
請求記号 資料ID 書                      名 著者名 出版者 所在

007.1/O39/2
022 000130976

メタバースとは何か : ネット上の「もう一つの世界」 (光文社新
書:1179) 岡嶋裕史著

光文社 2階西側

122.02/N34/
2022 000131029

中国哲学史 : 諸子百家から朱子学、現代の新儒家まで (中公新
書:2686) 中島隆博著

中央公論新
社 2階西側

140/O87/20
21 000130981 仲直りの理 : 進化心理学から見た機能とメカニズム 大坪庸介著 ちとせプレス 2階西側
193/SE19/2
021 000130977 どろどろの聖書 (朝日新書:842)

清涼院流水
著

朝日新聞出
版 2階西側

238.6/KU74/
2022 000131077

物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国 (中公新書:1655)
黒川祐次著

中央公論新
社 2階西側

311/U58/20
22 000131031 政治責任 : 民主主義とのつき合い方 (岩波新書:新赤版 1913) 鵜飼健史著 岩波書店 2階西側
312.1/KA94/
2022 000131033

検証政治改革 : なぜ劣化を招いたのか (岩波新書:新赤版 1915)
川上高志著 岩波書店 2階西側

316.1/SH74/
2021 000130963 子どもの「じんけん」まるわかり (イラストBookたのしい保育)

汐見稔幸, 新
保庄三, 野澤
祥子著

ぎょうせい 2階西側
316.1/TS93/
2022 000131030

人権と国家 : 理念の力と国際政治の現実 (岩波新書:新赤版 1912)
筒井清輝著 岩波書店 2階西側

321.1/O35/2
021 000130985 法的思考のススメ : 大人になる君に知ってもらいたいこと 尾島史賢著

関西大学出
版部 2階西側

334.6/I23/20
22 000131032

土地は誰のものか : 人口減少時代の所有と利用 (岩波新書:新赤
版 1914)

五十嵐敬喜
著 岩波書店 2階西側

335.6/N71/2
022 000130919

「必要」から始める仕事おこし : 「協同労働」の可能性 (岩波ブック
レット:No. 1059)

日本労働者
協同組合連
合会編 岩波書店 2階西側

369/SH12/2
022/2022 000131020 社会福祉の動向 2022

全国社会福
祉協議会 1階西側参考

369.263/SH6
7/2017 000130984 介護施設のためのできる!感染対策 改訂版 四宮聡著

リーダムハ
ウス 2階西側

369.37/KU61
/2022 000131034 東京大空襲の戦後史 (岩波新書:新赤版 1916) 栗原俊雄著 岩波書店 2階西側
369.4/E37/2
021 000130923

子どもアドボカシーと当事者参画のモヤモヤとこれから : 子どもの
「声」を大切にする社会ってどんなこと?

栄留里美, 長
瀬正子, 永野
咲著

明石書店 2階西側
369.4/J48/2
022 000130920 学校・保育所等児童虐待対応の実務 : Q&Aと事例

児童虐待問
題対応研究
会編集

新日本法規
出版 2階西側

369.4/MU43
/2021 000130922

すき間の子ども、すき間の支援 : 一人ひとりの「語り」と経験の可視
化

村上靖彦編
著 明石書店 2階西側

369.4/SA18/
2021 000130957

ひと目でわかる保育者のための子ども家庭福祉データブック 2022
西郷泰之, 宮
島清編集

中央法規出
版 2階西側

369.4/SA45/
2021 000130931 子ども家庭支援の心理学 (新保育ライブラリ. 子どもを知る)

佐久間路子,
福丸由佳編
著

北大路書房 2階西側
369.4/SO47
/2021 000131002

保育者のための子育て支援入門 : ソーシャルワークの視点からや
さしく学ぶ

園川緑, 中嶌
洋編著/井上
美和 [ほか]

