
(2020.8∼2021.1入荷分)
1.図書

ID 資料名 著者 出版社 出版年

120279476 カブトムシのガブリエル、もりのヒーロー 香川　照之、ロマン・トマ 講談社 2020

120279484 いたずらのすきなけんちくか 安藤　忠雄、 はた　こうしろう 小学館 2020

120279583 職場の人間関係は自己肯定感が9割 工藤　紀子／著 フォレスト出版 2019

120279617 絵本ＢＯＯＫＥＮＤ　２０２０ 絵本学会機関誌編集委員会／編 絵本学会 2020

2.行政資料

ID 資料名 著者 出版社 出版年

110356946 事業報告書　平成３０年度 国立大洲青少年交流の家／編 国立大洲青少年交流の家 2019

110359163
Ｓ.Ｅ.Ａプロジェクト　海の体験活動推進プロジェク
ト

国立青少年教育振興機構／編 国立青少年教育振興機構 2019

110359288
目黒区青少年に関する事業報告書　平成３０年
度

目黒区教育委員会事務局生涯学習課
／編

目黒区教育委員会事務局生涯学習
課

2019

110359411 ノンコンタクトタイム調査報告書 全国私立保育園連盟　調査部／編 全国私立保育園連盟　調査部 2019

110362597 国立文化財機構概要　令和２年度（２０２０） 国立文化財機構／編 国立文化財機構 2020

110362605 大学共同利用機関法人　２０２０－２０２１ 大学共同利用機関法人／編 大学共同利用機関法人 2020

110362613 学生生活調査結果　平成３０年度 日本学生支援機構／編 日本学生支援機構 2020

110362639
高等専門学校生生活調査結果（平成３０年度（試
行））

日本学生支援機構　学生生活部学生
支援企画課　学生支援調査係／編

活部学生支援企画課　学生支援調査
係

2020

110362647 弘道　第１１２６号 日本弘道会／編 日本弘道会 2020

110362662 所報　おおすみ　２０２０ 国立大隅青少年自然の家／編 国立大隅青少年自然の家 2020

110362688 概要　２０２０ 国立室戸青少年自然の家／編 国立室戸青少年自然の家 2020

110362704 事業報告書　平成２９年度 国立日高青少年自然の家／編 国立日高青少年自然の家 2018

110362738 施設要覧　２０２０年度 国立日高青少年自然の家／編 国立日高青少年自然の家 2020

110362753
社会貢献活動年間報告書　２０１９（ダイジェスト
版）

パチンコ・パチスロ社会貢献機構／編 パチンコ・パチスロ社会貢献機構 2020

110362761 令和２年度　教育事業等一覧 国立信州高遠青少年自然の家／編 国立信州高遠青少年自然の家 2020

110362787
発達段階に応じた望ましい体験の在り方に関す
る調査研究（中間まとめ）

国立青少年教育振興機構青少年教育
研究センター／編

国立青少年教育振興機構青少年教
育研究センター

2020

110362803 若年者の離職状況と離職後のキャリア形成Ⅱ 労働政策研究・研修機構／編 労働政策研究・研修機構 2020

110362894 概要　２０２０ 国立三瓶青少年交流の家／編 国立三瓶青少年交流の家 2019

110362993 概要　令和２年度 国立乗鞍青少年交流の家／編 国立乗鞍青少年交流の家 2020

110363017 概要　令和２年度 国立那須甲子青少年自然の家／編 国立那須甲子青少年自然の家 2020

110363033
区市町村生涯学習・社会教育行政データブック
令和元年度

東京都教育庁地域教育支援部生涯学
習課／編

東京都教育庁地域教育支援部生涯
学習課

2020

110363041
実践女子学園　創立一二〇周年記念　実践女子
大学所蔵貴重書図録

実践女子大学・実践女子大学短期大
学部／編

実践女子大学・実践女子大学短期大
学部

2020

110363058
青山学院大学ボランティアセンター活動報告書
２０１９年度

青山学院大学ボランティアセンター／
編

青山学院大学ボランティアセンター 2020

110363082
平成３０年度東京都特別支援学校　第２７回総合
文化祭　記録集

東京都教育庁指導部特別支援教育指
導課、東京都特別支援学校　総合文化
祭担当／編

東京都教育庁指導部特別支援教育
指導課、東京都特別支援学校　総合
文化祭担当

2019

110363108 内閣府青年国際交流事業報告書　２０１９ 青少年国際交流推進センター／編 内閣府 2020
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110363140
ＪＯＣスポーツ環境専門部会活動報告書　令和元
年度

