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ベーシック絵本入門 生田美秋, 石井光恵, 藤本朝巳編著 ミネルヴァ書房 2013.4 100120906 019.53||Be

絵本で育てる情報分析力 (論理的に考える力を引
き出す:2)

三森ゆりか著/たしろちさと装画・挿
絵 一声社 2002.12 100116244 376.159||Sa

大人が絵本に涙する時 柳田邦男著 平凡社 2006.11 100117676 019.53||Ya

いのちを見つめて (シリーズ生きる) 細谷亮太著 岩波書店 1998.3 110050759 114.208||Sh

絵本とは何か (エディター叢書:6) 松居直著
日本エディタースクール出版
部 1973.12 110014250 909||Ma

絵本の力 河合隼雄, 松居直, 柳田邦男著 岩波書店 2001.6 100100488 019.5||Ka

絵本で子育て : 子どもの育ちを見つめる心理学 秋田喜代美, 増田時枝著 岩崎書店 2009.11 100116506 019.5||Ak

よくわかる0〜5歳児の絵本読み聞かせ 徳永満理著 チャイルド本社 2013.1 100120635 376.159||To

生きる力、絵本の力 柳田邦男著 岩波書店 2014.1 100120641 019.53||Ya

絵本と子どものこころ : 豊かな個性を育てる 新版
(JULA books:1) 佐々木宏子著 JULA出版局 1993.9 100113495 019.5||Sa

えほんのせかいこどものせかい 松岡享子著
日本エディタースクール出版
部 1987.9 100121873 019.5||Ma

6ペンスの唄をうたおう : イギリス絵本の伝統と
コールデコット

ブライアン・オルダーソン著/吉田新
一訳

日本エディタースクール出版
部 1999.1 100114209 909||Al

英米絵本のベストセラー40 : 心に残る名作 灰島かり編著 ミネルヴァ書房 2009.7 100120907 019.53||Ha
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新美南吉 : 「ごんぎつね」「手袋を買いに」そし
て「でんでんむしのかなしみ」-悲哀と愛の童話作
家 : 生誕一〇〇年記念 (別冊太陽) 保坂重政監修 : 遠山光嗣監修 平凡社 2013.8 100121482 019.53||Be

ごん狐はなぜ撃ち殺されたのか : 新美南吉の小さ
な世界 畑中章宏著 晶文社 2013.8 100121481 910.268||Ha

新美南吉十七歳の作品日記 [復刻版] (近代作家研究
叢書:141) 巽聖歌著 日本図書センター 1993.6 110023437 910.268||Ki||141

「ごんぎつね」をめぐる謎 : 子ども・文学・教科
書 府川源一郎著 教育出版 2000.5 100105093 910.268||Hu

ムーミン童話の百科事典
高橋静男「ムーミンゼミ」, 渡部翠
編 講談社 1996.5 100117307 993.61||Mu

トーベ・ヤンソン : 仕事、愛、ムーミン
ボエル・ウェスティン著/畑中麻紀,

森下圭子共訳 講談社 2014.11 100122351 949.8||We||

小さなトロールと大きな洪水 (講談社青い鳥文
庫:21-9) トーベ=ヤンソン作・絵/冨原眞弓訳 講談社 1999.2 110052197 B990||Jan

ムーミンパパ海へいく (講談社青い鳥文庫:21-7)

トーベ=ヤンソン作・絵/小野寺百合
子訳 講談社 1985.7 110052243 B990||Jan

ムーミンの生みの親、トーベ・ヤンソン
トゥーラ・カルヤライネン著/セルボ
貴子, 五十嵐淳訳 河出書房新社 2014.9 100120880 726.501||Ka

ウォルト・ディズニー
ボブ・トマス著/玉置悦子, 能登路雅
子訳 講談社 1995.12 100109494 289.3||Th

明日への船出 (Super teachers : NHK未来への教
室)

