
３ 社会科学
書　　　　　　　　　　　　　　名 著　　 者　　　名

302 自分に何ができるのか？答えは現場にあるんだ 山田　耕平∥著
302 私の大好きな国アフガニスタン 安井　浩美∥著
302 池上彰のニュースに登場する国ぐにのかげとひかり　４ 稲葉　茂勝∥著
302 地球温暖化、しずみゆく楽園ツバル 山本　敏晴∥著
302 ぼくの見た戦争 高橋　邦典∥著
304 ニュース年鑑　

304 池上彰の学べるニュース　１～３
池上　彰，「そうだったのか！池上彰の学べる
ニュース」スタッフ∥著

304 現代社会１００面相　第３版 鎌田　慧∥著

304 世界がもし１００人の村だったら 池田　香代子∥著//Ｃ．ダグラス・ラミス∥訳

304 知っているつもりで説明できないニュースのことば 池上　彰∥著

304 ＮＨＫ週刊こどもニュース　１～３　ジュニア版
池上　彰，週刊こどもニュースプロジェクト∥編
著

304 １５歳の君に見てほしい２２世紀の未来 中原　恒雄，未来予測研究会∥著
304 世界がもし１００人の村だったら　２ 池田　香代子，マガジンハウス∥編
304 世の中まるごとわかるＮＨＫ週刊こどもニュース　’０２
307 ＩＱ社会科クイズ＆パズル ＮＨＫ週刊こどもニュースプロジェクト∥編
308 調べ学習に役立つ社会科データブック　９ ワン・ステップ∥編
312 用語でわかる！政治かんたん解説　上巻・下巻
314 政治家になるには 福岡　政行∥著
314 子ども国会 細川　珠生∥著
314 国会議事堂大図鑑 肥田　美代子∥著
316 人権読本 ＰＨＰ研究所∥編
316 世界の民族・宗教のこと 鎌田　慧∥編著
316 なぜ、おきたのか ロム・インターナショナル∥著

316 自由をわれらに
クライヴ　Ａ．ロートン∥著//大塚　信，石岡　史
子∥訳

317 国家公務員になるには
ウォルター・ディーン・マイヤーズ∥著//金原
瑞人∥訳

317 警察官になるには 井上　繁∥著
319 絵で読む広島の原爆 宍倉　正弘∥著
319 原爆の絵 ＮＨＫ広島放送局∥編
319 おとなはなぜ戦争するの ＮＨＫ広島放送局∥編
319 大地に地雷はにあわない 子どもの声を聞く児童文学者の会∥編
319 用語でわかる！国際関係かんたん解説　上巻・下巻 今関　信子∥著
319 国際紛争の本　１～５ こどもくらぶ∥編
319 写真・絵画集成世界の戦争と平和博物館　
319 国際関係がわかる本 山本　耕二∥写真
319 原爆の絵ナガサキの祈り 那須　正幹∥著//西村　繁男∥画
319 平和をつくる ＮＨＫ長崎放送局∥編
319 子ども・平和・未来２１世紀の紛争　１～５ 安斎　育郎∥著
319 ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第１巻～第３巻 . 吉岡　攻∥編
319 憲法で平和を考える 安斎　育郎∥著
319 わたしたちは平和をめざす 笠井　英彦∥著//森　雅之∥画
319 非暴力で平和をもとめる人たち 黒田　貴子∥著//石橋　富士子∥画
319 戦争はなぜくり返される 目良　誠二郎∥著//石井　勉∥画
319 平和ってなに？ 石山　久男∥著//石井　勉∥画

319 人はなぜ争うの？
大野　一夫，中村　裕美子∥著//石橋　富士子
∥画

319 ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第２巻 岩川　直樹∥著//森　雅之∥画
319 奇跡のプレイボール 安斎　育郎∥著
319 用語でわかる！国際関係かんたん解説　上巻・下巻 安斎　育郎∥著
319 ぼくの村は戦場だった。
319 写真・絵画集成世界の戦争と平和博物館　第２巻 山本　美香∥著
319 絵で読む広島の原爆 山本　耕二∥写真
319 アキラの地雷博物館とこどもたち 那須　正幹∥著//西村　繁男∥画
319 １４歳の法律相談所 アキ　ラー∥編著
319 大江戸捕物帳 野田　和寿∥著
320 主権者はきみだ　新版
322 憲法 森　英樹∥著
323 日本国憲法 森　英樹∥著
323 イラストで学べる裁判員制度　第１巻・第２巻
323 ドッグ・シェルター 裁判員制度研究会∥著
327 みんなの裁判 今西　乃子∥著//浜田　一男∥写真
327 司法書士になるには 裁判員制度研究会∥著
327 行政書士になるには 前田　稔，浅野　恵子∥著
327 ドッグ・シェルター 三田　達治，浅野　恵子∥著
327 歴史の事実と向き合って 今西　乃子∥著//浜田　一男∥写真
327 外交官になるには 大森　典子∥著
329 国際公務員になるには 渡辺　光一∥著
329 写真絵本国境なき医師団　１～６ 横山　和子∥著