日本オリンピック委員会　スポーツ環境
専門部会／編

日本オリンピック委員会　スポーツ環
境専門部会

2020

110363157 年報　第３９号 実践女子大学文芸資料研究所／編 実践女子大学文芸資料研究所 2020

110363165 実践女子大学文学部　紀要　第６２集 実践女子大学／編 実践女子大学 2020

110363173
青山学院大学　コミュニティ人間科学部紀要　コ
ミュニティ活動研究所報

青山学院大学コミュニティ人間科学部
／編

青山学院大学コミュニティ人間科学部 2020

110363181
体育・スポーツにおける多様な性のあり方ガイド
ライン

日本スポーツ協会／編 日本スポーツ協会 2020

110363199 目黒区青少年に関する事業報告書　令和元年度
目黒区教育委員会事務局生涯学習課
／編

目黒区教育委員会事務局生涯学習
課

2020

110363207
第４1回鹿児島県大会　少年の主張　発表文集
令和元年度

鹿児島県青少年育成県民会議／編 鹿児島県青少年育成県民会議 2019

110363215 令和元年度教育研究紀要　第８６集 愛媛県総合教育センター／編 愛媛県総合教育センター 2020

110363223 所報　たてやま　２０１９ 国立立山青少年自然の家／編 国立立山青少年自然の家 2020

110363249 要覧　２０２０ 国立立山青少年自然の家／編 国立立山青少年自然の家 2020

110363264 ＭＯＲＩ　ＡＳＯＢＩ 国立大雪青少年交流の家／編 国立大雪青少年交流の家 2019

110363298 東北福祉大学研究紀要　第４４巻 東北福祉大学／編 東北福祉大学 2019

110363306 ネット依存対策キャンプ　実施運営マニュアル
国立青少年教育振興機構　教育事業
部　事業課／編

国立青少年教育振興機構　教育事業
部　事業課

2020

110363348 所報　令和元年度 国立諫早青少年自然の家／編 国立諫早青少年自然の家 2020

110363363
平成30年度「教科等に関連付けた体験活動プロ
グラム」事例集

国立青少年教育振興機構教育事業部
企画課／編

国立青少年教育振興機構 2019

110363504 日本福祉大学研究紀要　現代と文化　第１40号 日本福祉大学／編 日本福祉大学福祉社会開発研究所 2020

110363512 日本福祉大学　社会福祉論集　第１４２号
日本福祉大学社会福祉学部・日本福
祉大学福祉社会開発研究所／編

日本福祉大学社会福祉学部・日本福
祉大学福祉社会開発研究所

2020

110363538 愛媛大学教育実践総合センター　第３８号
愛媛大学教育学部附属教育実践総合
センター／編

愛媛大学教育学部附属教育実践総
合センター

2020

110363546 帝京大学外国語外国文化　第１１号 帝京大学外国語学部外国語学科／編 帝京大学外国語学部外国語学科 2020

110363553 盛田嘉徳文庫目録（１） 山田　正行（盛田文庫研究会）／編
大阪府立大学研究推進機構２１世紀
科学研究センター　大学史編纂研究
所

2020

110363561 社会教育学研究　第５２号
大阪教育大学・社会教育学研究室／
編

大阪教育大学・社会教育学研究室 2020

110363579
日本体育協会　名簿集　２０１９・２０２０（令和元・
２年度）

日本体育協会／［編］ 日本体育協会 2019

110363595 静岡大学　地域創造教育研究　創刊号 静岡大学地域創造教育センター／編 静岡大学地域創造教育センター 2020

110363603 人間関係研究　２０２０　第１９号 南山大学・人間関係研究センター／編 南山大学・人間関係研究センター 2020

110363611 東京大学大学院教育学研究科紀要　第５９巻 東京大学大学院教育学研究科／編 東京大学大学院教育学研究科 2020

110363629 日本女子大学紀要　家政学部　第６７号 日本女子大学家政学部／編 日本女子大学家政学部 2020

110363637
実践女子大学　下田歌子記念　女性総合研究所
年報　　第６号　２020．３

実践女子大学　下田歌子記念女性総
合研究所／編

実践女子大学　下田歌子記念女性総
合研究所

2020

110363868 家族の介護と就業に関する調査 労働政策研究・研修機構／ 編 労働政策研究・研修機構 2020

110363876
フリースクール・サポート校等における進路指導・
キャリアガイダンスに関する調査結果

労働政策研究・研修機構／ 編 労働政策研究・研修機構 2020

110363900 京都大学概要　２０２０ 京都大学総務部広報課／編 京都大学総務部広報課 2020

110363918 スポーツ医・科学　Ｖｏｌ．３０ スポーツ医・科学研究所／編 スポーツ医・科学研究所 2020

110363926 東京海洋大学　概要　令和２年度
東京海洋大学総務部総務課広報室／
編

東京海洋大学総務部総務課広報室 2020

110363934
神奈川県不登校対策自然体験活動事業　報告
書

神奈川県立足柄ふれあいの村／編 神奈川県立足柄ふれあいの村 2020

110363942 実践女子大学　CLEIPジャーナル　第６号
実践女子大学言語文化教育研究セン
ター／編

実践女子大学言語文化教育研究セン
ター

2020
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110363975 学校における女性の管理職登用の促進に向けて 国立女性教育会館／編 国立女性教育会館 2020

