
あかね書房

ふみもと子供将棋教室の強くなる詰め将棋
文本力雄・監修
砂村洋輔・執筆協力

9784251096029 2019年6月15日
将棋を始めたばかりの子どもでも必ず強くなれる、藤井聡太が通った「ふみもと子供将棋教
室」の新作詰め将棋80問!

わかったさんのこんがりおやつ
寺村輝夫・原文
永井郁子・企画・構成・絵

9784251037916 2017年9月29日
お菓子作りにチャレンジしよう！「クッキー」「ドーナツ」「アップルパイ」を紹介。新しいこんが
りレシピが入ったかわいい絵本。

わかったさんのひんやりスイーツ
寺村輝夫・原文
永井郁子・企画・構成・絵

9784251037923 2017年9月29日
お菓子作りにチャレンジしよう！「シュークリーム」「プリン」「アイスクリーム」を紹介。新しい
ひんやりレシピが入った楽しい一冊。

わかったさんのふんわりケーキ
寺村輝夫・原文
永井郁子・企画・構成・絵

9784251037930 2017年9月29日
お菓子作りにチャレンジしよう！「ホットケーキ」「ショートケーキ」「クレープ」「マドレーヌ」。新
しいふんわりレシピもたくさん紹介。

亜紀書房

認知症を予防する食事 川口美喜子 9784750516400 2020年4月21日
新の知見をふまえつつ、栄養価だけの食事指導ではない、手抜きをして、ラクに続ける食

事法を「がんと栄養」分野の第一人者が伝授。

今すぐソーシャルメディアの
アカウントを削除すべき10の理由

ジャロン・ラニアー 著
大沢 章子 訳

9784750515847 2019年4月24日
ソーシャルメディアはあなたを不幸にする！蔓延するフェイクニュース、泥沼化するネット依
存を断ち切るために。

偕成社

はじめての手話（1）
矢沢国光、長谷川純子・文
石森愛彦・写真

9784035432401 2000年3月24日
耳に障害のある人の言葉・手話の本。手や顔の表情を使って話をする手話を、楽しみなが
らおぼえられるように構成しました。

はじめての手話（2）
矢沢国光、長谷川純子・文
石森愛彦・写真

9784035432500 2000年3月24日
耳に障害のある人の言葉・手話の本。楽しみながら手話をおぼえられます。指文字や手話
の歌も収録。初歩の手話が習得できます。

DVD手話で楽しむ絵本 手話語り手＝早瀬憲太郎 9784030981508 2020年9月15日
『ノンタンがんばるもん』『ともだちや』『しゅわしゅわ村のおいしいものなーに？』の3つの絵本
を手話で読む、動画の誕生！　53分。

風間書房

アジアの中の日本文化―ことば・説話・芸能― 名古屋市立大学日本文化研究会 編 9784759922998 2019年12月25日
ふりがなとは何か、どこから来たか。三種の神器の草薙剣とは何か。台湾と甲子園との関
係は。この一冊で日本文化がもっと面白くなる。

イギリス絵本留学滞在記―現代絵本の源流ウォル
ター・クレインに魅せられて―

正置友子 9784759921649 2017年1月31日
54歳で英国へ旅立つ。美しいウォルター・クレインの絵本と出会い、絵本の研究に没頭。6年
間の留学生活と学び・研究の日々を綴る。

データで読む日本文化―高校生からの文学・社会
学・メディア研究入門―

成蹊大学文学部学会 編
小林盾・吉田幹生 責任編集

9784759920826 2015年3月31日
和食、昭和のスター、恋愛などの切り口から、豊富な写真やグラフを用いて日本文化の謎を
読み解く。グローバル時代の新しい教養。

大学生のための日本語表現実践ノート 改訂版 米田明美・藏中さやか・山上登志美 9784759917772 2010年3月15日
日本語表現力アップを目的とする書き込み式ワークブック。読む・書く・話すの３つのポイント
を学ぶ。マメ知識・クイズ・コラム付き。

マイクロカウンセリング技法―事例場面から学ぶ― 福原眞知子 監修 9784759916379 2007年7月31日
マイクロカウンセリング技法をわかりやすく解説。本文に掲載された事例場面（介護問題、
親子関係、いじめ、DV）をDVDに収録。

柏書房

古文書をはじめる前の準備講座 吉田豊 9784760133321 2008年6月10日
現在から明治時代までの時代をさかのぼりながら、徐々に古文書を読む際に必須となる旧
字･旧かなが分かりやすく学べる超入門書。

古文書はじめの一歩 油井宏子 9784760133185 2008年5月10日
古文書をスタートしたい人はまずこの本！くずし字が見る間に頭に入りパズルのように解け
ていく、 強にして 軽量の入門書。

今のことばで覚える 初めてのくずし字 齋藤均　柏書房編集部 9784760147397 2016年8月25日
今のことばを昔のくずし字で表記したクイズを解くことで、昔のひらがなに親しみくずし字が
音読できるようになるライトな入門書。

ホロコーストを学びたい人のために
ヴォルフガング・ベンツ
中村浩平　中村仁

9784760140930 2012年3月25日
発端となるヴァンゼー会議から大量虐殺までに生起した広範な現象から、ホロコースト理解
に必要なポイントをまとめた定評のテキスト。

河出書房新社

シューマンズ　バー　ブック チャールズ・シューマン 9784309279213 2018年2月19日 世界中のバーテンダーから尊敬される著者のバイブルが待望の新装復刊。

新ワイン学入門 山本　博 9784309285818 2016年7月22日
品種、醸造法、産地、生産者、そのどれが違ってもワインはまったく別のものになる。その謎
を解き明かし、目眩くワインの迷宮へ導く。

神田松之丞　講談入門 神田松之丞 9784309279589 2018年8月1日
神田松之丞が案内する深くて豊かな講談の世界。松之丞全持ちネタ「演目解説」、人間国
宝・一龍斎貞水が語る講談史など。

義太夫を聴こう 橋本　治 9784309276502 2015年10月19日
日本人の不幸と幸せのドラマが鳴り響く、義太夫こそわたしたちの心の音楽だ！　知の巨人
にして、古典芸能の 高のナビゲーターによる義太夫入門書。

スイミング・サイエンス
G・ジョン・マレン 編
黒輪　篤嗣 訳

9784309253831 2018年7月17日
高の泳ぎには何が必要か。水泳の技術、トレーニングから、食事やけがの予防とリハビリ

まで。すべてのスイマー必読のガイド。

ランニング・サイエンス
ジョン・ブルーワー 著
菅　しおり 訳

9784309278513 2017年10月20日
短距離からウルトラマラソンまで、あらゆる距離の種目に貢献できる、ランナーのための究
極の科学。初のビジュアル図解決定版

サイクル・サイエンス
マックス・グラスキン 著
黒輪篤嗣 訳  作場　知生 監訳

9784309273921 2013年6月26日
あらゆるタイプの自転車とサイクリストにあてはまる科学的な原理を徹底解説。すべての自
転車愛好家に贈る、究極のスポーツ科学本！

漢字で覚える韓国語 市吉則浩 9784309026381 2017年11月21日
実は韓国語の単語の７割以上が漢字語。本書は漢字とハングルを並記しているので初心
者でも簡単に覚えられます。

勁草書房

引用する極意　引用される極意 林紘一郎・名和小太郎 9784326000333 2009年4月15日
著作権の作法を守り且つ頻繁に引用される論文を書くには。文系にも理系にも、学生にも教
師にも。事例をもとにわかりやすく説明する。

社会科学系のための「優秀論文」作成術 川﨑 剛 9784326000340 2010年4月2日
「論文ってどう書けばいいんだ？」と一度でも悩んだことのある、社会科学の学徒たちへ。他
人に差をつけるノウハウ、教えます。

大学での学び方 東谷 護 9784326653249 2007年4月1日
高校までの勉強と大学での学びはどう違うか。受身型勉強から表現する学問的姿勢への架
け橋として「考える」方法を具体的に解説する。