NHK「未来への教室」プロジェクト
著 日本放送出版協会 2001.3 100120566 370.4||As

初版グリム童話集 : ベスト・セレクション グリム [著]/吉原高志, 吉原素子編訳 白水社 1998.10 100111741 943||Gr

ビアトリクス・ポターの生涯 : ピーターラビット
を生んだ魔法の歳月 マーガレット・レイン著/猪熊葉子訳 福音館書店 1986.10 110048523 930.28||PO||La
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アリスの服が着たい : ヴィクトリア朝児童文学と
子供服の誕生 坂井妙子著 勁草書房 2007.7 100114274 383.16||Sa

モードの社会史 : 西洋近代服の誕生と展開 (有斐閣
選書) 能沢慧子著 有斐閣 1991.9 100110345 383.1||No

美容格差時代 : 進化する美容医療、その光と影
(ディスカヴァー携書:185) 大竹奉一著

ディスカヴァー・トゥエン
ティワン 2017.8 500003403 S494||Di||185

テレビ・雑誌・ネットが絶対言わない美容医療の
最新事情 : ここまでできる!上手な活用法と注意す
べきポイント (ディスカヴァー携書:185) 大竹奉一著

ディスカヴァー・トゥエン
ティワン 2016.7 100123199 494.79||Ot

変わる家族変わる食卓 : 真実に破壊されるマーケ
ティング常識 岩村暢子著 勁草書房 2003.4 100121000 367.3||Iw

少子高齢化と社会政策 (社会政策:2) 玉井金五, 久本憲夫編 法律文化社 2008.7 100114632 364||Sh

ポストバブルの日本人 野田正彰著 春秋社 1995.10 110018188 304||No

シンデレラ・コンプレックス 新装版 コレット・ダウリング著/柳瀬尚紀訳 三笠書房 1990.7 110031153 367.04||Do

生き方としての女性論 井上知子〔ほか〕共著 嵯峨野書院 1989.8 110031158 367.04||Ik

獅子座の女シャネル ポール・モラン著/秦早穂子訳 文化出版局 1977.3 110018041 289.35||Mo

ココ・シャネル悲劇の愛
ソフィ・トゥルバック著/松本百合子
訳 集英社 1998.7 100109761 953.7||Tr

女性にとっての職業 : エッセイ集
ヴァージニア・ウルフ著/出淵敬子,

川本静子監訳 みすず書房 1994.7 110011855 934||Wo

「宮崎アニメ」秘められたメッセージ : 『風の谷
のナウシカ』から『ハウルの動く城』まで (ベス
ト新書:82) 佐々木隆著 KKベストセラーズ 2005.2 500000854 S778||Be||82
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宮崎駿アニメはすごい! : 「崖の上のポニョ」まで
すべての作品を読み解く ジブリ研究会編 鹿砦社 2008.8 100119508 778.77||Mi

ジブリの哲学 : 変わるものと変わらないもの 鈴木敏夫著 岩波書店 2011.8 100119207 778.77||Su

新編銀河鉄道の夜 (新潮文庫:み-2-5) 宮沢賢治著 新潮社 1989.6 110053989 B910||Miy

銀河鉄道の夜 : 童話集 : 他十四篇 改版 (岩波文庫:

緑(31)-76-3,4367-4369) 宮澤賢治作/谷川徹三編 岩波書店 1966.7 120000867 B910||Miy

鈴木三重吉への招待 鈴木三重吉赤い鳥の会編 教育出版センター 1982.9 110040222 910.26||Su

『赤い鳥』と鈴木三重吉 赤い鳥の会編 小峰書店 1983.7 110040219 910.26||Ak

日本の児童文学作家 1 (講座日本児童文学:第6巻-

第8巻) 猪熊葉子[ほか]編 明治書院 1973.9-1973.11110023990 909.08||Ko||6

日本児童文学の特色 (講座日本児童文学:第3巻) 猪熊葉子[ほか]編 明治書院 1974.4 110014829 909.08||Ko||3

子どものための心理学 : 教育心理学・教育相談・
支援 青木智子, 山村豊編著 北樹出版 2013.10 100120441 371.4||Ko

思いやりの心を育てる : 幼児期からの人間教育 (有
斐閣新書:C-125) 祐宗省三〔ほか〕著 有斐閣 1983.10 110054084 S371||Yu||

