
分類 書名/著者名 出版社 配架先 請求記号 貸出区分

文化情報学事典 / 金明哲 [ほか] 編 勉誠出版 参考図書架 002.7/ｷﾝ 禁帯出

JLA図書館情報学テキストシリーズ 3/ 塩見昇 [ほか] 編集 12  図書館施設論 / 中井孝幸, 川島宏, 柳瀬寛夫著日本図書館協会 2F一般書架 010.8/JL/3-12 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 6  児童サービス論 / 堀川照代編著日本図書館協会 2F一般書架 010.8/JL/3-6新 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 9  情報資源組織論 / 柴田正美, 高畑悦子著日本図書館協会 2F一般書架 010.8/JL/3-9三訂 貸出可

アドラー流 自分らしく生きる心理学 三笠書房 2F一般書架 014/ﾅｲ 貸出可

読書世論調査 / 毎日新聞社編 2020 毎日新聞社 2F一般書架 019.3/ﾏｲ/2020 禁帯出

年刊参考図書解説目録 / 日外アソシエーツ編集部編集 2017-2019 日外アソシエーツ 参考図書架 028/ﾆﾁ/17-19 禁帯出

世界年鑑 / 共同通信社編 2020 共同通信社 参考図書架 059/ｾｶ/2020 禁帯出

朝日新聞縮刷版 2020年3月(1185) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2020-3 禁帯出

岩波新書 1772  20世紀アメリカの夢 : 世紀転換期から一九七〇年代 / 中野耕太郎著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1772 貸出可

岩波新書 1799  日本経済30年史 : バブルからアベノミクスまで / 山家悠紀夫著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1799 貸出可

岩波新書 1800  民主主義は終わるのか : 瀬戸際に立つ日本 / 山口二郎著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1800 貸出可

岩波新書 1801  統合失調症 / 村井俊哉著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1801 貸出可

岩波新書 1802  ミシェル・フーコー : 自己から脱け出すための哲学 / 慎改康之著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1802 貸出可

岩波新書 1803  日曜俳句入門 / 吉竹純著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1803 貸出可

岩波新書 1804  中華の成立 : 唐代まで / 渡辺信一郎著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1804 貸出可

岩波新書 1805  江南の発展 : 南宋まで / 丸橋充拓著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1805 貸出可

岩波新書 1806  草原の制覇 : 大モンゴルまで / 古松崇志著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1806 貸出可

岩波新書 1809  AIの時代と法 / 小塚荘一郎著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1809 貸出可

岩波新書 1810  放送の自由 : その公共性を問う / 川端和治著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1810 貸出可

岩波新書 1811  俳句 / 長谷川櫂編 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1811 貸出可

岩波新書 1812  俳句 / 長谷川櫂編 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1812 貸出可

岩波新書 1813  短歌 / 水原紫苑編 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1813 貸出可

岩波新書 1814  短歌 / 水原紫苑編 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1814 貸出可

岩波新書 1815  詩と歌謡 / 蜂飼耳編 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1815 貸出可

岩波新書 1816  「孤独な育児」のない社会へ : 未来を拓く保育 / 榊原智子著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1816 貸出可

岩波新書 1817  リベラル・デモクラシーの現在 : 「ネオリベラル」と「イリベラル」のはざまで / 樋口陽一著岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1817 貸出可

岩波新書 1818  レバノンから来た能楽師の妻 / 梅若マドレーヌ [著] ; 竹内要江訳 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1818 貸出可

岩波新書 1819  水墨画入門 / 島尾新著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1819 貸出可
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岩波新書 1820  『広辞苑』をよむ / 今野真二著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1820 貸出可

岩波新書 1821  日本思想史 / 末木文美士著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1821 貸出可

岩波新書 1822  新実存主義 / マルクス・ガブリエル [著] ; 廣瀬覚訳 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1822 貸出可

岩波新書 1823  アクティブ・ラーニングとは何か / 渡部淳著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1823 貸出可

岩波新書 1824  アメリカの制裁外交 / 杉田弘毅著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1824 貸出可

岩波新書 1825  客室乗務員の誕生 : 「おもてなし」化する日本社会 / 山口誠著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1825 貸出可

岩波新書 1826  小学校英語のジレンマ / 寺沢拓敬著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1826 貸出可

岩波新書 1827  律令国家と隋唐文明 / 大津透著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1827 貸出可

岩波新書 1828  人生の1冊の絵本 / 柳田邦男著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1828 貸出可

岩波新書 1829  教育は何を評価してきたのか / 本田由紀著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1829 貸出可

岩波新書 1830  世界経済図説 / 宮崎勇, 田谷禎三著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1830 貸出可

