
分類 書名/著者名 出版社 配架先 請求記号 貸出区分
書誌年鑑 / 朝倉治彦, 深井人詩共編 2019 日外アソシエーツ 参考図書架 020.59/ｼﾖ/2019 禁帯出

現代用語の基礎知識 / 自由国民社編 2020 自由国民社 参考図書架 051/ｹﾞﾝ/2020 禁帯出

: pbk  Publication manual of the American Psychological Association : the official guide to APA style : pbk American Psychological Association 人間福祉 140.7/PU 貸出可

心理学基礎実験を学ぶ : データ収集からレポート執筆まで / 大和田智文, 鈴木公啓編著 北樹出版 2F一般書架 140.75/ｵｵ 貸出可

元良勇次郎著作集 / 元良勇次郎 [著] ; 『元良勇次郎著作集』刊行委員会編集 1  初期著作:『教育新論』・Exchange・
留学前後の論稿

クレス出版 2F一般書架 140.8/ﾓﾄ/1 貸出可

元良勇次郎著作集 / 元良勇次郎 [著] ; 『元良勇次郎著作集』刊行委員会編集 10  『心理学綱要』・心理学講義・東
洋的自我

クレス出版 2F一般書架 140.8/ﾓﾄ/10 貸出可

元良勇次郎著作集 / 元良勇次郎 [著] ; 『元良勇次郎著作集』刊行委員会編集 11  心理学・注意の心理・教育 クレス出版 2F一般書架 140.8/ﾓﾄ/11 貸出可

元良勇次郎著作集 / 元良勇次郎 [著] ; 『元良勇次郎著作集』刊行委員会編集 12  社会・哲学・倫理・宗教 クレス出版 2F一般書架 140.8/ﾓﾄ/12 貸出可

元良勇次郎著作集 / 元良勇次郎 [著] ; 『元良勇次郎著作集』刊行委員会編集 13  論文集 クレス出版 2F一般書架 140.8/ﾓﾄ/13 貸出可

元良勇次郎著作集 / 元良勇次郎 [著] ; 『元良勇次郎著作集』刊行委員会編集 14  心理学概論 クレス出版 2F一般書架 140.8/ﾓﾄ/14 貸出可

元良勇次郎著作集 / 元良勇次郎 [著] ; 『元良勇次郎著作集』刊行委員会編集 2  『精神物理学』・『生理的心理学講
義』・欧米心理学の動向

クレス出版 2F一般書架 140.8/ﾓﾄ/2 貸出可

元良勇次郎著作集 / 元良勇次郎 [著] ; 『元良勇次郎著作集』刊行委員会編集 3  『心理学』・『心理学十回講義』 クレス出版 2F一般書架 140.8/ﾓﾄ/3 貸出可

元良勇次郎著作集 / 元良勇次郎 [著] ; 『元良勇次郎著作集』刊行委員会編集 4  『倫理学』・倫理問題教授法の調
査・初期著作(補遺)

クレス出版 2F一般書架 140.8/ﾓﾄ/4 貸出可

元良勇次郎著作集 / 元良勇次郎 [著] ; 『元良勇次郎著作集』刊行委員会編集 5  心理学・教育・社会(1) クレス出版 2F一般書架 140.8/ﾓﾄ/5 貸出可

元良勇次郎著作集 / 元良勇次郎 [著] ; 『元良勇次郎著作集』刊行委員会編集 6  社会(2)・哲学・倫理・宗教 クレス出版 2F一般書架 140.8/ﾓﾄ/6 貸出可

元良勇次郎著作集 / 元良勇次郎 [著] ; 『元良勇次郎著作集』刊行委員会編集 7  『修身学』・『倫理講話』・『倫理及
宗教』

クレス出版 2F一般書架 140.8/ﾓﾄ/7 貸出可

元良勇次郎著作集 / 元良勇次郎 [著] ; 『元良勇次郎著作集』刊行委員会編集 8  『ヴント氏心理学概論』 / [ヴント
著] ; [元良勇次郎, 中島泰蔵訳]

クレス出版 2F一般書架 140.8/ﾓﾄ/8 貸出可

元良勇次郎著作集 / 元良勇次郎 [著] ; 『元良勇次郎著作集』刊行委員会編集 9  心理学・教育・社会・哲学 クレス出版 2F一般書架 140.8/ﾓﾄ/9 貸出可

元良勇次郎著作集 / 元良勇次郎 [著] ; 『元良勇次郎著作集』刊行委員会編集 別1  元良勇次郎関係資料 クレス出版 2F一般書架 140.8/ﾓﾄ/別1 貸出可

