新しい図書が入りました。ご利用お待ちしております！
334.31/KO79493.931/SH96 かがみの孤城かがみの孤城

今日からできるムスリム対応 :
食のハラール入門
阿良田麻里子著
ハラールの正しい知識と、すぐに
できる具体的な対策を提案。食品
開発・提供者、調理従事者、企業人
必携のムスリム対応の実用書。
「食
べられるもの 食べられないも
の」を理解して、訪日外国人のおも
てなしに備えよう！
（588.09/A 66）

食物アレルギーのつきあい
方と安心レシピ 海老澤元宏
監修/林典子栄養監修
ママと子供の安心・安全のため
に。親子でおいしく食べられる
メ ニ ュ ー を た っ ぷ り紹 介！ 外
食 、 旅 行 も 楽 し め る情 報が 満
載！食物除去の解除にあわせた
調理アドバイスも充実！
(493.931/SH96）

教育実習のよりよい授業づく
り : 単元指導計画&学習指導
案で学ぶ

3・4・5 歳児のあそびと造形 :
おもしろいから自主性が育つ!
実践 41・活動のヒント 18
(Gakken 保育 books)

明星大学教職センター編
こう書けばいいんだ！学習指導
案の書き方が丸わかり。実習で役
立つ学習指導案を計１０種類・３
６ページ収録。小・中・高の他に、
特別支援教育にも対応。教採で役
立つ単元指導計画も校種別に４
種類収録。
（373.7/KY 4）

森田浩章著
手指が発達し、できることが増え
てくる３・４・５歳児の造形活動。
保育者も子どもも作りやすく簡
単、子どもが夢中になって、あそ
びたい！やってみたい！と思え
る実例を４１案収録。すべて、園
現場で大人気だったものばかり
です。（376.156/MO66）

これからの日本の人口と社会
(東大塾)
白波瀬佐和子編
地方消滅，若年人口の減少，働き
方改革，移民，健康・医療問題，
社会保障制度，貧困問題……．超
高齢社会を迎えた課題先進国日
本．最新の研究動向を踏まえ，超
高齢社会の背景にある諸問題を
直視し，状況を悲観することな
く，リスクをチャンスと捉え成長
型超高齢社会を構想する．
（334.31/KO79）

AI にできること、できないこ
と : ビジネス社会を生きてい
くための 4 つの力
藤本浩司, 柴原一友著
ＡＩの本質を捉えて、ＡＩにでき
ること、できないことの違いがつ
かめる！ＡＩに仕事を奪われな
いために、人は何を身につけるべ
きかが分かる！ＡＩを活かすた
めに、ＡＩにできること、できな
いことを知ろう！
（007.13/F 62）

君たちはどう働きますか : 不
安の時代に効く 100 の処方
箋
西本甲介著
現代は不安の時代です。そんな時
代に、どういう意識で、どうやっ
て働けばいいのか。2 万人のエン
ジニアを最先端の現場に送り出
してきたメイテック元社長が、そ
の経験を活かし、「プロのエンジ
ニア」たちの働き方から学んだ多
くの実践的なヒントを教えてく
れます。
（366/N 84）

Factfulness : 10 の思い込み
を乗り越え、データを基に世界
を正しく見る習慣 ハンス・ロ
スリング, オーラ・ロスリング, ア
ンナ・ロスリング・ロンランド著
/上杉周作, 関美和訳
ファクトフルネスとは データや
事実にもとづき、世界を読み解く
習慣。賢い人ほどとらわれる 10
の思い込みから解放されれば、癒
され、世界を正しく見るスキルが
身につく。ビル・ゲイツ、バラク・
オバマ元アメリカ大統領も大絶
賛!
（783.47/TA69）

7月新着図書一覧
書名

著者名

アジア州 (ポプラディアプラス世界の国々. POPLAR
ENCYCLOPEDIA PLUS Countries of the World. 1)
アフリカ州 (ポプラディアプラス世界の国々. POPLAR
ENCYCLOPEDIA PLUS Countries of the World. 2)
ヨーロッパ州 (ポプラディアプラス世界の国々. POPLAR
ENCYCLOPEDIA PLUS Countries of the World. 3)
北アメリア州南アメリカ州オセアニア州 (ポプラディアプラス
世界の国々. POPLAR ENCYCLOPEDIA PLUS Countries
学習資料集・索引 (ポプラディアプラス世界の国々. POPLAR
ENCYCLOPEDIA PLUS Countries of the World. 5)

請求記号
031/P 81/1

2階参考コーナー

031/P 81/2

2階参考コーナー

031/P 81/3

2階参考コーナー

031/P 81/4

2階参考コーナー

031/P 81/5

2階参考コーナー
2階参考コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

日本国勢図会 2019/20年版

矢野恒太記念会編

351/N 77/2019

1回で合格!販売士検定3級過去問題集 '19年版

上岡史郎著

673.3/I 36/2019

1回で合格!販売士検定2級過去問題集 '19年版
「大卒程度」警察官採用試験問題集 : 公務員試験 2020年度
版

上岡史郎著

673.3/I 36/2019

資格試験研究会編

317.7/J 55/2020

中検2級問題集 2019年版

中検研究会編

820.7/C 64/2019

中検3級問題集 2019年版
大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ判断推理 改訂
第2版
大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ自然科学 : 大
卒程度警察官 大卒程度消防官 市役所上・中級 地方中級 改訂
大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ人文科学 : 大
卒程度警察官 大卒程度消防官 市役所上・中級 地方中級 改訂
大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ社会科学 : 大
卒程度警察官 大卒程度消防官 市役所上・中級 地方中級 改訂
大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ文章理解・資
料解釈 改訂第2版
大卒程度公務員面接対策ハンドブック : 公務員面接の徹底準
備と必ず聞かれる64のQ&A 2020年度版
公務員試験速攻の英語 : あらゆる教養試験に対応! 2020年度
版

