
分類 書名/著者名 出版社 配架先 請求記号 貸出区分

Word & Excel 2019 / 杉本くみ子, 大澤栄子著 実教出版 2F一般書架 007.6/ｽｷﾞ 貸出可

MOS Access 365&2019 Expert対策テキスト&問題集 : Microsoft Office Specialist / 富士通エフ・オー・エム株式会社著制作FOM出版 2F一般書架 007.63/ﾌｼﾞ 貸出可

日本の図書館の歩み : 1993-2017 / 日本図書館協会『日本の図書館の歩み:1993-2017』編集委員会編日本図書館協会 2F一般書架 010.21/ﾆﾎ 貸出可

朝日新聞縮刷版 2022年3月(1209) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2022-3 禁帯出

岩波新書 1923  検察審査会 : 日本の刑事司法を変えるか / デイビッド・T・ジョンソン, 平山真理, 福来寛著岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1923 貸出可

岩波新書 1924  これからの住まい : ハウジング・スモールネスの時代へ / 川崎直宏著岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1924 貸出可

岩波新書 1925  学問と政治 : 学術会議任命拒否問題とは何か / 芦名定道 他著岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1925 貸出可

岩波新書 1926  森と木と建築の日本史 / 海野聡著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1926 貸出可

岩波新書 1927  職業としての官僚 / 嶋田博子著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1927 貸出可

岩波新書 1928  日米地位協定の現場を行く : 「基地のある街」の現実 / 山本章子, 宮城裕也著岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1928 貸出可

岩波新書 1929  西田幾多郎の哲学 : 物の真実に行く道 / 小坂国継著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1929 貸出可

岩波新書 1930  人種主義の歴史 / 平野千果子著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1930 貸出可

東洋文庫 906  胡適文選 / [胡適著] ; 佐藤公彦訳 平凡社 2F一般書架 081/ﾄｳ/906 貸出可

哲学 ポジティブ心理学が1冊でわかる本 / イローナ・ボニウェル著 ; 永島沙友里 他訳国書刊行会 2F一般書架 140/ｲﾛ 貸出可

ミネルヴァ日本評伝選  宮本常一 : 人間の生涯は発見の歴史であるべし / 須藤功著ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可

日本全国合成地名の事典 / 浅井建爾著 東京堂出版 2F一般書架 291.033/ｱｻ 貸出可

六法全書 令和4年版 1 / 佐伯仁志, 大村敦志編集代表 有斐閣 参考図書架 320.91/ﾛﾂ/2022-1 禁帯出

六法全書 令和4年版 2 / 佐伯仁志, 大村敦志編集代表 有斐閣 参考図書架 320.91/ﾛﾂ/2022-2 禁帯出

岩波ブックレット 1059  「必要」から始める仕事おこし : 「協同労働」の可能性 / 日本労働者協同組合連合会編岩波書店 ブックレット架 335.6/ｲﾜ/1059 貸出可

先輩がやさしく教えるセキュリティの知識と実務 / 橋本和則著 翔泳社 2F一般書架 336.57/ﾊｼ 貸出可

人文社会科学とジェンダー / 日本学術協力財団編集 ; 永瀬伸子 他執筆 日本学術協力財団 2F一般書架 367.1/ﾆﾎ 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 433 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/433 貸出可

ミネルヴァ社会福祉六法 2022/ 野崎和義監修 ; ミネルヴァ書房編集部編 = MINERVA Compendium of Japanese Laws on Social Welfare 2022ミネルヴァ書房 参考図書架 369.12/ﾐﾈ/2022 禁帯出

介護支援専門員現任研修テキスト 1(第3版)  専門研修課程 中央法規出版 現代福祉 369.17/ｶｲ/1(第3版) 貸出可

介護支援専門員現任研修テキスト 2(第3版)  専門研修課程 中央法規出版 現代福祉 369.17/ｶｲ/2(第3版) 貸出可
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介護支援専門員現任研修テキスト 3(第3版)  主任介護支援専門員研修 中央法規出版 現代福祉 369.17/ｶｲ/3(第3版) 貸出可

介護支援専門員現任研修テキスト 4(第3版)  主任介護支援専門員更新研修 中央法規出版 現代福祉 369.17/ｶｲ/4(第3版) 貸出可

岩波ブックレット 1060  フォト・ルポルタージュ福島人なき「復興」の10年 / 豊田直巳著岩波書店 ブックレット架 369.36/ｲﾜ/1060 貸出可

社会福祉の動向 2022/ 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/2022 禁帯出

教育法規便覧 令和4年版 : 学校の法律がこれ1冊でわかる / 窪田眞二, 澤田千秋著学陽書房 参考図書架 373.2/ｸﾎﾞ/2022 禁帯出

そもそも自分らしさってなに? / 古沢良太原作 ; tupera tupera美術デザイン ; NHK Eテレ「Q～こどものための哲学」制作班編ほるぷ出版 子ども教育・保育 375.352/ﾌﾙ 貸出可

保育者の関わりの理論と実践 : 保育の専門性に基づいて / 高山静子著 郁洋舎 子ども教育・保育 376.1/ﾀｶ 貸出可

環境構成の理論と実践 : 保育の専門性に基づいて / 高山静子著 郁洋舎 子ども教育・保育 376.1/ﾀｶ 貸出可

オンライン授業で大学が変わる : コロナ禍で生まれた「教育」インフレーション / 堀和世著大空出版 子ども教育・保育 377.15/ﾎﾘ 貸出可

大学教育とキャリアの繋がりを解明 / PROG白書プロジェクト編著 学事出版 2F一般書架 377.9/ﾘｱ 貸出可

「インクルーシブな保育」導入のススメ : 多様な子どもたちを受け入れるための心得 / 若月芳浩著中央法規出版 子ども教育・保育 378/ﾜｶ 貸出可

自然科学 厚生統計要覧 令和3年度/ 厚生省大臣官房統計情報部編 厚生統計協会 参考図書架 498.1036/ｺｳ/2021 禁帯出

ひとり暮らし完全サポートbook 主婦と生活社 2F一般書架 590/ｼｭ 貸出可

ちょっとのコツでけっこう幸せになる自炊生活 / 山口祐加著 エクスナレッジ 2F一般書架 596/ﾔﾏ 貸出可

コンパスローズ英和辞典 : 革装 / 赤須薫編 研究社 参考図書架 833/ｱｶ 禁帯出

天声人語 v. 207 2021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/2021冬 貸出可

三島由紀夫研究 22  三島由紀夫の方法 / 松本徹 他責任編集 鼎書房 コンパックル 910.268/ﾐｼ/22 貸出可

角川俳句大歳時記 春 / 茨木和生 [ほか] 編集委員 ; 角川書店編 KADOKAWA 人間関係学科 911.307/ｶﾄﾞ/春 禁帯出

消えた歌の風景 Part1 : 懐かしい21の童謡・唱歌 / 内館牧子著 清流出版 1F一般書架 911.58/ｳﾁ 貸出可

源氏物語の政治学 : 史実・准拠・歴史物語 / 高橋麻織著 笠間書院 1F一般書架 913.36/ﾀｶ 貸出可

源氏物語と平安朝漢文学 / 長瀬由美著 勉誠出版 1F一般書架 913.36/ﾅｶﾞ 貸出可

夜行 / 森見登美彦著 小学館 1F一般書架 913.6/ﾓﾘ 貸出可

フォークナー (24)  作家とその妻/夫 : 特集 / フォークナー協会編集室編 三修社 英文書架 930.28/ﾌｵ/24 貸出可
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