
（金額単位：千円）

予算額 決算額 点数

教員推薦図書 601 258 77

学生希望図書 300 259 60

図書館選定図書

（学生推薦図書含む）
1,604 1,249 539

神戸ハーバーランドキャ

ンパス図書
200 391 123

電子ブック 329 45

計　 2,705 2,486 844

※兵庫教育大学附属図書館資料収集方針からの抜粋

令和元年度学生用図書の選定結果

資料１5
附属図書館運営委員会（第２回）
令和２年９月２４日
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教員推薦図書

No 書名 著者名 出版者 出版年 購入価格

1 決定版コンピュータサイエンス図鑑

クレール・クイグリー, パ

トリシア・フォスター著/

山崎正浩訳

創元社 2019.7 1,944

2
「心の闇」と動機の語彙 : 犯罪報道の一九九〇年代 (青弓社ラ

イブラリー:78)
鈴木智之著 青弓社 2013.12 1,584

3
「私」は脳ではない : 21世紀のための精神の哲学 (講談社選書

メチエ:710)

マルクス・ガブリエル著/

姫田多佳子訳
講談社 2019.9 2,079

4 論理トレーニング 新版 (哲学教科書シリーズ) 野矢茂樹著 産業図書 2006.11 2,138

5 社会統計学入門 改訂版 (放送大学教材:1730061-1-1811) 林拓也編著
放送大学教育振興

会
2018.3 2,871

6 知のスイッチ : 「障害」からはじまるリベラルアーツ
嶺重慎, 広瀬浩二郎, 村田淳

編
岩波書店 2019.2 2,041

7 記憶する体 伊藤亜紗著 春秋社 2019.9 1,782

8 ビデオによるリフレクション入門 : 実践の多義創発性を拓く
佐伯胖, 刑部育子, 苅宿俊文

著
東京大学出版会 2018.5 2,574

9 教えることの再発見 ガート・ビースタ著 東京大学出版会 2018.8 3,762

10

子どもの幸せを実現する学力と学校 : オーストラリア・

ニュージーランド・カナダ・韓国・中国の「新たな学力」へ

の対応から考える

木村裕, 竹川慎哉編著 学事出版 2019.7 1,749

11 パイデイア : ギリシアにおける人間形成 上 (知泉学術叢書:3)
W.イェーガー著/曽田長人

訳
知泉書館 2018.7 6,435

12 教育改革のやめ方 : 考える教師、頼れる行政のための視点 広田照幸著 岩波書店 2019.9 1,881

13
クリエイティブな校長になろう : 新学習指導要領を実現する

校長のマネジメント
平川理恵著 教育開発研究所 2018.3 1,749

14
小学校新指導要録改訂のポイント : 新3観点による資質・能力

の評価がわかる!

石井英真, 西岡加名恵, 田中

耕治編著
日本標準 2019.8 2,138

15 新しい時代の教育課程 第4版 (有斐閣アルマ:Interest) 田中耕治 [ほか] 著 有斐閣 2018.3 1,980

16 現代カリキュラム研究の動向と展望 日本カリキュラム学会編 教育出版 2019.5 4,471

17 新しい時代の教育方法 改訂版 (有斐閣アルマ:Interest) 田中耕治 [ほか] 著 有斐閣 2019.1 1,782

18 リフレクション入門 : The book of reflection

学び続ける教育者のための

協会(REFLECT) 編著/坂田

哲人 [ほか] 著

学文社 2019.1 1,980

19
教科の「深い学び」を実現するパフォーマンス評価 : 「見

方・考え方」をどう育てるか
西岡加名恵, 石井英真編著 日本標準 2019.3 2,138

20 教育のためのICT活用 (放送大学教材:1570250-1-1711) 中川一史, 苑復傑編著
放送大学教育振興

会
2017.3 2,871

21
小学校道徳科の指導&評価 : 豊かな心を育む一枚ポートフォリ

オ評価OPPA : 一枚のシートが授業を変える!