民法案内　１　私法の道しるべ　第二版 我妻榮著　遠藤浩・川井健補訂 9784326498444 2013年2月15日
「法律を学ぶには暗記ではなく理解すること」「講義には必ず出席すること」など、法律学習
の方法や構えを大家が説いた不朽の名著。

いまこそ学ぼう、
いまこそ始めよう

やれることが限られてしまういまこそ、新しいことを始
めるチャンスです。世界にはまだ、あなたが知らない
ことがいっぱいある。学んで、発見して、そして、楽し
みましょう。

2020年03号 図書館クラブ通信 拡大版

図書館は本の森。

出版梓会は事典から絵本までユニークな本を丁寧に作る出版社の集まりです。

この栞では毎回テーマを決めて、

いまだからこそ、図書館と出版社が力を合わせて利用者が

ワクワクしてくれるような展示企画を作りませんか？
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政治学のリサーチ・メソッド
スティーヴン・ヴァン・エヴェラ著
野口和彦・渡辺紫乃訳

9784326301805 2009年7月15日
すぐれた論文を書くノウハウとは？　全米の大学で使われている定番テキストをついに完
訳。社会科学方法論のエッセンスを伝授します。

歴史から理論を創造する方法 保城広至 9784326302406 2015年3月20日
すぐれた研究をするための方法論とは？　理論志向の社会科学者と、歴史的事実を重視す
る歴史家の溝とは？　解決法を提示する！

幻戯書房

もう一つ上の日本史　古代～近世篇 浮世博史 9784864881913 2020年2月1日 歴史教科書は改訂の都度、アップデート。 新歴史教科書の成果で、主義主張に基づかな
い冷静な歴史を学び直し。「縄文時代にも農耕」

もう一つ上の日本史　近代～現代篇 浮世博史 9784864881920 2020年2月1日 歴史教科書は改訂の都度、アップデート。 新歴史教科書の成果で、歴史リテラシーをおさ
らい。「マッカーサーは失禁していない」

佼成出版社

はじめての韓国仏教　歴史と現在 佐藤　厚 9784333028139 2019年10月30日
韓国仏教の歴史と思想、そして現代韓国宜興事情を解説。知られざる韓国仏教文化（行
事、料理、音楽、映画）なども写真とともに紹介。

現代語訳はじめて読む法華経２８品 立松和平 9784333028146 2019年10月30日
親しみ溢れるみずみずしい表現で、僧侶や仏教学者が訳しきれなかった経典世界を新鮮か
つ真摯に現代語訳した著者の記念碑的な一冊。

50代からの疲れをためない小さな習慣 岸本葉子 9784333028214 2020年1月30日
岸本葉子氏が自らの経験を通して得た、無理せずゆるく生きるコツを具体的に伝授。心身
の不調を乗り越え楽しく生きるヒントが満載。

いつでもどこでもヨーガな暮らし 赤根彰子 9784333024971 2011年7月30日
忙しい人でも毎日少しずつ簡単にできるヨーガを、インド政府公認ヨーガ教師である著者が
紹介。疲れない体とへこまない心をつくる。

俳句ステップ！
おおぎやなぎちか・作
イシヤマアズサ・絵

 9784333028337 2020年8月30日
少ない言葉に思いをこめる俳句の魅力や、句会を通じて人と心を通わせる楽しさを描いた、
俳句入門にもぴったりの物語。

弘文堂

こども六法 山崎聡一郎 9784335357923 2019年8月30日
総ルビとやわらかいイラストでこどもの為の六法を解説。いじめや虐待で苦しむ子供たちに
法律という楯を知ってもらう為の一冊。

学生生活の法学入門 山下純司・深町晋也 ・高橋信行 9784335356988 2019年12月11日
学生生活を想像しながら楽しく法学が学べる入門書。学生生活で起こる様々なトラブルを素
材に、民法・刑法・行政法を解説する。

決算書はここだけ読もう＜２０２１年版＞ 矢島雅己 9784335450624 2020年9月15日
今こそチェックしたい、話題企業１２社の決算書を分析し、その読み方・考え方をやさしく簡
潔に解説した定番書籍の新年度版。

晶文社

野中モモの「ZINE」小さなわたしのメディアを作る 野中モモ 9784794971715 2020年3月30日
自らZINEを作り、紹介してきた著者が、自身の経験を語り、同じくZINEのとりこになった人た
ちの声を伝える。

税務経理協会

会計の得する知識と株式投資の必勝法 榊原正幸 9784419065911 2019年2月1日 指標とチャートで「わかる！」「できる！」「もうかる！」理論と実務を兼ね備えた“成功法則”

行政書士試験　 短合格術 遠田誠貴 著　竹内豊 監修 9784419065492 2018年7月1日 東大入試を「独学」で攻略した著者が立案する法律知識ゼロからの短期合格戦略。

図解　国際税務「超」入門　第２版 税理士法人　山田＆パートナーズ　監修 9784419065935 2018年12月20日
【「超」入門シリーズ】国際税務の全体像がわかる入門書の決定版！各制度の概要や趣旨
を図表を交えてわかりやすく解説。

図解　所得税法「超」入門　令和２年度改正 税理士法人　山田＆パートナーズ　監修 9784419067380 2020年7月30日
【「超」入門シリーズ】とっつきやすく、飽きずに、短時間で所得税法の考え方、全体像がわか
る入門書。

図解　法人税法「超」入門　令和２年度改正 税理士法人　山田＆パートナーズ　監修 9784419067397 2020年7月20日
【「超」入門シリーズ】とっつきやすく、飽きずに、短時間で法人税の考え方、全体像がわかる
入門書。

図解　消費税法「超」入門　令和２年度改正 税理士法人　山田＆パートナーズ　監修 9784419067403 2020年7月30日
【「超」入門シリーズ】とっつきやすく、飽きずに、短時間で消費税法の考え方、全体像がわか
る入門書。

図解　相続税法「超」入門　令和２年度改正 税理士法人　山田＆パートナーズ　監修 9784419067410 2020年7月20日
【「超」入門シリーズ】とっつきやすく、飽きずに、短時間で相続税法の考え方、全体像がわか
る入門書。

イチからはじめる　法人税実務の基礎　第４版 菅原英雄 9784419065744 2019年6月20日
「法人税の勉強はしたけれど初めて実務に接する人」を対象にした本。理論がどのように実
務とつながるのかが肌で実感できる。

イチからはじめる　所得税実務の基礎 田口 渉 9784419066147 2019年8月1日
所得税の勉強をしていてもいなくても、実務は初めての方に。所得税の基本から、確定申告
書のどこにつながるのかがわかる。

イチからはじめる　相続税実務の基礎 鹿志村裕 9784419066437 2019年11月1日
他税目以上に、顧客との信頼関係の構築が必要な相続税。受任から調査対応までの全般
につき、多岐にわたる留意点をていねいに解説。

人生で損しないお金の授業 島田雄左 9784419067502 2020年9月1日
住宅ローン破たん寸前でも生活は立て直せる！　借金解決に必要な知識と、学校では教え
てくれないお金の教養。

「できる！」経理担当者入門
一夜漬け消費税　第４版

金井恵美子 9784419066529 2020年1月30日
消費税実務入門の決定版！知らないではすまされない消費税実務の「キソ」を、実務経験
豊富な著者がコンパクトに解説した入門書。

筑摩書房

高校生からの統計入門 加藤久和 9784480689597 2016年5月9日
データを分析し、それをもとに論理的に考えることは、現代人に欠かせない素養である。使
える統計思考を身につけよう！

現代の金融入門 [新版] 池尾和人 9784480065292 2010年2月10日
情報とは何か。信用はいかに創り出されるのか。金融の本質に鋭く切り込みつつ、平明か
つ簡潔に解説した定評ある入門書。

現代語訳 論語と算盤 渋沢 栄一/ 守屋 淳(訳) 9784480065353 2010年2月8日
資本主義の本質を見抜き、日本実業界の礎となった渋沢栄一。経営・労働・人材育成など、
利潤と道徳を調和させる経営哲学には、今なすべき指針がつまっている。