元良勇次郎著作集 / 元良勇次郎 [著] ; 『元良勇次郎著作集』刊行委員会編集 別2  元良勇次郎著作集解題 / 『元
良勇次郎著作集』刊行委員会編集

クレス出版 2F一般書架 140.8/ﾓﾄ/別2 貸出可

心理学・臨床心理学概論 / 山蔦圭輔著 北樹出版 2F一般書架 140/ﾔﾏ 貸出可

Rでテキストを分析 : 「甘えの心理」に迫る / 伊藤尚枝著 北樹出版 2F一般書架 146.1/ｲﾄ 貸出可

自己肯定感の教科書 : 何があっても「大丈夫。」と思えるようになる / 中島輝著 SBクリエイティブ 2F一般書架 146.8/ﾅｶ 貸出可

11 (2018)  Interactional mind / 日本ブリーフセラピー協会編 11 (2018) 北樹出版 2F一般書架 146.8/ﾆﾎ 貸出可

カウンセリングの基礎 : 臨床の心理学を学ぶ / 平木典子,袰岩秀章編著 北樹出版 2F一般書架 146.8/ﾋﾗ 貸出可

いまを生きるための倫理学 / 盛永審一郎, 松島哲久, 小出泰士編 丸善出版 2F一般書架 150.4/ﾓﾘ 貸出可

心。 : 人生を意のままにする力 / 稲盛和夫著 サンマーク出版 2F一般書架 159/ｲﾅ 貸出可

知的生活の設計 : 「10年後の自分」を支える83の戦略 / 堀正岳著 KADOKAWA ビジネス実務 159/ﾎﾘ 貸出可

闘わなければ社会は壊れる : 「対決と創造」の労働・福祉運動論 / 今野晴貴, 藤田孝典編 岩波書店 人間福祉 309.021/ｺﾝ 貸出可

日本国憲法 : 超訳 / 池上彰著 新潮社 2F一般書架 323.14/ｲｹ 貸出可

要点をギュッ!はじめてのビジネスマナー図鑑 / 西出ひろ子著 池田書店 ビジネス実務 336.47/ﾆｼ 貸出可

職場のメンタルヘルス100のレシピ / 大西守, 廣尚典, 市川佳居編 金子書房 ビジネス実務 336.48/ｵｵ 貸出可

コミュニティをつくって、自由に生きるという提案 / マツダミヒロ著 きずな出版 2F一般書架 336.49/ﾏﾂ 貸出可

最新ビジネスマナーと今さら聞けない仕事の超基本 : ビジュアル版 / 宮本ゆみ子著 朝日新聞出版 ビジネス実務 336.49/ﾐﾔ 貸出可

ソーシャルアクション!あなたが社会を変えよう! : はじめの一歩を踏み出すための入門書 / 木下大生, 鴻巣麻里香編
著

ミネルヴァ書房 2F一般書架 360.4/ｷﾉ 貸出可

ニューセンチュリー社会心理学 3  認知の社会心理学 / 大島尚, 北村英哉編著 ; 坂元桂 [ほか] 執筆 北樹出版 2F一般書架 361.4/ｵｵ/3 貸出可

ガイド社会心理学 / 田之内厚三 [ほか] 共著 ; 田之内厚三編 北樹出版 2F一般書架 361.4/ﾀﾉ 貸出可

楽しく学んで実践できる対人コミュニケーションの心理学 / 水國照充, 青木智子, 木附千晶著 北樹出版 2F一般書架 361.454/ﾐｽﾞ 貸出可

グローバル時代のコア・ベクトル : 意外性への視線 / 淺間正通, 山下巖編著 遊行社 2F一般書架 361.5/ｱｻ 貸出可

デザインド・リアリティ : 集合的達成の心理学 / 有元典文, 岡部大介著 北樹出版 2F一般書架 361.5/ｱﾘ 貸出可

女性労働の分析 / 厚生労働省雇用均等・児童家庭局編 2018  女性労働の分析 / 厚生労働省雇用均等・児童家庭
局編

21世紀職業財団 参考図書架 366.38/ｺｳ/2018 禁帯出

入門!産業社会心理学 : 仕事も人間関係もうまくいく心理マネジメントの秘訣 / 杉山崇編著 北樹出版 2F一般書架 366.94/ｽｷﾞ 貸出可

学びを人生へつなげる家族心理学 / 土肥伊都子編著 保育出版社 2F一般書架 367.3/ﾄﾞﾋ 貸出可

有斐閣ブックス 689  家族心理学 : 家族システムの発達と臨床的援助 / 中釜洋子 [ほか] 編 有斐閣 2F一般書架 367.3/ﾅｶ 貸出可

21世紀の家族づくり / 増子勝義編著 学文社 2F一般書架 367.3/ﾏｽ 貸出可

新　着　図　書　案　内
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凍りついた瞳 (め) 2020 : 虐待死をゼロにするための6つの考察と3つの物語 / 椎名篤子編・著 集英社 2F一般書架 367.6/ｼｲ 貸出可

