
分類 書名/著者名 出版社 配架先 請求記号 貸出区分
情報・通信・メディア / 日外アソシエーツ編集 日外アソシエーツ 2F一般書架 007.3/ﾆﾁ 禁帯出

図書館・読書・出版 / 日外アソシエーツ編集 日外アソシエーツ 2F一般書架 010.31/ﾆﾁ 禁帯出

朝日新聞縮刷版 2021年7月(1201) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2021-7 禁帯出

岩波新書 1890  法医学者の使命 : 「人の死を生かす」ために / 吉田謙一著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1890 貸出可

岩波新書 1891  死者と霊性 : 近代を問い直す / 末木文美士編 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1891 貸出可

岩波新書 1892  万葉集に出会う / 大谷雅夫著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1892 貸出可

岩波新書 1893  ユーゴスラヴィア現代史 / 柴宜弘著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1893 貸出可

岩波新書 1894  ジョブ型雇用社会とは何か : 正社員体制の矛盾と転機 / 濱口桂一郎著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1894 貸出可

岩波新書 1895  ヒトラー : 虚像の独裁者 / 芝健介著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1895 貸出可

岩波新書 1896  スペイン史10講 / 立石博高著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1896 貸出可

岩波新書 1897  知的文章術入門 / 黒木登志夫著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1897 貸出可

哲学 論理と分析 : 文系のための記号論理入門 / 金子裕介著 晃洋書房 2F一般書架 116.3/ｶﾈ 貸出可

ミネルヴァ日本評伝選  島田謹二 : このアポリヤを解決する道はないか / 小林信行著 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  ウィリアム・メレル・ヴォーリズ : 失意も恵み / 山形政昭, 吉田与志也著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可

南東北編続  東北の名城を歩く / 飯村均, 室野秀文編 南東北編続 吉川弘文館 2F一般書架 291.2/ｲｲ 貸出可

なぜ日本は没落するか / 森嶋通夫著 岩波書店 2F一般書架 302.1/ﾓﾘ 貸出可

社説総覧 : 朝日・毎日・読売  2021-1: 1月-3月  / 明文書房編集部編 明文書房 2F一般書架 304/ﾒｲ/21-01-03 貸出可

犯罪事件・不正問題 / 日外アソシエーツ編集 日外アソシエーツ 2F一般書架 326.39/ﾆﾁ 禁帯出

女性情報 : 切り抜き情報誌 425 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/425 貸出可

介護保険六法 令和3年版1 中央法規出版 参考図書架 369.26/ｶｲ/2021-1 禁帯出

介護保険六法 令和3年版2 中央法規出版 参考図書架 369.26/ｶｲ/2021-2 禁帯出

ボランティアをやりたい! : 高校生ボランティア・アワードに集まれ / さだまさし, 風に立つライオン基金編 岩波書店 人間関係学科 369.7/ｻﾀﾞ 貸出可

学校・教育問題 / 日外アソシエーツ編集 日外アソシエーツ 子ども教育・保育 370.31/ﾆﾁ 禁帯出

病児保育・事例から学ぶこと / 池田奈緒子編 芦書房 子ども教育・保育 376.14/ｲｹ 貸出可

保育所運営ハンドブック 令和3年版   / 中央法規出版編集部編集 中央法規出版 参考図書架 376.14/ﾎｲ/2021 禁帯出

フィンランドの高等教育ESDへの挑戦 : 持続可能な社会のために / フィンランド教育省, タイナ・カイヴォラ, リーサ・ローヴェーデル編著 ; 岩手大学ESDプロジェクトチーム訳明石書店 子ども教育・保育 377.23892/ﾌｨ 貸出可

確率微分方程式 / 舟木直久著 岩波書店 2F一般書架 417.1/ﾌﾅ 貸出可

令和3年版  看護白書 : 新型コロナウイルス感染拡大下における看護職の活動 / 日本看護協会編 令和3年版日本看護協会出版会 参考図書架 492.9/ﾆﾎ/2021 禁帯出

まんがやってみたくなるオープンダイアローグ / 斎藤環解説 ; 水谷緑まんが 医学書院 2F一般書架 493.72/ｻｲ 貸出可

オープンダイアローグとは何か / 斎藤環著+訳 医学書院 2F一般書架 493.72/ｻｲ 貸出可

国民衛生の動向 2021/2022年   / 厚生労働統計協会編 厚生労働統計協会 参考図書架 498.059/ｺｳ/21-22 禁帯出

岩波ブックレット 1049  里山危機 : 東北からの報告 : フォト・レポート / 永幡嘉之著 岩波書店 ブックレット架 519.81/ｲﾜ/1049 貸出可

岩波ブックレット 1050  街路樹は問いかける : 温暖化に負けない「緑」のインフラ / 藤井英二郎 [ほか] 著岩波書店 ブックレット架 518.85/ｲﾜ/1050 貸出可

国語語彙史の研究 40 / 国語語彙史研究会編 和泉書院 書庫 814.08/ｺｸ/40 貸出可

日本語文法百科 / 沖森卓也編 朝倉書店 1F一般書架 815/ｵｷ 貸出可

 天声人語 : 英文対照 v. 205 2021夏 / 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/2021夏 貸出可

川端文学への視界 36   / 川端康成学会編 叡知の海出版 コンパックル 910.268/ｶﾜ/2021 貸出可

中世王朝物語全集 14  松浦宮物語 / 室城秀之校訂・訳注 . 雲隠六帖 / 小川陽子校訂・訳注 笠間書院 1F一般書架 913.408/ﾁﾕ/14 貸出可

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 2: the real British secondary school days / ブレイディみかこ著 新潮社 1F一般書架 914.6/ﾌﾞﾚ 貸出可

くだものさん / tupera tuperaさく 学研教育出版 絵本・児童図書架 E/TU 貸出可

ぼうしとったら : しかけえほん / tupera tuperaさく 学研教育出版 絵本・児童図書架 E/TU 貸出可

ボッチャの大きなりんごの木 / 滝川英治作・絵 朝日新聞出版 絵本・児童図書架 E/ﾀｷ 貸出可

視聴覚 月間やましん CD-ROM , DVD 2021年8月/ 山形新聞社 [編] 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2021-8 禁帯出
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