
分類 書名/著者名 出版社 配架先 請求記号 貸出区分
プロ司書の検索術 : 「本当に欲しかった情報」の見つけ方 / 入矢玲子著 日外アソシエーツ 2F一般書架 007.5/ｲﾘ 貸出可
スキルアップ!情報検索 : 基本と実践 / 中島玲子, 安形輝, 宮田洋輔著 日外アソシエーツ 2F一般書架 007.5/ﾅｶ 貸出可
図書館文化論 / 加藤好郎著 丸善出版 2F一般書架 010.4/ｶﾄ 貸出可
JLA図書館情報学テキストシリーズ 3 情報資源組織演習10 / 塩見昇 [ほか] 編集
/ 和中幹雄, 横谷弘美共著

日本図書館協会 2F一般書架 010.8/JL/3-10三訂 貸出可
事例で学ぶ図書館 1  事例で学ぶ図書館サービス概論 / 吉井潤著 青弓社 2F一般書架 015/ｼﾞﾚ/1 貸出可
事例で学ぶ図書館 2  事例で学ぶ図書館制度・経営論 / 吉井潤著 青弓社 2F一般書架 015/ｼﾞﾚ/2 貸出可
図書館活用術 : 検索の基本は図書館に / 藤田節子著 日外アソシエーツ 2F一般書架 015/ﾌｼﾞ 貸出可
公立図書館における電子図書館サービスの現状 / 吉井潤著 樹村房 2F一般書架 016.21/ﾖｼ 貸出可
学校司書のための学校図書館サービス論 / 学校図書館問題研究会編 樹村房 2F一般書架 017/ｶﾞﾂ 貸出可
学校図書館への招待 / 坂田仰, 河内祥子編著 ; 黒川雅子 [ほか執筆] 八千代出版 2F一般書架 017/ｻｶ 貸出可
学校図書館とマンガ / 高橋恵美子, 笠川昭治著 日本図書館協会 2F一般書架 017/ﾀｶ 貸出可
シリーズ学びの環境デザインを考える 1  学びの環境をデザインする学校図書館マ
ネジメント / 野口武悟, 大滝一登編著

悠光堂 2F一般書架 017/ﾏﾅ/1 貸出可
シリーズ学びの環境デザインを考える 2  情報教育と学校図書館が結びつくために
/ 今井福司編著

悠光堂 2F一般書架 017/ﾏﾅ/2 貸出可
シリーズ学びの環境デザインを考える 3  学びをつなぐ学校図書館 : 松江発!学び
方指導体系表を活用しよう / 鎌田和宏編集・解説 ; 林良子著

悠光堂 2F一般書架 017/ﾏﾅ/3 貸出可
ひらめきアイデアノート : 学校図書館 / 竹内純子著 少年写真新聞社 2F一般書架 017.2/ﾀｹ 貸出可
大学1年生の読書論 : 図書館長からのメッセージ / 和田渡著 晃洋書房 2F一般書架 019.2/ﾜﾀﾞ 貸出可
危機の読書 / 佐藤優著 小学館 2F一般書架 019.9/ｻﾄ 貸出可
書物・印刷・本屋 : 日中韓をめぐる本の文化史 / 藤本幸夫編 勉誠出版 2F一般書架 020.2/ﾌｼﾞ 禁帯出
書誌年鑑2022 / 有木太一編 日外アソシエーツ 参考図書架 025.1/ﾕｳ/2022 禁帯出
朝日新聞縮刷版 2022年11月(1217) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2022-11 禁帯出
朝日新聞縮刷版 2022年12月(1218) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2022-12 禁帯出
岩波新書 1951  アフター・アベノミクス : 異形の経済政策はいかに変質したのか /
軽部謙介著

岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1951 貸出可
岩波新書 1952  ルポアメリカの核戦力 : 「核なき世界」はなぜ実現しないのか / 渡
辺丘著

岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1952 貸出可
岩波新書 1953  現代カタストロフ論 : 経済と生命の周期を解き明かす / 金子勝, 児
玉龍彦著

岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1953 貸出可
岩波新書 1954  マルクス・アウレリウス : 『自省録』のローマ帝国 / 南川高志著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1954 貸出可
岩波新書 1955  さらば、男性政治 / 三浦まり著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1955 貸出可
岩波新書 1956  超デジタル世界 : DX、メタバースのゆくえ / 西垣通著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1956 貸出可
岩波新書 1957  政治と宗教 : 統一教会問題と危機に直面する公共空間 / 島薗進
編

岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1957 貸出可
岩波新書 1958  いちにち、古典 : 「とき」をめぐる日本文学誌 / 田中貴子著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1958 貸出可
東洋文庫 911  尹致昊 (ユンチホ) 日記 / [尹致昊著] ; 木下隆男訳注 平凡社 2F一般書架 081/ﾄｳ/911 貸出可
新しい心理学へのアプローチ / 小林芳郎編著 保育出版社 2F一般書架 140/ｺﾊﾞ 貸出可
高齢者のための心理学 / 小林芳郎編著 保育出版社 現代福祉 143.7/ｺﾊﾞ 貸出可

新着図書案内
1月（2022年度）

総記

心理学



「利他」とは何か / 伊藤亜紗編 ; 中島岳志 [ほか著] 集英社 指定図書架 151.5/ｲﾄ/阿部裕美 貸出可
「利他」とは何か / 伊藤亜紗編 ; 中島岳志 [ほか著] 集英社 指定図書架 151.5/ｲﾄ/阿部裕美 貸出可
「利他」とは何か / 伊藤亜紗編 ; 中島岳志 [ほか著] 集英社 指定図書架 151.5/ｲﾄ/阿部裕美 貸出可
思いがけず利他 / 中島岳志著 ミシマ社 指定図書架 151.5/ﾅｶ/阿部裕美 貸出可
思いがけず利他 / 中島岳志著 ミシマ社 指定図書架 151.5/ﾅｶ/阿部裕美 貸出可
思いがけず利他 / 中島岳志著 ミシマ社 指定図書架 151.5/ﾅｶ/阿部裕美 貸出可
はじめての利他学 / 若松英輔著 NHK出版 指定図書架 151.5/ﾜｶ/阿部裕美 貸出可
はじめての利他学 / 若松英輔著 NHK出版 指定図書架 151.5/ﾜｶ/阿部裕美 貸出可
はじめての利他学 / 若松英輔著 NHK出版 指定図書架 151.5/ﾜｶ/阿部裕美 貸出可
世界の宗教大図鑑 / ジョン・ボウカー著 ; 黒輪篤嗣訳 河出書房新社 2F一般書架 161/ｼﾞｮ 貸出可
「唐物」とは何か : 舶載品をめぐる文化形成と交流 / 河添房江, 皆川雅樹編 勉誠出版 2F一般書架 210.18/ｶﾜ 貸出可
宋代とは何か : 最前線の研究が描き出す新たな歴史像 / 平田茂樹 [ほか] 編 勉誠出版 2F一般書架 222.053/ﾋﾗ 貸出可
人物レファレンス事典 明治・大正・昭和(戦前)編3 / 日外アソシエーツ編集部編 日外アソシエーツ 参考図書架 281.03/ｼﾞﾝ/Ⅲあ～す 禁帯出
人物レファレンス事典 明治・大正・昭和(戦前)編3 / 日外アソシエーツ編集部編 日外アソシエーツ 参考図書架 281.03/ｼﾞﾝ/Ⅲせ～わ 禁帯出
ミネルヴァ日本評伝選  大川平三郎 : 一途に日本の製紙業の発展を考える男 / 四
方田雅史著

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  柏木義円 : 徹底して弱さの上に立つ / 片野真佐子著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可
アジア人物史 = Great figures in the history of Asia / 青山亨 [ほか] 編集委員 7
近世の帝国の繁栄とヨーロッパ / 三浦徹他著

集英社 2F一般書架 282.08/ｼｭ/7 貸出可
アジア人物史 = Great figures in the history of Asia / 青山亨 [ほか] 編集委員 8
アジアのかたちの完成 / 村田雄二郎他著