110363983 （公社）日本女子体育連盟学術研究　第３６巻 日本女子体育連盟／編 日本女子体育連盟 2020

110363991 徳島文理大学研究紀要　第９９号
徳島文理大学研究紀要編集委員会／
編

徳島文理大学研究紀要編集委員会 2020

110364007 研究紀要　令和元年度　第４９号 日本教材文化研究財団／編 日本教材文化研究財団 2020

110364015 帝京大学心理学紀要　第２４号 帝京大学心理学研究室／編 帝京大学心理学研究室 2020

110364023 ノートルダム清心女子大学紀要　第４４巻 ノートルダム清心女子大学／編 ノートルダム清心女子大学 2020

110364031
学苑　日本文学紀要　通巻９５２号（令和ニ年２月
号）

昭和女子大学／編 昭和女子大学　近代文化研究所 2020

110364049 生涯発達研究　第１２号 愛知県立大学生涯発達研究所／編 愛知県立大学生涯発達研究所 2020

110364056 要覧　令和２年度 山形県青年の家／編 山形県青年の家 ［2020］

110364064 研修のあゆみ　令和元年度 山形県青年の家／編 山形県青年の家 2020

110364072 研究紀要　令和元年度 全国連合小学校長会／編 全国連合小学校長会 2020

110364080 明星大学研究紀要　第２８号　令和２年
明星大学人文学部・日本文化学科／
編

明星大学日野校 2020

110364106
静岡大学　地域課題解決支援プロジェクト成果報
告書

静岡大学地域創造教育センター　大谷
悦子／編

静岡大学地域創造教育センター 2018

110364114 静岡大学　生涯学習教育研究　第２０号
静岡大学地域創造教育センター　地域
人材育成・プロジェクト部門／編

静岡大学地域創造教育センター　地
域人材育成・プロジェクト部門

2018

110364122 静岡大学　地域連携応援プロジェクト成果報告書 静岡大学地域創造教育センター　／編 静岡大学地域創造教育センター 2018

110364130 弘道　第１１２７号 日本弘道会／編 日本弘道会 2020

110364163 紀要　２０１９（令和元）年度　第５７号 特別区社会教育主事会／編 特別区社会教育主事会 2020

110364171 人間発達学研究　第１１号
愛知県立大学教育福祉学部研究推進
委員会／編

愛知県立大学大学院人間発達学研
究科

2020

110364189 愛知県立大学教育福祉学部論集　第６８号
愛知県立大学教育福祉学部研究推進
委員会／編

愛知県立大学教育福祉学部 2020

110364197 東京家政大学研究紀要　第６０集（１） 東京家政大学／編 東京家政大学 2020

110364205 東京都写真美術館年報　２０１９－２０ 東京都写真美術館／編 東京都写真美術館 2020

110364213 国立教育政策研究所　令和２年度 国立教育政策研究所／編 国立教育政策研究所 2020

110364221 統計数理研究所年報　令和２年度版 統計数理研究所／編 統計数理研究所 2020

110364239 筑波大学心理学研究　第５８号 筑波大学心理学研究編集委員会／編 筑波大学人間系心理学域 2020

110364247 国立科学博物館概要　２０２０ 国立科学博物館／編 国立科学博物館 ［2020］

110364254 国立科学博物館年報　令和元年度事業報告
国立科学博物館　広報・運営戦略課／
編

国立科学博物館 2020

110364262
学苑　日本文学紀要　通巻９５３号（令和ニ年３月
号）

昭和女子大学／編 昭和女子大学　近代文化研究所 2020

110364270 東京家政大学研究紀要　第６０集（２） 東京家政大学／編 東京家政大学 2020

110364288 紀要　第５６号 特別区社会教育主事会／編 特別区社会教育主事会 2020

110364296
令和元年度調査研究事業「ちば生涯学習ボラン
ティアセンターに関するアンケート調査」報告書

千葉市生涯学習センター／編 千葉市生涯学習センター 2020

110364304 大分大学教育学部研究紀要　第４１巻　第２号 大分大学教育学部／編 大分大学教育学部 2020

110364312 弘道　第１１２４号 日本弘道会／編 日本弘道会 2020

110364320
２０１９年度活動の軌跡　Niigata Seuryo Univ.
Volunteer　Center

新潟青陵学園　新潟青陵大学　新潟青
陵大学短期大学部　ボランティアセン
ター／編

新潟青陵大学　新潟青陵大学短期大
学部

2020

110364338
関東近県生涯学習・社会教育実践研究交流会報
告書　第５回大会

関東近県生涯学習・社会教育実践研
究交流会　第５回大会　実行委員会／
編

関東近県生涯学習・社会教育実践研
究交流会　第５回大会　実行委員会

［2019］
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110364346 つくってあそぼう！
神奈川県青少年センター指導者養成
課／編

神奈川県青少年指導者養成協議会 2020

110364353 令和元年度　研修事業実施報告書
神奈川県立青少年センター指導者養
成課／[編]

