
団体用貸出資料　哲学（１類） 令和４年４月

ジャンル 分類 書　名 著者 出版社

哲学 124.2 ｲ だいじょうぶ。 伊藤　淳子／文 PHP研究所
哲学 141.5 ｷ 基礎から学ぶ認知心理学 服部　雅史／著 東京：有斐閣
哲学 164 ﾌ 星の神話・伝説図鑑 藤井　旭／写真・文 東京：ポプラ社
哲学 185.9 ｺ 古寺をゆく境内地図　京都・奈良編 東京：小学館

哲学 100 ﾀ 哲学ってなんだ 竹田　青嗣／著 東京：岩波書店
哲学 104 ｼ うたがいのつかいみち 清水　哲郎／文 東京：福音館書店
哲学 112 ﾌﾞ 時間ってなに?流れるのは時?それともわたしたち? クリストフ・ブトン／文 東京：岩崎書店
哲学 113 ﾌﾞ 人生って、なに？ オスカー・ブルニフィエ／文 東京：朝日出版社
哲学 114 ﾌﾞ 自分って、なに？ オスカー・ブルニフィエ／文 東京：朝日出版社
哲学 114 ﾛ 大切な人が死んじゃった トレボー・ロメイン／著・イラスト東京：大月書店
哲学 115 ﾌﾞ 知るって、なに？ オスカー・ブルニフィエ／文 東京：朝日出版社
哲学 123 ﾔ 心をみがくことば論語 八木　章好／著 東京：国土社
哲学 140 ｺ こころのふしぎたんけんえほん 平木　典子／監修 東京：PHP研究所
哲学 140 ﾅ ドキドキ〓天使の心理テスト なまため　ひろみ／作 東京：ポプラ社
哲学 140 ﾅ ミラクル〓魔女の心理テスト 中嶋　真澄／作 東京：ポプラ社
哲学 141 ｲ アイデアはどこからやってくる？ 岩井　俊雄／著 東京：河出書房新社
哲学 141 ｷ ワクワク天使の血液型うらない 絹華／作 東京：ポプラ社
哲学 141 ﾌﾞ きもちって、なに？ オスカー・ブルニフィエ／文 東京：朝日出版社
哲学 145 ﾄ トリックアート図鑑だまし絵 北岡　明佳／監修 東京：あかね書房
哲学 145 ﾄ トリックアート図鑑ふしぎ絵 北岡　明佳／監修 東京：あかね書房
哲学 147 ｺﾞ 1 怪奇！！世界のミステリー　１ 後藤　樹史／文・イラスト 東京：汐文社
哲学 147 ｺﾞ 2 怪奇！！世界のミステリー　２ 後藤　樹史／文・イラスト 東京：汐文社
哲学 147 ｺﾞ 3 怪奇！！世界のミステリー　３ 後藤　樹史／文・イラスト 東京：汐文社
哲学 147 ｺﾞ 4 怪奇！！世界のミステリー　４ 後藤　樹史／文・イラスト 東京：汐文社
哲学 147 ｻ ３分後にゾッとする話 野宮　麻未／著 東京：理論社
哲学 147 ﾅ 2 ３分後にゾッとする話　２ 並木　伸一郎／著 東京：理論社
哲学 147 ﾁ 超常現象の大百科 学研教育出版／編 学研教育出版
哲学 147 ﾅ ハッピー★妖精のおまじない なまため　ひろみ／作 東京：ポプラ社
哲学 147 ﾆ 日本ふしぎ大発見!ミステリー探険 山口　直樹／監修 東京：小学館
哲学 148 ｷ キラキラ★魔女の星うらない 絹華／作 東京：ポプラ社
哲学 148 ｷ キラメキ★プリンセスの月星座うらない 絹華／作 東京：ポプラ社
哲学 148 ｷ キラリ★女神の手相うらない 絹華／作 東京：ポプラ社
哲学 148 ｷ ドキドキ〓プリンセスのトランプうらない 絹華／作 東京：ポプラ社
哲学 148 ｷ ワクワク魔女の誕生日うらない 絹華／作 東京：ポプラ社
哲学 148 ｷ ハッピー&ラッキーうらない入門 絹華／著 東京：小学館
哲学 148 ﾅ キラメキ妖精の風水うらない なまため　ひろみ／作 東京：ポプラ社
哲学 148 ﾅ トキメキ★精霊の名前うらない なまため　ひろみ／作 東京：ポプラ社
哲学 148 ﾅ フシギ妖精の夢うらない なまため　ひろみ／作 東京：ポプラ社
哲学 150 ｴ 1 ＮＨＫ時々迷々（まよまよ）　１ ＮＨＫ「時々迷々」制作班／編 東京：汐文社