子どもの表現活動 岡田陽著 玉川大学出版部 1994.7 110007386 376.157||Ok

子どもとあそび : 環境建築家の眼 (岩波新書:新赤
版 253) 仙田満著 岩波書店 1992.11 500002991 S629||Iw||新赤253

砂場 (造形と子どもの宇宙:1) 渋垂秀夫著 明治図書 1998.1 100117729 376.156||Sh
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子どもの「手」を育てる : 手ごたえのある遊び・
学び・生活を! 子どもの遊びと手の労働研究会編 ミネルヴァ書房 2007.8 100115043 375.72||Ko

エピソード記述で保育を描く 鯨岡峻, 鯨岡和子著 ミネルヴァ書房 2009.5 100117164 376.14||Ku

図画工作のエッセンス : 小学校図画工作科教育の
基礎 佐々木宰, 新井義史, 福田隆真編集 三晃書房 2002.10 100105377 375.72||Zu

生きる力を育むわらべうた : わらべうたは人生の
入り口

羽仁協子〔ほか著〕/『げ・ん・き』
編集部編 エイデル研究所 2001.8 100112528 767.7||Haみんなで音楽 : 「生きる力」をはぐくむ音楽活動 :

特別支援教育・保育・音楽療法のために : シンプ
ルで美しい曲集と解説 (『theミュージックセラ
ピー』実践ハンドブック) 高山仁作編曲・著 音楽之友社 2011.10 100122297 378||Ta||

創造性を育む音楽あそび・表現あそび : 幼稚園・
保育園で人気の : 毎日の活動から発表会まで 須崎朝子, 林加奈著 音楽之友社 2012.8 100119444 376.157||Su

感性と表現のための音楽 改訂新版 梁島章子ほか共著 学術図書出版社 1999.11 100105170 376.157||Ka

音楽療法音あそび : 統合保育・教育現場に応用す
る : 曲集&活動のしかた (『theミュージックセラ
ピー』実践ハンドブック) 下川英子作曲・著 音楽之友社 2009.10 100120761 376.1||Sh

音は心の中で音楽になる : 音楽心理学への招待 谷口高士編著 北大路書房 2000.3 100106666 761.14||Ta

音楽と感情 : 音楽の感情価と聴取者の感情的反応
に関する認知心理学的研究 谷口高士著 北大路書房 1998.1 100106934 761.14||Ta

モーツァルトで癒す : 音と音楽による驚くべき療
法のすべて ドン・キャンベル著/佐伯雄一訳 日本文芸社 1999.12 100110953 761.14||Ca

子どもと音楽 (シリーズ人間の発達:11) 梅本堯夫著 東京大学出版会 1999.3 100102014 143.08||Sh||11

色彩の力 : 色の深層心理と応用
デボラ・T.シャープ著/千々岩英彰,

斎藤美穂訳 福村出版 1986.5 110029425 141.21||Sh
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色彩心理の世界 : 心を元気にする色のはなし 末永蒼生著 PHP研究所 1998.11 100105731 141.21||Su

子ども虐待 : 子どもへの最大の人権侵害 新版 高橋重宏編 有斐閣 2008.4 100114627 369.4||Ko

子ども虐待の予防とネットワーク : 親子の支援と
対応の手引き 徳永雅子著 中央法規出版 2007.2 100113518 369.4||To

Q&A子ども虐待問題を知るための基礎知識 小木曽宏編著 明石書店 2003.12 110048560 369.4||Og

実践から学ぶ児童虐待防止 谷口卓, 末光正和編著 学苑社 2007.3 100113633 369.4||Ta

CAPへの招待 : すべての子どもに「安心・自信・
自由」の権利を CAPセンター・Japan編 解放出版社 2004.10 100108879 369.48||Ca