堀哲夫編著/中國昭彦編著/

甲府市立千塚小学校著
東洋館出版社 2019.7 2,138

22 こころの作文 : 綴り、読み合い、育ち合う子どもたち 勝村謙司, 宮崎亮著 かもがわ出版 2018.2 1,749

23
「気になる子」と言わない保育 : こんなときどうする?考え方

と手立て (保育実践力アップシリーズ:1)
赤木和重, 岡村由紀子編著 ひとなる書房 2013.8 1,749

24
ユーモア的即興から生まれる表現の創発 : 発達障害・新喜

劇・ノリツッコミ

赤木和重編著/砂川一茂 [ほ

か] 著

クリエイツかもが

わ
2019.2 2,332

25 目からウロコ!驚愕と共感の自閉症スペクトラム入門 赤木和重著
全国障害者問題研

究会出版部
2018.8 1,749

26 知のバリアフリー : 「障害」で学びを拡げる 嶺重慎, 広瀬浩二郎編
京都大学学術出版

会
2014.12 2,376

27
障害児の共生教育運動 : 養護学校義務化反対をめぐる教育思

想
小国喜弘編 東京大学出版会 2019.11 5,643

28 視覚障害教育の源流をたどる : 京都盲啞院モノがたり 岸博実著 明石書店 2019.7 2,430

29 手で見るいのち : ある不思議な授業の力 柳楽未来著 岩波書店 2019.2 1,458

30 民主主義を学習する : 教育・生涯学習・シティズンシップ

ガート・ビースタ著/上野

正道, 藤井佳世, 中村(新井)

清二訳

勁草書房 2014.2 3,168

31 浦島伝説の展開 林晃平著 おうふう 2018.5 11,880
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教員推薦図書

No 書名 著者名 出版者 出版年 購入価格

32
科学史ひらめき図鑑 : 世界を変えた科学者70人のブレイクス

ルー
スペースタイム著 ナツメ社 2019.2 1,749

33 科学用語図鑑 水谷淳文/小幡彩貴絵 河出書房新社 2019.1 1,798

34 「図解」始まりの科学
矢沢サイエンスオフィス編

著
学研プラス 2019.4 673

35 科学の実験 : あそび・工作・手品 (小学館の図鑑NEO:17)

ガリレオ工房 [ほか] 指導・

監修/伊知地国夫 [ほか] 写

真

小学館 2009.8 1,980

36 非ユークリッド幾何と時空 (放送大学教材:1562770-1-1511) 橋本義武著
放送大学教育振興

会
2015.3 2,178

37 身近な統計 (放送大学教材:1160010-1-1811) 石崎克也, 渡辺美智子著
放送大学教育振興

会
2018.3 3,762

38 数理モデリング入門 : ファイブ・ステップ法
Mark M. Meerschaert著/

佐藤一憲 [ほか] 訳
共立出版 2015.1 4,257

39 問題解決の数理 改訂版 (放送大学教材:1570242-1-1711) 大西仁著
放送大学教育振興

会
2017.3 2,871

40 初歩からの物理 (放送大学教材:1760025-1-1611) 岸根順一郎, 米谷民明著
放送大学教育振興

会
2016.3 3,267

41 世界でいちばん素敵な単位の教室
ロム・インターナショナル

編集・文
三才ブックス 2019.8 1,485

42 量子と統計の物理 (放送大学教材:1562754-1-1511) 米谷民明, 岸根順一郎著
放送大学教育振興

会
2015.3 3,168

43 「音響学」を学ぶ前に読む本 坂本真一, 蘆原郁共著 コロナ社 2016.8 2,574

44 場と時間空間の物理 新訂 (放送大学教材:1562967-1-2011) 松井哲男, 岸根順一郎著
放送大学教育振興

会
2020.3 3,366

45 雷をひもとけば : 神話から最新の避雷対策まで 新藤孝敏 [著]
電気学会/オーム社

(発売)
2018.4 1,782

46
ビジュアル分解大図鑑 コンパクト版 (NATIONAL

GEOGRAPHIC)

クリス・ウッドフォード著

/武田正紀訳

日経ナショナルジ

オグラフィック社/

日経BPマーケティ

ング (発売)

2019.12 3,762

47
ダムの科学 : 知られざる超巨大建造物の秘密に迫る 改訂版 (サ

イエンス・アイ新書:SIS-441)