平凡社新書 904  親を棄てる子どもたち : 新しい「姨捨山」のかたちを求めて / 大山眞人著 平凡社 人間福祉 367.7/ｵｵ/904 貸出可

高齢者法 : 長寿社会の法の基礎 / 樋口範雄, 関ふ佐子編 東京大学出版会 人間福祉 367.7/ﾋｸﾞ 貸出可

新・Minerva福祉ライブラリー 34  福祉専門職のための統合的・多面的アセスメント : 相互作用を深め最適な支援を導
くための基礎 / 渡部律子著

ミネルヴァ書房 人間福祉 369.1/ﾐﾈ/34 貸出可

日本におけるソーシャルアクションの実践モデル : 「制度からの排除」への対処 / 高良麻子著 中央法規出版 人間福祉 369.16/ｺｳ 貸出可

ソーシャルワーク実践事例集 : 社会福祉士をめざす人・相談援助に携わる人のために / 渋谷哲, 山下浩紀編 明石書店 2F一般書架 369.16/ｼﾌﾞ 貸出可

Q&Aでわかるソーシャルワーク実践 : ジレンマを克服し、困難を乗り越える考え方、関わり方 / 星野晴彦, 澁谷昌史
編 ; 粟野明子 [ほか] 著

明石書店 2F一般書架 369.16/ﾎｼ 貸出可

わたしたちの暮らしとソーシャルワーク 2  相談援助の理論と方法 / 高井由起子編著 保育出版社 人間福祉 369.17/ﾀｶ/Ⅱ 貸出可

救護施設からの風 : 「健康で文化的な最低限度の生活」施設×ゆたかな暮らし… / 加美嘉史, 松木宏史監修 ; 大阪
福祉事業財団救護施設高槻温心寮編著

クリエイツかもがわ 人間福祉 369.2/ｶﾐ 貸出可

「絆」を築くケア技法ユマニチュード : 人のケアから関係性のケアへ / 大島寿美子著 誠文堂新光社 人間福祉 369.26/ｵｵ 貸出可

プライマリ・ケアのための高齢者疾患と初めに覚えたい、この処方 株式会社ライフ・サイエンス 人間福祉 369.26/ｶﾄ 貸出可

100歳介護 幸せのレシピ 幻冬舎 人間福祉 369.26/ﾀﾆ 貸出可

介護現場の「困りごと」解決マニュアル : 倫理的視点で読み解く30事例 / 中村裕子著 中央法規出版 人間福祉 369.26/ﾅｶ 貸出可

超図解やさしい介護のコツ / 朝日新聞出版編著 朝日新聞出版 人間福祉 369.26/ﾖﾈ 貸出可

「うんこ」が無理なく出る介護 : その介護は人を大切にしていますか? / 浅野洋藏著 法研 人間福祉 369.261/ｱｻ 貸出可

デイサービス機能訓練指導員の実践的教科書 / 藤田健次著 日総研出版 人間福祉 369.263/ﾌｼﾞ 貸出可

事例で学ぶ福祉専門職のための意思決定支援ガイドブック / 名川勝, 水島俊彦, 菊本圭一編著 中央法規出版 人間福祉 369.27/ﾅｶﾞ 貸出可

行列のできる児童相談所 : 子ども虐待を人任せにしない社会と行動のために / 井上景著 北大路書房 2F一般書架 369.4/ｲﾉ 貸出可

子どもの貧困と教育機会の不平等 : 就学援助・学校給食・母子家庭をめぐって / 鳫咲子著 明石書店 人間福祉 369.4/ｶﾞﾝ 貸出可

児童福祉六法 / 厚生省児童家庭局編 令和2年版 中央法規出版 参考図書架 369.4/ｼﾞﾄﾞ/2020 禁帯出

子ども食堂をつくろう! : 人がつながる地域の居場所づくり / 豊島子どもWAKUWAKUネットワーク編著 明石書店 人間福祉 369.4/ﾄｼ 貸出可

シリーズ子どもの貧困 / 松本伊智朗編集代表 5  支える・つながる : 地域・自治体・国の役割と社会保障 / 山野良一,
湯澤直美編著

明石書店 2F一般書架 369.4/ﾏﾂ/5 貸出可

居場所づくりにいま必要なこと : 子ども・若者の生きづらさに寄りそう / 柳下換, 高橋寛人編著 ; 鈴木健 [ほか] 著 明石書店 2F一般書架 369.4/ﾔｷﾞ 貸出可

子どもと家庭を支える保育 : ソーシャルワークの視点から / 小口将典, 得津愼子, 土田美世子編著 ミネルヴァ書房 2F一般書架 369.42/ｵｸﾞ 貸出可

現代地域福祉論 : 地域と生活支援 / 高井由起子編著 保育出版社 人間福祉 369.7/ﾀｶ 貸出可

介護現場の医療的ケアハンドブック 看護の科学社 人間福祉 369.9/ｺｳ 貸出可

社会福祉の動向 / 厚生省, 全国社会福祉協議会 [編] 2020 厚生省 : 全国社会福祉協議会 参考図書架 369/ｼﾔ/2020 禁帯出

メンタルヘルス・ライブラリー 37  地域包括ケアから社会変革への道程 : ソーシャルワーカーによるソーシャルアクショ
ンの実践形態 / 中島康晴著

批評社 人間福祉 369/ﾅｶ/実践 貸出可

メンタルヘルス・ライブラリー 36  地域包括ケアから社会変革への道程 : ソーシャルワーカーによるソーシャルアクショ
ンの実践形態 / 中島康晴著 理論編

批評社 人間福祉 369/ﾅｶ/理論 貸出可

かっこいい福祉 / 村木厚子, 今中博之著 左右社 人間福祉 369/ﾑﾗ 貸出可

介護サービス実践マニュアル : 利用者満足度100%を実現する / 山田俊郎著 幻冬舎メディアコンサルティング 人間福祉 369/ﾔﾏ 貸出可

こんな子育ていいな! : 先人の思想と日常の実践例に学ぶ / 石橋哲成著 一藝社 子ども教育・保育 370.4/ｲｼ 貸出可

一瞬で子どもの心をつかむ15人の教師! / 中野敏治著 ごま書房新社 子ども教育・保育 370.4/ﾅｶ 貸出可

SB新書 489  麴町中学校の型破り校長 非常識な教え / 工藤勇一著 SBクリエイティブ 子ども教育・保育 370/SB/489 貸出可

SB新書 497  「発達障害」だけで子どもを見ないでその子の「不可解」を理解する / 田中康雄著 SBクリエイティブ 子ども教育・保育 370/SB/497 貸出可

子どもの貧困と地域の連携・協働 : 「学校とのつながり」から考える支援 / 吉住隆弘, 川口洋誉, 鈴木晶子編著 明石書店 子ども教育・保育 371.3/ﾖｼ 貸出可