哲学 150 ｴ 2 ＮＨＫ時々迷々（まよまよ）　２ ＮＨＫ「時々迷々」制作班／編 東京：汐文社
哲学 150 ｴ 3 ＮＨＫ時々迷々（まよまよ）　３ ＮＨＫ「時々迷々」制作班／編 東京：汐文社
哲学 150 ｴ 4 ＮＨＫ時々迷々（まよまよ）　４ ＮＨＫ「時々迷々」制作班／編 東京：汐文社
哲学 150 ﾌﾞ いっしょにいきるって、なに？ オスカー・ブルニフィエ／文 東京：朝日出版社
哲学 150 ﾐ 1 みんなで道トーク!　1 藤川　大祐／監修 東京：河出書房新社
哲学 150 ﾐ 2 みんなで道トーク!　2 藤川　大祐／監修 東京：河出書房新社
哲学 150 ﾐ 3 みんなで道トーク!　3 藤川　大祐／監修 東京：河出書房新社
哲学 151 ﾌﾞ 自由って、なに？ オスカー・ブルニフィエ／文 東京：朝日出版社
哲学 152 ｻ 「好きです。」コクるかコクらないか、それが問題だ！ 齋藤　孝／著 東京：ＰＨＰ研究所
哲学 158 ｻ そんな友だちなら、いなくたっていいじゃないか！ 斎藤　孝／著 東京：ＰＨＰ研究所
哲学 158 ﾌﾞ よいこととわるいことって、なに？ オスカー・ブルニフィエ／文 東京：朝日出版社
哲学 158 ﾛ 仲間はずれなんて気にしない トレボー・ロメイン／著・イラスト東京：大月書店
哲学 159 ｳ 人生他力本願 上島　竜兵／著 東京：河出書房新社
哲学 159 ｺ 1 心にひびくマンガの名言　1 東京：学研教育出版
哲学 159 ｺ 2 心にひびくマンガの名言　2 東京：学研教育出版
哲学 159 ｺ 3 心にひびくマンガの名言　3 東京：学研教育出版
哲学 159 ｺ 4 心にひびくマンガの名言　4 東京：学研教育出版
哲学 159 ｺ 5 心にひびくマンガの名言　5 東京：学研教育出版
哲学 159 ｺ 4 心を育てるみんなのぎもん　4巻 東風　安生／監修 東京：学研プラス
哲学 159 ｻ カッコよく生きてみないか！ 斎藤　孝／著 東京：ＰＨＰ研究所
哲学 159 ｻ 高校生なんでも相談 斎藤　次郎／著 東京：岩波書店
哲学 159 ｻ 心をきたえる痛快！言いわけ禁止塾 斎藤　孝／著 東京：ＰＨＰ研究所
哲学 159 ｻ 最終指令！ミッション！パッション！ハイテンション！！ 齋藤　孝／著 東京：ＰＨＰ研究所
哲学 159 ｻ 絶対うまくいく魔法のじゅもん「心・技・体」！ 齋藤　孝／著 東京：ＰＨＰ研究所
哲学 159 ｻ ちょっとお金持ちになってみたい人、全員集合！ 齋藤　孝／著 東京：ＰＨＰ研究所
哲学 159 ｻ 目を閉じて心開いて 三宮　麻由子／著 東京：岩波書店
哲学 159 ﾖ 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎／著 東京：マガジンハウス
哲学 160 ｲ 1 国際関係がよくわかる宗教の本　１ 池上　彰／著 東京：岩崎書店
哲学 160 ｲ 2 国際関係がよくわかる宗教の本　２ 池上　彰／著 東京：岩崎書店
哲学 160 ｲ 3 国際関係がよくわかる宗教の本　３ 池上　彰／著 東京：岩崎書店
哲学 160 ｲ 4 国際関係がよくわかる宗教の本　４ 池上　彰／著 東京：岩崎書店
哲学 160 ｼ なぜ人は宗教にハマるのか 島田　裕巳／著 東京：河出書房新社
哲学 160 ｾ 世界の宗教がわかる絵事典 井上　順孝／監修 東京：ＰＨＰ研究所
哲学 160 ｾ 世界の宗教がわかる絵事典 井上　順孝／監修 東京：ＰＨＰ研究所
哲学 175 ｼﾞ 神社とお寺がわかる事典 井上　智勝／監修 東京：ＰＨＰ研究所

一般書

児童書



哲学 188 ﾏ ハンセン病の療養所をつくったお坊さん トレヴァー・マーフィ／著 ルック
哲学 198 ｷ キング牧師 堀田　あきお／漫画 東京：集英社