萌文書林 2階西側
369.4/U32/2
021 000130921

家庭と地域の連携でめざす子ども虐待予防 : 新しい実践ストラテ
ジー 上田礼子著

ミネルヴァ書
房 2階西側

369.4/Y12/2
022 000131003

子ども家庭支援の心理学 : 生涯発達・子どもの家庭と心の健康の
理解

藪中征代, 玉
瀬友美編著 萌文書林 2階西側

369.41/N13/
2021 000131054

小さないのちのドアを開けて : 思いがけない妊娠をめぐる6人の選
択

永原郁子, 西
尾和子著/の
だますみ漫

いのちのこと
ば社<フォレ
ストブックス> 1階東側漫画

369.42/F73/
2021 000130972

後悔しない保育園・こども園の選び方 : 子どもにとって大切な12の
視点

普光院亜紀
著 ひとなる書房 2階西側

369.42/Z3/2
022 000130958

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3版

全国保育
サービス協
会監修

中央法規出
版 2階西側

    新 着 情 報 2022年 4月13日

　【0--】　総　記

　【1--】　哲　学　

　【2--】　歴　史　

　【３--】　社会科学



369.43/A83/
2021 000131005

子どものための児童相談所 : 児童虐待と子どもへの政治の無関心
を超えて

浅井春夫編
著/山野良
一, 川松亮,

自治体研究
社 2階西側

369.43/SH17
/2021 000131068 社会的養護入門

芝野松次郎,
新川泰弘, 山
川宏和編著

ミネルヴァ書
房 2階西側

369.43/TA84
/2021 000130959

児童養護施設という私のおうち : 知ることからはじめる子どものた
めのフェアスタート

田中れいか
著 旬報社 2階西側

370.5/MO31
/2021-
ko/2022

000131049
学校基本調査報告書 : 高等教育機関 令和3年度

文部省大臣
官房調査統
計課編

大蔵省印刷
局 1階西側参考

370.5/MO31
/2021-
sh/2022

000131048

学校基本調査報告書 : 初等中等教育機関 専修学校・各種学校編
令和3年度

文部省大臣
官房調査統
計課編

大蔵省印刷
局 1階西側参考

371.4/Y55/2
021 000130965

子どもが行為を紡ぐとき : ルーティンの獲得と実行機能の発達心理
学研究 柳岡開地著

ナカニシヤ
出版 2階西側

371.45/N61/
2021 000130983

子どもの「やり抜く力」を育むワークブック : 認知療法のスキルで身
につく成長型マインドセットとレジリエンス

イライザ・ネ
ボルジーン
著

岩崎学術出
版社 2階西側

376.1/I43/20
21 000131056

ことばから見る子どもの育ち : エピソードから読み解く (ひかりのく
に保育ブックス:28) 今井和子著 ひかりのくに 2階西側

376.1/KI41/
2021 000130968

保育で使える言葉がけ : シーン別実例250 (現場で役立つ会話術)
木梨美奈子
監修 つちや書店 2階西側

376.1/KO61
/2021 000131006

遊び心でコミュニティーの再生を : 世代を超えて子どもの発想に学
ぶ地域づくり

小松歩編著/
麻生武 [ほ
か] 著

新読書社 2階西側
376.1/MA77
/2022 000131004 ママがいい! : 母子分離に拍車をかける保育政策のゆくえ 松居和著

グッドブック
ス 2階西側

376.1/MI96/
2021 000130970

誰にも聞けなかった!保育者のいろいろお悩み相談 : 親の離婚・再
婚、外国籍家庭など対応力が上がる46のQ&A

水野智美, 西
村実穂著

中央法規出
版 2階西側

376.1/MU93
/2021 000130928 毎日の保育場面切り替えマニュアル

武藤篤訓編
著 成美堂出版 2階西側

376.1/O61/2
021 000130925 マンガで分かる!子どもって「いいね!」のみつけかた

大豆生田啓
友監修・文,
天野JACK画

ひかりのくに 2階西側
376.1/SU96/
2021 000130942

子どもの育ちを支える「気づく力」 : 保育者の自己成長を促す90の
ポイント 鈴木八朗著

中央法規出
版 2階西側

376.1/TA56/
2021 000130971 保育者の関わりの理論と実践 : 保育の専門性に基づいて 改訂 高山静子著 郁洋舎 2階西側
376.1/TA91/
2021 000130930 幼児教育・保育のための教育方法論