日本中国語検定協会編

820.7/C 64/2019

資格試験研究会編

317.7/J 55

資格試験研究会編

317.7/J 55

資格試験研究会編

317.7/J 55

資格試験研究会編

317.7/J 55

資格試験研究会編

317.7/J 55

資格試験研究会編

317.4/J 55/2020

資格試験研究会編

317.4/J 55

漢検過去問題集2級 2019年度版

811.2/KO22/19
1/15

所在

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
地方上級教養試験過去問500 2020年度版 (公務員試験合格
2階AV・就職資料・
資格試験研究会編
317.4/J 55/2020 文庫本コーナー
の500シリーズ:6, 3, 5)
市役所上・中級教養・専門試験過去問500 2020年度版 (公
2階AV・就職資料・
資格試験研究会編
317.4/J 55/2020 文庫本コーナー
務員試験合格の500シリーズ:8, 9)
2階AV・就職資料・
秘書検定試験1級実問題集 : 文部科学省認定 2019年度版
実務技能検定協会編
336.5/W 41/2019 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
秘書検定試験準1級実問題集 : 文部省認定 2019年度版
実務技能検定協会編
336.5/W 41/2019 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
秘書検定試験2級実問題集 : 文部省認定 2019年度版
実務技能検定協会編
336.5/W 41/2019 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
秘書検定試験3級実問題集 : 文部省認定 2019年度版
実務技能検定協会編
336.5/W 41/2019 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
最新医療事務のすべてがわかる本 [2019]
青地記代子監修
498.163/N 71
文庫本コーナー
コンデックス情報研究所編
2階AV・就職資料・
保育士実技試験完全攻略 '19年版
376.14/H81
著
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
保育士幼稚園教諭論作文・面接対策ブック 2020年度版
保育士試験研究会編
376.14/J 55/2019 文庫本コーナー
仏検公式ガイドブック : 傾向と対策+実施問題 : 文部科学省後
2階AV・就職資料・
フランス語教育振興協会編 850.7/F 92/2019
援実用フランス語技能検定試験 2019年度版3級
文庫本コーナー
香川明夫監修/家庭料理技能
2階AV・就職資料・
家庭料理技能検定過去問題集 : 文部科学省後援事業 2019
検定専門委員会編
596/J 78/2019
文庫本コーナー
政治学 2020年度 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題
2階AV・就職資料・
集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員)
東京アカデミー編
317.4/TO46
文庫本コーナー
社会科学 2020年度: 実践編 (オープンセサミシリーズ. 過去
2階AV・就職資料・
東京アカデミー編
317.4/TO46
問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員)
文庫本コーナー
社会科学 2020年度: 基礎編 (オープンセサミシリーズ. 過去
2階AV・就職資料・
問精選問題集 : 出たdata問/大卒警察官・消防官・市役所上
東京アカデミー編
317.4/TO46
文庫本コーナー
憲法 2020年度 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集
2階AV・就職資料・
: 出たdata問/国家II種・地方上級公務員)
東京アカデミー編
317.4/TO46
文庫本コーナー
文章理解 2020年度: 実践編 (オープンセサミシリーズ. 過去
2階AV・就職資料・
東京アカデミー編
317.4/TO46
問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員)
文庫本コーナー
経済学 2020年度 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題
2階AV・就職資料・
東京アカデミー編
317.4/TO46
集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員)
文庫本コーナー
民法 2020年度 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集
2階AV・就職資料・
: 出たdata問/国家II種・地方上級公務員)
東京アカデミー編
317.4/TO46
文庫本コーナー
行政法 2020年度 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題
2階AV・就職資料・
東京アカデミー編
317.4/TO46
集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員)
文庫本コーナー
一般知能 2020年度: 実践編 (オープンセサミシリーズ. 過去
2階AV・就職資料・
問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員)
東京アカデミー編
317.4/TO46
文庫本コーナー
地方中級採用試験問題集 2020年度版 (公務員試験)

資格試験研究会編

2/15

318.3/J 55/2020

マクロ経済学 : 地方上級・国家一般職・国税専門官 [2018]
第10版 (公務員Vテキスト:9)
日本語検定公式過去問題集1級 : 文部科学省後援事業 2019
年度版

TAC株式会社(公務員講座)
編

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
日本語検定委員会編
810.7/N 77/2019 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
日本語検定公式3級過去問題集 2019年度版
日本語検定委員会著
810.7/N 77/2019 文庫本コーナー
日本語検定委員会, 眞野道子
2階AV・就職資料・
日本語検定公式領域別問題集漢字・表記 改訂版
810.7/N 77
編
文庫本コーナー
日本語検定委員会, 森本俊之
2階AV・就職資料・
文法 改訂版 (日本語検定公式領域別問題集)
編
810.7/N 77
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
敬語 改訂版 (日本語検定公式領域別問題集)
日本語検定委員会, 加藤淳編 810.7/N 77
文庫本コーナー
日本語検定公式過去問題集4級 : 文部科学省後援事業 平成29
2階AV・就職資料・
年度版
日本語検定委員会編
810.7/N 77/2017 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
SPI問題集決定版 [2021年度版]
柳本新二著
307.8/N 18/2021 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
史上最強一般常識+時事一問一答問題集 [2021最新版]
オフィス海著
307.8/N 58/2021 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集 [2021最新版]
オフィス海著
307.8/N 58/2021 文庫本コーナー
現職人事が書いた「自己PR・志望動機・提出書類」の本
2階AV・就職資料・
大賀英徳著
317.4/J 55/2020 文庫本コーナー
2020年度版 (公務員試験)
2階AV・就職資料・
漢検過去問題集3級 2019年度版
811.2/KO22/2019 文庫本コーナー
インテリアコーディネーター資格試験問題集 : 最新5か年
インテリアコーディネー
2階AV・就職資料・
529.07/I 57/2019 文庫本コーナー
2019年版
ター試験研究会編
2階AV・就職資料・
色彩検定2級本試験対策 : 文部科学省後援 2020年版
熊谷佳子著
757.3/G 16/2020 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
色彩検定3級本試験対策 : 文部科学省後援 2020年版
熊谷佳子著
757.3/G 16/2020 文庫本コーナー
医療秘書技能検定実問題集2級 : 第57回-第61回 2019年度 医療秘書教育全国協議会試
2階AV・就職資料・
498.14/TS32/2019 文庫本コーナー
版1
験委員会編
医療秘書技能検定実問題集2級 : 第57回-第61回 2019年度 医療秘書教育全国協議会試
2階AV・就職資料・
498.14/TS32/2019 文庫本コーナー
版2
験委員会編
医療秘書技能検定実問題集3級 : 第57回-第61回 2019年度 医療秘書教育全国協議会試
2階AV・就職資料・
498.14/TS32/2019 文庫本コーナー
版1
験委員会編
医療秘書技能検定実問題集3級 : 第57回-第61回 2019年度 医療秘書教育全国協議会試
2階AV・就職資料・
498.14/TS32/2019 文庫本コーナー
版2
験委員会編
2階AV・就職資料・
英検準2級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 2019年度版
830.79/O 14/2019 文庫本コーナー
大人になる前に知る命のこと : 心と体の変化・思春期・自分
2階AV・就職資料・
加納尚美編著
366.29/N 53
らしく生きる (なるにはBooks:別巻)
文庫本コーナー
3/15

