
分類 書名/著者名 出版社 配架先 ＮＤＣ 貸出区分

図書館情報学用語辞典 / 日本図書館情報学会用語辞典編集委員会編 丸善出版 2F一般書架 010.33/ﾆﾎ 禁帯出

朝日新聞縮刷版 2020年6月(1188) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2020-6 禁帯出

朝日新聞縮刷版 2020年7月(1189) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2020-7 禁帯出
書物誕生 : あたらしい古典入門 24  ルクレティウス『事物の本性について』 : 愉しや、嵐の海に / 小池澄夫, 瀬口
昌久著

岩波書店 2F一般書架 080/ｼｮ/24 貸出可

東洋文庫 903  中国伝道四五年 : ティモシー・リチャード回想録 / [ティモシー・リチャード著] 平凡社 2F一般書架 081/ﾄｳ/903 貸出可

Item response theory : principles and applications / Ronald K. Hambleton, Hariharan Swaminathan Kluwer-Nijhoff 2F一般書架 140.7/RO 禁帯出

ブリーフセラピー講義 : 太陽の法則が照らすクライアントの「輝く側面」 / 若島孔文著 金剛出版 2F一般書架 146.8/ﾜｶ 貸出可

ミネルヴァ日本評伝選  正岡子規 : 俳句あり則ち日本文学あり / 井上泰至著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可

岩波ブックレット 1029  湯川秀樹の戦争と平和 : ノーベル賞科学者が遺した希望 / 小沼通二著 岩波書店 ブックレット架 289.1/ｲﾜ/1029 貸出可
岩波ブックレット 1031  官製ワーキングプアの女性たち : あなたを支える人たちのリアル / 竹信三恵子, 戒能民
江, 瀬山紀子編

岩波書店 ブックレット架 318.3/ｲﾜ/1031 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 412 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/412 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 413 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/413 貸出可

西日本編 / 平井美津子, 本庄豊編 吉川弘文館 人間福祉
368.28/ﾋﾗ/西日本
編

貸出可

令和2年版  障害者白書 / 内閣府編 令和2年版 勝美印刷 (印刷) 参考図書架 369.27/ﾅｲ/2020 禁帯出

岩波ブックレット 1032  子どもの心の声を聴く : 子どもアドボカシー入門 / 堀正嗣著 岩波書店 ブックレット架 369.4/ｲﾜ/1032 貸出可

国民の福祉と介護の動向 / 厚生統計協会 [編] 2018-2019(65-10) 厚生統計協会 参考図書架 369/ｺｳ/18-19 禁帯出

新しい保育講座 1  保育原理 / 渡邉英則 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 子ども教育・保育 376.1/ｱﾀ/1 貸出可

新しい保育講座 11  保育内容「表現」 / 小林紀子, 砂上史子, 刑部育子編著 ミネルヴァ書房 子ども教育・保育 376.1/ｱﾀ/11 貸出可

新しい保育講座 12  保育・教育実習 / 大豆生田啓友, 三谷大紀, 松山洋平編著 ミネルヴァ書房 子ども教育・保育 376.1/ｱﾀ/12 貸出可

新しい保育講座 2  保育者論 / 汐見稔幸, 大豆生田啓友編著 ミネルヴァ書房 子ども教育・保育 376.1/ｱﾀ/2 貸出可

新しい保育講座 3  子ども理解と援助 / 高嶋景子, 砂上史子編著 ミネルヴァ書房 子ども教育・保育 376.1/ｱﾀ/3 貸出可

新しい保育講座 4  保育内容総論 / 渡邉英則, 大豆生田啓友編著 ミネルヴァ書房 子ども教育・保育 376.1/ｱﾀ/4 貸出可

新しい保育講座 6  保育方法・指導法 / 大豆生田啓友, 渡邉英則編著 ミネルヴァ書房 子ども教育・保育 376.1/ｱﾀ/6 貸出可

新しい保育講座 7  保育内容「健康」 / 河邉貴子, 鈴木康弘, 渡邉英則編著 ミネルヴァ書房 子ども教育・保育 376.1/ｱﾀ/7 貸出可

保育白書 / 全国保育団体合同研究集会実行委員会編集 2020 草土文化 参考図書架 376.1/ｾﾞﾝ/2020 禁帯出

令和2年版  保育所運営ハンドブック / 中央法規出版編集部編集 令和2年版 中央法規出版 参考図書架 376.14/ﾎｲ/2020 禁帯出

幼児のためのコーディネーション運動 : 楽しみながら運動能力が身につく! / 東根明人著 明治図書出版 子ども教育・保育 376.157/ｱｽﾞ 貸出可

保育内容「健康」 : 遊びや生活から健やかな心と体を育む / 重安智子, 安見克夫編著 ミネルヴァ書房 子ども教育・保育 376.157/ｼｹﾞ 貸出可

自然科学 国民衛生の動向 / 厚生統計協会編 2020/2021年(67-9) 厚生統計協会 参考図書架 498.059/ｺｳ/20-21 禁帯出

技　術
岩波ブックレット 1030  永遠の化学物質 (フォーエバー・ケミカル) : 水のPFAS汚染 / ジョン・ミッチェル, 小泉昭
夫, 島袋夏子著 ; 阿部小涼訳

岩波書店 ブックレット架 519.4/ｲﾜ/1030 貸出可

産　業 令和2年版  観光白書 / 国土交通省観光庁編 令和2年版 日経印刷 参考図書架 689/ｶﾝ/2020 禁帯出

文　学 荷風と戦争 : 断腸亭日乗に残された戦時下の東京 / 百足光生著 国書刊行会 1F一般書架 910.26/ﾓﾓ 貸出可

視聴覚 月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2020年8月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2020-8 禁帯出

総　記

哲　学

歴　史

社会科学

新　着　図　書　案　内
9月（2020年度）