329 用語でわかる！経済かんたん解説　上巻・下巻
早乙女　勝元，山本　耕二∥編//重田　敞弘∥
著

329 レモンをお金にかえる法　続　“インフレ→不況→景気回復”の巻　新装版 大瀧　雅之∥著

330 レモンをお金にかえる法　“経済学入門”の巻　新装版
ルイズ・アームストロング∥著//ビル・バッソ∥
画//佐和　隆光∥訳

331 平和な世界をつくりたい
ルイズ・アームストロング∥著//ビル・バッソ∥
画//佐和　隆光∥訳

331 青年海外協力隊員になるには　改訂 くさば　よしみ∥編著
333 １人ひとりにできること１人のためにできること もろ　しのぶ∥編著
333 図解ニュースの裏がわかる！世界の資源地図 国際協力機構∥編
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333 目でみるブラジル日本移民の百年 ライフ・リサーチ・プロジェクト∥編

334 会社とはなにか
ブラジル日本移民史料館，ブラジル日本移民百
周年記念協会百年史編纂委員会∥編

334 中小企業診断士になるには 奥村　宏∥著
335 秘書になるには 井上　繁∥著
335 公認会計士になるには 石井　はるみ∥著
336 税理士になるには 江川　裕子∥著
336 世界のお金事典 西山　恭博∥著
336 １００万ドルあったなら 平井　美帆∥著

337 マンガと図解でわかる！１３歳から始める「株とお金」のはなし
デビット　Ｍ．シュワルツ∥著//スティーブン・ケ
ロッグ∥画//須美子　サライン∥訳

337 税金の絵事典 子どもと株の研究会∥編
338 日本列島データマップ　２００６年版 ＰＨＰ研究所∥編
345 日本のすがた　２００３ データマップ研究会∥編
351 みんなで生きる・２１世紀　６ 矢野恒太記念会∥編
351 ワーキングプア解決への道 ピート・サンダース∥著//山本　直英∥訳

360 ワーキングプア ＮＨＫスペシャル「ワーキングプア」取材班∥編

361 池上彰のメディア・リテラシー入門 ＮＨＫスペシャル「ワーキングプア」取材班∥編

361 図解自分の気持ちをきちんと〈伝える〉技術 池上　彰∥著
361 右翼と左翼はどうちがう？ 平木　典子∥著
361 文化の世界地図 雨宮　処凛∥著
361 社会保険労務士になるには　改訂 藤田　千枝∥編//坂口　美佳子∥著
361 職場体験完全ガイド　１１～２０ 佐々木　俊世∥編著
366 １４歳からの仕事道　増補改訂
366 仕事ってなんだろう
366 職場体験完全ガイド　１
366 ちいさな労働者
366 好きな仕事発見完全ガイド　１～７
366 キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来　
366 好きな仕事発見完全ガイド　１～５
366 ２１世紀こども百科しごと館
366 めざせあこがれの仕事　
366 職場体験学習にすぐ役立つ本　１～１５
366 １３歳のハローワーク こどもくらぶ∥著
366 めざせあこがれの仕事　９
366 キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来　２～６
366 なぜ私はこの仕事を選んだのか
366 ちいさな労働者 笹川　登世子∥著
366 新１３歳のハローワーク 笹川　登世子∥著
366 １４歳からの仕事道 笹川　登世子∥著
366 ＮＨＫあしたをつかめ平成若者仕事図鑑 木村　千鶴子∥著
366 職場体験学習にすぐ役立つ本　１ 木村　千鶴子∥著
366 キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来　７ 木村　千鶴子∥著
366 好きな仕事発見完全ガイド　２.7 野中　祐∥著
366 めざせあこがれの仕事　１～２０ 野中　祐∥著
366 職場体験完全ガイド　１０ 村上　龍∥著//はまの　ゆか∥画
366 「好き」から見つけるなりたい職業ガイドブック 亀崎　淳一，正本　ノン∥著
366 職場体験完全ガイド　７ 亀崎　淳一，正本　ノン∥著
366 仕事の内容がよくわかる職業別ユニフォーム・制服絵事典 尾崎　友章，野中　祐∥著
366 あこがれ仕事百科
366 キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来　５ 芝野　稚子∥著
366 プロフェッショナル仕事の流儀　１～１０ 丹内　友香子∥著
366 働くを考える 丹内　友香子∥著
366 １３歳のハローワーク 坂田　純代∥著
366 仕事の図鑑　２ 水城　昭彦∥著

