
書名/著者名 出版者名 配架先 NDC 貸出区分

総記 窓をひろげて考えよう : 体験!メディアリテラシー / 下村健一著 かもがわ出版 2F一般書架 007.3/ｼﾓ 貸出可

朝日新聞縮刷版 2018年12月(1170) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2018-12 禁帯出

岩波新書 1755  ユダヤ人とユダヤ教 / 市川裕著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1755 貸出可

岩波新書 1756  なぜ働き続けられない? : 社会と自分の力学 / 鹿嶋敬著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1756 貸出可

岩波新書 1757  ユーラシア動物紀行 / 増田隆一著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1757 貸出可

哲学 APA論文作成マニュアル / アメリカ心理学会(APA)著 ; 前田樹海, 江藤裕之, 田中建彦訳 医学書院 2F一般書架 140.7/ｱﾒ 貸出可

歴史 ミネルヴァ日本評伝選  折口信夫 : 神性を拡張する復活の喜び / 斎藤英喜著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 281.08/ﾐﾈ 貸出可

社会科学 女性情報 : 切り抜き情報誌 394 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/394 貸出可

子育てと健康シリーズ 25  育てにくい子にはわけがある : 感覚統合が教えてくれたもの / 木村順著 大月書店 2F一般書架 369.4/ｺｿ/25 貸出可

子育てと健康シリーズ 31  かみつく子にはわけがある / 岩倉政城著 大月書店 2F一般書架 369.4/ｺｿ/31 貸出可

pbk.  Transforming the workforce for children birth through age 8 : a unifying foundation The National Academies Press 子ども教育・保育 370/NA 貸出可

ワークで学ぶ道徳教育 / 井藤元編 ナカニシヤ出版 子ども教育・保育 371.6/ｲﾄ 貸出可

学校の「当たり前」をやめた。 : 生徒も教師も変わる! 公立名門中学校長の改革 / 工藤勇一著 時事通信出版局 子ども教育・保育 374.13/ｸﾄﾞ 貸出可

ワークで学ぶ教職概論 / 井藤元編 ナカニシヤ出版 子ども教育・保育 374.3/ｲﾄ 貸出可

ワークで学ぶ教育課程論 / 尾崎博美, 井藤元編 ナカニシヤ出版 子ども教育・保育 375/ｵｻﾞ 貸出可

保育者が知っておきたい発達が気になる子の感覚統合 / 木村順著 ; 小黒早苗協力 [学研教育出版] 子ども教育・保育 376.1/ｷﾑ 貸出可

赤ちゃん学を学ぶ人のために / 小西行郎, 遠藤利彦編 世界思想社 子ども教育・保育 376.11/ｺﾆ 貸出可

幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿 / 無藤隆編著 東洋館出版社 子ども教育・保育 376.15/ﾑﾄ 貸出可

赤ちゃんからのあそびうた / 大友剛ピアノアレンジ・演奏 ; すかんぽ(うた) 小学館 子ども教育・保育 376.156/ﾅｶ 貸出可

乳幼児の音楽表現 : 赤ちゃんから始まる音環境の創造(保育士・幼稚園教諭養成課程) / 小西行郎 [ほか] 編著 中央法規出版 子ども教育・保育 376.157/ｺﾆ 貸出可

決定版!保育の運動あそび450 : 基本→発展であそびが広がる!あそびの中で考える力が育つ! / 前橋明監修 新星出版社 子ども教育・保育 376.157/ﾏｴ 貸出可