神奈川県立青少年センター 2020

110364361 九州大学　総合臨床心理研究　第１１巻　２０１９
九州大学大学院人間環境学府附属総
合臨床心理センター／編

九州大学大学院人間環境学府附属
総合臨床心理センター

2020

110364387
静岡大学　生涯学習教育研究センター　20年の
あゆみ

静岡大学地域創造教育センター／編 静岡大学地域創造教育センター 2018

110364403 学苑　通巻９５６号（令和２年６月１日号） 昭和女子大学／編 昭和女子大学　近代文化研究所 2020

110364445 静岡大学公開講座ブックレット　１０
山岡　拓也、池谷信之　静岡大学地域
創造教育センター／編

静岡大学地域創造教育センター 2018

110364478 こんな相談ありました！！　ｖｏｌ．２０ 全国消費生活相談員協会／編 全国消費生活相談員協会 2020

110364486 大分大学教育学部研究紀要　第４２巻　第１号 大分大学教育学部／編 大分大学教育学部 2020

110364494 教育研究所報　第４９号 大分大学教育学部教育研究所／編 大分大学教育学部教育研究所 2020

110364502 所報　第１２１号（令和２年度第１号） 麻布台学校教育研究所／編 麻布台学校教育研究所 2020

110364510
学苑　環境デザイン紀要　通巻９５７号（令和２年
７月号）

昭和女子大学／編 昭和女子大学　近代文化研究所 2020

110364528 学苑　通巻９５８号（令和２年８月１日号） 昭和女子大学／編 昭和女子大学　近代文化研究所 2020

110364536 全国専修学校総覧　令和３年版 職業教育・キャリア教育財団／編 職業教育・キャリア教育財団 2020

110364551 秋田市少年指導センターの概要　令和２年度 秋田市少年指導センター／編 秋田市少年指導センター 2020

110364569 埼玉県立げんきプラザ要覧　令和２年度
埼玉県教育局市町村支援部生涯学習
推進課／編

埼玉県教育局市町村支援部生涯学
習推進課

[2020］

110364577
女子高校生が感じるジェンダーバイアス「ジェン
ダー」に関する女子高校生調査報告書２０１９

ガールスカウト日本連盟／〔編〕 ガールスカウト日本連盟 2019

110364585
身近な自然に触れて遊んで！親子で一緒に楽し
もう！

全国国公立幼稚園・こども園長会特別
事業委員会／編

全国国公立幼稚園・こども園長会 2020

110364601 ２０１９年度　活動レポート 日本ユネスコ協会連盟／編 日本ユネスコ協会連盟 ［2020］

110364650 富山の青少年　令和元年度版 富山県厚生部子ども支援課／編 富山県厚生部子ども支援課 2020

110364668
平成30年度「教科等に関連付けた体験活動プロ
グラム」事例集

国立青少年教育振興機構教育事業部
企画課／編

国立青少年教育振興機構 2019

110364676
第39回全国小・中学校PTA広報紙コンクール　優
秀広報紙作品集

日本ＰＴＡ全国協議会／編 日本教育新聞社 2017

110364684
第２３回ボランティア・スピリットアワード　活動報
告書

ボランティア・スピリット・アワード事務局
／編

ボランティア・スピリット・アワード事務
局

2020

110364692 ネット依存対策キャンプ　実施運営マニュアル
国立青少年教育振興機構　教育事業
部　事業課／編

国立青少年教育振興機構　教育事業
部　事業課

2019

110364825 都留文科大学　研究紀要　第９２集 都留文科大学紀要編集委員会／編 都留文科大学 2020

110364833 徳島文理大学研究紀要　第１００号
徳島文理大学研究紀要編集委員会／
編

徳島文理大学研究紀要編集委員会 2020

110364874
主体的・対話的で深い学びを実現する社会科学
習指導のあり方

日本教材文化研究財団／編 日本教材文化研究財団 2020

110364882