岩波新書 1831  5G : 次世代移動通信規格の可能性 / 森川博之著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1831 貸出可

岩波新書 1832  「勤労青年」の教養文化史 / 福間良明著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1832 貸出可

東洋文庫 897  北斎 : 十八世紀の日本美術 / エドモン・ド・ゴンクール著 ; 隠岐由紀子訳平凡社 2F一般書架 081/ﾄｳ/897 貸出可

東洋文庫 898  クレットマン日記 : 若きフランス士官の見た明治初年の日本 / ルイ・クレットマン [著] ; 松崎碩子訳平凡社 2F一般書架 081/ﾄｳ/898 貸出可

東洋文庫 899  明史選挙志 : 明代の学校・科挙・任官制度 / 井上進, 酒井恵子訳注 平凡社 2F一般書架 081/ﾄｳ/899 貸出可

東洋文庫 900  荻生徂徠全詩 / [荻生徂徠著] ; 荒井健, 田口一郎訳注 平凡社 2F一般書架 081/ﾄｳ/900 貸出可

東洋文庫 901  感身学正記 : 西大寺叡尊の自伝 / 叡尊 [著] ; 細川涼一訳注 平凡社 2F一般書架 081/ﾄｳ/901 貸出可

哲学 思考を整え集中力を高める練習 : 世界のエリートがやっている「マインドフルネス」の秘密 / 小西喜朗著方丈社 2F一般書架 146.8/ｺﾆ 貸出可

キッズペディア歴史館 : 日本史の大事件そのとき世界は 小学館 2F一般書架 210.036/ｼｮ 貸出可

地政学で読み解く日本と中国・韓国・ロシアの勢力史 / 内藤博文著 河出書房新社 2F一般書架 220/ﾅｲ 貸出可

岩波ブックレット 1019  インディオの村通い40年 : 〈いのち〉みつめて / 清水透著 岩波書店 ブックレット架 256.07/ｲﾜ/1019 貸出可

ミネルヴァ日本評伝選  山室軍平 : 無名ノ英雄、無名ノ豪傑タルヲ勉メン哉 / 室田保夫著ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可

ミネルヴァ日本評伝選  清水幾太郎 : 経験、この人間的なるもの / 庄司武史著 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  黒岩涙香 : 断じて利の為には非ざるなり / 奥武則著 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  足利義輝・義昭 : 天下諸侍、御主に候 / 山田康弘著 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  大内義隆 : 類葉武徳の家を称し、大名の器に載る / 藤井崇著 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  河口慧海 : 雲と水との旅をするなり / 高山龍三著 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  斎藤氏四代 : 人天を守護し、仏想を伝えず / 木下聡著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可

社説総覧 : 朝日・毎日・読売 / 明文書房編集部編集 2019(3) 明文書房 2F一般書架 304/ﾒｲ/19-7-9 貸出可

2021年度版  地方初級〈教養試験〉過去問350 2021年度版 株式会社 実務教育出版 ビジネス実務 307.8/ｼｶ/2021 貸出可

総記

歴史

社会科学



全国市町村要覧 / 自治省行政局振興課編集 令和元年版 第一法規出版 参考図書架 318.036/ｼﾁ/2019 禁帯出

今さら聞けない社会人としての100のタブー / 社会人マナー研究会編 彩図社 ビジネス実務 336.49/ｼｬ 貸出可

岩波ブックレット 1024  介護保険が危ない! / 上野千鶴子, 樋口恵子編 岩波書店 ブックレット架 364.4/ｲﾜ/1024 貸出可

岩波ブックレット 1017  韓国徴用工裁判とは何か / 竹内康人著 岩波書店 ブックレット架 366.8/ｲﾜ/1017 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 409 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/409 貸出可

社会福祉・介護福祉の質的研究法 : 実践者のための現場研究 / 田中千枝子編集代表 ; 日本福祉大学大学院質的研究会編集中央法規出版 人間福祉 369.07/ﾀﾅ 貸出可

社会福祉小六法 / ミネルヴァ書房編集部編 2020 ミネルヴァ書房 参考図書架 369.1/ｼﾔ/2020 禁帯出

アセスメントに自信がもてる!アローチャートガイド : ケアマネジャーの羅針盤 /  石田英一郎[ほか] 著中央法規出版 人間福祉 369.16/ｲｼ 貸出可

現場で役立つ介護・福祉リーダーのためのチームマネジメント / 井上由起子 [ほか] 著 中央法規出版 人間福祉 369.17/ｲﾉ 貸出可

福祉用具専門相談員研修テキスト / シルバーサービス振興会編集 中央法規出版 人間福祉 369.18/ｼﾙ 貸出可

アクティビティ・サービス : 心身と生活の活性化を支援する / アクティビティ・サービス協議会編集中央法規出版 人間福祉 369.26/ｱｸ 貸出可

一人ひとりが輝くレクリエーション・プログラム / 妹尾弘幸著 中央法規出版 人間福祉 369.26/ｾｵ 貸出可

福祉用具専門相談員更新研修(ふくせん認定)テキスト / 全国福祉用具専門相談員協会, シルバーサービス振興会監修中央法規出版 人間福祉 369.26/ｾﾞﾝ 貸出可