317.4/TA13/9

みんなが欲しかった!FPの問題集3級

'19-'20年版

滝沢ななみ

保育士実技試験完全攻略 '19年版

コンデックス情報研究所編
著

平成時代 (岩波新書:新赤版 1777)

吉見俊哉著

アメリカ人のみた日本の死刑 (岩波新書:新赤版 1778)

デイビッド・T・ジョンソ
ン [著]/笹倉香奈訳

マキァヴェッリ : 『君主論』をよむ (岩波新書:新赤版 1779) 鹿子生浩輝著
最新最強のエントリーシート・自己PR・志望動機 '21年版
成美堂出版編集部編
業界と職種がわかる本 : 就活の基本 : 自分に合った業界・職種
岸健二編
をみつけよう! '21年版
みんなが欲しかった!FPの教科書3級 '19-'20年版

滝澤ななみ著

みんなが欲しかった!FPの問題集2級・AFP : 実技対策もカン
滝澤ななみ著
ペキ! '19-'20年版

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
376.14/H 81
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
081/I 95/1777
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
081/I 95/1778
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
081/I 95/1779
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
307.8/SE17/2021 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
377.9/SE17/2021 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
338.18/TA15
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
338.18/TA15
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
338.18/TA15
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
307.8/SE17/2021 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
338.18/KI48/2019-20
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
366.29/N 53/23
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
366.29/N 53/獣医学部
文庫本コーナー
338.18/TA13

みんなが欲しかった!FPの教科書2級AFP '19-'20年版

滝澤ななみ著

最新最強の一般常識 '21年版

成美堂出版編集部編

最短合格2級FP技能士 : 学科・実技

きんざいファイナンシャ
ル・プランナーズ・セン

証券・保険業界で働く (なるにはBooks:補巻23)

生島典子著

獣医学部 : 中高生のための学部選びガイド (なるにはBooks.
大学学部調べ)

斉藤智著

新スマート農業 : 進化する農業情報利用

農業情報学会編

614.8/SH57

3階開架

途上国における農業経営の変革 (研究双書:no. 640)

清水達也編

611.7/TO27

3階開架

脳を鍛えるには運動しかない! : 最新科学でわかった脳細胞の
増やし方
地域農業の担い手群像 : 土地利用型農業の新展開とコミュニ
ティビジネス (シリーズ地域の再生:5)

ジョン J.レイティ, エリッ
ク・ヘイガーマン著/野中香 498.39/R 28

3階開架

田代洋一著

611.7/TA93

3階開架

少子高齢化と農村

相川良彦著

611.9/A 25

3階開架

農に還るひとたち : 定年帰農者とその支援組織

農協共済総合研究所, 田畑保
611.7/N 91
編

3階開架

中国農村発展の歩み

張暁山, 李周編著/宋暁凱訳

3階開架
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611.92/C 52

知的障害特別支援学校における深い学びへのアプローチ :
「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業実践
授業で行う合理的配慮のミニアイデア : 学びにくい子への
ちょこっとサポート (特別支援教育サポートBOOKS)
これだけは知っておきたい発達が気になる児童生徒の理解と
指導・支援 : 多様性のある子どもたちのあしたのために
小学校特別支援教育指導スキル大全 : 支援力アップのための
必須スキルを80本収録!

全国特別支援学校知的障害
教育校長会編著

378.6/C 49

3階開架

佐藤愼二編著

378/SA85

3階開架

阿部利彦, 岩澤一美著

378/A 12

3階開架

中尾繁樹編著

378/N 41

3階開架

特別支援教育 : 一人ひとりの教育的ニーズに応じて 第3版

柳本雄次, 河合康編著

378/Y 53

3階開架

378/KO76

3階開架

378/SH94

3階開架

タブレットPCを学習サポートに使うためのQ&A (特別支援教
河野俊寛著
育サポートBOOKS)
発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉かけ (健康ライブラ
shizu著
リー:スペシャル)
発達障害の子どもの心と行動がわかる本 : イラスト図解

田中康雄監修

493.937/H 43

3階開架

発達障害の子の脳を育てる忍者遊び : 柳沢運動プログラムを
活用して (健康ライブラリー:スペシャル)

柳沢弘樹監修

378/H 43

3階開架

特別支援教育 (よくわかる!教職エクササイズ:5)

石橋裕子, 林幸範編著

378/Y 79/5

3階開架

包括的スクールカウンセリングの理論と実践 : 子どもの課題 本田恵子, 植山起佐子, 鈴村眞理
編
371.43/H 82
の見立て方とチーム連携のあり方 改訂版
食事・トイレ (絵カード : 発達障害の子が迷わず動ける! :
378.8/E 42
Pripri発達支援:1)
「発達障害」という個性 : AI時代に輝く-突出した才能をもつ
大坪信之著
378.8/O 87
子どもたち

