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141.5/SY2/20
21 000129770

多様性の科学 : 画一的で凋落する組織、複数の視点で問題を解
決する組織

マシュー・サ
イド著

ディスカ
ヴァー・トゥエ
ンティワン

2階西側

209.3/Y31/20
21 000129586 高地文明 : 「もう一つの四大文明」の発見 (中公新書:2647) 山本紀夫著

中央公論新
社 2階西側

223/F94/2021

000129591 東南アジア史10講 (岩波新書:新赤版 1883) 古田元夫著 岩波書店 2階西側
289.1/F68/20
21 000129587

藤原仲麻呂 : 古代王権を動かした異能の政治家 (中公新
書:2648) 仁藤敦史著

中央公論新
社 2階西側

327.8/H72/20
21 000129589 少年法入門 (岩波新書:新赤版 1881) 廣瀬健二著 岩波書店 2階西側
361.78/Y91/2
021 000129588

東京復興ならず : 文化首都構想の挫折と戦後日本 (中公新
書:2649) 吉見俊哉著

中央公論新
社 2階西側

367.68/H32/2
020 000129576

支援者・家族のためのひきこもり相談支援実践ガイドブック : 8050
問題、発達障害、ゲーム依存、地域包括、多様化するひきこもり
支援

原田豊著 福村出版 2階西側
367.7/I33/201
9 000129574

ルポ「8050問題」 : 高齢親子"ひきこもり死"の現場から (河出新
書:014) 池上正樹著

河出書房新
社 2階西側

367.7/KU74/2
019 000129575 8050問題 : 中高年ひきこもり、7つの家族の再生物語 黒川祥子著 集英社 2階西側
368.71/MI73/2
021 000129573

どうしても頑張れない人たち (新潮新書:903. ケーキの切れない非
行少年たち:2) 宮口幸治著 新潮社 2階西側

369.26/KI56/2
021 000129577

セルフ・ネグレクトのアセスメントとケア : ツールを活用したゴミ屋
敷・支援拒否・8050問題への対応

岸恵美子編
著

中央法規出
版 2階西側

369.37/N71/2
021 000129594

被爆者からあなたに : いま伝えたいこと (岩波ブックレット:No.
1048)

日本原水爆
被害者団体
協議会編

岩波書店 2階西側
369.42/Z3/20
19 000129672

家庭訪問保育の理論と実際 : 居宅訪問型保育基礎研修テキス
ト・一般型家庭訪問保育学習テキスト 第2版

全国保育
サービス協
会監修

中央法規出
版 2階西側

376.1/A37/20
16 000129769 秋田喜代美の写真で語る保育の環境づくり

秋田喜代美
監修・編著/
湘北福祉会

ひかりのくに 2階西側

413.59/KO75/
2021 000129597

こんなに便利な指数・対数とベクトル : 基礎から学んで、実例でわ
かる科学に必須の道具 (ニュートン別冊) (Newtonムック) (ニュー
トンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側大型

491.371/N97/
2021 000129598

脳とは何か : 現代社会で自分の脳を科学的に活かす法 活用編
(ニュートン別冊) (Newtonムック) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側大型

498/MU43/20
21 000129585 ケアとは何か : 看護・福祉で大事なこと (中公新書:2646) 村上靖彦著

中央公論新
社 2階東側

498.5/SH96/2
021 000129596

食と栄養の大百科 : 専門家が教える正しい知識と理想の食生活
増補第2版 (ニュートン別冊) (Newtonムック) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側大型

519.1/A93/20
21 000129590

グリーン・ニューディール : 世界を動かすガバニング・アジェンダ
(岩波新書:新赤版 1882)

明日香壽川
著 岩波書店 2階東側

726.1/Y19so/
5/2021 000129661 葬送のフリーレン VOL.5 (少年サンデーコミックス)

山田鐘人原
作/アベツカ
サ作画

小学館 1階東側漫画

913.36/MU56/
2021 000129593 源氏物語を読む (岩波新書:新赤版 1885) 高木和子著 岩波書店 2階東側
913.6/D85/20
21 000129534 小説秋月鶴山 : 上杉鷹山がもっとも尊敬した兄 童門冬二著 PHP研究所 2階東側
953.7/P94/20
21 000129592 『失われた時を求めて』への招待 (岩波新書:新赤版 1884) 吉川一義著 岩波書店 2階東側

　【7--】　芸　術

　【9--】　文　学
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　【1--】　哲　学　

　【３--】　社会科学

　【2--】　歴　史　

　【4--】　自然科学

　【5--】　技　術



ACD/763.2/P
42 010010441 Ravel: Piano Works

Vlado
Perlemuter

Nimbus
Records,
2007. 1階西側AV

PIC/455/G92/
2017 000129542

地面の下には、何があるの? : 地球のまんなかまでどんどんのび
るしかけ絵本

シャーロット・
ギラン文/ユ
ヴァル・ゾ

河出書房新
社 2階東側絵本

PIC/457.87/S
A11/2005 000129544 恐竜時代 (エンサイクロペディア太古の世界)

ロバート・サ
ブダ & マ
シュー・ライ

大日本絵画 1階東側貴重
PIC/457.87/S
A11/2007 000129546

Mega beasts (メガビースト) : 絶滅した獣たち (エンサイクロペディ
ア太古の世界:3)

ロバート・サ
ブダ, マ
シュー・ライ

大日本絵画 1階東側貴重
PIC/457.87/S
A11/2008 000129545 Sharks : 海の怪獣たち (エンサイクロペディア太古の世界:2)

ロバート・サ
ブダ, マ
シュー・ライ

大日本絵画 1階東側貴重
PIC/480/KA6
9/2016 000129541 イルミネイチャー : 3色のマジックレンズで、180の動物をさがせ!

