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183.3/U39/2
020 000128607 法華経とは何か : その思想と背景 (中公新書:2616) 植木雅俊著

中央公論新
社 2階西側

188.59/MO6
6/2020 000128243

島津氏と霧島修験 : 霊山霧島の山岳信仰・その歴史と民俗 (みや
ざき文庫:142)

森田清美編
著 鉱脈社 2階西側

210.04/KO97
/2020 000128610 もののけの日本史 : 死霊、幽霊、妖怪の1000年 (中公新書:2619) 小山聡子著

中央公論新
社 2階西側

210.58/I17/2
020 000128608

暗殺の幕末維新史 : 桜田門外の変から大久保利通暗殺まで (中
公新書:2617) 一坂太郎著

中央公論新
社 2階西側

289.1/I86/20
20 000128609 板垣退助 : 自由民権指導者の実像 (中公新書:2618) 中元崇智著

中央公論新
社 2階西側

312.1/TA64/
2020 000128611 コロナ危機の政治 : 安倍政権vs.知事 (中公新書:2620) 竹中治堅著

中央公論新
社 2階西側

312.21/MU3
2/2020 000128604 文在寅時代の韓国 : 「弔い」の民主主義 (岩波新書:新赤版 1857) 文京洙著 岩波書店 2階西側

318/KO34/2
020 000128602 地方の論理 (岩波新書:新赤版 1855) 小磯修二著 岩波書店 2階西側

329.39/MI37
/2020 000128601 SDGs : 危機の時代の羅針盤 (岩波新書:新赤版 1854)

南博, 稲場雅
紀著 岩波書店 2階西側

332.1/N28/2
020/2020 100029465

コロナ危機 : 日本経済変革のラストチャンス (経済財政白書:令和2
年版) 内閣府編

日経印刷/全
国官報販売
協同組合

1階西側参考
336.42/ZEN
PAN/TO86/
2022/2020

100029466 就職四季報総合版 2022年版
東洋経済新
報社編

東洋経済新
報社

1階西側就
職・検定等

336.42/ZEN
PAN/TO86/
2022/2020

100029467 就職四季報優良・中堅企業版 2022年版
東洋経済新
報社編

東洋経済新
報社

1階西側就
職・検定等

336.42/ZEN
PAN/TO86/
2022/2020

100029468 就職四季報女子版 2022年版
東洋経済新
報社編

東洋経済新
報社

1階西側就
職・検定等

345.1/MO77
/2020 000128605

グローバル・タックス : 国境を超える課税権力 (岩波新書:新赤版
1858) 諸富徹著 岩波書店 2階西側

370.3/Z3/20
21/2020 100029464 全国学校総覧 2021年版

全国学校
データ研究
所編 原書房 1階西側参考373.7/KA19s

h/2022/202
0 100029463

鹿児島県の小学校教諭 : 過去問 2022年度版 (鹿児島県の教員
採用試験「過去問」シリーズ:2) (教員採用試験「過去問」シリーズ)

協同教育研
究会編 協同出版

1階西側就
職・検定等

376.1/I76/20
20 000128391

子どもの心に寄りそう言葉かけ : 一人ひとりの育ちをサポートする
(ひろばブックス) 石川洋子著 メイト 2階西側

379.9/TA67/
2019 000128612 進化する勉強法 : 漢字学習から算数、英語、プログラミングまで 竹内龍人著

誠文堂新光
社 2階西側

493.47/SA32
/2020 000128603 がんと外科医 (岩波新書:新赤版 1856) 阪本良弘著 岩波書店 2階東側

498.021/I67/
2020/2020 000128597

ポストコロナ時代の医療再構築 : 国難から見えた次世代社会への
展望 (医療白書:2020年度版)

ヘルスケア
総合政策研
究所企画・制

日本医療企
画 1階西側参考

521.82/SH99
/2020 000128460 首里城 (別冊太陽) 平凡社 2階東側大型

915.49/F68/
2020 000128369 藤原定家 : 『明月記』の世界 (岩波新書:新赤版 1851) 村井康彦著 岩波書店 2階東側

K/379.9/F72 000128553
おきがえおきがえ (教育画劇のかみしばい:おきがえ. 0・1・2かみし
ばいにっこりげんきうれしいな:テーマ : おきがえ)

布川愛子作・
絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/379.9/KA
36 000128552

なにしてあそぶ? (教育画劇のかみしばい. 0・1・2かみしばいにっこ
りげんきうれしいな)

かめざわゆう
や作・絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/379.9/KU
73 000128546

だっこだっこ (教育画劇のかみしばい. 0・1・2かみしばいにっこりげ
んきうれしいな:テーマ : だっこ) 黒井健作・絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

　【9--】　文　学

　紙芝居

    新 着 情 報 2020年12月 9日

　【1--】　哲　学　

　【２--】　歴　史 (歴史, 伝記)

　【３--】　社会科学　（政治, 法律, 経済, 教育）

　【4--】　自然科学

　【5--】　技　術　



K/379.9/MI7
6 000128548

でるかな?うんち (教育画劇のかみしばい. 0・1・2かみしばいにっこ
りげんきうれしいな:テーマ : トイレ) miyako作・絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/379.9/TA6
5 000128547

りんごのき (教育画劇のかみしばい. 0・1・2かみしばいにっこりげ
んきうれしいな:テーマ : たべもの)

たけしたふみ
こ作/いちか
わなつこ絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/379.9/TA6
5 000128550

あんなちゃんのおさんぽ (教育画劇のかみしばい. 0・1・2かみしば
いにっこりげんきうれしいな:テーマ : あいさつ)

たけしたふみ
こ作/たぶち
あい絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/379.9/Y13 000128530
かたづけやだもんおうじ : かたづけやだもんやだもん (教育画劇の
かみしばい. やだもんやだもん!こんな子いないかな〜?)