ダム工学会近畿・中部ワー

キンググループ著
SBクリエイティブ 2019.12 1,089

48 人新世とは何か : 「地球と人類の時代」の思想史

クリストフ・ボヌイユ,

ジャン=バティスト・フレ

ソズ著/野坂しおり訳

青土社 2018.4 3,168

49 例題で学ぶはじめての電気電子工学
臼田昭司, 伊藤敏, 井上祥史

著
技術評論社 2019.7 2,896

50 はじめて学ぶ電気電子計測 松川真美, 小山大介著 日刊工業新聞社 2019.9 2,376

51 よくわかる発変電工学 箕田充志 [ほか] 著 電気書院 2012.12 2,772

52 情報通信ネットワークの基礎 宇野新太郎著 森北出版 2016.12 2,138

53 はじめて学ぶ情報通信
和保孝夫編著/小川将克 [ほ

か] 共著
コロナ社 2016.10 2,527

54 BBCマイクロビット公式ユーザーガイド
ガレス・ハルファクリー著

/金井哲夫訳

日経BP社/日経BP

マーケティング (発

売)

2018.10 2,277

55
micro:bitではじめるプログラミング : 親子で学べるプログラ

ミングとエレクトロニクス 第2版 (Make: kids)

スイッチエデュケーション

編集部著

オライリー・ジャ

パン/オーム社 (発

売)

2019.6 1,980

56 基礎電子工学 第2版 藤本晶著 森北出版 2019.8 2,178

57 電気・電子計測 第4版 阿部武雄, 村山実共著 森北出版 2019.11 2,178

58 設計のための基礎電子回路 辻正敏著 森北出版 2017.9 2,721

59 絵ときでわかるパワーエレクトロニクス 改訂2版 粉川昌巳著 オーム社 2019.10 2,277

60 パワーエレクトロニクス入門 改訂5版 大野榮一, 小山正人共編 オーム社 2014.1 3,564

61 基礎から学ぶ半導体電子デバイス 大谷直毅著 森北出版 2019.10 2,475
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教員推薦図書

No 書名 著者名 出版者 出版年 購入価格

62 これでなっとくパワーエレクトロニクス 高木茂行, 長浜竜共著 コロナ社 2017.7 2,871

63
知られざる鉄の科学 : 人類とともに時代を創った鉄のすべて

を解き明かす (サイエンス・アイ新書:SIS-348)
齋藤勝裕編著 SBクリエイティブ 2016.2 990

64 牛車で行こう! : 平安貴族と乗り物文化 京樂真帆子著 吉川弘文館 2017.7 1,881

65 アラマタ美術誌 荒俣宏著 新書館 2010.3 2,772

66
ぼうぼうあたま 第3版 伊藤光昌[ほか] 編 (子どもの近くにい

る人たちへシリーズ)

ハインリッヒ・ホフマンさ

く/いとうようじやく
教育出版センター 1992.5 1,485

67 描かれた能楽 : 芸能と絵画が織りなす文化史 小林健二著 吉川弘文館 2019.2 7,920

68
ブレインスポッティングスポーツワーク : トラウマ克服の心

理療法 : 最高のパフォーマンスを実現する!

アラン・ゴールドバーグ,

デビッド・グランド著/久

保隆司訳

BABジャパン 2016.10 1,584

69 藤原俊成 : 中世和歌の先導者 久保田淳著 吉川弘文館 2020.1 3,762

70 賀茂保憲女集新注 (新注和歌文学叢書:15) 渦巻恵著 青簡舎 2015.3 11,664

71 瓊玉和歌集新注 (新注和歌文学叢書:14. 宗尊親王集全注:1) 中川博夫著 青簡舎 2014.10 20,412

72
土御門院御百首/土御門院女房日記 : 新注 (新注和歌文学叢

書:12)
山崎桂子著 青簡舎 2013.7 9,720

73 室町物語の形象 : 怪奇ロマンとユーモア 沢井耐三著 三弥井書店 2020.1 8,712

74
ぼくたちに翼があったころ : コルチャック先生と107人の子ど

もたち

タミ・シェム=トヴ作/樋口

範子訳/岡本よしろう画
福音館書店 2015.9 1,683

75 The children's story : but not just for children James Clavell

Delacorte

Press/Eleanor

Friede

c1989 1,109

76 薩琉軍記論 : 架空の琉球侵略物語はなぜ必要とされたのか 目黒将史著 文学通信 2019.12 14,850

77 「イソップ寓話」の形成と展開 吉川斉著 知泉書館 2020.1 5,247

計 258,571
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学生希望図書

No 書名 著者名 出版者 出版年 購入価格

1
Scratchで学ぶプログラミングとアルゴリズムの基本 改訂

第2版

中植正剛, 太田和志, 鴨谷真知

子著

日経BP社/日経BP

マーケティング(発

売)

