
分類 書名/著者名 出版社 配架先 ＮＤＣ 貸出区分
今すぐ使えるかんたんWord & Excel & PowerPoint : Office 2016対応版 : Windows
10/8.1/7対応 / 技術評論社編集部, AYURA, 稲村暢子著

技術評論社 2F一般書架 007.63/ｷﾞｼﾞ 貸出可

JLA図書館実践シリーズ 42  れふぁれんす百題噺 / 槇盛可那子, 樋渡えみ子編著 日本図書館協会 2F一般書架 010.8/JL/42 貸出可

著作権法 = Copyright Law / 岡村久道著 民事法研究会 2F一般書架 021.2/ｵｶ 貸出可

標準著作権法 = Copyright law from the ground up / 高林龍著 有斐閣 2F一般書架 021.2/ﾀｶ 貸出可

著作権とは何か : 文化と創造のゆくえ / 福井健策著 集英社 2F一般書架 021.2/ﾌｸ 貸出可

朝日新聞縮刷版 2020年5月(1187) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2020-5 禁帯出

岩波新書 1833  ドキュメント強権の経済政策 / 軽部謙介著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1833 貸出可

岩波新書 1836  リスクの正体 : 不安の時代を生き抜くために / 神里達博著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1836 貸出可

東洋文庫 902  太平記秘伝理尽鈔 / 今井正之助, 加美宏, 長坂成行校注 平凡社 2F一般書架 081/ﾄｳ/902 貸出可

歴史 ミネルヴァ日本評伝選  青山二郎 : 物は一眼人は一口 / 田野勲著 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(4) 明文書房 2F一般書架 304/ﾒｲ/19-10-12 貸出可

日本国勢図会 / 矢野恒太記念会編 2020/21 日本評論社 参考図書架 351/ﾔﾉ/20-21 禁帯出

統計から読み解く　47都道府県ランキング : 消費・子供・スポーツ編 日東書院 2F一般書架 361.91/ｸﾎﾞ 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 411 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/411 貸出可

日本子ども資料年鑑 / 日本総合愛育研究所編 2020 中央出版 参考図書架 367.6059/ﾆﾎ/2020 禁帯出

岩波ブックレット 1027  加害者家族を支援する : 支援の網の目からこぼれる人々 /
阿部恭子著

岩波書店 ブックレット架 368.6/ｲﾜ/1027 貸出可

岩波ブックレット 1028  明子のピアノ : 被爆をこえて奏で継ぐ / 中村真人著 岩波書店 ブックレット架 369.37/ｲﾜ/1028 貸出可

やさしい教育心理学 / 鎌原雅彦, 竹綱誠一郎著 有斐閣 子ども教育・保育 371.4/ｶﾝ 貸出可

児童心理学の進歩 / 日本児童研究所編集 2020(VOL59) 金子書房 参考図書架 371.4508/ﾆﾎ/2020 禁帯出

小学校通知表ポジティブ所見辞典 : 子どもの様子にピタリとはまる1820文例 / 土
田雄一, 松田憲子編

教育開発研究所 子ども教育・保育 374.12/ﾂﾁ 貸出可

園庭を豊かな育ちの場に : 質向上のためのヒントと事例 / 秋田喜代美 [ほか] 著 ひかりのくに 子ども教育・保育 376.1/ｱｷ 貸出可

0・1・2歳児のココロを読みとく保育のまなざし : エピソード写真で見る子どもの育ち
/ 井桁容子[著]