写真で学ぶ拘縮予防・改善のための介護 / 田中義行著 中央法規 人間福祉 369.26/ﾀﾅ 貸出可

参加したくなる介護現場のレクリエーション : 意欲を高めるかかわり方と30のプログラム / 山崎律子著中央法規出版 人間福祉 369.26/ﾔﾏ 貸出可

福祉用具サービス計画作成ガイドブック / 全国福祉用具専門相談員協会編集 中央法規出版 人間福祉 369.261/ｾﾞﾝ 貸出可

24H (じかん) シートの作り方・使い方 : 個別ケアのためのアセスメント・記録ツール / 秋葉都子著中央法規出版 人間福祉 369.263/ｱｷ 貸出可

プレイケアのすすめ : レクリエーションを変える新たな気づき / 川崎陽一著 中央法規出版 人間福祉 369.263/ｶﾜ 貸出可

岩波ブックレット 1021  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/1021 貸出可

シリーズ子どもの貧困 / 松本伊智朗編集代表 4  大人になる・社会をつくる : 若者の貧困と学校・労働・家族 / 杉田真衣, 谷口由希子編著明石書店 2F一般書架 369.4/ﾏﾂ/4 貸出可

岩波ブックレット 1018  ボランティアってなんだっけ? / 猪瀬浩平著 岩波書店 ブックレット架 369.7/ｲﾜ/1018 貸出可

新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一, 岡伸一, 金子光一 [ほか] 編集代表 10  中南米 : メキシコ/コスタリカ/ペルー/ボリビア/ブラジル/チリ/ウルグアイ/アルゼンチン / 宇佐見耕一編旬報社 人間福祉 369/ｼﾝ/10 貸出可

新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一, 岡伸一, 金子光一 [ほか] 編集代表 11  アフリカ/中東 : エチオピア/ナイジェリア/カメルーン/コンゴ共和国/ガーナ/南アフリカ/モザンビーク/ザンビア/トルコ/イラン/湾岸アラブ諸国/ヨルダン/モロッコ/エジプト/チュニジア / 牧野久美子, 岩崎えり奈編旬報社 人間福祉 369/ｼﾝ/11 貸出可

新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一, 岡伸一, 金子光一 [ほか] 編集代表 12  国際社会福祉 / 岡伸一, 原島博編旬報社 人間福祉 369/ｼﾝ/12 貸出可

新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一, 岡伸一, 金子光一 [ほか] 編集代表 7  東アジア : 中国/韓国/台湾 / 上村泰裕編旬報社 人間福祉 369/ｼﾝ/7 貸出可

新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一, 岡伸一, 金子光一 [ほか] 編集代表 8  東南アジア : フィリピン/タイ/インドネシア/ベトナム/シンガポール / 原島博編旬報社 人間福祉 369/ｼﾝ/8 貸出可

新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一, 岡伸一, 金子光一 [ほか] 編集代表 9  南アジア : インド/パキスタン/スリランカ/ネパール/ブータン/バングラデシュ / 日下部尚徳編旬報社 人間福祉 369/ｼﾝ/9 貸出可

介助が困難な人への介護技術 : 介護の技術をやさしく丁寧に解説 / 滝波順子, 田中義行著中央法規出版 人間福祉 369/ﾀｷ 貸出可

美容福祉概論 : その知識と実践技術 / 山野学苑編集 中央法規出版 人間福祉 369/ﾔﾏ 貸出可

全国学校総覧 2020 東京教育研究所 参考図書架 370.35/ｾﾞﾝ/2020 禁帯出

社会科学



岩波ブックレット 1023  ひきこもりのライフプラン : 「親亡き後」をどうするか / 斎藤環, 畠中雅子著岩波書店 ブックレット架 371.42/ｲﾜ/1023 貸出可

岩波ブックレット 1020  迷走する教員の働き方改革 : 変形労働時間制を考える / 内田良 [ほか] 著岩波書店 ブックレット架 374.37/ｲﾜ/1020 貸出可

新保育ライブラリ / 民秋言 [ほか] 編集委員 保育の現場を知る(新版)  保育所実習 / 民秋言 [ほか] 編著北大路書房 子ども教育・保育 376.108/ｼﾝ 貸出可