3階開架
3階開架
3階開架

ゼロからの生活科入門

鈴木隆司編著

375.312/SU96

3階開架

虐待・トラウマを受けた乳幼児の心理療法 : 発達と愛着の回
復をめざして
特別支援教育のノウハウを生かした学級づくり : 叱る前に読
む本

ジョイ・D.オソフスキー,
フィリップ・T.ステプカ,

146.82/O 78

3階開架

宮内主斗編著

374.12/MI86

3階開架

スクールカウンセリングにおける投影描画アセスメント

加藤大樹, 鈴木美樹江著

371.43/KA86

3階開架

スクールカウンセリングモデル100例 : 読み取る。支える。
現場の工夫。

かしまえりこ, 神田橋條治著

371.43/KA76

3階開架

死ぬ瞬間の5つの後悔

ブロニー・ウェア著/仁木め
490.14/W38
ぐみ訳

3階開架

教育相談基礎の基礎 新訂版

嶋崎政男著

375.23/SH45

3階開架

特別支援教育 (新しい教職教育講座:教職教育編:5)

原幸一, 堀家由妃代編著

370.8/A 94/5

3階開架
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発達支援 : 発達障害の世界 保護者支援 「困った!」を抱える子
の保育情報誌 (PriPri:特別編集)
保育者の協働性を高める子ども家庭支援・子育て支援 : 「子 西尾祐吾監修/立花直樹編/
ども家庭支援論」「子ども家庭支援の心理学」「子育て支
安田誠人編/波田埜英治編
教育実習のよりよい授業づくり : 単元指導計画&学習指導案で
明星大学教職センター編
学ぶ

378.8/H 43

3階開架

369.4/H 81

3階開架

373.7/KY 4

3階開架

『生徒指導提要』の現在 (いま) を確認する理解する

中村豊編著

375.2/SE19

3階開架

教師のためのスタートブック 小学校版

田中洋一編著

374.35/KY 5

3階開架

アセスメントで授業が変わる : 特別支援学校・学級で生かす
子ども理解と支援のアイデア
障害児保育ワークブック : インクルーシブ保育・教育をめざ
して : 実践的な特別支援を学びたい方へ
最新図解ADHDの子どもたちをサポートする本 : 理解を深
め、支援する (発達障害を考える : 心をつなぐ)

青山眞二編/北海道教育大学
378/A 91
附属特別支援学校著

3階開架

星山麻木編著

378/SH95

3階開架

榊原洋一著

378/SA31

3階開架

教育相談 (Minervaはじめて学ぶ教職:16)

高柳真人ほか編著

370.8/MI43/16

3階開架

キーワードブック特別支援教育 : インクルーシブ教育時代の
基礎知識 新版

玉村公二彦 ほか 編

378/KI11

3階開架

教員になりたい学生のためのテキスト特別支援教育

京都教育大学教育創生リージョナルセ
ンター機構総合教育臨床センター監修

378/KY 4

3階開架

教師と学生が知っておくべき特別支援教育

北島善夫, 武田明典編著

378/KY 5

3階開架

「学校」をつくり直す (河出新書:005)

苫野一徳著

370.4/TO49

3階開架

日本の農業 : 2005年農業センサス分析

小田切徳美編

612.1/N 77

3階開架

「学校」をつくり直す (河出新書:005)

苫野一徳著

370.4/TO49

3階開架

378/KO21

3階開架

378/MA86

3階開架

369.43/Y 86/1

3階開架

369.43/Y 86/2

3階開架

378/TO35

3階開架

369/N 49

3階開架

どうして僕は勉強ができないの? : 発達障害児のための学習支
鴻月美里著
援
障害のある子どもへのサポートナビ : 特別支援教育の理解と
松浦俊弥, 角田哲哉著
方法
吉田眞理編著/坂本正路, 高
児童の福祉を支える社会的養護1
橋一弘, 村田紋子著
吉田眞理編著/高橋一弘, 村
児童の福祉を支える「演習」社会的養護2
田紋子著
特別支援教育・保育概論 : 特別な配慮を要する子どもの理解 尾野明美, 小湊真衣, 奥田訓
と支援 改訂新版
子編著
社会福祉 第2版 (図解で学ぶ保育)

直島正樹, 原田旬哉編著
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新しい生活科教育の創造 - 体験を通した資質・能力の育成

朝倉淳、永田忠道 編著

375.312/A 85

3階開架

保育の心理学 : 子どもの育ち・学びを知る (乳幼児 教育・保
育シリーズ)

無藤隆 ほか編著

376.15/N 99

3階開架

食物アレルギーキャラクター図鑑 : 安心して食事ができる!
食物アレルギーのつきあい方と安心レシピ
ねころんで読める新しいリハビリ : 内部障害リハビリテー
ションの驚くべき効果 第1版
高齢者が元気になるレクリエーション : 介護現場で使える!
座ってできる! : 認知症予防のためのコグニサイズ収録
虐待から子どもを守る! : 教師・保育者が必ず知っておきたい
こと

赤澤晃監修/いとうみつるイ
493.14/SH96
ラスト
海老澤元宏監修/林典子栄養
493.931/SH96
監修

3階開架
3階開架

上月正博著

494.78/KO99

3階開架

三瓶あづさ著

369.263/SA66

3階開架

加藤尚子著

369.4/KA86

3階開架

これが大切小学校理科 1&2年(生活科) (授業づくりシリーズ) 佐久間徹編集

375.312/KO79

3階開架

消えたい : 虐待された人の生き方から知る心の幸せ (ちくま文
高橋和巳著
庫:[た36-4])

493.74/TA33

3階開架

子どもの保健 (シードブック)

及川郁子編著/草川功編著

376.14/O 32

3階開架

保育士による安全保育 第2版

田中哲郎著

376.14/TA84

3階開架

田中哲郎

376.14/TA84

3階開架

保育園における危険予知トレーニング
性を磨くための

事故を防ぐリスク感

コンパス保育原理 : 未来を生きる子どもの保育
保育を学ぶ人のための子どもの保健
季節や行事で楽しむかわいい壁面かざり12か月 (Gakken保
育books)
保育者のためのわかりやすい子どもの保健
遊べる!飾れる!折り紙で作るおはなし指人形 [正] (プリプリ
books)
父母&保育園の先生おすすめの赤ちゃん絵本200冊 : 0歳・1
歳・2歳の子どもがよろこぶ絵本
U-CANのよくわかる指導計画の書き方 第3版 0・1・2歳
(U-CANの保育スマイルBOOKS)
U-CANのよくわかる指導計画の書き方 第3版 3・4・5歳
(U-CANの保育スマイルBOOKS)
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!

