
分類 書名/著者名 出版社 配架先 請求記号 貸出区分

情報メディア白書 2021 / 電通メディアイノベーションラボ編 ダイヤモンド社 参考図書架 007.3/ﾃﾞﾝ/2021 禁帯出

図書館用語集 / 日本図書館協会用語委員会編 日本図書館協会 参考図書架 010.33/ﾆﾎ 禁帯出

図書館情報技術論 / 田中均著 青弓社 2F一般書架 013.8/ﾀﾅ 貸出可

公共図書館を育てる / 永田治樹著 青弓社 2F一般書架 016.2/ﾅｶﾞ 貸出可

まちづくりと図書館 : 人々が集い、活動し創造する図書館へ / 大串夏身著 青弓社 2F一般書架 016.21/ｵｵ 貸出可

探究学校図書館学 1  学校経営と学校図書館 / 「探究学校図書館学」編集委員会編著 全国学校図書館協議会 2F一般書架 017.08/ﾀﾝ/1 貸出可

探究学校図書館学 2  学校図書館メディアの構成 / 「探究学校図書館学」編集委員会編著 全国学校図書館協議会 2F一般書架 017.08/ﾀﾝ/2 貸出可

探究学校図書館学 3  学習指導と学校図書館 / 「探究学校図書館学」編集委員会編著 全国学校図書館協議会 2F一般書架 017.08/ﾀﾝ/3 貸出可

探究学校図書館学 4  読書と豊かな人間性 / 「探究学校図書館学」編集委員会編著 全国学校図書館協議会 2F一般書架 017.08/ﾀﾝ/4 貸出可

探究学校図書館学 5  情報メディアの活用 / 「探究学校図書館学」編集委員会編著 全国学校図書館協議会 2F一般書架 017.08/ﾀﾝ/5 貸出可

主体的な学びを支える学校図書館 : 小学校・中学校の授業サポート事例から / 和田幸子著 少年写真新聞社 2F一般書架 017.2/ﾜﾀﾞ 貸出可

学習指導と学校図書館 / 大平睦美編著 青弓社 2F一般書架 017/ｵｵ 貸出可

学校図書館サービス論 / 小川三和子著 青弓社 2F一般書架 017/ｵｶﾞ 貸出可

批判的思考力を育てる学校図書館 : 付:図書館利用記録とプライバシー / 渡邊重夫著 青弓社 2F一般書架 017/ﾜﾀ 貸出可

子どもの人権と学校図書館 / 渡邊重夫著 青弓社 2F一般書架 017/ﾜﾀ 貸出可

辞書・事典全情報2013-2020 / 日外アソシエーツ株式会社編 日外アソシエーツ 参考図書架 028/ﾆﾁ/13-20 禁帯出

現代用語の基礎知識 2022 / 自由国民社編 自由国民社 参考図書架 051/ｹﾞﾝ/2022 禁帯出

朝日新聞縮刷版 2021年9月(1203) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2021-9 禁帯出

岩波新書 1898  〈弱さ〉を〈強み〉に : 突然複数の障がいをもった僕ができること / 天畠大輔著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1898 貸出可

岩波新書 1899  最澄と徳一 : 仏教史上最大の対決 / 師茂樹著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1899 貸出可

岩波新書 1900  新型コロナと向き合う : 「かかりつけ医」からの提言 / 横倉義武著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1900 貸出可

岩波新書 1901  ロボットと人間 : 人とは何か / 石黒浩著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1901 貸出可

岩波新書 1902  視覚化する味覚 : 食を彩る資本主義 / 久野愛著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1902 貸出可

岩波新書 1903  江戸の学びと思想家たち / 辻本雅史著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1903 貸出可

東洋文庫 905  胡適文選 / 胡適 [著] ; 佐藤公彦訳 平凡社 2F一般書架 081/ﾄｳ/905 貸出可

哲学 カウンセリング辞典 / 氏原寛 [ほか] 編 ミネルヴァ書房 参考図書架 146.8033/ｳｼﾞ 禁帯出

小学館版学習まんが世界の歴史 別巻1 / 橋場弦監修 ; 新井淳也まんが イスラム世界 / 小松久男監修 ; 高田靖彦まんが小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/別1 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史 別巻2 / 橋場弦監修 ; 新井淳也まんが イスラム世界 / 小松久男監修 ; 高田靖彦まんが小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/別2 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史別 巻3 / 橋場弦監修 ; 新井淳也まんが オスマン帝国 / 小松久男監修 ; 高田靖彦まんが小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/別3 貸出可