366 ５教科が仕事につながる！国語の時間
茂木　健一郎，ＮＨＫ「プロフェッショナル」制作班
∥編

366 学校に行けないはたらく子どもたち　４
茂木　健一郎，ＮＨＫ「プロフェッショナル」制作班
∥編

366 はじめて知るみんなの未来の仕事
茂木　健一郎，ＮＨＫ「プロフェッショナル」制作班
∥編

366 絵本日本女性史　１
茂木　健一郎，ＮＨＫ「プロフェッショナル」制作班
∥編

366 多様な性がわかる本
茂木　健一郎，ＮＨＫ「プロフェッショナル」制作班
∥編

367 世界の中学生　２～８
茂木　健一郎，ＮＨＫ「プロフェッショナル」制作班
∥編

367 学校に行けないはたらく子どもたち　１～３ 村上　龍∥著//はまの　ゆか∥画
367 からだとこころのなんでも百科 小林　良子∥著
367 ＨＥＬＰキレる子どもたちの心の叫び 田沼　武能∥著
367 性同一性障害 関　民子∥著//菊地　ひと美∥画
367 わたしの家族はどこかへん？ 伊藤　悟，虎井　まさ衛∥編著
367 がまんしないで、性的な不快感
367 傷つけられていませんか？
367 多様な性がわかる本
367 もしかして妊娠
367 トットちゃんとトットちゃんたち
367 いまは話したくないの
367 性同一性障害 田沼　武能∥著
367 男の子って、女の子ってなに 田沼　武能∥著
367 グラウンド・ゼロがくれた希望 田沼　武能∥著

367 デートレイプってなに？
ヨルク・ミュラー∥著//ダグマー・ガイスラー∥画
//北沢　杏子∥訳
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367 安全な毎日を送る方法　１～６
ヨルク・ミュラー∥著//ダグマー・ガイスラー∥画
//北沢　杏子∥訳

368 夜回り先生のねがい 青木　和雄∥著
368 フクシマ２０１１、沈黙の春 吉永　みち子∥著
368 なりたい！知りたい！調べたい！人命救助のプロ　２ ビクトリア・ショー∥著//小形　恵∥訳
368 ユニバーサルデザインとバリアフリーの図鑑 吉永　みち子∥著

369 震度７
ジョスリン・ロベール∥著//ジル・チボ∥画//わ
たなべ　やす∥訳

369 丘の上の家 堤　未果∥著
369 もう、死なせない！ アンドレア・パロット∥著//冨永　星∥訳
369 バリアフリーって、なんだろう　１～６
369 ようこそきこえない娘たち
369 ぼくは１３歳職業、兵士。
369 「未来」をください
369 みてわかる災害にそなえる本　３ こどもくらぶ∥編
369 こども地震サバイバルマニュアル
369 ぼくの街に地震がきた 松岡　達英∥著
369 Ｑ＆Ａ盲導犬 坂本　洋子∥著
369 おへそ曲がりの贈り物 桃井　和馬∥著
369 １２歳からの被災者学
369 盲導犬グレフ誕生物語
369 ベトナムの子どもの家
369 障害者と街で出会ったら
369 伴走者たち
369 もっと伝えたい
369 介護福祉士になるには 佐原　郁代∥著
369 社会福祉士になるには 鬼丸　昌也，小川　真吾∥著
369 障害ってどんなこと　６
369 これからの福祉を考えよう　１～５ 秋山　滋∥著//田沢　梨枝子∥画
369 障害ってどんなこと　５ 国崎　信江∥著//恩地　晴美∥画
369 ６０の用語でわかる！福祉なるほど解説　上巻 名古屋　裕∥画
369 これからの福祉を考えよう　２ 松井　進∥著