田中敏明編著/伊勢慎ほか共
376.1/KO78
著
堀浩樹, 梶美保編著/宇都弘
498.7/H 81
美 ほか 共著

3階開架
3階開架

376.14/KI55

3階開架

稲垣由子, 本田順子, 八木麻
理子編集幹事

376.14/H 81

3階開架

いしばしなおこ著

376.14/I 71

3階開架

絵本ナビ監修

019.53/F 51

3階開架

376.15/U 11

3階開架

376.15/U 11

3階開架

376.15/I 63

3階開架

ユーキャン学び出版スマイ
ル保育研究会編
ユーキャン学び出版スマイ
ル保育研究会編
無藤隆編/汐見稔幸編/塩谷
香ほか著
7/15

保育のカンタンピアノ伴奏130曲 : 左手ラクチン!カンタン!キ
レイ! : 日常も行事も使えちゃう! (保カリbooks:40)
スケッチブックでつくるかんたんシアター : すぐにつくれる!
めくって楽しい! : 季節、園行事、生活習慣、クイズ
保育所児童保育要録の書き方&文例集 : 子どもの育ちを伝える
: CD-ROM付き 第2版 (ナツメ社保育シリーズ)
3・4・5歳児のあそびと造形 : おもしろいから自主性が育つ!
実践41・活動のヒント18 (Gakken保育books)
0・1・2歳児のあそびと造形 : すぐできる!すぐあそべる!実践
56 (Gakken保育books)
そのまま使える!保育の多目的イラスト&掲示ポスター (ナツメ
社保育シリーズ)
記入に役立つ!0歳児の指導計画 第2版 (ナツメ社保育シリー
ズ)
記入に役立つ!1歳児の指導計画 第2版 (ナツメ社保育シリー
ズ)

寺田真由美監修/寺田雅典編
376.157/H 81
曲

3階開架

浅野ななみ著

376.157/A 87

3階開架

横山洋子編著

376.14/SH19

3階開架

森田浩章著

376.156/MO66

3階開架

森田浩章著

376.156/MO66

3階開架

376.14/SO48

3階開架

横山洋子編著

376.1/Y 79/0

3階開架

横山洋子編著

376.1/Y 79/1

3階開架

5歳児の指導計画完全サポート (しんせい保育の本)

原孝成監修

376.15/SH96/6

3階開架

0歳児の指導計画完全サポート (しんせい保育の本)

原孝成監修

376.15/SH96/1

3階開架

0歳児のあそび (年齢別保育資料)

伊瀬玲奈, 金元あゆみ編著

376.157/N 64/1

3階開架

1歳児のあそび (年齢別保育資料)

伊瀬玲奈編著

376.157/N 64/2

3階開架

2歳児のあそび (年齢別保育資料)

伊瀬玲奈編著

376.157/N 64/3

3階開架

3歳児のあそび (年齢別保育資料)

田澤里喜編著

376.157/N 64/4

3階開架

4歳児のあそび (年齢別保育資料)

田澤里喜編著

376.157/N 64/5

3階開架

5歳児のあそび (年齢別保育資料)

田澤里喜編著

376.157/N 64/6

3階開架

376.156/KA46

3階開架

必ず役立つ!保育の年中行事まるごとアイデア (ナツメ社保育
シリーズ)
米韓FTA : 日本への示唆

品川優著

678.3/SH58

3階開架

ルーマニアの遺棄された子どもたちの発達への影響と回復へ
の取り組み : 施設養育児への里親養育による早期介入研究

チャールズ・A・ネルソン,
ネイサン・A・フォックス,

369.43/N 63

3階開架

日本人のための音楽療法

牧野英一郎著

493.72/MA35

3階開架

"私の子育て大丈夫?"と思った時に読む本 : ウワサの保護者会

NHK「ウワサの保護者会」
379.9/W 47
制作班著
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3階開架

マンガでやさしくわかるモンテッソーリ教育

田中昌子著/空生直作画

376.11/TA84

3階開架

ゼロからトースターを作ってみた結果 (新潮文庫:10338, シ- トーマス・トウェイツ 著/
38-22)
村井理子訳

500/TH 9

3階開架

社会的養護 1 (新・基本保育シリーズ:6, 18)

相澤仁, 林浩康編集

376.1/SH57/6

3階開架

子ども家庭福祉 (新・基本保育シリーズ:3)

新保幸男, 小林理編

376.1/SH57/3

3階開架

社会的養護 2 (新・基本保育シリーズ:6, 18)

相澤仁, 林浩康編集

376.1/SH57/18

3階開架

子ども家庭福祉 (MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:1)

伊藤嘉余子, 澁谷昌史編著

369.4/MI43/1

3階開架

369.4/MA69

3階開架

369.43/MO12

3階開架

ワークで学ぶ子ども家庭支援の包括的アセスメント : 要保
増沢高著
護・要支援・社会的養護児童の適切な支援のために
子どもの社会的養護 : 出会いと希望のかけはし 3訂版 (シード 望月彰編著/芦田麗子 ほか
ブック)
共著
子ども家庭福祉 (乳幼児教育・保育シリーズ)

澁谷昌史, 加藤洋子編著

376.15/N 99

3階開架

ここから始める生活科 (レベルアップ授業力. 生活)