集英社 2F一般書架 282.08/ｼｭ/8 貸出可
昭和天皇拝謁記 : 初代宮内庁長官田島道治の記録 6  田島道治日記 : 宮内(府)
庁長官在任期+関連時期 / 田島道治著

岩波書店 2F一般書架 288.41/ｼﾖ/6 貸出可
聖徳太子信仰とは何か / 榊原史子著 勉誠出版 2F一般書架 288.44/ｻｶ 貸出可
社説総覧 : 朝日・毎日・読売 2022-3: 7月-9月 / 明文書房編集部編集 明文書房 2F一般書架 304/ﾒｲ/22-07-09 貸出可
リデザイン・ワーク新しい働き方 / リンダ・グラットン著 ; 池村千秋訳 東洋経済新報社 指定図書架 336.4/ﾘﾝ/阿部裕美 貸出可
リデザイン・ワーク新しい働き方 / リンダ・グラットン著 ; 池村千秋訳 東洋経済新報社 指定図書架 336.4/ﾘﾝ/阿部裕美 貸出可
リデザイン・ワーク新しい働き方 / リンダ・グラットン著 ; 池村千秋訳 東洋経済新報社 指定図書架 336.4/ﾘﾝ/阿部裕美 貸出可
いまを生きるための社会学 / 友枝敏雄, 樋口耕一, 平野孝典編 丸善出版 現代福祉 361/ﾄﾓ 貸出可
自ら挑戦する社会心理学 / 土肥伊都子編著 保育出版社 2F一般書架 361.4/ﾄﾞﾋ 貸出可
「わかりあえない」を越える : 目の前のつながりから、共に未来をつくるコミュニケー
ション・NVC / マーシャル・B.ローゼンバーグ著 ; 今井麻希子, 鈴木重子, 安納献訳

海士の風 指定図書架 361.45/ﾛｾﾞ/阿部裕美 貸出可
「わかりあえない」を越える : 目の前のつながりから、共に未来をつくるコミュニケー
ション・NVC / マーシャル・B.ローゼンバーグ著 ; 今井麻希子, 鈴木重子, 安納献訳

海士の風 指定図書架 361.45/ﾛｾﾞ/阿部裕美 貸出可
「わかりあえない」を越える : 目の前のつながりから、共に未来をつくるコミュニケー
ション・NVC / マーシャル・B.ローゼンバーグ著 ; 今井麻希子, 鈴木重子, 安納献訳

海士の風 指定図書架 361.45/ﾛｾﾞ/阿部裕美 貸出可
社会保障入門2023 / 社会保障入門編集委員会編集 中央法規出版 現代福祉 364/ｼｬ/2022 貸出可
現場で役立つ!社会保障制度活用ガイド : ケアマネ・相談援助職必携 2022年版 /
福島敏之著 ; 「ケアマネジャー」編集部編

中央法規出版 現代福祉 364/ﾌｸ/2022 貸出可
女性情報 : 切り抜き情報誌 441

パド・ウィメンズ・オ
フィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/441 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 442
パド・ウィメンズ・オ
フィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/442 貸出可

新・社会福祉 : 人々の暮らしに寄り添う / 杉本豊和編著 教育情報出版 2F一般書架 369/ｽｷﾞ 貸出可
「特集」教育機会の確保と社会福祉 / 宇佐見耕一 [ほか] 編集代表 旬報社 参考図書架 369/ｾｶ/2022 禁帯出
第32回-第34回全問完全解説  介護福祉士国家試験過去問解説集2023,  / 介護
福祉士国家試験受験対策研究会編集 2023, 第32回-第34回全問完全解説

中央法規出版 現代福祉 369.079/ｶｲ/2023 貸出可

心理学

歴史

社会科学



社会福祉六法 令和5年版 : 1 / 社会福祉法規研究会編 新日本法規出版 参考図書架 369.1/ｼｬ/2023-1 禁帯出
社会福祉六法 令和5年版 : 2/ 社会福祉法規研究会編 新日本法規出版 参考図書架 369.1/ｼｬ/2023-2 禁帯出
福祉小六法 2023 / 大阪ボランティア協会編 中央法規出版 参考図書架 369.12/ﾌｸ/2023 禁帯出
介護福祉士国家試験らくらく暗記マスター2023 / 暗記マスター編集委員会編集 中央法規出版 現代福祉 369.17/ｱﾝ/2023 貸出可
見て覚える!介護福祉士国試ナビ2023 / いとう総研資格取得支援センター編集 中央法規出版 現代福祉 369.17/ｲﾄ/2023 貸出可
介護福祉士国家試験わかる!受かる!合格テキスト2023 / 介護福祉士国家試験受験
対策研究会編集