TEG : 解説とエゴグラム・パターン 新版
東京大学医学部心療内科TEG研究会
編 金子書房 2002.1 100108335 146.8||TE

会話のできない高校生がたどる心の軌跡 (自閉症
の僕が跳びはねる理由:続) エスコアール出版部 2010.10 100118124 378||Ji||2

自閉症のある人のアニマルセラピー : 生活を豊か
にする動物たちのちから

メロピー・パブリデス著/赤井利奈,

石坂奈々訳 明石書店 2011.6 100119210 146.8||Pa

幼児期と社会 2 E.H.エリクソン [著]/仁科弥生訳 みすず書房 1977.5-1980.3 110005383 371.45||Er||2

幼児期と社会 1 E.H.エリクソン [著]/仁科弥生訳 みすず書房 1977.5-1980.3 110005382 371.45||Er||1

スタンフォードの自分を変える教室 ケリー・マクゴニガル著/神崎朗子訳 大和書房 2012.10 100119629 141.8||Mc

老人・障害者の心理 (新・セミナー介護福祉:7) 藤田綾子, 村井潤一, 小山正編 ミネルヴァ書房 2001.5 100106688 143.7||Ro
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航空グローバル化と空港ビジネス : LCC時代の政
策と戦略 野村宗訓, 切通堅太郎著 同文舘出版 2010.7 100119021 687||No

現代の観光事業 北川宗忠編著 ミネルヴァ書房 2009.4 100116633 689||Ge

観光事業論 北川宗忠編著 ミネルヴァ書房 2001.3 100114746 689||Ki

世界一訪れたい日本のつくりかた : 新・観光立国
論「実践編」 デービッド・アトキンソン著 東洋経済新報社 2017.7 100121892 689.1||At

新・観光立国論 : イギリス人アナリストが提言す
る21世紀の「所得倍増計画」 デービッド・アトキンソン著 東洋経済新報社 2015.6 100121284 689.1||Da

訪日外国人観光ビジネス入門講座 : 沸騰するイン
バウンド市場攻略ガイド 村山慶輔著 翔泳社 2015.2 100121109 689.21||Mu

ホテル・ビジネス・ブック 仲谷秀一, 杉原淳子, 森重喜三雄著 中央経済社 2006.9 100115563 689.8||Na

観光ビジネスの戦略 : ハワイ旅行を企画する 折戸晴雄著 玉川大学出版部 2007.3 110051396 680||Or

基本ホテル経営教本 鈴木博, 大庭祺一郎著 柴田書店 1999.3 100113316 689.8||Su

国際観光誘致のしかた : インバウンド・ツーリズ
ム振興の基本 小林天心著 虹有社 2011.10 100119204 689.3||Ko

コトラーのホスピタリティ&ツーリズム・マーケ
ティング 第3版

フィリップ・コトラー, ジョン・
ボーエン, ジェームズ・マーキンズ
著/平林祥訳 ピアソン・エデュケーション 2003.12 100113249 673.9||Ko

ホスピタリティ・マネジメント 徳江順一郎著 同文舘出版 2012.9 100119623 673||To

ホスピタリティ・マネジメント入門 服部勝人著 丸善 2004.6 100112888 673||Ha
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ホスピタリティ・ビジネス 平野文彦編著/青木秀行[ほか著] 税務経理協会 1999.3-2001.4 100112876 673.9||Hi

星野リゾートの教科書 : サービスと利益両立の法
則 中沢康彦著/日経トップリーダー編

日経BP社/日経BP出版セン
ター (発売) , 2010.4 100117099 689.8||Na

観光とサービスの心理学 : 観光行動学序説 前田勇著 学文社 1995.3 100116524 689||Ma

ゴールド・スタンダード : ザ・リッツ・カールト
ン・ホテル・カンパニー : 世界最高のお客様経験
を作り出す5つのリーダーシップ法 ジョゼフ・ミケーリ著/月沢李歌子訳 ブックマン社 2009.4 100116575 689.8||Mi