非認知能力を育てる あそびのレシピ / 大豆生田啓友 著 / 大豆生田千夏 著 講談社 子ども教育・保育 371.4/ｵｵ 貸出可

発達・学習の心理学 : 教職ベーシック / 柏崎秀子編著 北樹出版 子ども教育・保育 371.4/ｶｼ 貸出可

実践につながる教育心理学 / 黒田祐二編著 北樹出版 子ども教育・保育 371.4/ｸﾛ 貸出可

学びのための心理学 / 山村豊, 青木智子編著 ; 岩崎智史 [ほか] 執筆 北樹出版 子ども教育・保育 371.4/ﾔﾏ 貸出可

わからなくても、こころはある : 発達障害・不登校・思春期のミカタ / 山登敬之著 日本評論社 子ども教育・保育 371.42/ﾔﾏ 貸出可

教師のたまごのための教育相談 / 会沢信彦, 安齊順子編著 北樹出版 子ども教育・保育 371.43/ｱｲ 貸出可

学校臨床心理学 : 学校という場を生かした支援 / 伊藤亜矢子編著 北樹出版 子ども教育・保育 371.43/ｲﾄ 貸出可

子どもの成長を支える発達教育相談 / 鎌倉利光, 藤本昌樹編著 北樹出版 子ども教育・保育 371.43/ｶﾏ 貸出可

実践につながる教育相談 / 黒田祐二編著 北樹出版 子ども教育・保育 371.43/ｸﾛ 貸出可

エビデンスに基づく効果的なスクールソーシャルワーク : 現場で使える教育行政との協働プログラム / 山野則子編著 明石書店 子ども教育・保育 371.43/ﾔﾏ 貸出可

子どもの育ちとケアを考える / 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部編 学文社 子ども教育・保育 371.45/ｽｷﾞ 貸出可

図説子ども事典 / 谷田貝公昭責任編集 一藝社 参考図書架 371.45/ﾔﾀ 禁帯出

マンガでやさしくわかるシュタイナー教育 / 井藤元著 ; ユニバーサル・パブリシングシナリオ制作 ; 山中こうじ作画 日本能率協会マネジメントセンター 子ども教育・保育 371.5/ｲﾄ 貸出可

社会科学



未来を創る人権教育 : 大阪・松原発学校と地域をつなぐ実践 / 志水宏吉, 島善信編著 明石書店 子ども教育・保育 371.56/ｼﾐ 貸出可

教育クライシス : 学力低下社会の真相 / 松田茂利著 幻冬舎メディアコンサルティング 子ども教育・保育 372.107/ﾏﾂ 貸出可

PISA後のドイツにおける学力向上政策と教育方法改革 / ドイツ教授学研究会編 八千代出版 子ども教育・保育 372.34/ﾋｻ 貸出可

教育改革のやめ方 : 考える教師、頼れる行政のための視点 / 広田照幸著 岩波書店 子ども教育・保育 373.1/ﾋﾛ 貸出可

小学校教育実習ガイド / 石橋裕子, 梅澤実, 林幸範編著 萌文書林 子ども教育・保育 373.7/ｲｼ 貸出可

Handy必携シリーズ 1  教育用語の基礎知識 / 時事通信出版局編 ['21年度] 時事通信出版局 子ども教育・保育 373.7/ｼﾞｼﾞ 貸出可

人的環境のユニバーサルデザイン / 阿部利彦 [ほか] 著 東洋館出版社 子ども教育・保育 374.12/ｱﾍﾞ 貸出可

初任者でもバリバリ活躍したい!教師のための心得 : 教員1年目の教科書 / 土居正博著 明治図書出版 子ども教育・保育 374.3/ﾄﾞｲ 貸出可

「聴く力」をみがきキャッチングに卓越した教師になる : 子どもを育む知恵とワザをあなたに / 前田勝洋著 黎明書房 子ども教育・保育 374.3/ﾏｴ 貸出可

実践事例からみるスクールロイヤーの実務 / 石坂浩, 鬼澤秀昌編著 日本法令 子ども教育・保育 374/ｲｼ 貸出可

子どもの幸せを生み出す潤いのある学級･学校づくりの理論と実践 : 確かな学力を育み、いじめ･不登校等を低減す
る「勇気づけ教育」の組織的展開とその効果

ふくろう出版 子ども教育・保育 374/ｸｶﾞ 貸出可

感性を育てるドリーム授業 幻冬舎 子ども教育・保育 375.1/ｵｶﾞ 貸出可

新任教師の授業づくり35のヒケツ / 河原田友之監修 時事通信出版局 子ども教育・保育 375.1/ｶﾜ 貸出可

授業研究 : 実践を変え、理論を革新する / 木村優, 岸野麻衣編 新曜社 子ども教育・保育 375.1/ｷﾑ 貸出可

ワークで学ぶ教育の方法と技術 / 小室弘毅, 齋藤智哉編 ナカニシヤ出版 子ども教育・保育 375.1/ｺﾑ 貸出可

プロの教師のすごいほめ方・叱り方 / 佐藤幸司著 学陽書房 子ども教育・保育 375.1/ｻﾄ 貸出可

新書y 334  先生、この「問題」教えられますか? : 教育改革時代の学びの教科書 / 石川一郎, 矢萩邦彦著 洋泉社 子ども教育・保育 375.1/ｼﾝ/334 貸出可

教師にも瞬発力・対応力が必要です / 田中博史著 東洋館出版社 子ども教育・保育 375.1/ﾀﾅ 貸出可

学力がぐんぐん上がる急上昇県のひみつ : あの県あの学校がやっている学力底上げの秘策 / 千々布敏弥編 教育開発研究所 子ども教育・保育 375.1/ﾁﾁ 貸出可