哲学入門 戸田山和久 9784480067685 2014年3月5日
言葉の意味とは何か。私たちは自由意志をもつのか。人生に意味はあるか…哲学の中心
問題を科学が明らかにした世界像の中で考え抜く。

学問のすすめ 現代語訳 福澤諭吉/斎藤 孝 (訳) 9784480064707 2009年2月9日
世のために動くことで自分自身も充実する生き方を示し、激動の明治時代を導いた大ベスト
セラーから、今すべきことが見えてくる。

教養としての政治学入門 成蹊大学法学部 編 9784480072115 2019年3月6日
政治史・政治理論・国際政治・福祉・行政学・地方自治などの専門研究者が12のテーマで初
学者を導く政治学への道案内。

集合論入門 赤 攝也 9784480095886 2014年3月10日
「ものの集まり」という素朴な概念が生んだ奇妙な世界、集合論。部分集合・空集合などの
基礎から連続体や順序数の深みへと誘う。

哲学入門
バートランド ラッセル
高村 夏輝 (訳)

9784480089045 2005年3月1日
誰にも疑えない確かな知識など、この世にあるのだろうか。近代哲学が問い続けてきた諸
問題を明確に説く哲学入門書の 高傑作。

整体入門 野口 晴哉 9784480037060 2002年6月1日
日本の東洋医学を代表する著者による初心者向け野口整体のポイント。体の偏りを正す基
本の「活元運動」から目的別の運動まで。

入門 近代仏教思想 碧海寿広 9784480069115 2016年8月4日
 近代日本の思想は、西洋哲学と仏教の出会いの中に生まれた。井上円了らの思考を掘り
起こし、その深く広い影響を解明する。

プラグマティズム入門 伊藤邦武 9784480068705 2016年1月6日
いま も注目されるプラグマティズム。アメリカにおける誕生から 新の研究動向まで、その
全貌を明らかにする決定版入門書。

カント入門 石川文康 9784480056290 1995年5月1日
『純粋理性批判』を中心に、その哲学の核心を平明に読み解くとともに、哲学者の内面のド
ラマに迫り、生き生きとしたカント像を描く。

日本人のためのイスラエル入門 大隅 洋  9784480073037 2020年3月6日
宗教と伝統が息づく中東の小国はいかにしてイノベーション大国となったのか？現役外交官
がその秘密を語り尽くす！

中東政治入門 末近浩太 9784480073440 2020年9月9日
パレスチナ問題、アラブの春、シリア内戦、イスラーム国、石油の呪い…中東が抱える複雑
な問題を正しく理解するための決定版入門書。

LGBTを読みとく ─クィア・スタディーズ入門 森山至貴 9784480069436 2017年3月6日 広まりつつあるＬＧＢＴという概念。正確な知識を得るための教科書。

高校生のための経済学入門 小塩 隆士 9784480059369 2002年3月1日
日本の高校では経済学をきちんと教えていないようだ。本書では、実践の場面で生かせる
経済学の考え方をわかりやすく解説する。

倫理学入門 宇都宮 芳明 9784480099044 2019年2月8日
倫理学こそ哲学の中核をなす学問だ。カント研究の大家が、古代ギリシアから始まるその歩
みを三つの潮流に大別し、簡明に解説する。

現代思想の教科書 石田英敬 9784480092793 2010年5月10日
今日我々を取りまく〈知〉は、4つの「ポスト状況」から発生した。言語、メディア、国家等、
重要論点のすべてを一から読む！

増補 複雑系経済学入門 塩沢由典 9784480099785 2020年5月12日
経済政策を間違えるは、経済学の理論と現実認識に重大な誤りがあるからだ。複雑な世界
を複雑なまま理解する新しい経済学が今、始まる。
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功利主義入門―はじめての倫理学 児玉 聡  9784480066718 2012年7月1日
「よりよい生き方のために常識やルールをきちんと考えなおす」技術としての倫理学におい
て「功利主義」は 有力のツールである。

ラカン入門 向井雅明 9784480096760 2016年3月9日
 複雑怪奇きわまりないラカン理論。だが、概念や理論の歴史的変遷を丹念に辿れば、その
全貌を明快に理解できる。

はじめての哲学的思考 苫野一徳 9784480689818 2017年4月5日
なぜ人を殺してはならないの?生きる意味とは何だろう?人生の問いから社会の難問まで力
強く「解き明かす」哲学の考え方を知ろう。

東京書籍

自分のこころとうまく付き合う方法 アリス・ジェームズ、ルーイ・ストウェル 9784487813629 2020年3月25日
SNS、学校、恋、友達、ジェンダー、セクシャリティ、家族……悩める10代のメンタルを守り整
え、生きやすくする！

ネットとSNSを安全に使いこなす方法 ルーイ・ストウェル 9784487813612 2020年4月9日
インターネットの基本とマナー、友情とSNS、ネットいじめ、ネットとお金など、10代で身につ
けたいネット上での危機管理対策。

お金の仕組みを知りかしこく扱う方法 ジェーン・ビンハム、ホール・バシー 9784487813636 2020年6月4日
お金の管理、予算の立て方、貯金、投資、お金を稼ぐ方法など10代が賢くお金が使える大
人に成長するための知識が満載。

ぼくのワインができるまで 玉村豊男 9784487804946 2019年6月24日
自らもワイナリーのオーナーであるエッセイスト・玉村豊男が絵と文で指南する「貧乏な」ワ
イナリーオーナーになる方法。

コンピュータ、どうやってつくったんですか？ 川添 愛 978448711892 2018年8月25日
０と１だけでなぜコンピュータは複雑な計算ができるのか？　そんな疑問に答えてくれる世界
で一番わかりやすいコンピュータの本。

iPS細胞の研究室 京都大学iPS細胞研究所国際広報室（編） 9784487813001 2020年4月1日
iPS細胞の基礎知識から 先端の研究まで中学生からでもわかりやすく読みやすく解説しま
す。

プラスチックの現実と未来へのアイデア 高田秀重（監修） 9784487812608 2019年8月26日
環境汚染問題など、現状をつまびらかにし、これから進めるべきポストプラスチックの世界を
実現するためのアイデアを提案。

日本教文社

形から入って技と心を磨け 村上哲大 9784531062669 1995年1月25日 自分のやりたいことがわかる本。

達人のサイエンス
ジョージ・レナード（著）
中田康憲（訳）

9784531080786 1994年2月25日 成功するためのコツ。くじけそうになった時に読んで欲しい一冊。

華麗型シニアライフのすすめ 松尾友重 9784531061983 1989年4月21日 定年は単なる通過点。30代からの自助型シルバーライフのノウハウを紹介。

あなたもできるエコライフ 南野ゆうり 9784531063772 2002年11月28日 誰でもすぐできるエコライフの例をイラストを交えながら紹介。

あなたもできるエコライフ2 南野ゆうり 9784531063932 2004年8月30日 誰でもすぐできるエコライフの例をイラストを交えながら紹介。

書いて愛される女になる 森美笛 9784531063352 1999年8月15日 ”書く”事の効用は計り知れない。自分を磨きたい人への素敵な文筆のすすめ。

「いい顔」のつくり方 高戸ベラ 9784531063468 2000年㋄25日 容貌と表情を変えると人生が一変する。「いい顔」づくりの原理とワークを一挙公開。

石仏を彫る 長岡和慶 9784531063543 2001年10月21日
著者の代表作の写真二百余枚とエピソードを交えた建立記。原石から完成までの連続写真
も掲載。

こころの甲羅をはずしませんか 菅原はるみ 9784531063321 1999年7月15日 こころの傷を癒し、本当の自分と出会えるイメージ・レッスン。

フランクルに学ぶ 斉藤啓一 9784531063475 2000年6月15日
ナチ収容所での極限状態を生き抜いた精神科医フランクル。その体験から生まれた勇気と
愛に満ちた30のメッセージ。

ブーバーに学ぶ 斉藤啓一 9784531063895 2003年12月20日
イスラエルとアラブの和解に生涯を捧げたブーバーの「対話の哲学」から学ぶ、日々の生活
で幸せな人間関係に至るための知恵30章。