リッツ・カールトンが大切にするサービスを超え
る瞬間 高野登著 かんき出版 2005.9 100113420 673.9||Ta

サービスの教科書 : 図解 : クボヤマ流あなたの
ファンをつくる 窪山哲雄著

インデックス・コミュニケー
ションズ 2006.2 100116210 673.9||Ku

サービス業のためのホスピタリティコーチング 清水均著
日経BP社/日経BP出版セン
ター (発売) , 2004.12 100113126 673.9||Sh

ホスピタリティ・マインド実践入門 石川英夫著 研究社 2007.4 100113721 673.04||Is

中国人観光客おもてなしの鉄則 : 絶対にはずせな
い40のポイント さかいもとみ著 アスク 2005.6 100112846 689.21||Sa

ホスピタリティがあなたの意識を変える : 人びと
に夢と感動を与えるプロフェッショナル 浦郷義郎著 同友館 2007.2 100113725 673.1||Ur

超一流おもてなしの心・技・体 : ビジネスで使え
る (朝日新書:471) 里岡美津奈著 朝日新聞出版 2014.7 500002186 S687||As||471

アサーション入門 : 自分も相手も大切にする自己
表現法 (講談社現代新書:2143) 平木典子著 講談社 2012.2 500001604 S361||Ko||2143

声の出し方つくり方 : 仕事も人間関係もすべてう
まくいく : 成功する人は、"声の使い分け"がうま
い! 谷川須佐雄著 あさ出版 2005.3 100113281 809||Ta
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自分をどう表現するか : パフォーマンス学入門 (講
談社現代新書:1275) 佐藤綾子著 講談社 1995.10 110058097 S361||Ko||1275

よくわかる観光社会学 (やわらかアカデミズム・
「わかる」シリーズ) 安村克己 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 2011.4 100119521 689||Yo

観光・旅の文化 北川宗忠著 ミネルヴァ書房 2002.4 100117063 689.21||Ki

日本の世界遺産オールガイド : ビジュアル版 増補
改訂版 (「わかる!」本) カルチャーランド著 メイツ出版 2018.7 100123171 709.1||Ka

医者が教える最強の温泉習慣 一石英一郎著 扶桑社 2018.6 100123172 492.54||Ic

入浴と銭湯 (雄山閣アーカイブス:歴史篇) 中野栄三著 雄山閣 2016.9 100123168 383.6||Na

温泉・森林浴と健康 : 自然の癒しから未病予防医
学へ 森本兼曩, 阿岸祐幸編 大修館書店 2019.10 100123170 492.5||Mo

アジアの食文化 (朝日カルチャーブックス:52) 周達生〔ほか〕著 大阪書籍 1985.10 110026108 383.8||Sh

序説珈琲学 友田五郎著 光琳 1987.4 110033396 596.7||To

神戸とコーヒー : 港からはじまる物語 神戸新聞総合出版センター編 神戸新聞総合出版センター 2017.10 100122095 383.889||Uc

珈琲寶殿 : UCCコーヒー博物館総合案内 1987 UCCコーヒー博物館編 UCCコーヒー博物館 1987.10 110033397 596.7||Uc

ユニクロ対ZARA 齊藤孝浩著 日本経済新聞出版社 2014.11 100122404 673.78||Sa

セブンーイレブンの経営史 : 日米企業・経営力の
逆転 川辺信雄著 有斐閣 1994.4 110033877 673.8||Ka
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USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 : 成功を
引き寄せるマーケティング入門 森岡毅著 KADOKAWA 2016.4 100123169 675||Mo

USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走っ
たのか? (角川文庫:19708, [も29-1]) 森岡毅 [著] KADOKAWA 2016.4 500003404 B689.5||Mor