垂見直樹, 池
田竜介編著

ミネルヴァ書
房 2階西側

376.1/U32/2
021 000130927 コンパス子ども理解 : エピソードから考える理論と援助

上田敏丈, 香
曽我部琢編
著/飯島典子

建帛社 2階西側
376.1/Y79/2
021 000130960

生活とあそびから見る「10の姿」まるわかりBOOK : 子どもの育ちを
サポート! (ナツメ社保育シリーズ) 横山洋子著 ナツメ社 2階西側

376.11/A37/
2021 000131012

子どもの姿からはじめる領域・表現 (シリーズ知のゆりかご : イメー
ジを学びの翼に)

淺野卓司編

みらい 2階西側
376.11/A53/
2022 000131013

なぜ?から探る子ども理解と援助 (シリーズ知のゆりかご : イメージ
を学びの翼に)

青木紀久代
編 みらい 2階西側

376.11/MA8
1/2021 000130929

保育の心理学演習ブック 第2版 (よくわかる!保育士エクササイズ:4)
大野雄子
[ほか] 著

ミネルヴァ書
房 2階西側

376.11/SA45
/2021 000130962 子どもの「こころ」をのぞいてみる (イラストBookたのしい保育)

佐久間路子
編著 ぎょうせい 2階西側

376.11/SU73
/2021 000130964

「おんなじ」が生み出す子どもの世界 : 幼児の同型的行動の機能
砂上史子著

東洋館出版
社 2階西側

376.11/Y91/
2021 000130932 はじめて学ぶ保育原理 新版

吉見昌弘, 斎
藤裕編著 北大路書房 2階西側

376.12/O28/
2021 000130943

テ・ファーリキ : 完全翻訳・解説 : 子どもが輝く保育・教育のひみつ
を探る : ニュージーランド乳幼児教育カリキュラム

大橋節子
[ほか] 監訳・
編著/神代典

建帛社 2階西側
376.123/A79
/2021 000130933 幼児から民主主義 : スウェーデンの保育実践に学ぶ

エリサベス・
アルネール,
ソルヴェイ・

新評論 2階西側
376.127/Y16
/2022 000130969

ニュージーランドの保育園で働いてみた : 子ども主体・多文化共
生・保育者のウェルビーイング体験記 谷島直樹著

ひとなる書房

2階西側
376.14/H72/
2021 000130936 こどもがあそべる木と草花 : 園庭づくりのヒントがいっぱい

廣瀬泰士, 林
由加里著

小学館スク
ウェア 2階西側

376.14/KA86
/2021 000130934

子どもの健康と安全 (新保育ライブラリ. 保育の内容・方法を知る)
加藤則子, 菅
井敏行編著 北大路書房 2階西側

376.14/MI64
/2021 000130941

感染症最新マニュアル : 保育現場で役立つ : 予防策から心のケア
まで

三石知左子
総監修

チャイルド本
社 2階西側

376.14/MO1
2/2022 000131014

mocaちゃんの保育のコツ大全 : 保育士さんの現場・日常で「困っ
た!」に役立つ

mocaちゃん
著 KADOKAWA 2階西側

376.14/SE27
/2021 000131016 保育者論 : 共感・対話・相互理解

関口はつ江,
田中三保子,
西隆太朗著

萌文書林 2階西側



376.14/SH66
/2021 000130940

評判の保育園の始め方と経営改善術 : 園児・保護者保育士みんな
の笑顔があふれる!

