
分類 書名/著者名 出版社 配架先 請求記号 貸出可区分
司書教諭・学校司書のための学校図書館必携 : 理論と実践 / 全国学校
図書館協議会監修

悠光堂 2F一般書架 017/ｾﾞﾝ 貸出可

世界年鑑 / 共同通信社編 共同通信社 参考図書架 059/ｾｶ/2021 禁帯出

朝日新聞縮刷版 2020年11月(1193) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2020-11 禁帯出

朝日新聞縮刷版 2020年12月(1194) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2020-12 禁帯出

朝日新聞縮刷版 2021年1月(1195) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2021-1 禁帯出

朝日新聞縮刷版 2021年2月(1196) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2021-2 禁帯出

岩波新書 1859  デモクラシーの整理法 / 空井護著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1859 貸出可

岩波新書 1860  英語独習法 / 今井むつみ著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1860 貸出可

岩波新書 1861  広島平和記念資料館は問いかける / 志賀賢治著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1861 貸出可

岩波新書 1862  太平天国 : 皇帝なき中国の挫折 / 菊池秀明著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1862 貸出可

音響・音楽心理学 / 中島祥好, 谷口高士編 北大路書房 2F一般書架 141.22/ｵｵ 貸出可

渋沢栄一　君は、何のために「働く」のか / 渋沢栄一 原著 ; 竹内均編・
解説

三笠書房 現代福祉 159/ｼﾌﾞ 貸出可

歎異抄をひらく / 高森顕徹著 1万年堂出版 2F一般書架 188.74/ﾀｶ 貸出可

歴史 ミネルヴァ日本評伝選  市川房枝 : 後退を阻止して前進 / 村井良太著 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 2020-3 7月-9月 / 明文書房編集部編 明文書房 2F一般書架 304/ﾒｲ/20-7-9 貸出可

岩波ブックレット 1040  死刑廃止を考える / 菊田幸一著 岩波書店 ブックレット架 326.41/ｲﾜ/1040 貸出可

岩波ブックレット 1043  狙われる18歳!? : 消費者被害から身を守る18の
Q&A / 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会著

岩波書店 ブックレット架 365/ｲﾜ/1043 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 417 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/417 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 418 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/418 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 419 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/419 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 420 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/420 貸出可

総記

哲学

社会科学

新 着 図 書 案 内
4月（2021年度)



日本子ども資料年鑑 2021 / 母子愛育会愛育研究所編 KTC中央出版 参考図書架 367.6059/ﾆﾎ/2021 禁帯出

ミネルヴァ社会福祉六法 2021 / 野崎和義監修 ; ミネルヴァ書房編集部
編

ミネルヴァ書房 参考図書架 369.12/ﾐﾈ/2021 禁帯出

岩波ブックレット 1041  震災復興10年の総点検 : 「創造的復興」に向けて
/ 五十嵐敬喜, 加藤裕則, 渡辺勝道著

岩波書店 ブックレット架 369.31/ｲﾜ/1041 貸出可

岩波ブックレット 1042  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/1042 貸出可

社会福祉の動向 2021 / 社会福祉の動向編集委員会編集 中央法規出版 参考図書架 369/ｼｬ/2021 禁帯出

「特集」感染症と社会福祉 : コロナ禍と人間 / 宇佐見耕一 [ほか] 編集
代表

旬報社 参考図書架 369/ﾅｶ/2020 禁帯出

教育法規便覧 : 学校の法律がこれ1冊でわかる / 窪田眞二, 小川友次
著

学陽書房 参考図書架 373.2/ｸﾎﾞ/2020 禁帯出

新保育ライブラリ / 民秋言 [ほか] 編集委員 子どもを知る  子ども家庭
支援の心理学 / 佐久間路子, 福丸由佳編著

北大路書房 子ども教育・保育 376.1/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  保育の心理
学 / 藤崎眞知代, 無藤隆編著

北大路書房 子ども教育・保育 376.11/ｼﾝ 貸出可

新保育ライブラリ / 民秋言 [ほか] 編集委員 保育の内容・方法を知る
子どもの健康と安全 / 加藤則子, 菅井敏行編著

北大路書房 子ども教育・保育 376.14/ｼﾝ 貸出可

言語
天声人語v. 203 2020冬 : 英文対照 / 朝日新聞論説委員室編 ; 国際発
信部訳

原書房 英文書架 837/ｱｻ/2020冬 貸出可

萬葉集研究 第40集 : 芳賀紀雄先生追悼記念 / 鉄野昌弘, 奥村和美編 塙書房 1F一般書架 911.12/ﾏﾝ/40 貸出可

中世王朝物語全集 17  夢の通ひ路物語 / 塩田公子校訂・訳注 笠間書院 1F一般書架 913.408/ﾁﾕ/17 貸出可

中世王朝物語全集 18  夢の通ひ路物語 / 塩田公子校訂・訳注 笠間書院 1F一般書架 913.408/ﾁﾕ/18 貸出可

假名草子集成 第65巻 / 朝倉治彦編 東京堂出版 書庫 913.5108/ｱｻ/65 貸出可

絵本 きみのなまえ / あんずゆき作 ; かなざわまゆこ絵 佼成出版社 絵本・児童図書架 E/ｱﾝ 貸出可

図書館を生かす学校は変わる : 山形・鶴岡市立朝暘第一小学校 / 全国
学校図書館協議会監修

紀伊國屋書店 視聴覚コーナー 017.2/ｾﾞﾝ 禁帯出

月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2021年1月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2021-1 禁帯出

月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2021年2月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2021-2 禁帯出

月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2021年3月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2021-3 禁帯出
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