中央法規出版 現代福祉 369.17/ｶｲ 貸出可
介護福祉士国家試験書いて覚える!合格ドリル2023 / 介護福祉士国家試験合格ド
リル編集委員会編集

中央法規出版 現代福祉 369.17/ｶｲ/2023 貸出可
介護福祉士国家試験模擬問題集2023 / 介護福祉士国家試験受験対策研究会編
集

中央法規出版 現代福祉 369.17/ｶｲ/2023 貸出可
介護福祉士国家試験受験ワークブック2023上  / 介護福祉士国家試験受験ワーク
ブック編集委員会編集

中央法規出版 現代福祉 369.17/ｶｲ/2023-上 貸出可
介護福祉士国家試験受験ワークブック2023下  / 介護福祉士国家試験受験ワーク
ブック編集委員会編集

中央法規出版 現代福祉 369.17/ｶｲ/2023-下 貸出可
ぼけと利他 / 伊藤亜紗, 村瀬孝生著 ミシマ社 指定図書架 369.26/ｲﾄ/阿部裕美 貸出可
ぼけと利他 / 伊藤亜紗, 村瀬孝生著 ミシマ社 指定図書架 369.26/ｲﾄ/阿部裕美 貸出可
ぼけと利他 / 伊藤亜紗, 村瀬孝生著 ミシマ社 指定図書架 369.26/ｲﾄ/阿部裕美 貸出可
学びを追究する高齢者福祉 / 杉本敏夫, 橋本有理子編著 教育情報出版 現代福祉 369.26/ｽｷﾞ 貸出可
書くべきことがよくわかる!介護記録の書き方 / 馬淵敦士著 中央法規出版 現代福祉 369.26/ﾏﾌﾞ 貸出可
考え,実践する施設実習 / 浦田雅夫編著 保育出版社 2F一般書架 369.4/ｳﾗ 貸出可
ガイドライン多様な生活環境にある子どもへの対応 : 障害・不登校・生活困窮・児童
虐待・外国人など / 木村真実, 長谷川泰編著

新日本法規出版 2F一般書架 369.4/ｷﾑ 貸出可
学び,考え,実践力をつける家庭支援論 / 木村志保, 津田尚子編著 教育情報出版 2F一般書架 369.4/ｷﾑ 貸出可
子どもと家族をアシストする 相談援助 教育情報出版 2F一般書架 369.4/ﾀｶ 貸出可
令和5年版  子ども家庭福祉六法 令和5年版 中央法規出版 参考図書架 369.4/ﾁｭ/令和5年版 禁帯出
事例でわかる子ども虐待対応の多職種・多機関連携 : 互いの強みを活かす協働ガ
イド / 中板育美 [ほか] 著

明石書店 2F一般書架 369.4/ﾅｶ 貸出可
子ども家庭支援論 : 子どもを中心とした家庭支援 / 七木田敦, 上村眞生, 岡花祈一
郎編著

教育情報出版 2F一般書架 369.4/ﾅﾅ 貸出可
新・子育て支援 : 子どもの姿を喜びに変えるために / 松井剛太編著 教育情報出版 2F一般書架 369.4/ﾏﾂ 貸出可
2023  ひと目でわかる保育者のための子ども家庭福祉データブック / 宮島清, 山縣
文治編集 2023

中央法規出版 2F一般書架 369.4/ﾐﾔ/2023 貸出可
家庭訪問保育の理論と実際 : 居宅訪問型保育基礎研修テキスト・一般型家庭訪問
保育学習テキスト / 全国保育サービス協会監修

