
分類 書名/著者名 出版社 配架先 ＮＤＣ 貸出区分
人工知能と経済の未来 : 2030年雇用大崩壊 / 井上智洋著 文藝春秋 2F一般書架 007.13/ｲﾉ 貸出可

著作権法 / 中山信弘著 有斐閣 2F一般書架 021.2/ﾅｶ 貸出可

朝日新聞縮刷版 2020年8月(1190) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2020-8 禁帯出

弱者の居場所がない社会 : 貧困・格差と社会的包摂 / 阿部彩著 講談社 2F一般書架 080/ｱﾍﾞ 貸出可

岩波新書 1773  グローバル時代のアメリカ : 冷戦時代から21世紀 / 古矢旬著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1773 貸出可

岩波新書 1808  「中国」の形成 : 現代への展望 / 岡本隆司著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1808 貸出可

岩波新書 1837  ジョージ・オーウェル : 「人間らしさ」への讃歌 / 川端康雄著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1837 貸出可

岩波新書 1838  景観からよむ日本の歴史 / 金田章裕著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1838 貸出可

岩波新書 1839  イスラームからヨーロッパをみる : 社会の深層で何が起きているのか / 内藤正典著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1839 貸出可

岩波新書 1840  コロナ後の世界を生きる : 私たちの提言 / 村上陽一郎編 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1840 貸出可

岩波新書 1841  カエサル : 内戦の時代を駆けぬけた政治家 / 小池和子著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1841 貸出可

岩波新書 1842  美しい数学入門 / 伊藤由佳理著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1842 貸出可

岩波新書 1843  人口の中国史 : 先史時代から一九世紀まで / 上田信著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1843 貸出可

岩波新書 1844  性からよむ江戸時代 : 生活の現場から / 沢山美果子著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1844 貸出可

岩波新書 1845  国際人権入門 : 現場から考える / 申惠丰著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1845 貸出可

岩波新書 1846  暴君 : シェイクスピアの政治学 / スティーブン・グリーンブラット [著] ; 河合祥一郎訳 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1846 貸出可

岩波新書 1847  ドイツ統一 / アンドレアス・レダー [著] ; 板橋拓己訳 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1847 貸出可

岩波新書 1848  道教思想10講 / 神塚淑子著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1848 貸出可

岩波新書 1849  有島武郎 : 地人論の最果てへ / 荒木優太著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1849 貸出可

岩波新書 978  学力を育てる / 志水宏吉著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/978 貸出可

ミルクと日本人 : 近代社会の「元気の源」 / 武田尚子著 中央公論新社 2F一般書架 081/ﾀｹ 貸出可
大地動く-蘇る農魂 : ワッパ騒動135周年および『ワッパ騒動義民之碑』建立記念誌 / ワッパ騒動義民
顕彰会編著

東北出版企画 2F一般書架 212.5/ﾜﾂ 貸出可

大学で学ぶ東北の歴史 / 東北学院大学文学部歴史学科編 吉川弘文館 2F一般書架 212/ﾄｳ 貸出可

世界歴史大系  タイ史 / 飯島明子, 小泉順子編 山川出版社 2F一般書架 233.7/ｲｲ 貸出可

富山は日本のスウェーデン : 変革する保守王国の謎を解く / 井手英策著 集英社 2F一般書架 302.142/ｲﾃﾞ 貸出可

シャルリとは誰か? : 人種差別と没落する西欧 / エマニュエル・トッド著 ; 堀茂樹訳 文藝春秋 2F一般書架 302.35/ﾄｯ 貸出可

宗教国家アメリカのふしぎな論理 / 森本あんり著 NHK出版 2F一般書架 302.53/ﾓﾘ 貸出可

社説総覧 : 朝日・毎日・読売 / 明文書房編集部編集 2020(1) 明文書房 2F一般書架 304/ﾒｲ/20-1-3 貸出可

中東から世界が崩れる : イランの復活、サウジアラビアの変貌 / 高橋和夫著 NHK出版 2F一般書架 319.27/ﾀｶ 貸出可

日本統治下の朝鮮 : 統計と実証研究は何を語るか / 木村光彦著 中央公論新社 2F一般書架 332.21/ｷﾑ 貸出可

日本と中国経済 : 相互交流と衝突の一〇〇年 / 梶谷懐著 筑摩書房 2F一般書架 332.22/ｶｼﾞ 貸出可

日本の分断 : 切り離される非大卒若者 (レッグス) たち / 吉川徹著 光文社 2F一般書架 361.8/ｷｯ 貸出可

働く女子の運命 / 濱口桂一郎著 文藝春秋 2F一般書架 366.38/ﾊﾏ 貸出可
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仕事と家族 : 日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか / 筒井淳也著 中央公論新社 2F一般書架 366.7/ﾂﾂ 貸出可

モテる構造 : 男と女の社会学 / 山田昌弘著 筑摩書房 2F一般書架 367.1/ﾔﾏ 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 414
パド・ウィメンズ・オフィ
ス