チャイルド本社 子ども教育・保育 376.1/ｲｹﾞ 貸出可

それって、保育の常識ですか? : ほんとうに大切なこと35 / 柴田愛子著 鈴木出版 子ども教育・保育 376.1/ｼﾊﾞ 貸出可

資料でわかる乳児の保育新時代 / 乳児保育研究会編 ひとなる書房 子ども教育・保育 376.1/ﾆｭ 貸出可

最新保育園・幼稚園の実習完全マニュアル / 林幸範, 石橋裕子編著 成美堂出版 子ども教育・保育 376.1/ﾊﾔ 貸出可

実習日誌の書き方 : 幼稚園・保育所・施設実習完全対応 / 開仁志編著 一藝社 子ども教育・保育 376.1/ﾋﾗ 貸出可

遊んで感じて自分らしく / 宮里暁美編著 ; 文京区立お茶の水女子大学こども園著 中央法規出版 子ども教育・保育 376.1/ﾌﾞﾝ 貸出可
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乳児保育演習ブック / 池田りな [ほか] 著 ミネルヴァ書房 子ども教育・保育 376.1/ﾏﾂ 貸出可

詳説幼稚園教育実習 : 準備から振り返りまで : 要点も流れもこの1冊で / 森元眞
紀子, 小野順子編著 ; 平松美由紀, 山本房子, 三村玲子著

ふくろう出版 子ども教育・保育 376.1/ﾓﾘ 貸出可

指導計画の作成と保育の展開 / 文部科学省 [著] フレーベル館 子ども教育・保育 376.1/ﾓﾝ 貸出可

子どもの「手づかみ食べ」はなぜ良いのか? / 山口平八, 清水フサ子著 IDP出版 子ども教育・保育 376.1/ﾔﾏ 貸出可

新・育ちあう乳幼児心理学 : 保育実践とともに未来へ / 心理科学研究会編 有斐閣 子ども教育・保育 376.11/ｼﾝ 貸出可

子どもの食と栄養 : 「生きる力」を育むために / 青木三惠子編著 講談社 子ども教育・保育 376.14/ｱｵ 貸出可

子どもの保健・実習 : すこやかな育ちをサポートするために / 兼松百合子, 荒木暁
子, 羽室俊子編著 ; 金泉志保美 [ほか] 著

同文書院 子ども教育・保育 376.14/ｶﾈ 貸出可

保育力はチーム力 : 同僚性を高めるワークとトレーニング / 新保庄三編著 ひとなる書房 子ども教育・保育 376.14/ｼﾝ 貸出可

幼児教育から小学校教育への接続 : あそびの中の学びが未来を開く / 田澤里喜
編著 ; 吉永安里編著

世界文化ワンダークリエ
イト

子ども教育・保育 376.15/ﾀｻﾞ 貸出可

伸芽会式非認知能力の伸ばし方 / 伸芽会, 佐藤眞理著 講談社 子ども教育・保育 379.9/ｼﾝ 貸出可

文学 川端文学への視界 / 川端文学研究会編 年報2020(35) 教育出版センター コンパックル 910.268/ｶﾜ/2020 貸出可

まるてんいろてん / 中辻悦子さく 福音館書店 絵本・児童図書架 E/ﾅｶ 貸出可

ママがおばけになっちゃった! / のぶみさく 講談社 絵本・児童図書架 E/ﾉﾌﾞ 貸出可

おじいちゃん / ジョン・バーニンガムさく ; たにかわしゅんたろうやく ほるぷ出版 絵本・児童図書架 E/ﾊﾞｰ 貸出可

あ・あ / 三浦太郎さく・え 童心社 絵本・児童図書架 E/ﾐｳ 貸出可

こねてのばして / ヨシタケシンスケ作 ブロンズ新社 絵本・児童図書架 E/ﾖｼ 貸出可

わたしのわごむはわたさない / ヨシタケシンスケ作・絵 PHP研究所 絵本・児童図書架 E/ﾖｼ 貸出可

なつみはなんにでもなれる / ヨシタケシンスケ作・絵 PHP研究所 絵本・児童図書架 E/ﾖｼ 貸出可

つまんないつまんない / ヨシタケシンスケ著 白泉社 絵本・児童図書架 E/ﾖｼ 貸出可

視聴覚 月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2020年6月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2020-6 禁帯出
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