
分類 書名/著者名 出版社 配架先 請求記号 貸出区分
現代用語の基礎知識 2023 / 自由国民社編 自由国民社 参考図書架 051/ｹﾞﾝ/2023 禁帯出
朝日新聞縮刷版 2022年9月(1215) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2022-9 禁帯出
岩波新書 1946  迫りくる核リスク : 「核抑止」を解体する / 吉田文彦著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1946 貸出可
岩波新書 1947  「移民国家」としての日本 : 共生への展望 / 宮島喬著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1947 貸出可
岩波新書 1948  高橋源一郎の飛ぶ教室 : はじまりのことば / 高橋源一郎著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1948 貸出可
岩波新書 1949  芭蕉のあそび / 深沢眞二著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1949 貸出可
岩波新書 1950  知っておきたい地球科学 : ビッグバンから大地変動まで / 鎌田浩毅著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1950 貸出可
全国市町村要覧 令和4年版 / 市町村要覧編集委員会編 第一法規 参考図書架 318.036/ｼﾁ/2022 禁帯出
プレゼンテーションZen : プレゼンのデザインと伝え方に関するシンプルなアイデア / ガー・レイノルズ著 ; 熊谷小百合, 白川部君江訳丸善出版 2F一般書架 336.49/ﾚｲ 貸出可
数理社会学事典 = Encyclopedia of mathematical sociology / 数理社会学会数理社会学事典刊行委員会編丸善出版 参考図書架 361.16/ｽｳ 禁帯出
女性情報 439  : 切り抜き情報誌 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/439 貸出可
社会福祉士国家試験わかる!受かる!合格テキスト2023 / 社会福祉士国家試験受験対策研究会編集中央法規出版 人間関係学科 369.17/ｼｬ/2023 貸出可
社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験ワークブック 2023共通科目編 / 社会福祉士・精神保健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 人間関係学科 369.17/ｼｬ/2023共通 貸出可
社会福祉士国家試験受験ワークブック 2023専門科目編 / 社会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 人間関係学科 369.17/ｼｬ/2023専門 貸出可
上毛孤児院関係資料集成 1 / 宇都榮子, 細谷啓介編 六花出版 2F一般書架 369.44/ｼﾞｮ/1 禁帯出
上毛孤児院関係資料集成 2 / 宇都榮子, 細谷啓介編 六花出版 2F一般書架 369.44/ｼﾞｮ/2 禁帯出
上毛孤児院関係資料集成 3 / 宇都榮子, 細谷啓介編 六花出版 2F一般書架 369.44/ｼﾞｮ/3 禁帯出
上毛孤児院関係資料集成 4 / 宇都榮子, 細谷啓介編 六花出版 2F一般書架 369.44/ｼﾞｮ/4 禁帯出
上毛孤児院関係資料集成 5 / 宇都榮子, 細谷啓介編 六花出版 2F一般書架 369.44/ｼﾞｮ/5 禁帯出
「走れメロス」のルーツを追う : ネットワークグラフから読む「メロス伝説」 / 佐野幹著 大修館書店 子ども教育・保育 375.8/ｻﾉ 貸出可
「羅生門」55の論点 / 三宅義藏著 大修館書店 子ども教育・保育 375.85/ﾐﾔ 貸出可
日本留学試験試験問題 2020年度第2回 / 日本学生支援機構編著 凡人社 2F一般書架 377.6/ﾆﾎ/2020-2別科 貸出可
日本留学試験試験問題 2021年度第1回 : 聴解・聴読解問題CD付  / 日本学生支援機構編著凡人社 2F一般書架 377.6/ﾆﾎ/2021-1別科 貸出可
日本留学試験試験問題 2021年度第2回  = Examination for Japanese University admission for international students / 日本学生支援機構編著凡人社 2F一般書架 377.6/ﾆﾎ/2021-2別科 貸出可
日本留学試験試験問題 2022年度第1回  / 日本学生支援機構編著 凡人社 2F一般書架 377.6/ﾆﾎ/2022-1別科 貸出可
障害児教育のアメリカ史と日米関係史 : 後進国から世界最先端の特殊教育への飛翔と失速 / 中村満紀男著明石書店 子ども教育・保育 378.0253/ﾅｶ 禁帯出
食べ物の履歴書 / 吉田宗弘著 関西大学出版部 2F一般書架 383.81/ﾖｼ 貸出可
怪異の民俗学  5  天狗と山姥 / 馬場あき子 他著 ; 小松和彦責任編集 河出書房新社 2F一般書架 388.1/ｶｲ/5 貸出可
怪異の民俗学  6  幽霊  /  柳田國男他著 ; 小松和彦責任編集 河出書房新社 2F一般書架 388.1/ｶｲ/6 貸出可

自然科学 人間の許容・適応限界事典 / 村木里志, 長谷川博, 小川景子編 朝倉書店 参考図書架 463.9/ﾑﾗ 禁帯出
技術 岩波ブックレット 1069  佐渡鉱山と朝鮮人労働 / 竹内康人著 岩波書店 ブックレット架 562.1/ｲﾜ/1069 貸出可

日本語教師のための入門言語学 : 演習と解説 / 原沢伊都夫著 スリーエーネットワーク 人間関係学科 801/ﾊﾗ 貸出可
超基礎日本語教育のための日本語学 / 太田陽子編著 ; 嵐洋子 他著 くろしお出版 人間関係学科 810.7/ｵｵ 貸出可
日本語教育実践入門 : 日本語の分析から教材・授業の創造まで / 近藤安月子, 丸山千歌著東京大学出版会 人間関係学科 810.7/ｺﾝ 貸出可
考えて、解いて、学ぶ日本語教育の文法 / 原沢伊都夫著 スリーエーネットワーク 人間関係学科 810.7/ﾊﾗ 貸出可
あるかしら書店 / ヨシタケシンスケ著 ポプラ社 絵本・児童図書架 913/ﾖｼ 貸出可
假名草子集成 第68卷 / 柳沢昌紀 他編 東京堂出版 書庫 913.5108/ｱｻ/68 貸出可
ライオンのおやつ / 小川糸著 ポプラ社 1F一般書架 913.6/ｵｶﾞ 貸出可
その本は / 又吉直樹, ヨシタケシンスケ著 ポプラ社 1F一般書架 913.6/ﾏﾀ 貸出可
20代で得た知見 / F著 KADOKAWA 1F一般書架 914.6/ｴﾌ 貸出可
月間やましん CD-ROM , DVD 2022年10月 / 山形新聞社 編 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2022-10 禁帯出
上毛愛隣社　幻灯資料 / 立花出版 立花出版 視聴覚コーナー DV369.44/ｼﾞﾖ 禁帯出
障害児の早期発見とスクリーニング・アセスメント / 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 禁帯出
放課後等デイサービス : 障がいのある子どもの生活の質を高める取り組み / 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 禁帯出
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