
分類 書名/著者名 出版社 配架先 請求記号 貸出区分
JLA図書館実践シリーズ 37  図書館利用に障害のある人々へのサービス / 日本図書館協会 2F一般書架 010.8/JL/37補訂版 貸出可
JLA図書館実践シリーズ 38補訂版  図書館利用に障害のある人々へのサー 日本図書館協会 2F一般書架 010.8/JL/38補訂版 貸出可
レファレンスブックス : 選びかた・使いかた / 長澤雅男, 石黒祐子共著 日本図書館協会 2F一般書架 015.2/ﾅｶﾞ/4訂版 貸出可
朝日新聞縮刷版 2021年10月(1204) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2021-10 禁帯出

哲学 パフォーマンス心理学入門 : 共生と発達のアート / 香川秀太, 有元典文, 茂呂 新曜社 2F一般書架 140/ｶｶﾞ 貸出可
太平洋戦争への道1931-1941 / 半藤一利, 加藤陽子著 ; 保阪正康編著 NHK出版 2F一般書架 210.7/ﾊﾝ 貸出可
ミネルヴァ日本評伝選  最上氏三代 : 民のくたびれに罷り成り候 / 松尾剛次 ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可
昭和天皇拝謁記 : 初代宮内庁長官田島道治の記録 1  拝謁記 / 田島道治著 岩波書店 2F一般書架 288.41/ｼﾖ/1 貸出可
令和3年版 人権教育・啓発白書 / 法務省, 文部科学省編 勝美印刷 参考図書架 316.1/ﾎｳ/2021 禁帯出
岩波ブックレット 1055  核兵器禁止から廃絶へ / 川崎哲著 岩波書店 ブックレット架 319.8/ｲﾜ/1055 貸出可
日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション : 人種、ジェンダー、性的指向: 明石書店 人間関係学科 361.8/ﾃﾞﾗ 貸出可
少子高齢社会総合統計年報 2021年版/ 三冬社編集制作部編集・制作 三冬社 参考図書架 365.5/ｼﾖ/2021 禁帯出
女性情報 : 切り抜き情報誌 428 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/428 貸出可
ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた : あなたがあなたらしくいられ 明石書店 人間関係学科 367.2/ﾋﾄ 貸出可
女性・婦人問題・ジェンダーの本全情報2015-2018 / 日外アソシエーツ株式会 日外アソシエーツ 参考図書架 367.2031/ﾆﾁ/2015-2018 禁帯出
貧困パンデミック : 寝ている『公助』を叩き起こす / 稲葉剛著 明石書店 2F一般書架 368.2/ｲﾅ 貸出可
イラストでみる介護福祉用語事典 / 福祉教育カレッジ編 医学評論社 参考図書架 369.033/ｲﾗ/第6版 禁帯出
いっしょに考える外国人支援 : 関わり・つながり・協働する / 南野奈津子編著 明石書店 2F一般書架 369.1/ﾐﾅ 貸出可
介護・看護サービス統計データ集 2022 三冬社 参考図書架 369.26/ｶｲ/2022 禁帯出
軽度障害の社会学 : 「異化&統合」をめざして / 秋風千惠著 ハーベスト社 2F一般書架 369.27/ｱｷ 貸出可
子どもの放課後支援の社会学 / 鈴木瞬著 学文社 2F一般書架 369.4/ｽｽﾞ 貸出可
子どもの貧困調査 : 子どもの生活に関する実態調査から見えてきたもの / 山 明石書店 2F一般書架 369.4/ﾔﾏ 貸出可
世界の社会福祉年鑑 21  「特集」国際人権レジームと社会福祉 / 宇佐見耕一 旬報社 参考図書架 369/ｾｶ/2021 禁帯出
学校教育辞典 / 今野喜清, 新井郁男, 児島邦宏編 教育出版 参考図書架 370.33/ｺﾝ/第3版 禁帯出
学校基本調査報告書 令和2年度 : 高等教育機関 日経印刷 参考図書架 370.59/ﾓﾝ/2020 禁帯出
学校基本調査報告書 令和2年度 : 初等中等教育機関 専修学校・各種学校 / 日経印刷 参考図書架 370.59/ﾓﾝ/2020 禁帯出
Q&Aでわかる外国につながる子どもの就学支援 : 「できること」から始める実践 明石書店 子ども教育・保育 371.5/ｺｼﾞ 貸出可
にほんでいきる : 外国からきた子どもたち / 毎日新聞取材班編 明石書店 子ども教育・保育 371.5/ﾏｲ 貸出可
日本のオンライン教育最前線 : アフターコロナの学びを考える / 石戸奈々子 明石書店 子ども教育・保育 372.1/ｲｼ 貸出可
北欧の教育最前線 : 市民社会をつくる子育てと学び = The forefront of Nordic 明石書店 子ども教育・保育 372.389/ﾎｸ 貸出可
ポケット教育小六法2021年版 / 伊藤良高編集代表 ; 大津尚志, 橋本一雄編集 晃洋書房 参考図書架 373.22/ｷﾖ/2021 禁帯出
学級経営と授業で大切なことは、ふくろうのぬいぐるみが教えてくれた : ストー 黎明書房 子ども教育・保育 374.12/ｱﾂ 貸出可
岩波ブックレット 1056  #教師のバトンとはなんだったのか : 教師の発信と学校 岩波書店 ブックレット架 374.3/ｲﾜ/1056 貸出可
センセイの「仕事」入門130 : 学級&授業だけじゃない! / 山本純人著 明治図書出版 子ども教育・保育 374.35/ﾔﾏ 貸出可
小中社会科の授業づくり : 社会科教師はどう学ぶか / 澤井陽介, 唐木清志編 東洋館出版社 子ども教育・保育 375.3/ｻﾜ 貸出可
GIGAスクール構想で変える!1人1台端末時代の算数授業づくり / 樋口万太郎 明治図書出版 子ども教育・保育 375.412/ﾋｸﾞ 貸出可
児童教育の本全情報1992-2005  / 日外アソシエーツ株式会社編集 日外アソシエーツ 参考図書架 376.2031/ｼﾞﾄﾞ/1992-2005 禁帯出
理科年表第95冊(令和4年)  = Chronological scientific tables / 国立天文台編 丸善出版 参考図書架 403/ｺｸ/2022 禁帯出
臨床人類学 : 文化のなかの病者と治療者 / アーサー・クラインマン著 ; 大橋 河出書房新社 人間関係学科 498.0224/ｸﾗ 貸出可
 法令  食品衛生小六法令和4年版 1 / 食品衛生研究会編集 新日本法規出版 参考図書架 498.54/ｼｮ/2022-1 禁帯出
通知・実例  食品衛生小六法令和4年版 2 / 食品衛生研究会編集 新日本法規出版 参考図書架 498.54/ｼｮ/2022-2 禁帯出

産業 フードバンク : 世界と日本の困窮者支援と食品ロス対策 / 佐藤順子編著 明石書店 2F一般書架 611.3/ｻﾄ 貸出可
語学 天声人語v. 206 　2021秋 : 英文対照  / 朝日新聞論説委員室編 ; 国際発信部 原書房 英文書架 837/ｱｻ/2021秋 貸出可
文学 ある閉ざされた雪の山荘で / 東野圭吾著 講談社 1F一般書架 913.6/ﾋｶﾞ 貸出可
絵本 パンどろぼうとなぞのフランスパン / 柴田ケイコ作 KADOKAWA 絵本・児童図書架 E/ｼﾊﾞ 貸出可

視聴覚 月間やましん CD-ROM , DVD 2021年11月 / 山形新聞社 [編] 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2021-11 禁帯出
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