2019.4 2,235

2
そうだったのか現代思想 : ニーチェからフーコーまで (講

談社+α文庫)
小阪修平 [著] 講談社 2002.11 1,069

3 知/身体 : 1978 (ミシェル・フーコー思考集成:7)
ミシェル・フーコー [著]/[廣

瀬浩司ほか訳]
筑摩書房 2000.11 5,445

4
セクシュアリテ/真理 : 1976-1977 (ミシェル・フーコー思

考集成:6)

ミシェル・フーコー [著]/[久

保田淳ほか訳]
筑摩書房 2000.8 5,228

5 政治/友愛 : 1979-81 (ミシェル・フーコー思考集成:8)

ミシェル・フーコー [著]/[増

田一夫編集]/[大西雅一郎ほ

か訳]

筑摩書房 2001.9 4,796

6 マンガでわかる家族療法 [1]: 親子のカウンセリング編 東豊著/武長藍漫画 日本評論社 2018.2- 1,188

7
頭に来てもアホとは戦うな! : 人間関係を思い通りにし、

最高のパフォーマンスを実現する方法
田村耕太郎著 朝日新聞出版 2014.7 1,263

8 まんが『ブッダ』に学ぶ穏やかな働き方 手塚治虫著 プレジデント社 2016.8 1,263

9 コーラン (まんがで読破:MD133) Teamバンミカス企画・漫画 イースト・プレス 2015.2 874

10
東アジアにおける平和と和解 : キリスト教が貢献できるこ

と

福岡女学院キリスト教セン

ター編/徐亦猛編
かんよう出版 2019.5 2,332

11
日本の中国占領統治と宗教政策 : 日中キリスト者の協力と

抵抗
松谷曄介著 明石書店 2020.1 6,732

12 「世界史」の世界史 (MINERVA世界史叢書:総論) 秋田茂 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 2016.9 5,445

13 地域史と世界史 (MINERVA世界史叢書:1) 羽田正責任編集 ミネルヴァ書房 2016.10 5,445

14 グローバル化の世界史 (MINERVA世界史叢書:2) 秋田茂責任編集 ミネルヴァ書房 2019.4 4,950

15 日本の戦争と宗教1899-1945 (講談社選書メチエ:566) 小川原正道著 講談社 2014.1 1,652

16
北欧の政治 : デンマーク・フィンランド・アイスランド・

ノルウェー・スウェーデン : 新装版

オロフ・ペタション著/斉藤

弥生, 木下淑恵訳
早稲田大学出版部 2003.6 3,580

17
18歳選挙権で政治はどう変わるか : データから予測する投

票行動
飯田泰士著 昭和堂 2016.1 1,485

18 植民地主義の時代を生きて 西川長夫著 平凡社 2013.5 4,752

19 Intimate relationships Eighth Edition
Rowland S. Miller, Sam

Houston State University

McGraw-Hill

Education
[2018] 16,988

20
スウェーデン・パラドックス : 高福祉、高競争力経済の真

実
湯元健治, 佐藤吉宗著

日本経済新聞出版

社
2010.11 2,592

21 ポリアモリー複数の愛を生きる (平凡社新書:777) 深海菊絵著 平凡社 2015.6 777

22
ダイレクト・ソーシャルワークハンドブック : 対人支援の

理論と技術

ディーン・H・ヘプワース

[ほか] 著
明石書店 2015.3 24,750

23
障害のある子どものきょうだい支援プログラム開発に関

する実践的研究 : 家族関係に着目して
阿部美穂子著 多賀出版 2019.1 8,262

24 Heidegger, education, and modernity : pbk edited by Michael A. Peters

Rowman &

Littlefield

Publishers

c2002 6,096

25
子どもの貧困と地域の連携・協働 : 「学校とのつながり」

から考える支援

吉住隆弘, 川口洋誉, 鈴木晶子

編著
明石書店 2019.11 2,673
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学生希望図書