「きめる」学び : 「知的にたくましい子ども」を育てる授業づくり / 筑波大学附属小学校著 図書文化社 子ども教育・保育 375.1/ﾂｸ 貸出可

アクティブ・ラーニングの条件 : しなやかな学力、したたかな学力 / 堀裕嗣著 小学館 子ども教育・保育 375.1/ﾎﾘ 貸出可

シリーズ学びを変える新しい学習評価 : 2019年改訂指導要録対応 3  評価と授業をつなぐ手法と実践 / 田中耕治編
集代表

ぎょうせい 子ども教育・保育 375.17/ﾀﾅ/3 貸出可

一人ひとりが聞く子どもに育つ教室の作り方 / 多賀一郎 著 黎明書房 子ども教育・保育 375.182/ﾀｶﾞ 貸出可

紙芝居・共感のよろこび / まついのりこさく 童心社 子ども教育・保育 375.19/ﾏﾂ 貸出可

教室へのICT活用入門 / 藤本かおる著 国書刊行会 子ども教育・保育 375.199/ﾌｼﾞ 貸出可

プログラミングであそぶ! / 松田孝監修 1  1コマ2コマ授業でたちまちできるプログラミング フレーベル館 子ども教育・保育 375.199/ﾏﾂ/1 貸出可

プログラミングであそぶ! / 松田孝監修 2  4コマ授業でみるみるできるプログラミング フレーベル館 子ども教育・保育 375.199/ﾏﾂ/2 貸出可

必携生徒指導と教育相談 : 生徒理解、キャリア教育、そして学校危機予防まで / 渡辺弥生, 西山久子編著 北樹出版 子ども教育・保育 375.2/ﾜﾀ 貸出可

教育相談ワークブック : 子どもを育む人になるために / 桜井美加, 齋藤ユリ, 森平直子著 北樹出版 子ども教育・保育 375.23/ｻｸ 貸出可

進路指導四十年逆転の山口の生徒に勇気を与える面談力 / 山口和士著 悠光堂 子ども教育・保育 375.25/ﾔﾏ 貸出可

社会に開かれた教育課程による2タイプの社会科学習 / 香川県小学校社会科教育研究会著 東洋館出版社 子ども教育・保育 375.3/ｶｶﾞ 貸出可

道徳教育はこうすれば「もっと」おもしろい : 未来を拓く教育学と心理学のコラボレーション / 荒木寿友, 藤澤文編著 北大路書房 子ども教育・保育 375.35/ｱﾗ 貸出可

とっておきの道徳授業 : これからを生きる子どもたちへ / 佐藤幸司編著 16  絶対外さない!鉄板の道徳授業30選 /
佐藤幸司編著

日本標準 子ども教育・保育 375.35/ｻﾄ/16 貸出可

教師力ステップアップ  3年目教師勝負の図工授業づくり : 思いを表現して「学びの笑顔」をつくり出す!スキル&テクニッ
ク : 新任1年目の基本技から3年目以降の応用技まで今の自分からステップアップできる!! / 松井典夫編著 ; 授業力&

明治図書出版 子ども教育・保育 375.72/ﾏﾂ 貸出可

小学校学習用語による知識・技能の可視化・具体化で物語の授業を変える / 熊谷潤平著 明治図書出版 子ども教育・保育 375.852/ｸﾏ 貸出可

漢字なりたちブック別巻　:　全漢字まとめ帳 太郎次郎社エディタス 子ども教育・保育 375.87/ｲﾄ 貸出可

保育学用語辞典 / 東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター編著 中央法規出版 参考図書架 376.1/ｱｷ 禁帯出

自己肯定感を高める最強の子育て / 大坪信之,大坪可奈　著 PHP研究所 子ども教育・保育 376.1/ｵｵ 貸出可

1~3才思考力がぐんぐん育つクボタメソッド子ども脳トレ 主婦の友社 子ども教育・保育 376.1/ｸﾎﾞ 貸出可

だいすき! : 伝統園にみる、今こそ必要な保育の姿 : 昭和保育園創立九十周年記念誌 / 昭和保育園著 三学出版 子ども教育・保育 376.1/ｼｮ 貸出可

子どもの生活と長時間保育 : 生活のリズムと日課 / 全国保育問題研究協議会編 ; 河本ふじ江 [ほか] 編集委員 新読書社 子ども教育・保育 376.1/ｾﾞﾝ 貸出可

「伸ばす」保育で“やりたい"がのびのび育つ / 竹居正著 祥伝社 子ども教育・保育 376.1/ﾀｹ 貸出可

幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿を育む保育実践32 / 増田修治著 黎明書房 子ども教育・保育 376.1/ﾏｽ 貸出可

明るい保育は未来を明るくする : 「積極的保育」のススメ / 山本良一著 幻冬舎メディアコンサルティング 子ども教育・保育 376.1/ﾔﾏ 貸出可

登園から降園までをフルサポート!3・4・5歳児の心に響く魔法の言葉かけ / 山本直美著 明治図書出版 子ども教育・保育 376.1/ﾔﾏ 貸出可

エピソードで学ぶ保育のための心理学 : 子ども理解のまなざし / 塚田みちる, 岡本依子, 菅野幸恵著 新曜社 子ども教育・保育 376.11/ﾂｶ 貸出可

保育者のたまごのための発達心理学 / 藤枝静暁, 安齊順子編著 北樹出版 子ども教育・保育 376.11/ﾌｼﾞ 貸出可

幼児教育のエスノグラフィ : 日本文化・社会のなかで育ちゆく子どもたち / 林安希子著 明石書店 子ども教育・保育 376.121/ﾊﾔ 貸出可

保育者のためのわかりやすい子どもの保健 / 稲垣由子, 本田順子, 八木麻理子編集幹事 日本小児医事出版社 子ども教育・保育 376.14/ｲｲ 貸出可

社会科学



0・1・2歳児のキュートな壁面&ルームグッズ チャイルド本社 子ども教育・保育 376.14/ｲｼ 貸出可

季節や行事で楽しむかわいい壁面かざり12か月 [学研プラス] 子ども教育・保育 376.14/ｶﾞｯ 貸出可

園長のホンネ : 全国の園長先生と保育士さんに聞いたリアル保育園事情 / 加藤秀明著 幻冬舎メディアコンサルティング 子ども教育・保育 376.14/ｶﾄ 貸出可