カルノフス
キー絵/レイ
チェル・ウィリ

河出書房新
社 2階東側絵本

PIC/481.37/D
97/2014 000129628 動物の見ている世界 : 仕掛絵本図鑑

ギヨーム・
デュプラ著/
渡辺滋人訳

創元社 2階東側絵本
PIC/481.7/KA
89/2015 000129555 オーシャン (しかけえほん)

キャロル・カ
ウフマンぶん
/ダン・ケイネ

大日本絵画 2階東側絵本
PIC/481.7/SH
14/2015 000129554 森のなかまたち (とびだししかけえほん)

ショーン・
シーヒィさく/
みたかよこ

大日本絵画 1階東側貴重
PIC/481.7/W8
5/2017 000129562 ジャングル

キャシー・
ウォラードぶ
ん/ダン・ケイ

大日本絵画 2階東側絵本
PIC/482/W85
/2018 000129564 ワイルド

キャシー・
ウォラードぶ
ん/ダン・ケイ

大日本絵画 2階東側絵本
PIC/482.4/KA
89/2013 000129552 サファリ (しかけえほん)

キャロル・カ
ウフマンぶん
: ダン・ケイネ

大日本絵画 2階東側絵本
PIC/482.7/KA
89/2016 000129556 ポーラー

キャロル・カ
ウフマンぶん
/ダン・ケイネ

大日本絵画 2階東側絵本
PIC/523.36/G
27/2012 000129560 ガウディ : ポップアップで味わう不思議な世界 (しかけえほん)

アントニ・ガ
ウディ建築/
コートネイ・

大日本絵画 1階東側貴重
PIC/536/B28/
2017 000129566

うごかす!めくる!のりもの : うみ・りく・そら・うちゅうではたらくのりも
の

アンヌ・ソ
フィ・ボマン,
ディディエ・

パイインター
ナショナル 1階東側貴重

PIC/556/L77/
2016 000129557

不思議な船の旅 : 船のとびだししかけえほん (とびだししかけえ
ほん)

ジェラール・
ロ・モナコさ
く・え/きたむ

大日本絵画 1階東側貴重
PIC/606.9/O2
4/2017 000129561 ロンドン万国博覧会 : 1851 : のぞきからくり絵本 復刻版 大日本絵画 1階東側貴重
PIC/626/TU5
/2010 000129638 やさいさん (Petit pooka)

tupera
tuperaさく

学研教育出
版/学研マー
ケティング

2階東側絵本
PIC/629.2/SE
47/2017 000129563 あおいにわ (とびだすぶたいしかけえほん)

エレナ・セレ
ナさく/みた
かよこやく

大日本絵画 1階東側貴重
PIC/629.2/V6
3/2005 000129543 ヴェルサイユの庭園 : のぞきからくり絵本 復刻版 大日本絵画 1階東側貴重
PIC/721.8/KA
88/2016 000129558 北斎 : ポップアップで味わう不思議な世界 (しかけえほん)

葛飾北斎画/
コートネイ・
ワトソン・マッ

大日本絵画 1階東側貴重
PIC/723.7/L5
5/2019 000129559

レオナルド・ダ・ヴィンチ : ポップアップで味わう不思議な世界 (し
かけえほん)

レオナルド・
ダ・ヴィンチ
画/コートネ

大日本絵画 1階東側貴重
PIC/759/L77/
2014 000129565 おもちゃばこ : とびだす絵本

ジェラール・
ロ・モナコさく
/うちださや

アノニマ・ス
タジオ/KTC
中央出版

1階東側貴重
PIC/779.5/L7
7/2013 000129553 マジックサーカスツアー (メリーゴーラウンドえほん)

ジェラール・
ロ・モナコさ
く・え/ソ

大日本絵画 1階東側貴重
PIC/913.8/SA
29/2003 000129634 ロンパーちゃんとふうせん

酒井駒子さ
く・え 白泉社 2階東側絵本

PIC/929.76/P
98/2011 000129551 アラジン (ぶたいしかけえほん)

ニルート・プ
タピパットさく
/よしいかず

大日本絵画 1階東側貴重
PIC/933.8/B2
4/2009 000129548 ピーター・パン (とびだししかけえほん)

J.M.バリ原作
/ロバート・サ
ブダさく/杉

大日本絵画 1階東側貴重
PIC/933.8/C1
8/2021 000129631 ありえない!

エリック・カー
ル作/アー
サー・ビナー

偕成社 2階東側絵本
PIC/933.8/D5
1/2009 000129549 まほうつかいのノナばあさん (とびだししかけえほん)

トミー・デ・パ
オラ作・絵/
ロバート・サ

大日本絵画 1階東側貴重
PIC/933.8/SE
59/2008 000129547 マミー? (とびだししかけえほん)

モーリス・セ
ンダック絵/
アーサー・

大日本絵画 1階東側貴重
PIC/943/G86/
2009 000129550 白雪姫 (ぶたいしかけえほん)

ジェーン・レ
イさく/みま
しょうこやく

大日本絵画 1階東側貴重
PIC/943/[P42
]/2007 000129629 シンデレラ (とびだししかけえほん)

マシュー・ラ
インハートさ
く/かがわけ

大日本絵画 1階東側貴重
PIC/953/G97/
2004 000129641

ペネロペようちえんへいく (たのしいしかけえほん. ペネロペのしか
けえほんシリーズ:3)

アン・グットマ
ンぶん/ゲオ
ルグ・ハレン

岩崎書店 2階東側絵本

　絵　本