新保育ライブラリ / 民秋言 [ほか] 編集委員 保育の現場を知る(新版)  幼稚園実習 / 民秋言 [ほか] 編著北大路書房 子ども教育・保育 376.108/ｼﾝ 貸出可

新保育ライブラリ / 民秋言 [ほか] 編集委員 保育・福祉を知る  子ども家庭福祉 / 植木信一編著北大路書房 子ども教育・保育 376.108/ｼﾝ 貸出可

新保育ライブラリ / 民秋言 [ほか] 編集委員 保育・福祉を知る(第3版)  保育者論 / 福元真由美, 笠間浩幸, 柏原栄子編著北大路書房 子ども教育・保育 376.108/ｼﾝ 貸出可

最新保育資料集 / 幼児保育研究会編 2020 ミネルヴァ書房 参考図書架 376.1088/ｺﾄﾞ/2020 禁帯出

韓国昔話集成 7  笑話 / 崔仁鶴, 厳鎔姫編著 ; 李権煕, 鄭裕江訳 悠書館 2F一般書架 388.21/ｶﾝ/7 貸出可

韓国昔話集成 8  形式譚 ; 神話的昔話 ; その他(補遺) / 崔仁鶴, 厳鎔姫編著 ; 李権煕, 鄭裕江訳悠書館 2F一般書架 388.21/ｶﾝ/8 貸出可

世界ことわざ比較辞典 / 日本ことわざ文化学会編 岩波書店 2F一般書架 388.8/ﾆﾎ 貸出可

岩波ブックレット 1022  沖縄を世界軍縮の拠点に : 辺野古を止める構想力 / 豊下楢彦 [ほか]著岩波書店 ブックレット架 395.39/ｲﾜ/1022 貸出可

岩波ブックレット 1016  気候危機 / 山本良一著 岩波書店 ブックレット架 451.85/ｲﾜ/1016 貸出可

岩波ブックレット 1026  どうする!?新型コロナ / 岡田晴恵著 岩波書店 ブックレット架 491.77/ｲﾜ/1026 貸出可

根拠がわかる看護マッサージ : 患者を癒やすリラクセーション技術 / 岡本佐智子著 中央法規出版 人間福祉 492.911/ｵｶ 貸出可

不安もパニックも、さようなら : 不安障害の認知行動療法 : 薬を使うことなくあなたの人生を変化させるために / デビッド・D.バーンズ著 ; 林建郎訳星和書店 人間福祉 493.74/ﾊﾞｰ 貸出可

認知症の人のための認知活性化療法マニュアル : エビデンスのある楽しい活動プログラム / Aimee Spector [ほか] 原版著 ; 山中克夫, 河野禎之日本版著中央法規出版 人間福祉 493.758/ﾔﾏ 貸出可

岩波ブックレット 1025  強制不妊と優生保護法 : "公益"に奪われたいのち / 藤野豊著 岩波書店 ブックレット架 498.25/ｲﾜ/1025 貸出可

産業 近世最上川水運と西廻航路 : 幕藩領における廻米輸送の研究 / 横山昭男著 吉川弘文館 郷土資料室 684.02125/ﾖｺ 貸出可

作品名から引ける日本児童文学個人全集案内 / 日外アソシエーツ編集 日外アソシエーツ 参考図書架 909.031/ﾆﾁ 禁帯出

假名草子集成 / 朝倉治彦編 第63巻 東京堂出版 書庫 913.5108/ｱｻ/63 貸出可

山東京傳全集 / 山東京傳 [著] ; 山東京傳全集編集委員会編 第20巻  考証随筆・雑録等 / 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/20 貸出可

熱源 / 川越宗一著 文藝春秋 1F一般書架 913.6/ｶﾜ 貸出可

背高泡立草 / 古川真人著 集英社 1F一般書架 913.6/ﾌﾙ 貸出可

「新編」日本女性文学全集 / 渡邊澄子編集 12 菁柿堂 コンパックル 918.6/ｲﾜ/12 貸出可

鉄幹晶子全集 / 逸見久美編集代表 別-5  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-5 貸出可

鉄幹晶子全集 / 逸見久美編集代表 別-6  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-6 貸出可

鉄幹晶子全集 / 逸見久美編集代表 別-7  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-7 貸出可

日本文学全集 / 池澤夏樹編 6  源氏物語 / [紫式部著] ; 角田光代訳 河出書房新社 1F一般書架 918/ﾆﾎ/06 貸出可

視聴覚 月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2020年4月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2020-4 禁帯出

社会科学

自然科学

文学