小学館版学習まんが世界の歴史 別巻4 / 橋場弦監修 ; 新井淳也まんが オスマン帝国 / 小松久男監修 ; 高田靖彦まんが小学館 2F一般書架 209/ｼﾖ/別4 貸出可

ミネルヴァ日本評伝選  広田弘毅 : 常に平和主義者だった / 井上寿一著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可

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

この国のかたちを見つめ直す / 加藤陽子著 毎日新聞出版 2F一般書架 304/ｶﾄ 貸出可

文藝春秋オピニオン : 文藝春秋オピニオン2022年の論点100 / [文藝春秋編] 文藝春秋 2F一般書架 304/ﾌﾞﾝ/2022 貸出可

社説総覧 : 朝日・毎日・読売 2021-2: 4月-6月 / 明文書房編集部編 明文書房 2F一般書架 304/ﾒｲ/21-04-06 貸出可

権力は腐敗する / 前川喜平著 毎日新聞出版 2F一般書架 312.1/ﾏｴ 貸出可

全国市町村要覧 令和3年度版/ 自治省行政局振興課編集 第一法規出版 参考図書架 318.036/ｼﾁ/2021 禁帯出

法律学小辞典 / 高橋和之 [ほか] 編集代表 有斐閣 参考図書架 320.33/ﾀｶ 禁帯出

悪いヤツらは何を考えているのか : ゼロからわかる犯罪心理学入門 / 桐生正幸著 SBクリエイティブ 2F一般書架 326.34/ｷﾘ 貸出可

令和3年版  少子化社会対策白書 / 内閣府編 日経印刷 参考図書架 334.31/ﾅｲ/2021 禁帯出

世界人口年鑑 70(2019)  / 国際連合経済社会局編 原書房 参考図書架 358.059/ｺｸ/2019 禁帯出

OECD幸福度白書 5 : より良い暮らし指標 : 生活向上と社会進歩の国際比較 / OECD編著 ; 西村美由起訳明石書店 参考図書架 361.9/OE/5 禁帯出

余暇の現状と産業・市場の動向 / 日本生産性本部編集 日本生産性本部 参考図書架 365.7/ﾚｼﾞ/2021 禁帯出
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女性情報 : 切り抜き情報誌 427 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/427 貸出可

実用介護事典 / 大田仁史, 三好春樹監修 講談社 参考図書架 369.033/ｵｵ 禁帯出

介護サービス事業における困りごと相談ハンドブック : ソーシャルワーカーの実務対応 / 高橋智子, 三森敏明共著新日本法規出版 現代福祉 369.17/ﾀｶ 貸出可