中央法規出版 2F一般書架 369.42/ｾﾞﾝ 貸出可
アタッチメント・ハンドブック : 里親養育・養子縁組の支援 / ジリアン・スコフィールド,
メアリー・ビーク著 ; 森田由美, 門脇陽子訳

明石書店 2F一般書架 369.43/ｽｺ 貸出可
医療福祉のプロがすすめる孤独社会的孤立つながりを考える1000冊 / 結城俊也
編

日外アソシエーツ 現代福祉 369.9/ﾕｳ 貸出可
学びと教えで育つ心理学 : 教育心理学入門 / 小林芳郎編著 保育出版社 子ども教育・保育 371.4/ｺﾊﾞ 貸出可
自ら実感する心理学：こんなところに心理学 教育情報出版 子ども教育・保育 371.4/ﾄﾞﾋ 貸出可
教職を学ぶ人の新・教育心理学 教育情報出版 子ども教育・保育 371.4/ﾜﾀ 貸出可
自ら学ぶ道徳教育 : 「特別の教科道徳」対応 / 押谷由夫編著 教育情報出版 子ども教育・保育 371.6/ｵｼ 貸出可
授業のための新・「教職」道徳教育論 教育情報出版 子ども教育・保育 371.6/ｶﾈ 貸出可
初等社会科教育の理論と実践：学びのレリバンスを求めて 教育情報出版 子ども教育・保育 375.3/ﾊﾗ 貸出可
社会科教育のルネサンス：実践知を求めて 教育情報出版 子ども教育・保育 375.3/ﾊﾗ 貸出可
哲学する保育原理 / 伊藤潔志編著 教育情報出版 子ども教育・保育 376.1/ｲﾄ 貸出可
新・子ども理解と援助 : その理論と方法 / 入江慶太編著 教育情報出版 子ども教育・保育 376.1/ｲﾘ 貸出可

社会科学



新・保育内容 : 健康 : 活き活きとした子どもの発育発達を求めて / 浮田咲子, 町山
太郎編著

教育情報出版 子ども教育・保育 376.1/ｳｷ 貸出可
成長し続ける教育・保育実習 / 浦田雅夫編著 教育情報出版 子ども教育・保育 376.1/ｳﾗ 貸出可
新・基本保育シリーズ 3［第2版］  子ども家庭福祉 / 児童育成協会監修 ; 新保幸男
編集 ; 小林理編集

中央法規出版 子ども教育・保育 376.1/ｷﾎ/新3 貸出可
新・基本保育シリーズ 4［第2版］  社会福祉 / 松原康雄, 圷洋一, 金子充編集 中央法規出版 子ども教育・保育 376.1/ｷﾎ/新4 貸出可
新・基本保育シリーズ 5［第2版］  子ども家庭支援論 / 松原康雄, 村田典子, 南野
奈津子編集

中央法規出版 子ども教育・保育 376.1/ｷﾎ/新5 貸出可
新・基本保育シリーズ 6［第2版］  社会的養護 / 児童育成協会監修 ; 相澤仁編集 ;
林浩康編集

中央法規出版 子ども教育・保育 376.1/ｷﾎ/新6 貸出可
ペアレント・ネイション : 親と保育者だけに子育てを押しつけない社会のつくり方 /
ダナ・サスキンド, リディア・デンワース著 ; 掛札逸美訳

明石書店 子ども教育・保育 376.1/ｻｽ 貸出可
児童文化がひらく豊かな保育実践 / 中坪史典編著 教育情報出版 子ども教育・保育 376.1/ﾅｶ 貸出可
保育学生のための基礎学力演習 : 教養と国語力を伸ばす30Lesson / 馬見塚昭久,
大浦賢治編著

中央法規出版 子ども教育・保育 376.1/ﾏﾐ 貸出可
子どもを育む心理学 / 小林芳郎編著 保育出版社 子ども教育・保育 376.11/ｺﾊﾞ 貸出可
子どもの保健と安全 / 高内正子編著 教育情報出版 子ども教育・保育 376.14/ﾀｶ 貸出可
特別な配慮を必要とする子どもが輝くクラス運営 : 教える保育からともに学ぶ保育
へ / 松井剛太著