スターバックスはなぜ値下げもテレビCMもしな
いのに強いブランドでいられるのか? ジョン・ムーア著/花塚恵訳

ディスカヴァー・トゥエン
ティワン 2014.4 100123162 673.98||Mo

ストーリーでわかるスターバックスの最強戦略 浅沼宏和著 ぱる出版 2013.12 100123187 673.98||As

スターバックスの感動サービスの秘密 荒田雅之著 ぱる出版 2010.8 100123163 673.98||Ar

日本のホテル大転換 : 流動化・外資化が進むホテ
ル産業 永宮和美著 ダイヤモンド社 2008.9 100118751 689.81||Na

JAL再生 : 高収益企業への転換 引頭麻実編著 日本経済新聞出版社 2013.1 100120165 687.067||Ja

腐った翼 : JAL消滅への60年 森功著 幻冬舎 2010.6 100119609 687.067||Mo

ディズニーの現場力 大住力著 かんき出版 2013.12 100120394 689.5||Os

ディズニー式サービス哲学 : イラスト図解 (別冊宝
島study) 小松田勝監修 宝島社 2012.2 100119103 689.5||De

9割がバイトでも最高の感動が生まれるディズ
ニーのホスピタリティ 福島文二郎著 中経出版 2011.11 100119092 689.5||Fu

ディズニーが教えるお客様を感動させる最高の方
法

ディズニー・インスティチュート著/

月沢李歌子訳 日本経済新聞社 2005.11 100116394 689.5||Di

ディズニーランドお客様を感動させる魔法の接客
サービス : クセになる"感動マーケティング"が爆
発的なリピート力を引き起こす! 河野英俊著 ぱる出版 2005.9 100112733 689.5||Ka
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ディズニーランド驚異のリピート力の秘密 : リ
ピーターを生む繁盛の方程式 志澤秀一著 ぱる出版 2008.9 100123165 689.5||Sh

アロハ検定オフィシャルブック : アロハの心で
もっと感じるハワイ アロハ検定協会編著

ダイヤモンド・ビッグ社/ダ
イヤモンド社 (発売) 2010.7 100121323 297.6||Al

ハワイを知るための60章 (エリア・スタディー
ズ:114) 山本真鳥, 山田亨編著 明石書店 2013.2 100120862 302.76||Ha

ALOHA!ハワイ語 : フラとハワイを愛する人々へ
歌編 エギル・マグネ・フセボ監修・著 イカロス出版 2006.1 100121338 829.45||Eg

ハワイの歴史と文化 : 悲劇と誇りのモザイクの中
で (中公新書:1644) 矢口祐人著 中央公論新社 2002.6 110055270 S276||Ch||1644

金なし、コネなし、ハワイ暮らし! : ゼロからはじ
める楽園生活マニュアル : 必須トピック完全網羅
改訂版 グルービー美子著 イカロス出版 2012.3 100121329 302.76||Gr

ハワイ日系社会ものがたり : ある帰米二世ジャー
ナリストの証言 白水繁彦, 鈴木啓編 御茶の水書房 2016.9 100122091 334.476||Ha

日系アメリカ人の日本観 : 多文化社会ハワイから
(日本文化のこころ : その内と外) 高木眞理子著 淡交社 1992.5 110020168 334.47||Ta

英語のバリエーション : 地域・社会・状況・文学
における英語のゆれ 畑中孝實 [ほか] 著 南雲堂 1983.7 110040607 838||Ei

図説英語史入門 4版 中尾俊夫, 寺島廸子著 大修館書店 1990.9 110012142 830.2||Na

アメリカの文化と国民性
ブラッドフォード・スミス著/梶田一
郎, 角田史郎, 可児鈴一郎訳 北星堂書店 1970.3 110022517 302.5||Sm

イギリスの社会 : 「開かれた階級社会」をめざし
て (Waseda libri mundi:25) ポール・スノードン, 大竹正次著 早稲田大学出版部 1997.12 110030526 302.08||Wa||25

言葉にこだわるイギリス社会
ジョン・ハニー [著]/高橋作太郎, 野
村恵造訳 岩波書店 2003.11 100108883 831.1||Ho
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イギリス英語のアクセントと方言 : テープによる
イギリス英語の社会的・地域的多様性研究序説

A.ヒューズ, P.トラッドギル著/鳥居
次好, 渡辺時夫訳 研究社出版 1984.7 110010771 831.4||Hu

現代イギリスの社会と文化 : ゆとりと思いやりの
国 増補版 宇野毅著 彩流社 2015.10 100123219 302.33||Un

イギリスを知るための65章 第2版 (エリア・スタ
ディーズ:33) 近藤久雄, 細川祐子, 阿部美春著 明石書店 2014.11 100123211 302.33||Ko
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