篠田英也著 秀和システ
ム 2階西側

376.14/TO4
1/2021 000131015

子育て支援・保護者支援 (保育士等キャリアアップ研修シリーズ:6)
徳永聖子, 佐
藤恵, 柏女霊
峰編著

萌文書林 2階西側
376.14/U45/
2021 000130935 コンパス保育者論

上野恭裕 米
谷光弘編著/
飯野祐樹

建帛社 2階西側
376.15/A12/
0/2022 000130991

保育の質が高まる!0歳児の指導計画 : 子ども理解と書き方のポイ
ント

阿部和子, 山
王堂惠偉子
編著

中央法規出
版 2階西側

376.15/A12/
1/2022 000130990

保育の質が高まる!1歳児の指導計画 : 子ども理解と書き方のポイ
ント

阿部和子, 山
王堂惠偉子
編著

中央法規出
版 2階西側

376.15/A12/
2/2022 000130989

保育の質が高まる!2歳児の指導計画 : 子ども理解と書き方のポイ
ント

阿部和子, 山
王堂惠偉子
編著

中央法規出
版 2階西側

376.15/A12/
3/2022 000130988

保育の質が高まる!3歳児の指導計画 : 子ども理解と書き方のポイ
ント

阿部和子, 山
王堂惠偉子
編著

中央法規出
版 2階西側

376.15/A12/
4/2022 000130987

保育の質が高まる!4歳児の指導計画 : 子ども理解と書き方のポイ
ント

阿部和子, 山
王堂惠偉子
編著

中央法規出
版 2階西側

376.15/A12/
5/2022 000130986

保育の質が高まる!5歳児の指導計画 : 子ども理解と書き方のポイ
ント

阿部和子, 山
王堂惠偉子
編著

中央法規出
版 2階西側

376.15/H81/
0・1/2021 000131007

保育サポートブック0・1歳児クラスの教育 : 指導計画から保育ド
キュメンテーションまで 改訂版 (プリプリbooks)

保育総合研
究会監修

世界文化ワ
ンダークリエ
イト/世界文

2階西側
376.15/H81/
2/2021 000131008

保育サポートブック2歳児クラスの教育 : 指導計画から保育ドキュメ
ンテーションまで 改訂版 (プリプリbooks)

保育総合研
究会監修

世界文化ワ
ンダークリエ
イト/世界文

2階西側
376.15/H81/
3/2021 000131009

保育サポートブック3歳児クラスの教育 : 指導計画から保育ドキュメ
ンテーションまで 改訂版 (プリプリbooks)

保育総合研
究会監修

世界文化ワ
ンダークリエ
イト/世界文

2階西側
376.15/H81/
4/2021 000131010

保育サポートブック4歳児クラスの教育 : 指導計画から保育ドキュメ
ンテーションまで 改訂版 (プリプリbooks)

保育総合研
究会監修

世界文化ワ
ンダークリエ
イト/世界文

2階西側
376.15/H81/
5/2021 000131011

保育サポートブック5歳児クラスの教育 : 指導計画から保育ドキュメ
ンテーションまで 改訂版 (プリプリbooks)

保育総合研
究会監修

世界文化ワ
ンダークリエ
イト/世界文

2階西側
376.15/MO3
1/2021 000131017

幼児の思いをつなぐ指導計画の作成と保育の展開 : 令和3年2月
文部科学省
[編]

チャイルド本
社 2階西側大型

376.154/KO
57/2021 000130967 保育内容「環境」 : 事例と演習でよくわかる

駒井美智子,
横山文樹編
著

中央法規出
版 2階西側

376.154/SA7
5/2017 000131057 エピソードから楽しく学ぼう環境指導法 改訂版

佐々木由美
子編著/及川
留美 [ほか]

創成社 2階西側
376.156/A12
/2021 000130946 保育に役立つあそびのアイデア

阿部直美, 浅
野ななみ著 成美堂出版 2階西側

376.156/G16
/2022 000130944

3.4.5歳児せいさくあそび120 : 子どもが主体的に楽しむ季節と行事
の製作 (保育力UP!)

学研教育み
らい編著/リ
ボングラス編

学研教育み
らい/学研プ
ラス(発売) 2階西側

376.156/I55/
2021 000130966 かわいい!たのしい!まるっとシアターあそびBOOK

井上明美編
著/イシグロ
フミカイラスト

自由現代社
(発売) 2階西側

376.156/MO
66/2022 000130945

0歳児から5歳児運動遊び12か月 : 発達に合わせた指導例を写真
で紹介 (新幼児と保育BOOK) 森田陽子著 小学館 2階西側

376.156/SA7
5/2021 000130948 保育で使えるからだの土台を作る運動遊び100

佐々木祥子
著/柏原成年
協力

中央法規出
版 2階西側

376.157/A12
/2022 000130947

初めてでも弾ける保育のうた春夏 : 阿部直美のピアノ楽譜集 (プリ
プリbooks) 阿部直美著

世界文化ワ
ンダークリエ
イト/世界文

2階西側
376.157/I55/
2021 000130995 たのしくできる!密にならずにみんなであそべる保育のネタ集

井上明美編
著

自由現代社
(発売) 2階西側

376.157/KA4
1/2021 000131058

カモさんのかわいいペープサート : すぐに使える! (しんせい保育の
本) カモ著 新星出版社 2階西側

376.157/KI5
3/2021 000130994

離れてあそぼう : 3歳・4歳・5歳児 : 拠点を増やしたあそびの方法
桐川敦子著

東洋館出版
社 2階西側

376.157/MI8
4/2021 000130992 発達を支える「遊び」づくり (イラストBookたのしい保育)