中央法規出版 子ども教育・保育 376.14/ﾏﾂ 貸出可
マンガでわかる!保育所保育指針 : 2017年告示対応版 / 浅井拓久也著 ; taecoマン
ガ

中央法規出版 子ども教育・保育 376.15/ｱｻ 貸出可
乳児保育：子ども・家庭・保育者が紡ぐ営み 教育情報出版 子ども教育・保育 376.15/ｲﾘ 貸出可
子どものこころとからだを育てる保育内容「健康」 / 高内正子編著 教育情報出版 子ども教育・保育 376.15/ﾀｶ 貸出可
子どもの育ちと「ことば」 / 横山真貴子編著 教育情報出版 子ども教育・保育 376.15/ﾖｺ 貸出可
子どもの活動が広がる・深まる保育内容「表現」 / 吉永早苗編著 中央法規出版 子ども教育・保育 376.15/ﾖｼ 貸出可
子どもと保育者でつくる人間関係 : 「わたし」から「わたしたち」へ / 横山真貴子編著 教育情報出版 子ども教育・保育 376.153/ﾖｺ 貸出可
保育実践に生かす保育内容「環境」/ 上中修編著 教育出版社 子ども教育・保育 376.154/ｳｴ 貸出可
子どもの造形表現 :〈感じること〉からはじまる : 理論と実践事例から学び、考えよう
/ 小野和, 宮野周編著

教育情報出版 子ども教育・保育 376.156/ｵﾉ 貸出可
保育の表現技術実践ワーク : かんじる・かんがえる・つくる・つたえる / 今井真理編
著

保育出版社 子ども教育・保育 376.157/ｲﾏ 貸出可
保育で使えるからだの土台を作る運動遊び100 / 佐々木祥子著 ; 柏原成年協力 中央法規出版 子ども教育・保育 376.157/ｻｻ 貸出可
すべての感覚を駆使してわかる 乳幼児の造形表現 保育出版社 子ども教育・保育 376.157/ﾋﾗ 貸出可
この一冊でわかるピアノ実技と楽典 : 保育士、幼稚園・小学校教諭を目指す人のた
めに / 深見友紀子, 小林田鶴子, 坂本暁美共著

音楽之友社 子ども教育・保育 376.157/ﾌｶ 貸出可
元気な子どもを育てる幼児体育 / 前橋明編著 保育出版社 子ども教育・保育 376.157/ﾏｴ 貸出可
児童教育の本全情報 2006-2021/ 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 376.2031/ｼﾞﾄﾞ/2006-2021禁帯出
やっかいな問題はみんなで解く / 堂目卓生, 山崎吾郎編 世界思想社 指定図書架 377.04/ﾄﾞｳ/阿部裕美 貸出可
やっかいな問題はみんなで解く / 堂目卓生, 山崎吾郎編 世界思想社 指定図書架 377.04/ﾄﾞｳ/阿部裕美 貸出可
やっかいな問題はみんなで解く / 堂目卓生, 山崎吾郎編 世界思想社 指定図書架 377.04/ﾄﾞｳ/阿部裕美 貸出可
つながる・つなげる障害児保育 : かかわりあうクラスづくりのために / 七木田敦, 松
井剛太編著

保育出版社 子ども教育・保育 378/ﾅﾅ 貸出可
気になる子のインクルーシブ教育・保育 : 幼稚園教諭・保育士養成課程、教職課程
対応 / 野内友規, 綿引清勝編著