末永昇一著

375.312/SU18

3階開架

リハビリテーション医学 改訂第4版

栢森良二編

494.78/R 39

3階開架

イラストで学ぶ高齢者リハビリテーション栄養

若林秀隆著

493.185/W 17

3階開架

378/H 43/3

3階開架

376.15/SO15

3階開架

493.931/I 85

3階開架

376.14/Y 79

3階開架

376.157/A 45

3階開架

376.14/D 41

3階開架

376.1/KO21/4

3階開架

376.1/KO21/5

3階開架

376.1/KO21/6

3階開架

発達障害の子の指遊び・手遊び・腕遊び : 遊んでいるうちに
木村順監修
手先が器用になる! (健康ライブラリー:スペシャル. 感覚統合を
育ちの理解と指導計画 : 0・1・2歳児の担任になったら読む
今井和子監修
本 (教育技術. 新幼児と保育MOOK)
さるびあ亭かーこ作/エイイ
いっしょのちがうもの : しょくもつアレルギーをしるえほん
チ絵
幼稚園幼児指導要録の書き方&文例集 : 子どもの育ちを伝える
横山洋子著
: CD-ROM付き 第2版 (ナツメ社保育シリーズ)
保育で大活躍!もっと楽しい!手袋シアター : amicoさんのかわ
amico著
いい手袋が大集合! (ナツメ社保育シリーズ)
誰でもたのしく書ける!まるわかり保育の記録 : 指導計画や要 大竹節子, 岩城眞佐子, 坂場
録などに生かせる!〜時間短縮にも〜 (保カリbooks:53)
美枝子著
子どもの力が伸びる3歳児の保育12か月 (ナツメ社保育シ
横山洋子監修
リーズ)
子どもの力が伸びる4歳児の保育12か月 (ナツメ社保育シ
横山洋子監修
リーズ)
子どもの力が伸びる5歳児の保育12か月 (ナツメ社保育シ
横山洋子監修
リーズ)
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ここからはじめる食物アレルギー : 研修医・看護師・栄養士
のみなさんのための導入本

二村昌樹著

493.14/F 97

3階開架

子どもの保健 (新・基本保育シリーズ:11)

松田博雄, 金森三枝編

376.1/SH57/11

3階開架

保育の心理学 (新・基本保育シリーズ:8)

杉村伸一郎, 山名裕子編

376.1/SH57/8

3階開架

保育者論 (新・基本保育シリーズ:7)

矢藤誠慈郎, 天野珠路編

376.1/SH57/7

3階開架

146.8/MO76

3階開架

375.23/KY 4

3階開架

376.14/MA43

3階開架

376.14/MA43

3階開架

369.4/H 81

3階開架

心をつなぐ音楽回想法 : 事例・理論・実践から学ぶ音楽療法 :
師井和子著
なじみの曲は特効薬!そしてリズムは万能薬! 復刻版
桜井美加, 齋藤ユリ, 森平直
教育相談ワークブック : 子どもを育む人になるために 改訂版
子著
保育と子ども家庭福祉 (学ぶ・わかる・みえるシリーズ保育と
櫻井奈津子編
現代社会)
演習・保育と社会的養護実践 : 社会的養護 2 (学ぶ・わかる・
橋本好市, 原田旬哉編集
みえるシリーズ保育と現代社会)
保育者のための子ども虐待対応の基本 : 事例から学ぶ「気づ 保育と虐待対応事例研究会
き」のポイントと保育現場の役割
編著
障害児者の音楽療法 : 音楽を用いた発達・関係性への支援

宍戸幽香里著

378/SH91

3階開架

保育士をめざす人の子ども家庭福祉 新版

波田埜英治, 辰己隆編

369.4/H 81

3階開架

金持ち父さん貧乏父さん : アメリカの金持ちが教えてくれる
お金の哲学 改訂版

井上明美編著/イシグロフミ
376.157/I 55
カイラスト
ロバート・キヨサキ著/白根
159/KI91
美保子訳

突破力 : 無理なく限界を突破するための心理学

メンタリストDaiGo著

140.4/D 17

高血圧治療ガイドライン 2019年版

日本高血圧学会高血圧治療
ガイドライン作成委員会編

493.25/KO42/20193階開架

子どもの保健

山本智子著

376.14/Y 31

3階開架

376.1/H 81/1

3階開架

376.1/H 81/3

3階開架

493.983/KO21

3階開架

376.14/KO21

3階開架

491.343/TA12

3階開架

かわいい!たのしい!ラクラクできちゃうパネルシアター

幼児教育の原理 第3版 (保育・教育ネオシリーズ:1)
保育の計画と方法 第5版 (保育・教育ネオシリーズ:3)
子どもの食と栄養 新版 (新時代の保育双書)
子どもの保健・実習 : すこやかな育ちをサポートするために
第3版
食べるまえ食べるとき食べたあと : 摂食嚥下障害の現場から

榎沢良彦編著/岸井勇雄 ほ
か著
小笠原圭,卜田真一郎編著/
植田明 ほか著
岩田章子, 寺嶋昌代編/有尾
正子 ほか執筆
兼松百合子, 荒木暁子, 羽室
俊子編著/金泉志保美 ほか
熊本摂食嚥下リハビリテー
ション研究会監修
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3階開架
3階開架
3階開架

新・食物アレルギーの基礎と対応 : 医学、食品・栄養学、食
育から学ぶ (アレルギー大学テキスト)