保育者のための子どもの保健 : これだけはおさえたい! / 鈴木美枝子編著 ; 内山有子, 田中和香菜, 両角理恵著 創成社 子ども教育・保育 376.14/ｽｽﾞ 貸出可

マンガでわかる!幼稚園教育要領 : 2017年告示対応版 / 浅井拓久也著 ; トオノキョウジマンガ 中央法規出版 子ども教育・保育 376.15/ｱｻ 貸出可

三川版「保幼小連携・接続カリキュラム」の実践 : 遊びと学びをつなぐ / 齋藤雅志著 ブイツーソリューション 子ども教育・保育 376.15/ｻｲ 貸出可

遊び込む子どもを支える幼稚園カリキュラム : 未来の幼児教育・保育のために / 杉浦英樹編著 学文社 子ども教育・保育 376.15/ｽｷﾞ 貸出可

0・1・2歳児子どもの姿ベースの指導計画 : 新要領・指針対応 / 無藤隆, 大豆生田啓友編著 ; 高嶋景子, 齊藤多江子,
和田美香執筆

フレーベル館 子ども教育・保育 376.15/ﾑﾄ 貸出可

イラストと事例でわかる!保育所の子どもの「学び」まるごとガイド : 新保育所保育指針対応! / 無藤隆, 汐見稔幸編 ;
塩谷香 [ほか] 著

学陽書房 子ども教育・保育 376.15/ﾑﾄ 貸出可

遊びの中で試行錯誤する子どもと保育者 : 子どもの「考える力」を育む保育実践 / 東京学芸大学附属幼稚園小金井
園舎編集

明石書店 子ども教育・保育 376.156/ﾄｳ 貸出可

保育が広がる表現あそび指導法 / 松家まきこ著 成美堂出版 子ども教育・保育 376.156/ﾏﾂ 貸出可

0歳から楽しめるふわふわタオルあそび / 松家まきこ著 [学研教育みらい] 子ども教育・保育 376.156/ﾏﾂ 貸出可

すきま時間あそび107 / 阿部恵著 鈴木出版 子ども教育・保育 376.157/ｱﾍﾞ 貸出可

たっぷり!保育の手あそび・歌あそび : 見てすぐわかる! / 井上明美編著 自由現代社 (発売) 子ども教育・保育 376.157/ｲﾉ 貸出可

子どもの健康と安全 / 大西文子編集/執筆 中山書店 子ども教育・保育 376.157/ｵｵ 貸出可

あなたも弾けるやさしい童謡唱歌集 / 木村鈴代編著 ; 岸川良子 [ほか] 著 同文書院 子ども教育・保育 376.157/ｷﾑ 貸出可

保育内容指導法「言葉」 : 乳幼児と育む豊かなことばの世界 / 大橋喜美子, 川北典子編著 ; 糸井嘉[ほか]共著 建帛社 子ども教育・保育 376.158/ｵｵ 貸出可

女子学生のキャリアデザイン : 自分らしさとワークライフバランス / 野村康則編著 ; 竹内雄司, 段野聡子著 水曜社 ビジネス実務 377.9/ﾉﾑ 貸出可

キャリアデザイン論 : 大学生のキャリア開発について / 安武伸朗, 坪井晋也編著 創成社 ビジネス実務 377.9/ﾔｽ 貸出可

発達の気になる子の「困った」を「できる」に変えるABAトレーニング / 小笠原恵, 加藤慎吾著 ナツメ社 子ども教育・保育 378.8/ｵｶﾞ 貸出可

ワーキングメモリを生かす指導法と読み書き教材 : 学習困難な子どものつまずき解消! : 実践編 / 河村暁著 学研教育みらい 子ども教育・保育 378.8/ｶﾜ 貸出可