日本実業出版社

本を読む人だけが手にするもの 藤原和博 9784534053176 2015年9月28日
教育、ビジネスの両面で活躍する著者だからこそ語ることができる「人生における読書の効
能」

学問のしくみ事典 日本実業出版社 9784534053688 2016年3月18日
人文科学から社会科学、自然科学、文化芸術までさまざまな学問の歴史とつながりがわか
る一冊。

教養として知っておきたい「民族」で読み解く世界史 宇山卓栄 9784534055583 2018年1月24日
人種や血統を手がかりに読み直せば、すべてがわかる！　民族という視点で迫る新しい世
界史。

独学で歴史家になる方法 礫川全次 9784534056474 2018年11月19日 在野史家のレジェンド礫川全次による、定年前後から、働きながらの歴史家デビュー指南。

語源から哲学がわかる事典 山口裕之 9784534057075 2019年7月10日
哲学は語源と英語で用語を押さえればわかる。ビギナーから哲学徒まで目からウロコの哲
学入門！

誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門 内藤理恵子 9784534057167 2019年8月19日
ソクラテス、釈迦、ニーチェから手塚治虫まで、哲人たちも悩み抜いた「死」についての哲学
入門！

小倉一郎の〔ゆるりと楽しむ〕俳句入門 小倉一郎 9784534057556 2020年1月29日
俳優にして俳人の小倉一郎が指南する、人生がもっとユーモラスで彩り豊かになる俳句の
たのしみ方。

白水社

ブルゴーニュワインがわかる マット・クレイマー 9784560039939 2000年3月28日
ぶどう畑と作り手の個性に焦点を当て、土地とぶどうと人が作り上げたブルゴーニュの魅力
を知的に解き明かす。

寝るまえ５分のモンテーニュ「エセー」入門 アントワーヌ・コンパニョン 9784560025819 2014年11月17日
教養書として不動の地位を占める世界的名著『エセー』。その大著のエッセンスを見事に凝
縮した40章。本格派の入門書。

寝るまえ５分の外国語 黒田龍之助 9874560087275 2016年9月13日
語学参考書は文法や会話表現だけでなく、新たな世界の魅力を教えてくれる。読めば読む
ほど面白いオススメの103冊。

別役実のコント教室 別役 実 9784560035795 2003年11月26日
不条理なコントの書き方、教えます！　現代演劇の「笑い」を解説しつつ、笑える演劇の方
法を総括・実践的にまとめた1冊。

手話通訳者になろう 木村晴美　岡典栄 9784560097168 2019年8月26日
手話通訳は福祉の目的だけではありません。聞こえない人聞こえる人をつないで両者に利
益をもたらすための仕事なのです。

白文攻略　漢文法ひとり学び 加藤 徹 9784560086322 2013年6月21日
漢文を訓読の知識を生かして外国語として白文で学ぶほとんど初めての学習書。無限に豊
かな漢文の世界が開けます。

ヒエログリフを書いてみよう読んでみよう 松本 弥 9784560088197 2018年12月21日
約3400年の長きにわたって使われた古代エジプト文字。本書はその書き方や特徴を楽しく
解説した入門書です。

ひかりのくに

保育の基本と環境の構成 神長美津子 9784564600661 1998年8月1日
保育の基本、豊かな環境をつくりだすための指導計画、これからの幼児教育の課題など、
保育の基本である環境の構成のあり方を考察。

子どもの心をつかむ保育者 小田　豊 9784564600937 2001年8月1日
保育者として、どのように子どもと接すればよいか？ 子どもが望む魅力がある保育者と
は？ ベテランから新人までに役立つ一冊。

幼児期から児童期への教育
国立教育政策研究所
教育課程研究センター

9784564600975 2005年2月1日
幼保小の連携・接続をスムーズに行なうために、その基本的な考え方と、実践事例を紹介し
た文部科学省の指導資料集。

幼稚園における
道徳性の芽生えを培うための事例集

文部科学省 9784564600982 2001年8月1日
道徳性の芽生えを培うために役立つ事例を集成。幼児期の道徳性の発達、指導する際の
配慮と指導計画、幼児と教師の関わり等を扱う。

０～５歳児の　運動あそび指導百科 前橋　明 9784564601088 2004年7月1日
運動不足から、体の機能が未発達なことがあるのです。必要な運動を、年齢や発達に合わ
せて「あそび」として網羅しています。

年齢別　声域配慮版　こどものうた１２か月 井上勝義／編著 9784564602436 2003年5月1日
年齢によって違う声域などに配慮して"美しい"とだれもが感じるように編曲した、保育の中
でうたい続けてほしいスタンダードナンバー。

年齢別の　基本レッスンから発表会まで
リトミック百科

石丸由理 9784564602443 2003年4月1日
４月～１２月までの毎月の基本レッスンとそれをふまえた発表会での劇ごっこ風表現あそび
を、３歳・４歳・５歳児の各年齢ごとに示した書。

うごきのための　リトミック百科ピアノ曲集 石丸由理 9784564602481 2005年4月1日
リトミックレッスンに必要な音楽の例、曲のアレンジ方法、演奏のポイント、合図に使うピアノ
の弾き方等を満載。

おりがみ　よくばり百科
津留見　裕子／編著
池田かえる／製作　いわいざこ　まゆ／製作

9784564603136 2009年10月1日
折って楽しい・遊んで嬉しい、飾って豪華な折り紙本。壁面、せいさく帳、アレンジ遊び案が１
２か月分。さらに年中使える折り紙もあります。

年中行事　なるほどBOOK 高橋　司・塩野マリ／共著 9784564603754 2003年5月1日
行事の時「どう話そう？」　「遊びに展開できない？」と悩むことは多いはずです。そんな『？』
を『なるほど！』にする便利な一冊です。

手あそび百科～ピアノ伴奏つき～ 植田光子／編著 9784564603839 2006年3月1日
いつ、どんな場面で、どのように始めればよいか、年齢が違えば、遊び方をどう変えればよ
いかがわかる１冊！１２２曲、全曲伴奏譜つき。
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年齢別　１２か月　こどものうた１５４ 矢田部　宏／編 9784564603860 2010年3月1日 カンタンに弾けて、ゴージャスに聴こえることをめざしたピアノ伴奏譜。幼児の声域に配慮。

みんなでやろうリトミック 板野　平／指導 9784564605123 1982年6月1日
即時反応編、基礎リズム編など７編に分け段階別に構成。能力や活動状態に合わせた指
導ができ、ねらいや遊び方、留意点を掲載。

保育のレベルアップ講座 神長美津子 9784564607011 2003年11月1日
保育の中で起こる出来事に焦点をあて、保育者の役割や専門性について、さまざまな角度
から論じる。

保育・子育てＱ＆Ａ
全国幼児教育研究協会／著
塩　美佐枝・他／監修　田邊光子／編

9784564607035 2009年8月1日
保護者の方から寄せられた子育ての悩みや相談を集め、内容を質問として整理し、その回
答を掲載。

３・４・５歳児　担任の保育の仕事まるごとブック 神長美津子／監修　永井裕美／著 9784564607370 2009年4月1日
現場のイメージがイラストと実践のポイントで悩みを解決。保育者の心得、日常保育、生活
習慣、年中行事など、これ１冊でわかる！

０・１・２歳児担任の　保育の仕事まるごとブック 鈴木みゆき／監修　池田かえる／著 9784564607394 2009年4月1日
新人保育者の心得、こどもとのかかわり、遊び、お世話や生活習慣についてもイラストでわ
かりやすく解説。

気になる子の保育がうまくいく方法 若林千種／著　原佐知子／協力 9784564607417 2009年12月1日
困った場面を、現場のアンケートからピックアップ。やりがちな「ＮＧ」対応と相応しい「ＧＯＯ
Ｄ」な対応をイラストと詳しい解説４５例も紹介。

０～５歳児の　生活習慣身につけｂｏｏｋ 鈴木みゆき／監修　永井裕美／著 9784564607530 2010年3月1日
生活習慣が楽しく身につく、遊び・環境・ことばがけのアイデアがいっぱい。生活習慣が身に
つくための発達の目安つき。