アレルギー支援ネットワー
ク作成

374.94/SH96

3階開架

家庭でできるリハビリテーション 新版

隆島研吾著

494.78/TA54

3階開架

大学とまちづくり・ものづくり : 産学官民連携による地域共
創

芝浦工業大学地域共創セン
ター編・著

377.28/SH18

3階開架

育児担当制による乳児保育 : 子どもの育ちを支える保育実践

西村真実著

376.1/N 84

3階開架

保育者が学ぶ子ども家庭支援論
未来を変える目標SDGsアイデアブック

植木信一編著/小野智明 ほ
369.4/U 39
か 共著
Think the Earth編著/ロビ
333.8/TH4
ン西マンガ

3階開架
3階開架

大学4年間の経営学見るだけノート

平野敦士カール監修

335.1/H 66

3階開架

SNSマーケティング : 「つながり」と「共感」で利益を生み
出す新しいルール (MarkeZine BOOKS. デジタル時代の基

林雅之著

675/H 48

3階開架

ミクロ経済学の技

神取道宏著

331/KA51

3階開架

ナビゲート経営学 : 心理・経営・会計を学ぶ

北海学園大学経営学部編

335.1/N 11

3階開架

マーケティング論の基礎

現代マーケティング研究会
編

675/MA33

3階開架

ハンス・ロスリング, オーラ・ロスリン
グ, アンナ・ロスリング・ロンランド著

002.7/R 72

3階開架

田中治彦, 枝廣淳子, 久保田
崇編著

318.6/SC 9

3階開架

アンド著

336/A 47

3階開架

山崎京子, 平林正樹著

377.9/Y 48

3階開架

378/C 56/1

3階開架

378/C 56/2

3階開架

378/C 56/3

3階開架

007.13/F 62

3階開架

375.72/H 55

3階開架

331/A 15

3階開架

Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界
を正しく見る習慣
SDGsとまちづくり : 持続可能な地域と学びづくり
ビジネスフレームワーク図鑑 : すぐ使える問題解決・アイデ
ア発想ツール70
未来を拓くキャリア・デザイン講座

ちょっとふしぎ 自閉スペクトラム症ASDのおともだち (あの
子の発達障害がわかる本:1)
ちょっとふしぎ 学習障害LDのおともだち (あの子の発達障害
がわかる本:2)
ちょっとふしぎ 注意欠如・多動症ADHDのおともだち (あの
子の発達障害がわかる本:3)
AIにできること、できないこと : ビジネス社会を生きていく
藤本浩司, 柴原一友著
ための4つの力
子どもの絵の世界 : 絵から読み取る発達の道筋とその指導

東山明, 清田哲男編著

マクロ経済学 : アセモグル/レイブソン/リスト

ダロン・アセモグル, デヴィッド・
レイブソン, ジョン・リスト著

11/15

SDGsが問いかける経営の未来

モニターデロイト編

336.1/MO33

3階開架

これからの日本の人口と社会 (東大塾)

白波瀬佐和子編

334.31/KO79

3階開架

アジア都市の成長戦略 : 「国の経済発展」の概念を変えるダ
イナミズム

後藤康浩著

332.2/G 72

3階開架

財務会計講義 第20版

桜井久勝著

336.9/SA47

3階開架

東大がつくった高齢社会の教科書 : 長寿時代の人生設計と社
会創造
心がはずむどんどんパネルシアター : 歌・ゲーム・おはなし
の全10作 (すぐに生かせる実技シリーズ)

東京大学高齢社会総合研究
機構編著

367.7/TO17

3階開架

阿部惠著

376.157/A 12

3階開架

農業を買い支える仕組み : フェア・トレードと産消提携

辻村英之著

611.46/TS44

3階開架

現代「農業構造問題」の経済学的考察 (共生農業システム叢
書:第11巻)

矢口芳生編集代表/山崎亮一
611/Y 48
編著

3階開架

DMO観光地経営のイノベーション

高橋一夫著

689.4/TA33

3階開架

宅配クライシス

日本経済新聞社編

685.9/TA74

3階開架

ダイバーシティ経営と人材活用 : 多様な働き方を支援する企
業の取り組み

佐藤博樹, 武石恵美子編

336.4/D 14

3階開架

アレックス・カー, 清野由美
689.21/KA11
著

3階開架

田島麻衣子著

336.49/TA26

3階開架

図解大学4年間の金融学が10時間でざっと学べる

植田和男著

338/U 32

3階開架

2030年教師の仕事はこう変わる!

西川純著

374.3/N 83

3階開架

腹黒くないFP(ファイナンシャルプランナー)が教えるお金の
授業

岩城みずほ著

591/I 93

3階開架

労働時間革命 : 残業削減で業績向上!その仕組みが分かる

小室淑恵著

336.2/KO69

3階開架

おひとりさまの「シニア金融」

岡内幸策著

367.7/O 45

3階開架

君たちはどう働きますか : 不安の時代に効く100の処方箋

西本甲介著

366/N 84

3階開架

デジタル時代の基礎知識『商品企画』 : 「インサイト」で多
富永朋信著
様化するニーズに届ける新しいルール (MarkeZine BOOKS)

675.3/TO55

3階開架

誰も書かなかった日韓併合の真実

221.06/TO83

3階開架

観光亡国論 (中公新書ラクレ:650)
グローバルな環境でたくましく生きるためのヒント26 (世界
で働く人になる!:実践編)

豊田隆雄著
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人口と日本経済 : 長寿、イノベーション、経済成長 (中公新
書:2388)

吉川洋著

332.107/Y 89

3階開架

お金の常識を知らないまま社会人になってしまった人へ

大江英樹著

591/O 18

3階開架

世界一訪れたい日本のつくりかた : 新・観光立国論「実践
編」

デービッド・アトキンソン
689.1/A 94
著
八子知礼監修・著/杉山恒司
007.3/Y 16
ほか著

IoTの基本・仕組み・重要事項が全部わかる教科書
農産物・食品の市場と流通

日本農業市場学会編

新規就農・就林への道 : 担い手が育つノウハウと支援 (シリー
『季刊地域』編集部編
ズ田園回帰:6)
佐藤信彦 ほか編著/秋葉賢
財務会計論 : スタンダードテキスト 第12版 1
一 ほか執筆
佐藤信彦 ほか編著/秋葉賢
財務会計論 : スタンダードテキスト 第12版 2
一 ほか執筆