宮田まり子,
野澤祥子著 ぎょうせい 2階西側

376.157/N87
/2021 000130996

実践!0・1・2歳児わくわく手作りおもちゃ : 発達に合った (ナツメ社保
育シリーズ)

西坂小百合
監修 ナツメ社 2階西側

376.157/SE1
9/2021 000131059

保育のピアノ伴奏12か月人気156曲 : やさしいアレンジで楽しく弾
ける! 新版

西東社編集
部編 西東社 2階西側

376.157/TA1
9/2021 000130926 保育内容健康 : デジタル社会の子どもの育ちを支える

田口喜久恵
編著 北大路書房 2階西側

376.158/F85
/2021 000130997 0-6歳児「言葉を育てる」保育

福山多江子
[ほか] 編著

東洋館出版
社 2階西側

376.158/MA
42/2022 000130949 保育学生のための「幼児と言葉」「言葉指導法」

馬見塚昭久,
小倉直子編
著

ミネルヴァ書
房 2階西側

376.158/Z3/
2021 000131018

文学で育ちあう子どもたち : 絵本・あそび・劇 (保育問題研究シリー
ズ)

全国保育問
題研究協議
会編 新読書社 2階西側



378/F82/20
21 000130998

気になる子の「できる!」を引き出すクラスづくり : 実行機能を活かし
て育ち合うための保育のコツ 福岡寿著

中央法規出
版 2階西側

378/I88/202
2 000131069 インクルーシブ保育論 第2版 (Minervaはじめて学ぶ保育:9)

伊丹昌一編
著

ミネルヴァ書
房 2階西側

378/KO12/2
021 000130993

運動・遊び・学びを育てるムーブメント教育プログラム100 : 幼児教
育・保育、小学校体育、特別支援教育に向けて

小林芳文
[ほか] 編著 大修館書店 2階西側

378/Z5/202
1 000130951 障害児保育演習ブック (よくわかる!保育士エクササイズ:9)

増南太志編
著/松本峰雄
監修

ミネルヴァ書
房 2階西側

378.8/I84/20
22 000131001

発達障害のある子へのことば・コミュニケーション指導の実際 : 評
価からスタートする段階的指導 改訂第2版

湯汲英史編
集

診断と治療
社 2階西側

378.8/KU76/
2021 000130953

赤ちゃんの発達障害に気づいて・育てる完全ガイド : 対象:0歳〜3
歳 新版 (健康ライブラリー:スペシャル) 黒澤礼子著 講談社 2階西側大型

378.8/MI81/
2021 000130954

発達障害の子どもが元気になるやさしい言葉かけ : コロナ以後に
も気をつけたい言葉の選び方・使い方 : 子どもが伸びる、ほめ方・
しかり方がわかる本

宮尾益知監
修

河出書房新
社 2階西側

378.8/N52/2
021 000130999

生きづらさを抱えた子の本当の発達支援 コミュニケーションと自己
コントロール編 (これからの保育シリーズ:10) 成沢真介著 風鳴舎 2階西側

378.8/N97/2
021 000131000

発達障害のこどもを行き詰まらせない保育実践 : すべてのこどもに
通じる理解と対応 野藤弘幸著 郁洋舎 2階西側

378.8/SA38/
2021 000130924

パンツを脱いじゃう子どもたち : 発達と放課後の性 (中公新書ラク
レ:745) 坂爪真吾著

中央公論新
社 2階西側

378.8/TA84/
2021 000130952

発達障害の子どもの生活の工夫と伸ばす言葉がけ : イラスト図解
田中康雄監
修 西東社 2階西側

378.8/W17/2
021 000130950

気になる子の保育Q&A46 : 子ども理解から援助へ (保カリ
books:56) 若林千種著 ひかりのくに 2階西側

379.9/MO66
/2021 000130961 子どもと大人の「共育」論 : 「自分で考える力」を無理なく育む

森田昭仁
[著]

クロスメディ
ア・パブリッ
シング/イン

2階西側

413.3/B41/2
022 000131072

微分と積分 : 基礎から応用まで、考え方がしっかり身につく 改訂第
3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