保育をひらく造形表現 / 槇英子著 萌文書林 子ども教育・保育 376.157/ﾏｷ 貸出可

0.1.2歳児発達をおさえた運動あそび : 経験してほしい粗大運動・微細運動 / 山本秀人編著 学研教育みらい 子ども教育・保育 376.157/ﾔﾏ 貸出可

発達支援実践講座 : 支援ハウツーの編み出し方 : 実践家(教師・保育者・支援者)へのメッセージ / 木村順著 学苑社 子ども教育・保育 378/ｷﾑ 貸出可

事典古代の祭祀と年中行事 / 岡田莊司編 吉川弘文館 2F一般書架 386/ｵｶ 貸出可

「新版」日本の民話 2  岩手の民話 / 深沢紅子, 佐々木望編 未來社 2F一般書架 388.1/ﾆﾎ/2 貸出可

「新版」日本の民話 6  出羽の民話 / 沢渡吉彦編 未來社 2F一般書架 388.1/ﾆﾎ/6 貸出可

「新版」日本の民話 7  津軽の民話 / 斎藤正編 未來社 2F一般書架 388.1/ﾆﾎ/7 貸出可

「新版」日本の民話 10  秋田の民話 / 瀬川拓男, 松谷みよ子編 未來社 2F一般書架 388.1/ﾆﾎ/10 貸出可

「新版」日本の民話 13  福島の民話 / 片平幸三編 第1集 未來社 2F一般書架 388.1/ﾆﾎ/13 貸出可

「新版」日本の民話 24  宮城の民話 / 山田野理夫編 未來社 2F一般書架 388.1/ﾆﾎ/24 貸出可

「新版」日本の民話 42  福島の民話 / 片平幸三編 第2集 未來社 2F一般書架 388.1/ﾆﾎ/42 貸出可

「新版」日本の民話 別巻1  みちのくの民話 / 東北農山漁村文化協会編 未來社 2F一般書架 388.1/ﾆﾎ/別1 貸出可

「新版」日本の民話 別巻2  みちのくの長者たち / 及川儀右衛門編 未來社 2F一般書架 388.1/ﾆﾎ/別2 貸出可

「新版」日本の民話 別巻3  みちのくの和尚たち / 及川儀右衛門編 未來社 2F一般書架 388.1/ﾆﾎ/別3 貸出可

「新版」日本の民話 別巻4  みちのくの百姓たち / 及川儀右衛門編 未來社 2F一般書架 388.1/ﾆﾎ/別4 貸出可

新　着　図　書　案　内
2月(2018年度)



芸術 誰でもぜったい楽譜が読める! / 辻志朗著 音楽之友社 2F一般書架 761.2/ﾂｼﾞ 貸出可

いちばん親切な楽典入門 : CD付 / 轟千尋著 新星出版社 2F一般書架 761.2/ﾄﾄﾞ 貸出可

ゼロからの作曲入門 : プロ直伝のメロディの作り方 / 四月朔日義昭著 ヤマハミュージックメディア 2F一般書架 761.8/ﾜﾀ 貸出可

絵本 3びきのこぶたと4ひきめのこぶた / きしらまゆこ作・絵 教育画劇 絵本・児童図書架 E/ｷｼ 貸出可

いただきますあそび : おでかけ版 / きむらゆういちさく 偕成社 絵本・児童図書架 E/ｷﾑ 貸出可

いないいないばああそび : おでかけ版 / きむらゆういちさく 偕成社 絵本・児童図書架 E/ｷﾑ 貸出可

へっこぷっとたれた / こがようこ構成・文 ; 降矢なな絵 童心社 絵本・児童図書架 E/ｺｶﾞ 貸出可

ねむいねむいねずみとおばけたち / 佐々木マキ[著] PHP研究所 絵本・児童図書架 E/ｻｻ 貸出可

びっくりおおかみ / 佐々木マキ作・絵 フレーベル館 絵本・児童図書架 E/ｻｻ 貸出可

ちびちっち / ステファニー・ブレイク作 ; ふしみみさを訳 あすなろ書房 絵本・児童図書架 E/ｽﾃ 貸出可

十二支のおやこえほん / 高畠純作 教育画劇 絵本・児童図書架 E/ﾀｶ 貸出可

でんでんでんしゃ / 谷川俊太郎ぶん : スズキコージえ 交通新聞社 絵本・児童図書架 E/ﾀﾆ 貸出可

やまがあるいたよ / 長新太さく 亜紀書房 絵本・児童図書架 E/ﾁﾖ 貸出可

おんなじおんなじももんちゃん / とよたかずひこさく・え 童心社 絵本・児童図書架 E/ﾄﾖ 貸出可

おいしいともだち :  いちごさんがね … / とよたかずひこさく・え 童心社 絵本・児童図書架 E/ﾄﾖ 貸出可

おいしいともだち :  ばななくんがね… / とよたかずひこさく・え 童心社 絵本・児童図書架 E/ﾄﾖ 貸出可

おいしいともだち :  めろんさんがね… / とよたかずひこさく・え 童心社 絵本・児童図書架 E/ﾄﾖ 貸出可

たのしいいちにち : いすちゃんです。 / とよたかずひこさく・え 童心社 絵本・児童図書架 E/ﾄﾖ 貸出可

たのしいいちにち :  かさちゃんです。 / とよたかずひこさく・え 童心社 絵本・児童図書架 E/ﾄﾖ 貸出可

はなしかけえほん :  ふうせんゆらゆら / とよたかずひこ著 アリス館 絵本・児童図書架 E/ﾄﾖ 貸出可

ぜったいにさわっちゃダメ? / ビル・コッターさく サンクチュアリ出版 絵本・児童図書架 E/ﾋﾞﾙ 貸出可

とりかえっことりかえっこ / ふくだじゅんこ文・絵 大日本図書 絵本・児童図書架 E/ﾌｸ 貸出可

ぼくのてぶくろ / ふくだすぐるさく・え 岩崎書店 絵本・児童図書架 E/ﾌｸ 貸出可

視聴覚 リメンバー・ミー / ピクサー・アニメーション・スタジオ製作 ウォルト・ディズニー・ジャパン 視聴覚コーナー DV778.77/ｳｵ 禁帯出

君の膵臓をたべたい / 住野よる原作 東宝株式会社 視聴覚コーナー DV778/ｽﾐ 禁帯出