No 書名 著者名 出版者 出版年 購入価格

26 中学生の学校適応 : 適応の支えの理解 岡田有司著 ナカニシヤ出版 2015.2 3,693

27 思春期・青年期トラブル対応ワークブック
小栗正幸, 特別支援教育ネッ

ト制作委員会著
金剛出版 2019.1 2,376

28
エビデンスに基づく効果的なスクールソーシャルワーク :

現場で使える教育行政との協働プログラム
山野則子編著 明石書店 2015.2 2,574

29
子どもの自尊感情をどう育てるか : そばセット (SOBA-

SET) で自尊感情を測る
近藤卓著 ほんの森出版 2013.1 1,458

30
青年期の時間的展望 : 現在を起点とした過去のとらえ方か

ら見た未来への展望
石川茜恵著 ナカニシヤ出版 2019.2 5,637

31
青年の学校適応に関する研究 : 関係論的アプローチによる

検討
大久保智生著 ナカニシヤ出版 2010.2 5,054

32 日本版KABC-IIによる解釈の進め方と実践事例 小野純平 [ほか] 編 丸善出版 2017.8 3,693

33 自治的集団づくり入門 (The教師力ハンドブックシリーズ) 松下崇著 明治図書出版 2017.3 1,555

34 The aims of education pbk. edited by Roger Marples Routledge 2014 5,887

35 教科教育学研究の可能性を求めて
原田智仁, 關浩和, 二井正浩編

著
風間書房 2017.2 3,762

36 小学校プログラミング教育の研修ガイドブック
小林祐紀, 兼宗進, 中川一史編

著・監修
翔泳社 2019.3 2,430

37 事例から学ぶ児童・生徒への指導と援助 第2版 杉本希映, 五十嵐哲也編著 ナカニシヤ出版 2015.4 2,138

38 中学生の学校適応と生徒指導に関する研究 金子泰之著 ナカニシヤ出版 2018.2 6,220

39
協働・対話による社会科授業の創造 : 授業研究の意味と方

法を問い直す
梅津正美編著 東信堂 2019.12 3,168

40 主権者教育論 : 学校カリキュラム・学力・教師 渡部竜也著 春風社 2019.9 4,455

41
世界史単元開発研究の研究方法論の探究 : 市民的資質育成

の論理
宮本英征著 晃洋書房 2018.2 9,622

42 自己評価による授業改善 : OPPAを活用して 中島雅子著 東洋館出版社 2019.8 2,430

43 学校におけるがん教育の考え方・進め方
植田誠治編著/物部博文, 杉崎

弘周著
大修館書店 2018.3 1,749

44
博士号のとり方 : 学生と指導教員のための実践ハンドブッ

ク

E・M・フィリップス, D・

S・ピュー著/角谷快彦訳
名古屋大学出版会 2018.10 2,673

45 実行機能をアップする37のワーク : やる気スイッチをON! 高山恵子著 合同出版 2019.8 1,749

46 世にも危険な医療の世界史

リディア・ケイン, ネイト・

ピーダーセン著/福井久美子

訳

文藝春秋 2019.4 2,138

47 研究の育て方 : ゴールとプロセスの「見える化」 近藤克則著 医学書院 2018.10 2,430

48 成人アスペルガー症候群の認知行動療法
ヴァレリー・L.ガウス著/吉

村由未, 荒井まゆみ訳
星和書店 2012.11 3,693

49
事例でわかる思春期・おとなの自閉スペクトラム症 : 当事

者・家族の自己理解ガイド

大島郁葉編/大島郁葉, 鈴木香

苗著
金剛出版 2019.7 2,772

50 健康格差社会への処方箋 近藤克則著 医学書院 2017.1 2,430

51
ゾル‐ゲル法技術の最新動向 普及版 (CMCテクニカルラ

イブラリー:592. 新材料・新素材シリーズ)
作花済夫監修 シーエムシー出版 2016.10 4,356
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学生希望図書

No 書名 著者名 出版者 出版年 購入価格

52 健康と環境の科学
川添禎浩編/有薗幸司 [ほか]