小・中学校の滑らかな接続を目指した英語科学
習指導の研究

日本教材文化研究財団／編 日本教材文化研究財団 2020

110364890
主体的・対話的で深い学びを目指す算数・数学
科学習指導の研究

日本教材文化研究財団／編 日本教材文化研究財団 2020

110364908
主体的・対話的で深い学びの理科学習指導のあ
り方

日本教材文化研究財団／編 日本教材文化研究財団 2020

110364916 子どもゆめ基金　募集案内　令和３年度 国立青少年教育振興機構／編 国立青少年教育振興機構 2020

110364932 子どもゆめ基金ガイド　２０２０年
国立青少年教育振興機構　子どもゆめ
基金部／編

国立青少年教育振興機構 2020

110364957 香川大学教育学部研究報告　第３号 香川大学教育学部／編 香川大学教育学部 2020

110364965
小学国語科における主体的・対話的で深い学び
の授業づくり

日本教材文化研究財団／編 日本教材文化研究財団 2020

110364973
中学国語科における主体的・対話的で深い学び
の授業づくり

日本教材文化研究財団／編 日本教材文化研究財団 2020
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110364981 パラオ・日本外交関係樹立25周年記念誌 在日パラオ共和国大使館／編 在日パラオ共和国大使館 2019

110364999 開所30周年記念誌　３０th Anniversary 国立信州高遠青少年自然の家／編 国立信州高遠青少年自然の家 2020

110365004 世界の児童と母性　ＶＯＬ．８８（２０２０年１０月） 資生堂社会福祉事業財団／編 資生堂社会福祉事業財団 2020

110365012 母子保健情報誌　第５号 日本家族計画協会／編集 日本家族計画協会 2020

110365053 体力・運動能力調査報告書　令和元年度 スポーツ庁／編 スポーツ庁 2020

110365061 弘道　第１１２８号 日本弘道会／編 日本弘道会 2020

110365079 令和元年度活動報告書
ＮＰＯ法人幼児教育従事者研究開発機
構／編

ＮＰＯ法人幼児教育従事者研究開発
機構

［2020］

110365087 国立教育政策研究所紀要　第１４９集 国立教育政策研究所／編 国立教育政策研究所 2020

110365129 帝京法学　第３４巻　第１号（通巻５９号） 帝京大学法学会／編 帝京大学法学会 2020

110365137 研究紀要　令和元年度
京都市教育委員会　京都市総合教育
センター／編

京都市教育委員会　京都市総合教育
センター

2020

110365145
静岡大学　地域連携応援プロジェクト成果報告書
令和元年度

静岡大学学務部教育連携室　堀川　歩
美／編

国立大学法人静岡大学　地域創造教
育センター

2020

110365152
静岡大学　地域課題解決支援プロジェクト成果報
告書　第５号

静岡大学地域創造教育センター　大谷
悦子／編

静岡大学地域創造教育センター 2020

110365160 社会連携シーズ集２０２０ 静岡大学　学務部　教育連携室／編 静岡大学　学務部　教育推進室 2020

110365178 玉川大学ＴＡＰセンター　年報　２０１９年度 玉川大学ＴＡＰセンター／編 玉川大学ＴＡＰセンター 2020

110365186
全国国公立幼稚園・こども園長会　７０年のあゆ
み

全国国公立幼稚園・こども園長会／編 全国国公立幼稚園・こども園長会 2020

110365194
今後の社会の変化に対応した多様な体験活動事
例集

文部科学省／編 文部科学省 2020

110365202
「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（答
申）

中央教育審議会／編 中央教育審議会 2021
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