ケガ＆病気の予防・救急マニュアル 鈴木　洋・鈴木みゆき／監修　永井裕美／著 9784564607547 2010年3月1日
「こんな予防対策をしています」と具体的に言えるころが保護者の信頼を得る第一歩。いざ
というときの応急手当や対応付き。

保育者のための食育サポートブック 高橋美保 9784564607639 2010年5月1日
年齢別（０～５歳）の食育計画満載。コピーして使える「食育だより」を１２か月分掲載。食育
実践に積極的な園のレポートなども紹介。

発達がわかる！！　年齢別保育のコツ わたなべ　めぐみ 9784564607783 2010年12月1日
「こころ」「遊び」「生活」「行事」の４章に分けた計５０場面を、３・４・５歳児の発達から解き明
かし、具体的な方法を提示しています。

子どもの遊びの世界を　知り、学び、考える！ 小田　豊 9784564607875 2011年4月1日
ひとりひとりの子どもの特性に応じ、発達の課題に即した指導を行なっていくための幼児教
育・子育ての基本的な姿勢…

保育者がまず身につけておきたい
基本の遊びと広げ方

佐藤暁子 9784564607912 2011年7月1日
１、２年目の保育者と養成校の学生の方々に「まずこの本から！」と自信を持っておすすめ
する手遊び・製作・体を動かす遊び集！

保育で使える！　わくわくマジック 菅原英基 9784564607936 2011年10月1日
いつでも楽しめるちょこっとマジック、出し物向きのじっくりマジック、自然物を使って戸外で
楽しめるお散歩マジック等。

改訂版　０～５歳児の発達と保育と環境がわかる本 大竹節子・塩谷　香／監修 9784564608100 2012年7月1日
体と心、日常生活での発達のテーマに応じた遊びを紹介。年齢と体と心の状況に応じて、発
達を支えるための環境構成を具体的に紹介。

年齢別　アレンジつき　元気いっぱい！
鬼ごっこ５０

羽崎泰男 9784564608186 2013年1月1日
いつ、どこで、だれとでも、簡単に遊べる鬼ごっこ５０本。必死で走り回るうち、心も体も元気
いっぱい、生きる力がしぜんに育っていきます。

０～５歳児　指導計画の書き方がよくわかる本 佐藤暁子／編著　川原佐公／編著 9784564608193 2013年1月1日
指導計画の入門書。各年齢の要となる「ねらい」→「内容」→「環境構成」「保護者の援助」
各々、なぜそう書くのかがわかる解説つき。

０・１・２歳児の　プロの連絡帳の書き方
川原佐公・古橋紗人子・藤本員子・田中三千穂
／監修・編著

9784564608223 2013年4月1日
家庭と園をつなぎ、こどもの育ちの記録となる連絡帳の書き方のポイントを保育のプロが文
例に応じてアドバイス。

鉄棒・とび箱・なわとび・マットが
できるようになる運動あそび

柳澤秋孝 9784564608261 2013年6月1日
すぐに保育で取り入れられる 柳沢運動プログラム 楽しく体を使って遊ぶうち、しぜんと運動
能力が上がり、脳も育つプログラムを図解。

秋田喜代美と安見克夫が　語る
写真で見るホンモノ保育　～憧れを育てる～

秋田喜代美　安見克夫 9784564608339 2013年11月1日
日本を代表する保育界のけに、東京大学大学院教育研究科教授と、盟友である幼稚園長
との対談と写真で綴る書。

保育のうた１５５ 寺田真由美／監修　寺田雅典／編曲 9784564608407 2014年2月1日
簡単なのにおしゃれな編曲で発表会や行事にも十分使える。劇遊びにも使える簡単な効果
音も。ていねいな指番号も付いています。

０・１・２歳児の　指導計画
書き方サポート　CD-ROMつき

川原佐公／監修・編著 9784564608414 2014年2月1日
文例を写すだけでは身につかない指導計画の書き方を連続性・具体性・専門性の３つの視
点で解説。NG→OKな言葉の文例講座も。

３・４・５歳児の　指導計画
書き方サポート　CD-ROMつき

神長美津子・大竹節子・篠原孝子・佐藤暁子・川
原佐公／監修・編著

9784564608421 2014年2月1日
文例を写すだけでは身につかない指導計画の書き方を朱書き解説しています。NG→OKな
言葉の文例講座も。

０～５歳児の　発達と援助がわかる　生活習慣百科
川原佐公・古橋紗人子・藤本員子・田中三千穂・
ほか／監修・執筆

9784564608445 2014年4月1日
０～５歳児の発達が見通せて保育者の援助がわかる本。食事・排せつ・睡眠・着脱・清潔・
生活力アップのためにの６章構成。

運動あそびで『からだ力』UP！！ 奈良教育大学附属幼稚園プロジェクトチーム 9784564608469 2014年7月1日
心身の発達に大きな影響を与える幼児期からの運動不足を解消する、夢中になって思い切
り遊べる全身運動を保育の具体例として紹介。

保育のカンタンピアノ伴奏１３０曲 寺田真由美／監修　寺田雅典／編曲 9784564608780 2015年10月1日
左手ラクチン！カンタン！キレイ！　日常も行事も使えちゃう、現場の保育者の声から選ば
れたマスト（必須）な歌がいっぱい入ってます。

発達がわかれば保育ができる！ 川原佐公 9784564608797 2015年11月1日
全体的に０～５歳児までの発達の流れがつかめる、大百科です。イラストが豊富で理解しや
すいのが特長です。これで保育もバッチリ！

増補改訂版　認定こども園の時代 無藤　隆・北野幸子・矢藤誠慈郎／著 9784564608841 2015年7月1日
平成27年4月の制度施行に当たって、本文すべてを見直し、巻末参考資料を平成27年5月
現在においてのものに差し替え及び追加。

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
社会福祉法人湘北福祉会あゆのこ保育園／著

9784564608865 2016年6月1日
デジカメで撮った写真をもとに対話しながら園の強みを発見し、保育環境をさらによくする工
夫をする、園内研修のヒントがつまった書。

３・４・５歳児の　ごっこ遊び
神長美津子／監修・編著　岩城眞佐子／編著
山瀬範子／協力・執筆

9784564608886 2019年3月1日
「主体的・対話的で深い学び（アクティブラーニング）」が「ごっこ遊び」によって得られる幼児
教育のヒントが写真を見てわかる本。

ワクワクふれあい食育 小西律子 9784564608919 2016年10月1日
身近な旬の食材、毎日の食材、行事の食材で日常の保育からかんたんにできる食育を、こ
どもたちのイキイキした姿とともに紹介。

基礎からわかる　リトミック！リトミック！ 石丸由理 9784564608995 2017年4月1日
音楽の力で運動能力から人間関係、集中力、探究心、感受性等、幼児期に身につけたい多
くの要素に刺激をあたえるリトミック入門書。

ワクワク！ドキドキ！が生まれる　環境構成 全国幼児教育研究協会　岡上直子／編著 9784564609008 2017年7月1日
豊富な写真で解説する実践例集で春夏秋冬１年間の展開もわかる。改訂の趣旨も踏まえ
て、「環境の構成」の考え方を事例と共に紹介。

新幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型
認定こども園教育・保育要領がわかる本

安家周一・片山喜章 9784564609039 2017年10月1日
２０１８年施行の新要領・新指針について２人のこども園園長が、現場目線で辛辣に解説。
対談形式なので、読みやすくなっています。

０～５歳児の　歌って楽しい　劇遊び
CD２枚つき（曲のみ＆歌入り・BGM・型紙etc.）

滝川弥絵／著・作詞 9784564609060 2017年9月1日
歌詞がせりふになるオペレッタ。衣装は基本７パターンでできるものを紹介。「くるみ割り人
形」「かぐや姫」「浦島太郎」「てぶくろ」他収録。

０～５歳児　ごっこあそび　アイディアBOOK 小倉和人 9784564609077 2017年9月1日
作品展・発表会にも使える、お店屋さんごっこの製作や衣装はもちろん、遊びの展開などの
アイディアも満載。