440/U25/20
22 000130937

宇宙のすべて : 多様な天体の姿と、歴史の全容がわかる決定版
(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

443.5/F97/2
022 000131028

ブラックホール : 宇宙最大の謎はどこまで解明されたか (中公新
書:2685)

二間瀬敏史
著

中央公論新
社 2階東側

450/MA43/2
022 000130938

学びなおし中学・高校の地学  : 中学から高校までの地学が、楽し
みながらよくわかる (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

457.87/SH59
/2022 000131073

新・ビジュアル恐竜事典 : 恐竜の見た目、種類、生態がよくわかる
(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

463/Z3/202
2 000131074

ゼロからわかる人体と細胞 : 形も役割も多種多様生命を支える細
胞を一挙紹介 改訂第2版 (ニュートン別冊) (Newtonムック)

ニュートンプ
レス 2階東側大型

469.2/SH66/
2022 000131026

人類の起源 : 古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」 (中
公新書:2683) 篠田謙一著

中央公論新
社 2階東側

492.1/KA62/
2022 000130939

からだの検査数値 : 検診データの正しい意味と、病気のサイン・予
防法がわかる 改訂第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

498.14/O74/
2019 000131076

患者接遇パーフェクト・レッスン : ケーススタディで学ぶ : 患者応対
マナーのランクアップ教本 改訂新版

小佐野美智
子著 医学通信社 2階東側

498.16/I26/2
020 000131075

医療の質向上&指導監査・第三者機能評価のための診療記録監
査の手引き : 電子カルテ版 : 診療部・看護部・診療技術部・事務部
の諸記録-「監査点検表」

飯田修平, 柳
川達生編著/
練馬総合病

医学通信社 2階東側

543.5/TO93
/2022 000131065

フォト・ルポルタージュ福島人なき「復興」の10年 (岩波ブックレッ
ト:No. 1060) 豊田直巳著 岩波書店 2階東側

800/A12/20
21 000130978 病んだ言葉癒やす言葉生きる言葉 阿部公彦著 青土社 2階東側
835/SA94/2
022 000131027 中学英語「再」入門 : 日本語と比べて学ぶ14講 (中公新書:2684) 澤井康佑著

中央公論新
社 2階東側

914.6/Y34/2
021 000130982 挑戦 : 常識のブレーキをはずせ

山中伸弥, 藤
井聡太著 講談社 2階東側

914.68/C66/
2021 000130979 少女たちの戦争

中央公論新
社編

中央公論新
社 2階東側

923.7/R32/2
021 000130980 アルタイの片隅で

李娟著/河崎
みゆき訳

インターブッ
クス 2階東側

　【5--】　技　術

　【8--】　言　語

　【9--】　文　学

　【4--】　自然科学



PIC/316.1/F
57/2015 000130914 えほん障害者権利条約 (しょうがいしゃけんりじょうやく)

ふじいかつ
のり作/里圭
絵

汐文社 2階東側絵本
PIC/378/P7
6/2001 000130916 ありがとう、 フォルカーせんせい (海外秀作絵本:6)

パトリシア・
ポラッコ作・
絵/香咲弥須

岩崎書店 2階東側絵本
PIC/452.9/K
A27/2018 000130917 みずとはなんじゃ?

かこさとし作
/鈴木まもる
絵

小峰書店 2階東側絵本
PIC/498.1/N
84/2013 000130912 アントンせんせい (講談社の創作絵本) 西村敏雄作 講談社 2階東側絵本
PIC/498.5/Y
92/2014 000130910 給食番長

よしながこう
たくさく 好学社 2階東側絵本

PIC/519.4/L
88/2020 000131052 プラスチックのうみ

ミシェル・
ロード作/
ジュリア・ブ

小学館 2階東側絵本
PIC/519.4/M
A82/2020 000131024 くじらのおなら

まつむらまさ
き, 京都産業
大学宮木研

京都新聞出
版センター 2階東側絵本

PIC/546.2/K
A31/2016 000131050 まよなかのせんろ 鎌田歩著 アリス館 2階東側絵本
PIC/913.8/M
A77/2015 000130955 サンパギータのくびかざり

松居友文/ボ
ン・ペレス絵 今人舎 2階東側絵本

　絵　本