369 障害ってどんなこと　４ メモリアル・コンファレンス・イン神戸∥編著

369 ユニセフではたらこう 岡本　文良∥著
369 「あの日」のこと もり　すぐる∥著
369 戦火の爪あとに生きる 星野　恭子∥著
369 盲導犬クイールの一生 藤田　康文∥著
369 介護福祉士になろう 大橋　謙策，渡辺　裕美∥編著
369 ばあちゃんの笑顔をわすれない 大橋　謙策∥編著

369 介護施設で働く人たち
ジュディス・コンドン∥著//河東田　博，古関
ダール　瑞穂∥訳

369 イラストで学べる裁判員制度　第３巻 一番ケ瀬　康子∥著
369 車いすのおねえちゃん 朝日　雅也∥著
369 いま、地球の子どもたちは－２０１５年への伝言　第２巻 ジュディス・コンドン∥著//住居　広士∥訳

369 いま、地球の子どもたちは－２０１５年への伝言　第４巻
ジュディス・コンドン∥著//河東田　博，杉田　穏
子∥訳

369 いのちを守る！災害対策大百科　１　歴史と仕組み編 高橋　利一∥著
369 いのちを守る！災害対策大百科　３　対処と行動編 加藤　美枝∥著

369 いのちを守る！災害対策大百科　２　予測と備え編
ジュディス・コンドン∥著//河東田　博，松井　芳
子∥訳

369 いま、地球の子どもたちは－２０１５年への伝言　１～３ 和氣　邦夫∥著
369 ＴＳＵＮＡＭＩをこえて 高橋　邦典∥写真
369 わたしの夢、わたしの人びとの苦しみ 佐藤　真紀∥著
369 わたしたちとボランティア活動　４ 石黒　謙吾∥著//秋元　良平∥写真
369 ６０の用語でわかる！福祉なるほど解説　下巻 今西　乃子∥著//浜田　一男∥写真
369 障害ってどんなこと　１ 松田　尚之∥著
369 ボランティアわたしたちにできること　１ 裁判員制度研究会∥著
369 これからの福祉を考えよう　１～７ 本木　洋子，茂手木　千晶∥著
369 障害ってどんなこと　３
369 ユニセフ・カンボジア事務所で働く
369 ふたたび、ここから
369 夢追いかけて 子供地球基金中部事務局∥編
369 学校って何だろう
369 不登校児を「メシが食えるプロ」にする方法
370 勉強しなければだいじょうぶ
370 １０代のためのケータイ心得 高橋　利一∥著
370 いじめ ジュディス・コンドン∥著//住居　広士∥訳
370 子供 坂倉　みなみ∥著
371 からかい 阿部　祥子∥著
371 ネットいじめ 藤村　美津∥著
371 うわさ・かげぐち 八藤後　猛∥著
371 けんか ジュディス・コンドン∥著//住居　広士∥訳
371 活用のためのガイド 藤原　幸恵∥著
371 言いあらそい 池上　正樹∥著
371 負けないで！ 河合　純一∥著
371 子供 苅谷　剛彦∥著
371 １３歳からの自信力 佐倉　一樹∥著
371 子どもとまなぶいじめ・暴力克服プログラム 五味　太郎∥著
371 ベルマークのひみつ こころ部∥編//スメリー，服部　元信∥画

371 ５分間で読める・話せるこわ～い話
エレイン・スレベンス∥著//上田　勢子∥訳//桑
田　木綿子∥画

371 恐怖の５分間子どもに話すこわ～い話　低学年 スタジオ・アヌー∥編
373 小学校教師になるには こころ部∥編//スメリー，服部　元信∥画

374 教室で語り聞かせるこわ～い話
スティーブ・ピット∥著//上田　勢子∥訳//オノ
ビン∥画
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374 学校で働く人たち
ロビン・マッケカーン∥著//上田　勢子∥訳//桑
田　木綿子∥画