3階開架
3階開架

611.4/N 97

3階開架

318.6/SH88/6

3階開架

336.9/Z 1/1

3階開架

336.9/Z 1/2

3階開架

新・正社員論 : 共稼ぎ正社員モデルの提言

久本憲夫著

366.21/H 76

3階開架

老舗企業の存続メカニズム : 宮大工企業のビジネスシステム

曽根秀一著

510.95/SO42

3階開架

職業の経済学

阿部正浩, 菅万理, 勇上和史
編著

366.29/SH96

3階開架

アニメツーリズム白書 2018速報版

角川アスキー総合研究所編

689.4/A 49/2018

3階開架

データの見えざる手 : ウエアラブルセンサが明かす人間・組
織・社会の法則 (草思社文庫:や4-1)

矢野和男著

361.4/Y 58

3階開架

世界でふつうに働くために英語力より大切な39のこと

後藤均, 佐藤豪著

366.29/G 72

3階開架

サイバー攻撃から暮らしを守れ! : 「サイバーセキュリティの
産業化」で日本は成長する
隷属なき道 : AIとの競争に勝つ ベーシックインカムと一日三
時間労働

高市早苗編著/藤井龍二作画 007.609/TA34
ルトガー・ブレグマン著/野
364/B 72
中香方子訳

3階開架

グローバル・マーケティング 第6版

丸谷雄一郎著

675/MA59

3階開架

経営のロジック : 謎が多いから面白い経営学の世界

大月博司著

335.1/O 89

3階開架

徳江順一郎著

689.8/TO35

3階開架

齋藤清一, 三好秀和編著

367.7/SA25

3階開架

阿良田麻里子著

588.09/A 66

3階開架

ホテル経営概論 : トライアド・モデルでとらえるホスピタリ
ティ産業論 第2版
高齢社会の医療介護と地方創生 : 一億総活躍時代の日本版
CCRCと地域包括ケアのあり方を問う
今日からできるムスリム対応 : 食のハラール入門
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3階開架

日本痛風・核酸代謝学会ガ
イドライン改訂委員会編集
Visual thinking : 組織を活性化する、ビジュアルシンキング ウィリーマイン・ブランド
実践ガイド
著/遠藤康子訳
観光DMO設計・運営のポイント : DMOで追求する真の観光 日本政策投資銀行地域企画
振興とその先にある地域活性化 (DBJ books. 日本政策投資 部著
多様化する雇用形態の人事管理 : 人材ポートフォリオの実証
西岡由美著
分析
國部克彦編著/神戸CSR研
CSRの基礎 : 企業と社会の新しいあり方
究会編
高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版

493.6/KO78

3階開架

336.2/B 91

3階開架

689.3/N 71

3階開架

336.4/N 86

3階開架

335.15/KO45

3階開架

脱「原発・温暖化」の経済学

明日香壽川, 朴勝俊著

519/A 93

3階開架

流通論の基礎 第3版

住谷宏編著

675.4/SU65

3階開架

若年者の早期離職 : 時代背景と職場の人間関係が及ぼす影響

初見康行著

366.29/H 42

3階開架

理論とケースで学ぶ国際ビジネス 第4版

江夏健一, 桑名義晴編著/IBI
国際ビジネス研究センター 335.5/E 57

3階開架

サービス社会のマネジメント

村松潤一, 山口隆久編著

335/MU48

3階開架

フードツーリズムのすすめ : スローライフを楽しむために

菊地俊夫著

689/KI24

3階開架

361.4/A 53

3階開架

アイスブレイクベスト50 : リラックスと集中を一瞬でつくる 青木将幸著
コミュニケーションの教科書 : ハーバード・ビジネス・レ
ビューコミュニケーション論文ベスト10
明日を生きるための教養が身につくハーバードのファイナン
スの授業 : ハーバード・ビジネス・スクール伝説の最終講義
はじめての地域づくり実践講座 : 全員集合!を生み出す6つの
リテラシー

ハーバード・ビジネス・レ
336.49/KO69
ビュー編集部編
ミヒル・A・デサイ著/関美
338/D 64
和訳
石井大一朗, 霜浦森平編著

318.6/I 75

3階開架

物流大激突 : アマゾンに挑む宅配ネット通販 (SB新書:394)

角井亮一著

675.4/KA28

3階開架

近藤大介著

335.222/KO73

3階開架

深田晶恵著

345.21/F ７2

3階開架

八木まゆみ著

336.49/Y 15

3階開架

野村康則編著/竹内雄司, 段
野聡子著

377.9/N 95

3階開架

新田忠誓 ほか 著

336.91/E 74

3階開架

二〇二五年、日中企業格差 : 日本は中国の下請けになるか?
(PHP新書:1157)
サラリーマンのための「手取り」が増えるワザ65 : 給料、年
金、退職金、副業、パート収入、病気、出産で使える!
心をつかむ、おもてなしコミュニケーションの極意 : 成功す
るビジネスマンの聴き方、話し方
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 新訂版
エッセンス簿記会計 第15版
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3階開架
3階開架

麦本三歩の好きなもの
天声人語 : 英文対照 v. 196 2019春
漫画映画論 (ジブリLibrary)
虐待被害者の味方です : 虐待が原因で難病になり、甦った足
跡 : 心に受けた傷を跳ね返す
などらきの首 (角川ホラー文庫:21246, [さ4-3])

住野よる著

913.6/SU63

朝日新聞論説委員室編/英文
837/A 82/196
朝日訳
今村太平著/スタジオジブリ
778.77/I 44
編集

4階開架・移動書架
4階開架・移動書架
4階開架・移動書架

小田博子著

916/O 17

4階開架・移動書架

澤村伊智著

913.6/SA95

4階開架・移動書架

809.6/KA86

4階開架・移動書架

373.7/H 77/2020

4階開架・移動書架

ワールド・カフェをやろう : 会話がつながり、世界がつなが
香取一昭, 大川恒著
る 新版
ポケットランナー教職教養 : 即答型 [2020年度版] (教員採用
東京教友会編著
試験)
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