ゼッタイうまくいく　３・４・５歳児の造形あそび 奥　美佐子 9784564609084 2017年8月1日
準備・導入、押さえるべき環境構成、保育者の援助を写真で詳しく解説しているので実践が
うまくいきます。

３法令　すぐわかる　すぐできる　おたすけガイド 無藤　隆 9784564609091 2018年3月1日
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を、今までやってきた具体的な活動にあてはめて、
やさしく解説。

エピソードか学んで！　もじ★かずに親しもう！！ 津金美智子 9784564609114 2018年1月1日
こどもが遊びの中でもじ・かずに親しんでいくプロセスを解説し、エピソードを通して、こども
の学びが具体的にわかります。

０・１・２歳児　遊んで育つ手づくり玩具 村田夕紀 9784564609121 2018年2月1日
こどもの姿にあわせて環境として提供できる手作り玩具がいっぱい。すべて身近な素材で
簡単にしかもかわいく作れます。

１０の姿プラス５・実践解説書 無藤　隆／監修・編著 9784564609138 2018年3月1日
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と、乳児。特別支援、保幼小接続、子育て支援、今
後の幼児教育の重要項目を実践解説。

現場発！保育のとっておき★　裏技１０１ ひかりのくに編集部／編 9784564609152 2018年5月1日
手作りグッズ、掃除・片付け技、ピアノ上達法などなど…「とにかく役立つ、すぐに試したくな
る」そんな裏技を、園の先生にアンケート。

改訂版　よくある子どもの
病気・ケガ　まずの対応マニュアル

新谷まさこ／著　福井聖子／監修 9784564609169 2018年6月1日
病気の説明だけでなく対処方法と保護者への伝え方が現場では必要です。発生時から安
静時の対応の変化まで、細やかに解説。

保育で使える合奏楽譜ベストセレクション 佐藤千賀子／編著 9784564609176 2018年9月1日
ゲーム音楽、人気アニメ、童謡、クラシックまで♪　メドレーも３歳児に「乗り物」、４歳児に
「星」、５歳児に「雨」の３テーマを収録しました♪

誰でもたのしく書ける！　まるわかり保育の記録 大竹節子・岩城眞佐子・坂場美枝子／著 9784564609183 2018年10月1日
指導計画や要録などに活かせる！～時間短縮にも～　記録で保育のスキルアップに！　現
場での実例がたっぷり！

保育所・幼保連携型認定こども園の　要録の書き
方
ＣＤ－ＲＯＭつき

無藤　隆・大方美香／編著 9784564609190 2018年12月1日
たっぷり３５件の個人例に解説がつき、領域別文例でわかりやすい。２０１８年から書き方が
変わった「要録」を徹底解説。

幼稚園・幼保連携型認定こども園の　要録の書き
方
ＣＤ－ＲＯＭつき

無藤　隆・大方美香／編著 9784564609206 2018年12月1日
たっぷり３５件の個人例に解説がつき、領域別文例でわかりやすい。２０１８年から書き方が
変わった「要録」を徹底解説。

保育者のための　防災ハンドブック 国崎信江 9784564609275 2019年8月1日
「子どもの命を守る」為に、園内でのあらゆるケースを想定し、その場の対応、怪我の対応、
普段からの対策等を解説します。

はじめての０・１・２歳児　関わりの基本・生活・遊び
（公財）全日本私立幼稚園
幼児教育研究機構／著

9784564609305 2019年4月1日
離乳食、おむつ交換、わらべうたあそび等の関わり方の悩みを解決する動画にスグアクセ
スできるQRコードが本文についています。

園庭を豊かな育ちの場に
質向上のためのヒントと事例

秋田喜代美・石田佳織・辻谷真知子
宮田まり子・宮本雄太

9784564609367 2019年8月1日
豊富な写真で、物理的環境はもちろん、園庭で遊ぶルールや子どもの経験等のプロセスに
ついても解説。0・1・2歳の小規模施設も。

高齢者のための　音楽療法的音楽活動入門 北村英子 9784564430312 2003年11月1日
身体面・心理面・社会性など、あらゆる側面に対する援助として、音楽療法に基づいた療法
的活動を紹介しています。

介護予防アクティビティにも生かせる
音楽療法的音楽活動

北村英子 9784564430442 2006年7月1日
歌謡曲からポップス、クラシックまで、高齢者のニーズに対応する多彩な楽曲の歌詞・楽譜
を収録。
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<改訂版>添削式・介護記録の書き方
～在宅・通所・入所～

伊藤亜記／編著 9784564430725 2008年9月1日
訪問介護、通所介護、施設介護。それぞれの実例をもとに、そこに朱書きを入れることで、
記録のポイントが分かる。

添削式介護記録の見方・書き方 伊藤亜記／編著 9784564430749 2010年7月1日
なぜ介護記録が重要なのかがわかる。根拠となる介護保険法・厚生省令の抜粋つき。具体
例から記録に何をどう書くのかがわかる。

入門！介護記録 伊藤亜記／編著 9784564430756 2013年5月1日
文例に頼らず場面にこだわらないから、あらゆる利用者に対応可能。在宅・通所・入所の記
録に「極意」の朱書き。

実地指導対応　今すぐ見直せるケアプラン 伊藤亜記／編著 9784564430763 2013年11月1日
実地指導での指導官の質問を分野ごとにシミュレーション。新しい課題分析型のアセスメン
トや暫定ケアプランもよくわかる。

ケアマネジャー　仕事の進め方Ｑ＆Ａ 伊藤亜記／編著 9784564430770 2014年11月1日
書類が多く、コミュニケーションがうまくいかす、誰にも相談できない、ケアマネジャーの切実
な悩みにわかりやすく答えてくれます!!

田中光先生の　健康・ドレミファ体操 田中　光 9784564430817 2007年4月1日
基本的に、いつでも、どこでも、ひとりでも(ペアのもの除く)、夫婦でも、グループでも手軽に
できる体操を紹介しています。

介護・福祉・医療に関わる人のための
アートセラピー入門

今井真理 9784564430824 2007年11月1日
認知症ケアライセンス取得者が明かすアートセラピーの取り組み方。認知症にも効果あり。
本格的なアートセラピー実践入門書。

事例で見る自立支援型ケアプランの書き方 石山麗子／編著　長谷憲明／協力 9784564430930 2012年4月1日
改正された制度と新しいサービスの考え方を解説し、それを組み込んだ自立支援型ケアプ
ランの例を5人分の事例と朱書き解説。

新ケアマネジャー必須　書類の書き方マニュアル
土屋典子／編著
上田やす子・馬渡徳子／執筆

9784564430954 2013年11月1日
ケアマネジャーが書かねばならない7つの書類と、アセスメント・モニタリングについて、好例
と、朱書き解説によって解き明かす。

お元気体操＆生活機能向上トレーニング
共創未来メディカルケア株式会社
デイ・サービス部機能訓練チーム／著

9784564431418 2012年10月1日
グループでできる効果的な運動や、生活動作の実践訓練を、効果やポイントとともに、動き
がわかるイラストで紹介する。

認知症ケアのプランと実践 太田ゆか／編著　長谷憲明／監修・編著 9784564431425 2012年10月1日
これから益々増えるとされる認知症患者。本書はその受け皿の第一とされるグループホー
ムでの食事作りから好例を示します。

辞書びきえほん　歴史上の　人物 隂山英男／監修 9784564008474 2011年3月1日
日本と世界の歴史上の人物をあいうえお順に解説。「これで有名」を１行で解説しているの
でわかりやすい。こども時代の話や言い伝えなども掲載。

辞書びきえほん　科学の　ふしぎ 隂山英男／監修 9784564008481 2011年3月1日
人はどうして汗をかくの？イヌはなぜ電柱におしっこをするの？など、こどもにとって身近な
不思議約４００項目をあいうえお順に解説。

辞書びきえほん　改訂新版　国旗 隂山英男／監修 9784564009426 2016年2月1日
百マス計算の陰山英男が監修。幼児からでもできる、「辞書びき」の入門書です。世界１９７
か国の国旗をあいうえお順に解説。