374 中学校・高校教師になるには
キャサリン・ロンディナ∥著//上田　勢子∥訳//
高橋　由為子∥画

374 国語で脳トレ！
エレイン・スレベンス∥著//上田　勢子∥訳//オ
ノビン∥画

374 日本を見る目・世界を見る目　５ エレイン・スレベンス∥著//上田　勢子∥訳

374 新聞をつくろう
エレイン・スレベンス∥著//上田　勢子∥訳//高
橋　由為子∥画

375 理科実験大百科　第１集～第６集 枝廣　淳子∥著
375 調べ学習ガイドブック　２００２－２００３ スタジオ・アヌー∥編
375 インターネットで総合学習すぐに役立つ実践アイデア集　４ 河地　和子∥編著
375 インタビューからひろがる総合学習　１～３ 武田　さち子∥著
375 なぜ国語を学ぶのか 松井　大助∥著
375 日本を見る目・世界を見る目　１～８ 森川　輝紀∥編著
375 韓国・朝鮮と出会おう 加賀城　匡貴∥著
375 日本を見る目・世界を見る目　７
375 インターネットで総合学習すぐに役立つ実践アイデア集　５
375 インタビューからひろがる総合学習　５
375 体育・スポーツおもしろなぜなぜランド
375 みんなで学ぶ総合的学習　５　環境
375 やってみようこどもの資格＆コンクールガイド　２０００年度版
375 インタビューからひろがる総合学習　４
375 小学生のテスト問題、あなたは何問解けますか？
375 世界の子どもたちはいま　
375 中学生は猿からいちばん遠い
376 いのちのひみつ
376 幼稚園教師になるには 村上　慎一∥著
376 保育士になるには
376 世界の中学生　１
376 世界の子どもたちはいま　３
376 くずかごの中の詩
376 中学生の夢
376 元気がでる中学生の本
376 世界の子どもたちはいま　５
376 ノーベル賞の大常識
376 アメリカで学びたい！
376 ボランティアに役立つはじめてであう点字　５
377 てんじのあいうえお
377 すぐに使える手話辞典６０００
378 百万人の手話
378 ボランティアに役立つはじめてであう点字　１～４
378 点字どうぶつえん
378 電池が切れるまで
378 やってみようはじめての手話　１～６ 日永　千映子∥著
378 知ろう！遊ぼう！すてきな日本の伝統　１巻～３巻
378 アボリジニ
382 世界まるごと質問箱 星野　佳正∥著
382 カナダ・インディアンの世界から 黒崎　惠津子∥著
382 日本のくらしの知恵事典 丸山　浩路∥著
382 国際理解にもやくだつ日本のくらし絵事典 黒崎　惠津子∥著
382 ニッポンの名前 黒崎　惠津子∥著
382 昔のくらし 黒崎　惠津子∥著
382 「和」の名前絵事典 黒崎　惠津子∥著
382 トイレの大常識 菊地　清∥著
382 食べものの大常識 すずらんの会∥編
382 食べものとくらし こどもくらぶ∥編著
383 だいじょうぶ？体でアート こどもくらぶ∥編著
383 着物のえほん こどもくらぶ∥編著
383 衣服の歴史図鑑 こどもくらぶ∥編著
383 むかしのおしゃれ事典 こどもくらぶ∥編著
383 ひもとロープ暮らしの結び事典 こどもくらぶ∥編著
383 はじめての草花あそび　１～７
383 少年少女のための「江戸しぐさ」
384 ふろしき大研究

384 ふろしき大研究 ダイアナ・マルシェル∥著//藤村　奈緒美∥訳

385 「和」の行事えほん　
385 日本の祭り グループ・コロンブス，青木　美加子∥著
385 心をそだてる子ども歳時記１２か月 青木　一平∥著
386 花祭りのむら 大竹　三郎∥著
386 願いごとのえほん ベス・ウィルキンソン∥著//冨永　星∥訳
386 知っているとうれしいにほんの縁起もの 文学ファッション研究会∥著
386 まんがことわざなんでも事典 小暮　幹雄∥著
387 世界の花と草木の民話 川上　政男，たき　たかし∥画
388 ことわざで遊ぶいろはかるた 川上　政男∥画
388 びっくりモンスター大図鑑 ひらの　てつお∥画
388 水木しげる世界の妖怪大百科
388 妖怪の大常識 須藤　功∥著

388 図説・世界未確認生物事典
ローズアン・ソング∥著//エリサ・クレヴェン∥画
//椎名　かおる∥訳

388 鶴女房 広田　千悦子∥著//広田　行正∥写真
388 たにし長者 内田　玉男∥画
388 雪女 内田　玉男∥画
388 浦島太郎 内田　玉男∥画
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388 ねずみの嫁入り 内田　玉男∥画
388 マダガスカルの民話 内田　玉男∥画
388 水木しげる妖怪大百科 内田　玉男∥画
388 トロルの森の物語 内田　玉男∥画
388 もし、みんながブッシュマンだったら 内田　玉男∥画
388 自衛官になるには 内田　玉男∥画
388 臆病者と呼ばれても 内田　玉男∥画
388 徹底図解孫子の兵法　カラー版 時田　昌瑞∥著