心理学でわかる発達障害「グレーゾーン」の子の保育 / 杉山崇著 誠信書房 子ども教育・保育 378/ｽｷﾞ 貸出可

困難を抱えた子どもの保育臨床とファンタジー / 浜谷直人著 新読書社 子ども教育・保育 378/ﾊﾏ 貸出可

特別支援教育のステップアップ指導方法100 : 子供の自己理解・保護者の理解を促すためのアプローチ : 特別支援
教育の達人になろう! / 三浦光哉編著

ジアース教育新社 子ども教育・保育 378/ﾐｳ 貸出可

子どもが生きる力をつけるために親ができること : 麹町中校長が教える/ 工藤勇一著 かんき出版 子ども教育・保育 379.9/ｸﾄﾞ 貸出可

生存力を強める幼育 / 西川とし子著 あるむ 子ども教育・保育 379.9/ﾆｼ 貸出可

日経プレミアシリーズ 412  伸びる子どもは○○がすごい / 榎本博明著 日本経済新聞出版社 子ども教育・保育 379.9/ﾆｯ/412 貸出可

保育の未来をひらく子育て・家庭支援論 / 細井香編著 北樹出版 子ども教育・保育 379.9/ﾎｿ 貸出可

世間話研究 / 世間話研究会 [編] 27 世間話研究会 2F一般書架 380/ｾｹ/27 貸出可

日本の食文化 6  菓子と果物 / 関沢まゆみ編 吉川弘文館 2F一般書架 383.81/ﾆﾎ/6 貸出可

昔話とその周辺 : 語りながら考えたこと / 筒井悦子著 みやび出版 2F一般書架 388/ﾂﾂ 貸出可

理科年表 / 東京天文台編纂 2020 丸善 参考図書架 403/ｺｸ/2020 禁帯出

今日からできる!摂食嚥下・口腔ケア / 三鬼達人編著 照林社 人間福祉 492.926/ﾐｷ 貸出可

対人関係とコミュニケーション : 依存症・触法精神障害者への支援から考える / 渡邊敦子, 安齊順子編著 北樹出版 2F一般書架 492.927/ﾜﾀ 貸出可

ケアにいかせる!高齢者の病気と薬の知識 / 播本高志, 矢部裕之, 大澤智恵子著 中央法規出版 人間福祉 493.185/ﾊﾘ 貸出可

回想法と回想療法 : おしゃべりを楽しむ心療回想法で認知症予防 / 小林幹児著 福村出版 人間福祉 493.758/ｺﾊﾞ 貸出可

認知症 : アルツハイマー病 血管性認知症 レビー小体型認知症 前頭側頭型認知症 / 杉山孝博監修 ; 主婦の友社
編

主婦の友社 人間福祉 493.758/ｽｷﾞ 貸出可

脳のため光を浴びよ肉を食べよう / 和田秀樹著 新講社 人間福祉 498.3/ﾜﾀﾞ 貸出可

感情の問題地図 : 「で、どう整える?」ストレスだらけ、モヤモヤばかりの仕事の心理 / 関屋裕希著 技術評論社 2F一般書架 498.8/ｾｷ 貸出可

カンファレンスで学ぶ多職種で支える一人暮らしの在宅ケア / 森清編 南山堂 人間福祉 498/ﾓﾘ 貸出可

技術 岩波ブックレット 1015  実践で学ぶ「生物多様性」 / 鷲谷いづみ著 岩波書店 ブックレット架 519.81/ｲﾜ/1015 貸出可

グローカル時代の地域研究 : 伊東維年教授退職記念論集 / 伊東維年編著 日本経済評論社 2F一般書架 602.1/ｲﾄ 貸出可

グローカル力は鍛錬できる 上毛新聞社事業局出版部 2F一般書架 602.1/ｷｮ 貸出可

就実大学グローカルブック  グローバル化の新局面とわが国の対応 / 就実大学経営学部編 吉備人出版 2F一般書架 602/ｼｭ 貸出可

「おもてなし」という幻想 : 10年先の日本をつくるインバウンド立国論 / 眞野ナオミ著 幻冬舎メディアコンサルティング 2F一般書架 689.3/ﾏﾉ 貸出可

観光ブランドの教科書 : 地域引力を生み出す / 岩崎邦彦著 日本経済新聞出版社 2F一般書架 689.4/ｲﾜ 貸出可

芸術 黒川能 : 1964年、黒川村の記憶 / 船曳由美著 集英社 2F一般書架 773.2925/ﾌﾅ 貸出可

万葉集のこころ日本語のこころ / 渡部昇一著 ワック 1F一般書架 810.4/ﾜﾀ 貸出可

「やさしい日本語」で観光客を迎えよう : インバウンドの新しい風 / 加藤好崇編著 大修館書店 1F一般書架 817.8/ｶﾄ 貸出可

社会科学

自然科学

産業

文学



1945-1999  日本児童文学文献目録 / 日外アソシエーツ編集 1945-1999 日外アソシエーツ 参考図書架 909/ｴﾝ/1945-1999 禁帯出

2000-2019  日本児童文学文献目録 / 日外アソシエーツ編集 2000-2019 日外アソシエーツ 参考図書架 909/ｴﾝ/2000-2019 禁帯出

和歌文学大系 69  晩華和歌集 ; 賀茂翁家集 / 大山和哉 [ほか] 著 明治書院 コンパックル 911.108/ﾜｶ/69 貸出可

第39集  萬葉集研究 / 五味智英, 小島憲之編 第39集 塙書房 書庫 911.12/ﾏﾝ/39 貸出可

假名草子集成 / 朝倉治彦編 第62巻 東京堂出版 書庫 913.5108/ｱｻ/62 貸出可

野うさぎレストランへようこそ / 小手鞠るい作 ; 土田義晴絵 金の星社 絵本・児童図書架 913.6/ｺﾃﾞ 貸出可

パンツをさがせ！ / 小室尚子 さく ワニブックス 絵本・児童図書架 913.6/ｺﾑ 貸出可

山のちょうじょうの木のてっぺん / 最上一平 作 / 有田奈央 絵 新日本出版社 絵本・児童図書架 913.6/ﾓｶﾞ 貸出可