辞書びきえほん　改訂新版　日本地図 隂山英男／監修 9784564009433 2016年2月1日
人気の日本地図をテーマにした、幼児からでもできる、「辞書びき」の入門書。４７都道府県
の名産、名所を紹介。巻末にて写真でさらに詳しく解説。

辞書びきえほん　改訂新版　世界地図 隂山英男／監修 9784564009440 2017年2月1日
世界１９７か国の詳しいデータや特徴を、あいうえお順で解説。さらに、有名な建物や景色・
特産物などは、巻末にて写真付きでもっと詳しく調べることができます。

辞書びきえほん　改訂新版　ことわざ 隂山英男／監修 9784564009457 2017年2月1日
８００語のことわざや慣用句を、あいうえお順で解説。イラストや４コマ漫画で楽しく学ぶべ
る。さらに、ことわざに含まれる難しい単語を、巻末にて写真付きで解説。

辞書びきえほん　改訂新版　漢字 隂山英男／監修 9784564009464 2018年2月1日
小学校１年生～３年生までに習う漢字４４０字をあいうえお順に解説。部首や筆順、なりたち
などの情報も満載。巻末では４年生～６年生で習う漢字の一覧付。

辞書びきえほん　改訂新版　ものの　はじまり 隂山英男／監修 9784564009471 2018年2月1日
パンや時計などこどもにとって身近なもののはじまり、約２００項目をあいうえお順に解説。
日本初、世界初がわかりやすいように構成。年表なども加わりました。

文一総合出版

草木染ハンドブック　ウール染の植物図鑑 山崎和樹 9784829981290 2015年8月1日
草木や野菜など身近な材料で伝統の草木染を楽しもう。材料の採取法や染め方、染色技
法を写真つきで紹介。

日本の地形・地質　見てみたい大地の風景116 北中康文 9784829988008 2012年3月1日
奇岩からジオパークまで代表的地形・地質を具体的に紹介。なぜこのような景観になったの
か基本的な知識が身につく。

野鳥写真の撮り方 叶内拓哉 9784829910740 2009年11月1日
写真に収めるのが難しいといわれる野鳥を手軽に撮るには？豊富な作例と鳥たちの行動
や習性を解説し撮影のコツを紹介。

はじめよう！バードウォッチング 秋山幸也 9784829975022 2014年11月1日 機材選びのノウハウから鳥の見つけ方まで、バードウォッチングの多様な楽しみ方を紹介。

平凡社

漢詩を読む１ 宇野直人 江原正士 9784582834703 2010年4月1日
第１巻は『詩経』から屈原の『楚辞』、漢や三国時代を経て東晋の陶淵明まで、必読の約80
首を対話形式でわかりやすく読み解く。

漢詩を読む２ 宇野直人 江原正士 9784582834888 2010年11月1日
山水詩の祖・謝霊運から、唐代に入って孟浩然、王維、高適、岑参、王昌齢らが活躍、時代
は盛唐へ。いよいよ李白・杜甫の両雄が登場。

漢詩を読む３ 宇野直人 江原正士 9784582835298 2011年6月1日
唐代後半から宋代前半の激動期、詩や詞はどのような相貌を見せるのか。韓愈、蘇東坡、
そして待望の白居易の数々の名作が登場！

漢詩を読む４ 宇野直人 江原正士 9784582835540 2012年1月1日
終巻の舞台は宋代から近現代へ。愛国詩など１万首をものした陸游、女性詩人の李清

照、さらに岳飛、魯迅らが登場。

シニア鉄道旅のすすめ 野田隆 9784582858907 2018年8月1日
シニア向けの割引きっぷから、豪華な観光列車、グルメ列車の旅、都市近郊の身近な鉄道
旅に至るまで、様ざまな鉄道旅行を紹介する。

シニアひとり旅 下川裕治 9784582858488 2017年7月1日
ガイドブックには載っていない、シニア向けのバックパッカースタイルの旅を提案したい。初
心者でも行きやすいアジア各地を紹介する。

オペラでわかるヨーロッパ史 加藤 浩子 9784582857979 2015年12月1日
イタリア統一運動の光と影、「処女王」の真実、フランス革命に消えた悲劇の詩人──。時
代背景がわかればもっとオペラは楽しくなる！

日本美術史入門 河野元昭監修 9784582945669 2014年11月1日
第一線の研究者たちによる解説と、国宝・重文はもとより見落とせない逸品の美しい写真満
載。見るだけでも日本の美の系譜がわかる！

新版 仏像 山本勉 9784582946000 2020年6月1日
日本の仏像の歴史を網羅し、仏像愛好者必携の一冊として版を重ねた好評既刊書に2020
年度の 新知見を加え大幅に改訂した 新版。

悩んだときは山に行け！ 鈴木みき 9784582834369 2009年5月1日
本邦初の女子のための登山コミックエッセイ。山登りの喜びと、すぐに使える登山のノウハ
ウを笑えて使えるコミックで紹介します。

中年女子、ひとりで移住してみました 鈴木みき 9784582838176 2019年11月1日
40歳手前で山梨県に移住した著者による、中年独身ならではの田舎暮らし体験談。家、仕
事探しなど、リアルなアドバイス満載。

南極ではたらく 渡貫淳子 9784582837957 2019年1月1日
母親として史上初の南極観測隊調理隊員の、1年4ヵ月の挑戦を綴った初著書！「悪魔のお
にぎり」本人レシピ＆考案秘話も初収録！

新装版 古代エジプト語基本単語集 西村洋子編著 9784582127270 2018年11月1日
古代エジプトの文学作品や碑文に頻出する約1400語を収録した単語集。初心者のために、
読み・書き・使い方もガイド。和文索引付。

増補　闘うレヴィ=ストロース 渡辺公三 9784582768862 2019年8月1日
レヴィ=ストロースの壮大な思想は図式的理解を拒むが、闘う知識人の姿を追うことでこの
難題に挑む。第一人者による 良の入門書。

哲学 トレーニングブック 山口尚 9784582703627 2020年10月1日
哲学入門書の前例をくつがえす、画期的読書案内40講。知識でも相関図でもなく、じっくり
考え、議論の文脈をたどることの快楽を！

神学の思考 佐藤優 9784582717174 2015年1月1日
「神」をめぐり人間の限界を思考することで、混迷する21世紀を生き抜く思考が身に付く。鬼
才・佐藤優によるキリスト教神学入門。

宗教ってなんだろう？ 島薗進 9784582837513 2017年2月1日
なぜ宗教はあるの？　宗教はほんとうに人を救うの？　これから宗教は？……質問形式で
宗教を根っこから知り今の視点で考える入門書。

べレ出版

語りかける中学英語 東後幸生 9784860642044 2008年9月10日
中学で習う英文法を細部まで丁寧に、わかりやすく解説。まるで家庭教師の先生が隣で手
取り足取り教えてくれるような気分で学べる。

学びなおすと日本史はおもしろい 吉村弘 9784860643812 2014年1月17日
日本史のポイントを押さえながら、その謎に想像をふくらませ、歴史を通して現代を考える。
歴史を学ぶおもしろさを教えてくれる一冊。

学びなおすと世界史はおもしろい 太田竜一 9784860644444 2015年7月29日
「何が起こったか」よりも「何がどう変わっていったのか」に注目し、世界史の流れを大局的に
とらえられるようにやさしく解説。

学びなおすと地理はおもしろい 宇野仙 9784860646271 2020年8月5日
地理は「暗記モノ」と誤解されがちですが、本書では「なぜそうなったのか？」という視点で地
球上の様々な問題を読み解きます。

学びなおすと政治・経済はおもしろい 南英世 9784860644376 2015年5月13日
新聞記事やニュースをより本質的に理解するために、現実の経済や政治の実態を踏まえ
て、必要な知識や基礎理論がしっかり学べる一冊。

学びなおすと倫理はおもしろい 村中和之 9784860645052 2017年3月10日
本書では西洋の哲学・思想を、「高校でまともに倫理を勉強しなかった」人でも読めるよう、
やさしく、わかりやすく解説しています。

