸出可

遊びや生活のなかで"10の姿"を育む保育 : 事例で見る「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」 / 幼少年教育研究所編著チャイルド本社 子ども教育・保育 376.15/ｾｷ 貸出可

保育のピアノ伴奏12か月人気150曲 : やさしいアレンジで楽しく弾ける! / 西東社編集部編 西東社 子ども教育・保育 376.156/ｾｲ 貸出可

年齢別おりがみ12か月 : 2歳から6歳まで 世界文化社 子ども教育・保育 376.156/ｾｶ 貸出可

使える!保育のあそびネタ集 / 井上明美編著 2019(ゲームあそび編) 自由現代社 子ども教育・保育 376.157/ｲﾉ 貸出可

発達障害僕にはイラつく理由(ワケ)がある! / かなしろにゃんこ。著 ; 前川あさ美監修・解説 講談社 子ども教育・保育 378.8/ｶﾅ 貸出可

社会科学

社会科学



ストップ!NG指導 : 教科別すべての子どもを救う基礎的授業スキル / 小野隆行著 学芸みらい社 子ども教育・保育 378/ｵﾉ 貸出可

超効率勉強法 : 最短の時間で最大の成果を手に入れる / メンタリストDaiGo著 学研プラス 子ども教育・保育 379.7/ﾀﾞｲ 貸出可

マンガでわかるよのなかのルール / 横山浩之著 ; みずたまりマンガ 小学館 2F一般書架 385.9/ﾖｺ 貸出可

健康心理学事典 / 日本健康心理学会編 丸善出版 人間福祉 490.14/ﾆﾎ 禁帯出

認知症の人の心の中はどうなっているのか? / 佐藤眞一著 光文社 人間福祉 493.75/ｻﾄ 貸出可

認知症は接し方で100%変わる! : 「こころ」の名医が教える / 吉田勝明著 IDP出版 人間福祉 493.75/ﾖｼ 貸出可

食べることへの支援 : 住み慣れた地域で自立した生活を送るために / 田中弥生, 手塚順子編著 第一出版 人間福祉 498.59/ﾀﾅ 貸出可

土門拳の室生寺 株式会社クレヴィス 2F一般書架 748/ﾄﾞﾓ 貸出可

評伝孫基禎 : スポーツは国境を越えて心をつなぐ / 寺島善一著 社会評論社 2F一般書架 782.3/ﾃﾗ 貸出可

「国書」の起源 : 近代日本の古典編成 / 品田悦一, 齋藤希史著 新曜社 1F一般書架 910.7/ｼﾅ 貸出可

82年生まれ、キム・ジヨン / チョ・ナムジュ著 ; 斎藤真理子訳 筑摩書房 英文書架 929.1/ﾁﾖ 貸出可

ぶたさんちのおつきみ / 板橋敦子作・絵 ひさかたチャイルド 絵本・児童図書架 E/ｲﾀ 貸出可

へんなかお / 大森裕子著 白泉社 絵本・児童図書架 E/ｵｵ 貸出可

どんぐりのき / 亀岡亜希子[作] PHP研究所 絵本・児童図書架 E/ｶﾒ 貸出可

はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう! / くぼまちこ著 アリス館 絵本・児童図書架 E/ｸﾎﾞ 貸出可

おつきみおばけ / せなけいこ作・絵 ポプラ社 絵本・児童図書架 E/ｾﾅ 貸出可

サンタさんのいたずらっこリスト / ローレンス・デイヴィッド作 ; デルフィーヌ・デュラン絵 ; 石津ちひろ訳 小学館 絵本・児童図書架 E/ﾃﾞｲ 貸出可

とらたとおおゆき / なかがわりえこぶん ; なかがわそうやえ 福音館書店 絵本・児童図書架 E/ﾅｶ 貸出可

おちばいちば / 西原みのり作 ブロンズ新社 絵本・児童図書架 E/ﾆｼ 貸出可

のはらでまたね / はせがわさとみ作 文溪堂 絵本・児童図書架 E/ﾊｾ 貸出可

ころりん・ぱ! / ひらぎみつえ作 ほるぷ出版 絵本・児童図書架 E/ﾋﾗ 貸出可

へんしん！おばけちゃん / ひらぎみつえ作 ほるぷ出版 絵本・児童図書架 E/ﾋﾗ 貸出可

あめのひのえんそく / 間瀬なおかた作・絵 ひさかたチャイルド 絵本・児童図書架 E/ﾏｾ 貸出可

うれしいおいしいはんぶんこ / 宮野聡子作･絵 株式会社PHP研究所 絵本・児童図書架 E/ﾐﾔ 貸出可

視聴覚 月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2019年9月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2019-9 禁帯出

絵本・児童書

社会科学

自然科学

芸術

文学