2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/414 貸出可

貧困と地域 : あいりん地区から見る高齢化と孤立死 / 白波瀬達也著 中央公論新社 2F一般書架 368.2/ｼﾗ 貸出可

戦争孤児たちの戦後史 / [浅井春夫ほか編] 1  総論編 / 浅井春夫, 川満彰編 吉川弘文館 人間福祉 368.28/ｾﾝ/1 貸出可

介護保険六法 / 介護保険法規研究会監修 令和2年版 中央法規出版 参考図書架 369.26/ｶｲ/2020 禁帯出

高齢社会白書 / 総務庁編 令和2年版 大蔵省印刷局 参考図書架 369.26/ﾅｲ/2020 禁帯出

子育て支援と経済成長 / 柴田悠著 朝日新聞出版 2F一般書架 369.4/ｼﾊﾞ 貸出可
徹底調査子供の貧困が日本を滅ぼす : 社会的損失40兆円の衝撃 / 日本財団子どもの貧困対策チー
ム著

文藝春秋 2F一般書架 369.4/ﾆﾎ 貸出可

ヤングケアラー : 介護を担う子ども・若者の現実 / 澁谷智子著 中央公論新社 人間福祉 369/ｼﾌﾞ 貸出可

教育という病 : 子どもと先生を苦しめる「教育リスク」 / 内田良著 光文社 子ども教育・保育 370.4/ｳﾁ 貸出可

教育の職業的意義 : 若者、学校、社会をつなぐ / 本田由紀著 筑摩書房 子ども教育・保育 375.6/ﾎﾝ 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  社会的養護 / 宮﨑正宇, 大月和彦,
櫻井慶一編著

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 子どもを知る  子どもの食と栄養 / 二見大介, 齋藤麗子
編著

北大路書房 子ども教育・保育 376.108/ｼﾝ 貸出可

伝統折り紙 : 100年後も伝えたい / 小林一夫著 日東書院本社 子ども教育・保育 376.157/ｺﾊﾞ 貸出可

「文系学部廃止」の衝撃 / 吉見俊哉著 集英社 子ども教育・保育 377.21/ﾖｼ 貸出可

できる研究者の科研費・学振申請書 : 採択される技術とコツ / 科研費.com著 講談社 子ども教育・保育 377.7/ｶｹ 貸出可

科研費採択される3要素 : アイデア・業績・見栄え / 郡健二郎著 医学書院 子ども教育・保育 377.7/ｺｵ 貸出可

科研費獲得の方法とコツ : 実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略 / 児島将康著 羊土社 子ども教育・保育 377.7/ｺｼﾞ 貸出可

科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック / 児島将康著 羊土社 子ども教育・保育 377.7/ｺｼﾞ 貸出可

研究資金獲得法の最前線 : 科研費採択とイノベーション資金活用のフロント / 塩満典子著 学文社 子ども教育・保育 377.7/ｼｵ 貸出可

科研費採択に向けた効果的なアプローチ / 塩満典子, 北川慶子著 学文社 子ども教育・保育 377.7/ｼｵ 貸出可

教養主義の没落 : 変わりゆくエリート学生文化 / 竹内洋著 中央公論新社 子ども教育・保育 377.9/ﾀｹ 貸出可

「就活」の社会史 : 大学は出たけれど・・・ / 難波功士 [著] 祥伝社 子ども教育・保育 377.9/ﾅﾝ 貸出可

医者も親も気づかない女子の発達障害 : 家庭・職場でどう対応すればいいか / 岩波明著 青春出版社 2F一般書架 493.76/ｲﾜ 貸出可

長生きできる町 / 近藤克則 [著] KADOKAWA 2F一般書架 498/ｺﾝ 貸出可

技術 令和2年7月　最上川水害 : 山形県豪雨の記録 / 山形新聞社 山形新聞社 2F一般書架 517.4/ﾔﾏ 貸出可

食料需給表 / 農林省大臣官房調査課編 2018 農林統計協会 参考図書架 611.32/ﾉｳ/2018 禁帯出

商店街はなぜ滅びるのか : 社会・政治・経済史から探る再生の道 / 新雅史著 光文社 2F一般書架 673.7/ｱﾗ 貸出可

新貿易立国論 / 大泉啓一郎著 文藝春秋 2F一般書架 678.21/ｵｵ 貸出可

語学 天声人語 : 英文対照 / 朝日新聞論説委員室編 ; 英文朝日訳 2020夏201 原書房 英文書架 837.4/ｱｻ/2020/夏 貸出可

文学
フォークナー / 佐伯彰一[ほか]訳 (22)  アメリカ文学とミシシッピ川 : 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/22 貸出可

絵本 そらまめくんとめだかのこ / なかやみわさく 福音館書店 絵本・児童図書架 E/ﾅｶ 貸出可

視聴覚 月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2020年9月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2020-9 禁帯出
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