介護白書 令和3年版 : 老健施設の立場から / 全国老人保健施設協会編 オフィスTM 参考図書架 369.26/ｾﾞﾝ/2021 禁帯出

身体障害認定基準及び認定要領 : 解釈と運用 中央法規出版 参考図書架 369.27/ｼﾝ 禁帯出

障害者総合支援六法 令和3年版 中央法規出版 参考図書架 369.27/ﾁﾕ/令和3年版 禁帯出

特集コロナ禍から未来へ / 日本子どもを守る会編 かもがわ出版 参考図書架 369.4/ﾆﾎ/2021 禁帯出

全乳協ここ20年のあゆみ : 第70回記念全国乳児院協議会記念誌
全国社会福祉協議会 全国乳児福祉協議
会 子ども教育・保育 369.41/ｾﾞﾝ 貸出可

全国学校総覧 2022年版  / 全国学校データ研究所編 原書房 参考図書架 370.35/ｾﾞﾝ/2022 禁帯出

教育思想事典 / 教育思想史学会編 勁草書房 参考図書架 371.033/ｷﾖ 禁帯出

道徳教育はいかにあるべきか : 歴史・理論・実践 / 道徳教育学フロンティア研究会編 ミネルヴァ書房 人間関係学科 371.6/ﾄﾞｳ 貸出可

文部科学法令要覧 令和3年版/ 文部科学法令研究会監修 ぎょうせい 参考図書架 373.22/ﾓﾝ/令和3年版 禁帯出

教育・保育機関におけるハラスメント・いじめ対策の手引 : 大学・小中高・幼保の現場対応 / 井口博著新日本法規 子ども教育・保育 374.37/ｲｸﾞ 貸出可

お答えします！マンガでわかる保育士のための法律相談 / 木本有香著, タカハラユウスケマンガ 新日本法規出版 子ども教育・保育 376.14/ｷﾓ 貸出可

自然科学 洋学史研究事典 / 青木歳幸 [ほか] 編 思文閣出版 参考図書架 402.105/ｱｵ 禁帯出

芸術 東京2020オリンピック公式記録集 = OLYMPIC GAMES TOKYO 2020 OFFICIAL RECORDS KADOKAWA 2F一般書架 780.69/ｶﾄﾞ 禁帯出

語学 俗語百科事典 / 米川明彦著 朝倉書店 参考図書架 814.9/ﾖﾈ 禁帯出

王朝日記の魅力 / 島内景二著 花鳥社 1F一般書架 915.3/ｼﾏ 貸出可

岩波ブックレット 1054  アウシュヴィッツ生還者からあなたへ : 14歳、私は生きる道を選んだ / リリアナ・セグレ [述] ; 中村秀明訳岩波書店 ブックレット架 976/ｲﾜ/1054 貸出可

絵本 パンどろぼうvsにせパンどろぼう / 柴田ケイコ作 KADOKAWA
絵本・児童図書
架 E/ｼﾊﾞ 貸出可

置賜の100年 : 写真が語る / 株式会社しなのき書房 編集 いき出版 郷土資料室 Y212.5/ｲｷ 貸出可

南陽市史編集資料 第50号 / 南陽市史編さん委員会編 : 戸田新兵衛家文書(5)赤湯小学校日誌抄(9)南陽市教育委員会 郷土資料室 Y212.5/ﾅﾝ/50 貸出可

市報ひがしね縮刷版 第六巻 / 山形県東根市 東根市 書庫 Y261.2/ﾋｶﾞ/6 貸出可

寒河江市の石造文化財：山形県寒河江市教育委員会 寒河江市 郷土資料室 Y262.1/ｻｶﾞ 貸出可

寒河江市史資料所在目録　第21集 / 寒河江市史編纂委員会編 寒河江市教育委員会 郷土資料室 Y262.1/ｻｶﾞ/21 貸出可

寒河江市史編纂叢書：復刻　三泉村誌 / 寒河江市史編纂委員会編集 寒河江市教育委員会 郷土資料室 Y262.1/ｻｶﾞ/90 貸出可

研究資料集　第42号　（2021） / 山形郷土史研究協議会 山形郷土史研究協議会 郷土資料室 Y264.1/ﾔﾏ/42 貸出可

田沢郷土誌 / 清野春樹著 田沢郷土史編集委員会 郷土資料室 Y386.125/ｾｲ 貸出可

地蔵尊の姿形拝見：馬見ヶ崎川上流の地蔵尊等巡り / 塩野 敏雄 塩野, 敏雄 郷土資料室 Y387.4/ｼｵ 貸出可

南山形ことば集
東北文教大学教育開発研究センター, 南
山形コミュニティーセンター 郷土資料室 Y818/ｶﾄ 貸出可

視聴覚 月間やましん CD-ROM , DVD 2021年10月 / 山形新聞社 [編] 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2021-10 禁帯出

視聴覚 鑑賞・表現  小学生の音楽鑑賞・表現 6年-1 / JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント制作 JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント 視聴覚コーナー DV375.762/ｼﾖ/8 禁帯出

視聴覚 鑑賞・表現  小学生の音楽鑑賞・表現6年-2  / JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント制作 JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント 視聴覚コーナー DV375.762/ｼﾖ/9 禁帯出
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