語りかける高校数学　数Ⅰ編 高橋一雄 9784860643492 2013年3月15日
豊富な「誤答例」を取り上げ、“わかる”から“理解する”へ。「わかったつもり」で終わらせな
い徹底解説で高校「数Ⅰ」を完全克服。

語りかける高校数学　数Ⅱ編 高橋一雄 9784860644215 2015年2月17日
読者が理解しやすいよう、途中式もできる限り収録し、とことん丁寧に解説。予備校代わり
のこの一冊で、数学Ⅱの基礎は完璧！
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小学校6年分の算数が教えられるほどよくわかる 小杉拓也 9784860646233 2020年7月3日
新学習指導要領に完全対応し、全ての章に加筆した増補改訂版。子供に算数を教えたい、
算数をより深く理解したい大人に 適な一冊。

山川出版社

新　もういちど読む　山川日本史 五味文彦編　鳥海靖編 9784634590908 2017年7月27日
高校の日本史教科書を、一般読者のために書き改めた通史。１冊で日本の歴史を簡潔 に
叙述。社会人のための教科書。

新　もういちど読む　山川世界史 「世界の歴史」編集委員会編 9784634640900 2017年7月27日
高校の世界史教科書を一般読者のために書き改めた通史。ニュースの背景がわかる社会
人のための 教科書。

もういちど読む　山川政治経済　新版 山崎広明　編 9784634591073 2018年6月29日
高校の教科書をもとにスッキリまとめた大人のための教科書。現代社会を理解するには
適の書。

もういちど読む　山川倫理 小寺聡　編 9784634590717 2011年4月26日 高校の倫理の教科書を、一般の読者のために書き改めた社会人のための教科書。

もういちど読む　山川地理　新版 田邉裕 9784634590892 2017年4月26日
現在の地理的常識を伝えるために編まれた社会人のための教科書。地理から世界の理解
に役立たせる。

もういちど読む　山川哲学 小寺聡　編 9784634590830 2015年10月29日
教養に磨きをかけながら、自分らしく生きるための羅針盤となる言葉と人生哲学に出合える
1冊。

いまこそ学ぼう地理の基本 長谷川直子　編 9784634592018 2018年8月10日 高校地理の内容を一般の読者でもわかるよう、イラストを多用した、地理の入門書。

はじめての日本美術史 山本陽子 9784634151321 2018年8月10日
仏像や絵画などの、意外と知られていないルーツや背景、鑑賞のポイントなどを、誰にでも
わかりやすく解説。

大人のための世界史ゼミ 鈴木董 9784634151505 2019年9月26日
人類史を5大文字に着目し、オリジナルな区分でとらえなおし、世界史の流れを一気につか
める驚異の「世界史」講義。

名著で読む世界史１２０ 池田嘉郎　上野愼也　村上衛　森本一夫　編 9784634640634 2016年12月2日
「論語」「西遊記」「ハムレット」など、古代から現代まで、世界の名著120作品をセレクト。歴
史的な視点から解説。

ニュースがわかる世界各国ハンドブック 世界各国ハンドブック編集委員会　編 9784634640641 2013年10月24日
世界各国・各地域240を網羅し、面積・人口・言語・宗教などの基本データと歴史の概要を簡
潔に学べる。

吉川弘文館

踏絵を踏んだキリシタン 安高　啓明 9784642058698 2018年7月1日
絵踏はなぜ形骸化したか。キリシタン捜索手段から信者でないことを証明する手段への変
容過程を探る。

カクレキリシタンの実像
‐日本人のキリスト教理解と受容‐

宮崎賢太郎 9784642081009 2014年2月1日
激しい弾圧に耐え、信仰を守り通してきたとされる隠れキリシタン。だが、彼らが今日まで伝
えてきたものはキリスト教ではなかった。

食事と作法 小川直之 9784642068369 2018年12月20日
人と人をつなぐ共食や贈答、神仏への供え物など、儀礼と日常の食の社会的な意味を読み
解く。

鯨を生きる‐鯨人の個人史・鯨食の同時代史‐ 赤嶺　淳 9784642058452 2017年3月1日 鯨と共に生きてきた “鯨人”６人が個人史を語る。

日本の食文化史年表 江原絢子・東四柳祥子 9784642014595 2011年7月20日
今日までの3万年以上、日本人は何を食べてきたのか。楽しみながら日本の“食”を理解す
る。

宮中のシェフ、鶴をさばく
‐江戸時代の朝廷と庖丁道‐

西村慎太郎 9784642057448 2012年5月1日 天皇に献上する鶴をさばくために庖丁を握った公家たち。

日本史を学ぶための〈古代の暦〉入門 細井浩志 9784642082556 2014年7月10日
暦のはじまり、日食・月食、二十四節気、陰陽師…。古代の暦の知識が身につく恰好の入門
書！

日本史を学ぶための図書館活用術
‐辞典・史料・データベース‐

浜田久美子 9784642083706 2020年3月10日 日本史初学者に向け、辞典や年表、史料の注釈書の特徴と活用方法を平易に解説。

鉄砲とその時代 三鬼清一郎 9784642063838 2012年7月1日 南蛮より伝来した鉄砲とキリスト教は、戦国社会や文化に大きな影響を与えた。

平安京はいらなかった‐古代の夢を喰らう中世‐ 桃崎有一郎 9784642058384 2016年12月1日
平安京は本当に必要だったのか。「使いにくさ」に目を向け平安京を捉え直した、“千年の
都”の本質に迫る刺激的な一冊。

牛車で行こう！‐平安貴族と乗り物文化‐ 京樂真帆子 9784642083188 2017年7月10日
古記録などから、乗り降りの作法、車種の違い、動力＝牛の性能など、失われた生活を再
現。牛車に乗るためのマナー本。

赤米のたどった道‐もうひとつの日本のコメ‐ 福嶋紀子 9784642082938 2016年5月1日
古来「大唐米」などの赤米は、庶民の生活米として重宝されていたが、白米の普及とともに
生産が減少していく。

水洗トイレは古代にもあった〈新装版〉
-トイレ考古学入門-

黒崎　直 9784642083805 2020年3月1日
縄文から戦国まで各時代のトイレ事情を解明。日本の排泄の歴史を科学する注目作を新装
復刊！

時代劇と風俗考証-やさしい有職故実入門- 二木謙一 4642055940 2005年7月1日
時代劇に見える各シーンを、永年ドラマの風俗考証に携わってきた著者が、豊富な図版を
用いて平易に解説する。

Ｑ＆Ａで読む日本軍事入門 前田哲男・飯島滋明 9784642082549 2014年7月1日 今はまだ“戦後”か、“新たな戦前”か。これからの日本の平和と安全を考える手引書！

日本近代史を学ぶための文語文入門
-漢文訓読体の地平-

古田島洋介 9784642080934 2013年9月1日 近代の文語文史料を読むために、漢文訓読体を読み解く術を基礎から丁寧に解説する。

武士と大名の古文書入門 新井敦史 9784642080286 2009年10月20日
騒乱を伝える届書、将軍の病気見舞い、藩校校則、家督相続の文書…。解読力が身に付く
待望の入門書。

現代民俗学入門
佐野　賢治・谷口　貢・
中込　睦子・古家　信平

9784642074827 1996年3月1日
民俗学がおかれた現状を把握し、従来取上げられなかったテーマを開拓しながら「発言する
民俗学」を提示。

図解案内 日本の民俗
福田　アジオ・内山　大介・小林　光一郎
鈴木　英恵・萩谷　良太・吉村　風

9784642080613 2012年1月1日 伝統的な生活文化を、１８００点以上の図版で再現。「見て学ぶ」ユニークな民俗学入門。

アイヌ語の世界〈新装普及版〉 田村　すゞ子 9784642085304 2020年3月1日 文法・系統・口承文学をわかりやすく解説。

わくわく！探検　れきはく日本の歴史　１
-先史・古代-

国立歴史民俗博物館 9784642068215 2019年4月1日 小中学生から大人まで楽しく学べるシリーズ。
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