藤本ともひこ
作・絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/379.9/Y13 000128532
くまちゃんもじもじどうしたの? : おトイレやだもんやだもん (教育画
劇のかみしばい. やだもんやだもん!こんな子いないかな～?)

きたがわめぐ
み作・絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/379.9/Y13 000128534
くまちゃんねこちゃんたべようね :  たべるのやだもんやだもん (教
育画劇のかみしばい)

山本和子作/
鈴木博子絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/379.9/Y13 000128536
おいていかないでー! (教育画劇のかみしばい. やだもんやだもん!
こんな子いないかな～?)

藤巻吏絵作/
北村裕花絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/536/MO8
8 000128545

おてがみをはこぶゆうびんしゃ (教育画劇のかみしばい:郵便車.
大迫力!写真でワクワクがんばるのりもの紙芝居) 元浦年康作 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/536/MO8
8 000128538

ぼくら、ちからをあわせてはたらくなかま (教育画劇のかみしばい:
工事. 大迫力!写真でワクワクがんばるのりもの紙芝居) 元浦年康作 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/536/MO8
8 000128539

あつまれ!せんろをはしるなかまたち (教育画劇のかみしばい:鉄道.
大迫力!写真でワクワクがんばるのりもの紙芝居) 元浦年康作 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/536/MO8
8 000128541

みんなのごみは、ぼくにまかせて! (教育画劇のかみしばい:ごみ収
集車. 大迫力!写真でワクワクがんばるのりもの紙芝居) 元浦年康作 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/536/MO8
8 000128542

ブルブルブルン!そらとぶヘリコプター (教育画劇のかみしばい:ヘリ
コプター. 大迫力!写真でワクワクがんばるのりもの紙芝居) 元浦年康作 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/536/MO8
8 000128543

ピーポーピーポー!さあいそげ! (教育画劇のかみしばい:救急車. 大
迫力!写真でワクワクがんばるのりもの紙芝居) 元浦年康作 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/536/MO8
8 000128544

なにかななにかなこれはなにかな? (教育画劇のかみしばい:船. 大
迫力!写真でワクワクがんばるのりもの紙芝居) 元浦年康作 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/536/MO8
8 000128540

まちではしる、とおくへはしるぼくだーれだ? (教育画劇のかみしば
い:バス. 大迫力!写真でワクワクがんばるのりもの紙芝居) 元浦年康作 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/537.9/O31 000128551
のりものプップー! (教育画劇のかみしばい. 0・1・2かみしばいにっ
こりげんきうれしいな:テーマ : のりもの)

おおいじゅん
こ作・絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

K/625/MA51 000128549
いろいろめしあがれ! (教育画劇のかみしばい. 0・1・2かみしばい
にっこりげんきうれしいな)

マリマリマー
チ作・絵 教育画劇

2階東側紙芝
居

PIC/386.1/K
A57/2020 000128403 おもちつきぺったんこ (こどものとも年中向き:417号)

かんなりまさ
こ文/飯野ま
き絵 福音館書店 2階東側絵本

PIC/386.3/O
78/2020 000128402 まだかなまだかな (こどものとも年少版:525号)

オスターグレ
ン晴子文/エ
ヴァ・エリクソ 福音館書店 2階東側絵本

PIC/479.9/T
O63/2020 000128405 ひょうたんころころ (こどものとも0.1.2.:309号) 殿内真帆さく 福音館書店 2階東側絵本

PIC/486.5/S
H64/2016 000128595 うまれたよ!カメムシ (よみきかせいきものしゃしんえほん:28)

新開孝写真・
文 岩崎書店 2階東側絵本

PIC/596.8/H
38/2006 000128600 やってきたオハシマン : 正しいはしの持ち方と食事のマナー

箸匠せいわ
原案/いわた
くみこ絵

コンセル 2階東側絵本

PIC/764.7/T
A78/2020 000128404 ようようしょうてんがい (こどものとも:777号)

環ROYぶん/
古郡加奈子
え

福音館書店 2階東側絵本

PIC/913.8/N
44do/2010 000128598 どんぐりむらのぼうしやさん

なかやみわ
さく

学研教育出
版/学研マー
ケティング

2階東側絵本

PIC/913.8/N
44do/2012 000128599 どんぐりむらのおまわりさん

なかやみわ
さく

学研教育出
版 2階東側絵本

RJ/505/.B4/
S72/2019 010010135

Think good, feel good : a cognitive behavioural therapy workbook
for children and young people 2nd ed. pbk. Paul Stallard

John Wiley &
Sons, Inc. 3階大型

RJ/505/.B4/
S72/2019 010010136

Thinking good, feeling better : a cognitive behavioural therapy
workbook for adolescents and young adults pbk.

Paul
StallardProfe
ssor of Child

John Wiley &
Sons 3階大型

　絵　本

　洋　書