クットくんの大ぼうけん 株式会社国土社 絵本・児童図書架 913.8/ｸﾄﾞ 貸出可

2  クットくんの大ぼうけん 2 株式会社国土社 絵本・児童図書架 913.8/ｸﾄﾞ/2 貸出可

めざせ、ウンチく王 : 分数チョクソレートSOS大作戦! / 小室尚子さく KADOKAWA 絵本・児童図書架 913.8/ｺﾑ 貸出可

めざせ、ウンチく王 : トイレ王国からの漢字クイズちょうせん状！ KADOKAWA 絵本・児童図書架 913.8/ｺﾑ 貸出可

すばる : 八つのきらめく物語 銀の鈴社 絵本・児童図書架 913.8/ﾅｶ 貸出可

「新編」日本女性文学全集 / 渡邊澄子編集 11 菁柿堂 コンパックル 918.6/ｲﾜ/11 貸出可

まめざらちゃん / あさのますみ文 ; よしむらめぐ絵 白泉社 絵本・児童図書架 E/ｱｻ 貸出可

よっ、おとこまえ！ / いがらしあつし 作・絵 絵本塾出版 絵本・児童図書架 E/ｲｶﾞ 貸出可

パンダしりとりコアラしりとり / ことば 石津ちひろ / え 高畠純 ポプラ社 絵本・児童図書架 E/ｲｼ 貸出可

どれみふぁちびっここてきたい / 音羽正 文　斉藤みお 絵 株式会社文芸社 絵本・児童図書架 E/ｵﾄ 貸出可

できるかな? : あたまからつまさきまで / エリック・カールさく ; くどうなおこやく 偕成社 絵本・児童図書架 E/ｶｰ 貸出可

おなべさん / 作 きのした けい / 絵 moko コクヨ 絵本・児童図書架 E/ｷﾉ 貸出可

フランクリンとルナ、月へいく / ジェン・キャンベル 文 / ケイティ・ハーネット 絵 / 横山和江 訳 BL出版 絵本・児童図書架 E/ｷｬ 貸出可

ノラネコぐんだんカレーライス / 工藤ノリコ著 白泉社 絵本・児童図書架 E/ｸﾄﾞ 貸出可

まよなかのせおよぎ / 近藤未奈作 講談社 絵本・児童図書架 E/ｺﾝ 貸出可

たべものやさんしりとりたいかいかいさいします / シゲタサヤカ著 白泉社 絵本・児童図書架 E/ｼｹﾞ 貸出可

こんどはなにはこんでるの? / スズキサトルさく ほるぷ出版 絵本・児童図書架 E/ｽｽﾞ 貸出可

しろくまきょうだいのケーキやさん / sericoえ ; たきのみわこぶん 白泉社 絵本・児童図書架 E/ｾﾘ 貸出可

ねむねむごろん / たなかしん作・絵 KADOKAWA 絵本・児童図書架 E/ﾀﾅ 貸出可

なんでだろう / テツandトモ作 世界文化社 絵本・児童図書架 E/ﾃﾂ 貸出可

映画 (えいが) ってどうやってつくるの? / フロランス・デュカトー文 ; シャンタル・ペタン絵 ; 野坂悦子訳 西村書店東京出版編集部 絵本・児童図書架 E/ﾃﾞｭ 貸出可

水の絵本 / 長田弘作 ; 荒井良二絵 講談社 絵本・児童図書架 E/ﾅｶﾞ 貸出可

あめおじさん / にしいあきのり作 文芸社 絵本・児童図書架 E/ﾆｼ 貸出可

こねこのビスケット / 野中柊 作 株式会社ポプラ社 絵本・児童図書架 E/ﾉﾅ 貸出可

ねこの３つのねがいごと / カリスタ・ブリル 文 / ケナード・パーク 絵 / 横山和江 訳 岩崎書店 絵本・児童図書架 E/ﾌﾞﾘ 貸出可

しっぽ しっぽ だーれ？ / 穂高順也 作 / クレーン・謙 / 今泉忠明 監修 岩崎書店 絵本・児童図書架 E/ﾎﾀ 貸出可

やきいもとおにぎり / 作絵 みやにし たつや すずき出版 絵本・児童図書架 E/ﾐﾔ 貸出可

ふきだしくん / 山口哲司さく・え 出版ワークス 絵本・児童図書架 E/ﾔﾏ 貸出可

クマさんのいえへいかなくちゃ！ / ブライアン・リーズ作・絵 / 横山和江訳 徳間書店 絵本・児童図書架 E/ﾘｰ 貸出可

クリスマスなあに？ / わだことみ作 株式会社岩崎書店 絵本・児童図書架 E/ﾜﾀﾞ 貸出可

ちまきまきまき / 土田義晴脚本・絵 童心社 紙芝居 K/ﾂﾁ 貸出可

いのちをまもるよ こうつうせんたい！ 教育画劇 紙芝居 K/ﾐﾔ 貸出可

やくそくしようよ、とびだしきんし！ 教育画劇 紙芝居 K/ﾐﾔ 貸出可

月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2019年12月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2019-12 禁帯出

幼児の運動遊びの実践 : 遊具・身体表現・リズム遊び 1 新宿スタジオ 視聴覚コーナー DV376.1/ﾖｳ/1 貸出可

幼児の運動遊びの実践 : 遊具・身体表現・リズム遊び 2 新宿スタジオ 視聴覚コーナー DV376.1/ﾖｳ/2 貸出可

幼児の運動遊びの実践 : 遊具・身体表現・リズム遊び 3 新宿スタジオ 視聴覚コーナー DV376.1/ﾖｳ/3 貸出可

豊かな音楽表現を育てる幼児のリトミック 1 新宿スタジオ 視聴覚コーナー DV376.157/ﾕﾀ/1 貸出可

豊かな音楽表現を育てる幼児のリトミック 2 新宿スタジオ 視聴覚コーナー DV376.157/ﾕﾀ/2 貸出可

豊かな音楽表現を育てる幼児のリトミック 3 新宿スタジオ 視聴覚コーナー DV376.157/ﾕﾀ/3 貸出可

絵本・児童書

紙芝居

視聴覚

文学


