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メモの魔力

研究紀要 第51集

不便益のススメ

前田裕二／著

大阪教育大学付属高等学校池田校
舎教育研修実習部／編集

川上浩司／著

幻冬舎 2018.12

大阪教育大学付属高等学校池田校舎2019.3

岩波書店 2019.2

051.1/O73 寄贈

岩波ジュニア新書 081/IJ/891

ものがたり西洋音楽史

死ぬこと以外かすり傷

酒井しょうこと辿る
聖母マリアに出会う旅

近藤譲／著

箕輪厚介／著

酒井しょうこ／著

岩波書店 2019.3

マガジンハウス 2018.8

亜紀書房 2018.1

岩波ジュニア新書 081/IJ/892

159.4/Mi47 リクエスト

198.2/Sa29 寄贈

江戸寺社大名庭園
路線図入り 大江戸大絵図付

日本再興戦略

だれも置き去りにしない

こちずライブラリ／企画・編集

落合陽一／著

株式会社こちずライブラリ 2014.1

幻冬舎 2018.1

トーマス・グレイアム／著
久米五郎太／日本語監修・訳
文眞堂 2018.9

291.3/Ko94 先生方のおすすめ本

304/O15 先生方のおすすめ本

335.8/G76

沖縄人として日本人を生きる

ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 部落差別解消推進法

カミングアウト・レターズ

金城馨／著

奥田均/編著

RYOJI＋砂川秀樹／著

解放出版社 2019.3

解放出版社 2017.7

太郎次郎社エディタス 2007.12

沖縄学習 361.4/Ki44 寄贈

361.8/O54 寄贈

367.9/R96

性の多様性ってなんだろう？

橋の下のゴールド

はじめまして、子どもの権利条約

002.7/Ma26

平凡社 2018.6

マリリン・グティエレス／著
泉康夫／訳
高文研 2019.3

東海教育研究所 2018.3

367.9/W46

368.2/G97

369.4/Ka96 寄贈

2017年度事業報告書

いじめのある世界に生きる
君たちへ

小中学生のための障害用語集

こどもの里

中井久夫/著

認定NPO法人こどもの里 2018.12

中央公論新社 2016.12

柘植雅義＆「インクルーシブ教育の
未来研究会」/編著
金剛出版 2019.2

369.7/Ko21/2017 寄贈

371.4/N34 寄贈

378/Ts39 寄贈

日本列島の下では
何が起きているのか

読書がたくましい脳をつくる

アルコール依存症に
負けずに生きる

中島淳一／著

川島隆太／著

ミック・S／著

講談社 2018.1

くもん出版 2018.11

ナカニシヤ出版 2018.1

講談社ブルーバックス 453/N34

491.3/Ka97 先生方のおすすめ本

493.1/S 寄贈

美しくありたい。
私たちの時代だから、

講談社版 世界の美術館 １-36

宮村忠／著

一般社団法人
日本エステティック教会／著

柳宗玄他/編著

関東学院大学出版会 2010.3

マガジンハウス 2019.3

講談社 1967.1～1971.5

517.4/M78

595/N77 寄贈

708/Se22/1ｰ36 寄贈

漫画 君たちはどう生きるか

多聴多読マガジン 4月号

ドイツ語エッセイ
笑うときにも真面目なんです

渡辺大輔／著

改訂 水害

羽賀翔一／漫画 吉野源三郎／原作

川名はつ子/監修

マライ・メントライン／著

マガジンハウス 2017.8

コスモピア 2019.3

NHK出版 2017.8

漫画 726.1/H12 寄贈

雑誌架 830.7/Ko88

844/Me54

フーガはユーガ

賢者の書

まんが アフリカ少年が日本で
育った結果 ファミリー編

伊坂幸太郎／著

喜多川泰／著

星野ルネ／著

実業之日本社 2018.11

ディスカヴァー・トゥエンティワン 2009.8

毎日新聞出版 2019.3

913.6/I68 リクエスト

913.6/Ki63 先生方のおすすめ本

916/H92

CNN ENGLISH EXPRESS
2019.4

CNN ENGLISH EXPRESS
2019.5

外交 2019.3-4
「外交」編集委員会

ASAHI PRESS 2019.4

ASAHI PRESS 2019.5

雑誌架 Z//2019

雑誌架 Z//2019

都市出版 2019.3
雑誌架 Z//2019
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NATIONAL GEOGRAPHIC
2019.3 日本版

NATIONAL GEOGRAPHIC
2019.4 日本版

カトリック生活 2019.4

日経ナショナルジオグラフィック社 2019.2

日経ナショナルジオグラフィック社 2019.3

ドン・ボスコ社 2019.4

雑誌架 Z//2019

雑誌架 Z//2019

雑誌架 Z//2019

カトリック生活 2019.5

わたし、定時で帰ります。

漂流

朱野帰子／著

吉村昭／著

ドン・ボスコ社 2019.5

新潮社 2019.2

新潮社 2008.12

雑誌架 Z//2019

新潮文庫 あ/96/1 先生方のおすすめ本

新潮文庫 よ/5/8 先生方のおすすめ本

億男

「福」に憑かれた男

バベル九朔

川村元気／著

喜多川泰／著

万城目学／著

文藝春秋 2018.3

サンマーク出版 2015.3

KADOKAWA 2019.2

文春文庫 /か 先生方のおすすめ本

サンマーク文庫 /き 先生方のおすすめ本

角川文庫 /ま

水害

英検準２級まるごと問題集

英検３級まるごと問題集

宮村忠／著

伊藤太／著

伊藤太，稲垣由華／著

中央公論新社 1985.6

高橋書店 2017.4

高橋書店 2017.4

中公新書 //768 リクエスト

参考書 寄贈

参考書 寄贈

英検４級まるごと問題集

英検５級まるごと問題集

英検４級完全攻略問題集

江川昭夫／著

江川昭夫／著

江川昭夫／著

高橋書店 2018.9

高橋書店 2018.4

高橋書店 2018.9

参考書 寄贈

参考書 寄贈

参考書 寄贈

英検５級完全攻略問題集
江川昭夫／著
高橋書店 2018.7
参考書 寄贈
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