中央法規出版 子ども教育・保育 378/ﾉｳ 貸出可
塵劫記を読みとく百科 : 江戸時代の大ベストセラー和算書の世界 / 佐藤健一著 丸善出版 2F一般書架 419.1/ｻﾄ 貸出可
すごすぎる身近な植物の図鑑 : ゆるっと歩いて草や花を観察しよう! / 鈴木純著 KADOKAWA 2F一般書架 470.7/ｽｽﾞ 貸出可
認知症の人を元気にする言葉かけ・不安にさせる言葉かけ / 尾渡順子著 中央法規出版 現代福祉 493.758/ｵﾜ 貸出可
新・子どもの食と栄養 / 今津屋直子, 久藤麻子編著 教育情報出版 2F一般書架 493.983/ｲﾏ 貸出可
食品衛生小六法　令和5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/2023-1 禁帯出
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食品衛生小六法　令和5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/2023-2 禁帯出
上杉本洛中洛外図屏風の研究 : 桑実寺縁起絵巻と共に / 小谷量子著 勉誠出版 2F一般書架 721.4/ｺﾀ 貸出可
アルファベットで引く6か国語音楽用語辞典 : イタリア語・英語・ドイツ語・フランス語・
スペイン語・ラテン語 / 久保田慶一監修

音楽之友社 2F一般書架 760.33/ｸﾎﾞ 貸出可
楽器の音域・音質・奏法 : エッセンシャル・ディクショナリー / トム・ゲルー, デイヴ・
ブラック著 ; 元井夏彦訳

ヤマハミュージック
メディア 2F一般書架 763/ﾄﾑ 貸出可

楽器学入門 : 写真でわかる!楽器の歴史 / 守重信郎著 時事通信出版局 2F一般書架 763.02/ﾓﾘ 貸出可
私らしく暮らすための日本語ワークブック : 生活者としての外国人向け : 地域日本
語教育 / 深江新太郎著

アルク 指定図書架 810.7/ﾌｶ/阿部裕美 貸出可
私らしく暮らすための日本語ワークブック : 生活者としての外国人向け : 地域日本
語教育 / 深江新太郎著

アルク 指定図書架 810.7/ﾌｶ/阿部裕美 貸出可
私らしく暮らすための日本語ワークブック : 生活者としての外国人向け : 地域日本
語教育 / 深江新太郎著

アルク 指定図書架 810.7/ﾌｶ/阿部裕美 貸出可
天声人語 : 英文対照 v. 210 2022秋 / 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/2022秋 貸出可
世界の作家 : 伝記と作品 / 日外アソシエーツ株式会社編集 日外アソシエーツ 1F一般書架 903.1/ﾆﾁ 貸出可
京都文化および動植物の国文学的探究 : 矢野貫一著作集 / 矢野貫一著 勉誠出版 1F一般書架 910.2/ﾔﾉ 貸出可
もう一度読みたい日本の古典文学 / 三宅晶子編 勉誠出版 1F一般書架 910.4/ﾐﾔ 貸出可
角川俳句大歳時記 新年   / 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/新年 禁帯出
老害の人 / 内館牧子著 講談社 1F一般書架 913.6/ｳﾁ 貸出可
教誨 / 柚月裕子著 小学館 1F一般書架 913.6/ﾕｽﾞ 貸出可
日々臆測 / ヨシタケシンスケ著 光村図書出版 1F一般書架 914.6/ﾖｼ 貸出可
月間やましん CD-ROM , DVD 2022年12月 / 山形新聞社 [編] 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2022-12 禁帯出
はじめての知的障害者雇用 : 〜企業は障害者をどのように雇用しどのように戦力
にしているのか〜 / WEL'S新木場企画 ; アローウィン制作・著作

アローウィン 視聴覚コーナー DV366.28/ｱﾛ 禁帯出
ジョブコーチってどんな仕事? / WEL'S新木場企画 アローウィン 視聴覚コーナー DV366.28/ｱﾛ 禁帯出
特別支援学校・福祉施設見学ツアー 1  特別支援学校 / アローウィン製作・著作 アローウィン 視聴覚コーナー DV378/ｱﾛ/1 禁帯出
特別支援学校・福祉施設見学ツアー 3  高齢者の施設 / アローウィン製作・著作 アローウィン 視聴覚コーナー DV378/ｱﾛ/3 禁帯出
特別支援学校・福祉施設見学ツアー 4  働く場と生活の場 / アローウィン製作・著
作

アローウィン 視聴覚コーナー DV378/ｱﾛ/4 禁帯出
特別支援学校・福祉施設見学ツアー 5  子どもの施設 / アローウィン製作・著作 アローウィン 視聴覚コーナー DV378/ｱﾛ/5 禁帯出
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