著
講談社 2014.3 2,772

53 どうすれば愛しあえるの : 幸せな性愛のヒント 宮台真司, 二村ヒトシ著 KKベストセラーズ 2017.11 1,555

54 日本の合唱史 戸ノ下達也, 横山琢哉編著 青弓社 2011.4 1,980

55 明治の唱歌 : 復刻 1 齋藤基彦編 文憲堂 2015.1 8,262

56 明治の唱歌 : 復刻 2 齋藤基彦編 文憲堂 2015.1 8,262

57 明治の唱歌 : 復刻 3 齋藤基彦編 文憲堂 2015.1 8,262

58
The handbook of language socialization : pbk (Blackwell

handbooks in linguistics)

edited by Alessandro

Duranti, Elinor Ochs, and

Bambi B. Schieffelin

John Wiley & Sons 2014 6,305

59
Alternative approaches to second language acquisition

1st ed : pbk
edited by Dwight Atkinson Routledge 2011 4,435

60

Mindful L2 teacher education : a sociocultural

perspective on cultivating teachers' professional

development : pbk (ESL and applied linguistics

professional series)

by Karen E. Johnson and

Paula R. Golombek
Routledge 2016 5,657

計 259,504
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図書館選定

No 主題 書名 著者名 出版者 出版年 購入価格

1 総記 学び効率が最大化するインプット大全 (Sanctuary books) 樺沢紫苑著
サンクチュアリ出

版
2019.8 1,435

2 総記
はじめて「質的研究」を「書く」あなたへ : 研究計画から

論文作成まで
太田裕子著 東京図書 2019.9 2,178

3 総記 AI vs.教科書が読めない子どもたち 新井紀子著 東洋経済新報社 2018.2 1,458

4 総記 新たなAI大国 : その中心に「人」はいるのか?

オラフ・グロス, マー

ク・ニッツバーグ著/長

澤あかね訳

講談社 2019.12 1,485

5 総記 人工知能 : その到達点と未来
中島秀之, 丸山宏編著/浅

田稔 [ほか] 著
小学館 2018.12 1,555

6 総記
すっきり分かる「最強AI」のしくみ (AIにできること、でき

ないこと:続)
柴原一友著 日本評論社 2019.11 2,079

7 総記
ゼロからわかる人工知能 : 基本的なしくみから応用例, そし

て未来まで 増補第2版 (ニュートン別冊) (Newtonムック)
ニュートンプレス 2020.3 1,782

8 総記 グーグルが消える日 : life after Google
ジョージ・ギルダー著/

武田玲子訳
SBクリエイティブ 2019.5 1,749

9 総記 The four : GAFA (ガーファ) : 四騎士が創り変えた世界
スコット・ギャロウェイ

著/渡会圭子訳
東洋経済新報社 2018.8 1,749

10 総記
情報リテラシー教科書 : Windows 10/Office+Access 2019

対応版
矢野文彦監修 オーム社 2019.11 2,376

11 総記
QRコードの奇跡 : モノづくり集団の発想転換が革新を生ん

だ
小川進著 東洋経済新報社 2020.2 1,782

12 総記 留学生のためのかんたんWord/Excel/PowerPoint入門 楳村麻里子 [ほか] 著 技術評論社 2020.2 1,960

13 総記
Head Firstはじめてのプログラミング : 頭とからだで覚え

るPythonプログラミング入門

Eric Freeman著/木下哲

也訳

オライリー・ジャ

パン/オーム社 (発

売)

2019.4 2,970

14 総記
知識ゼロからのプログラミング学習術 : 独学で身につける

ための9つの学習ステップ
北村拓也著 秀和システム 2020.2 1,485

15 総記
専門図書館探訪 : あなたの「知りたい」に応えるガイド

ブック (ライブラリーぶっくす)

青柳英治, 長谷川昭子共

著
勉誠出版 2019.10 1,980

16 総記 まなの本棚 芦田愛菜著 小学館 2019.7 1,360

17 総記 著作権法 第4版 岡村久道著 民事法研究会 2019.8 5,346

18 総記
私は本屋が好きでした : あふれるヘイト本、つくって売る

までの舞台裏
永江朗著

太郎次郎社エディ

タス
2019.12 1,584

19 総記 ギネス世界記録 2020

クレア・フォルカード編

/石原尚子 [ほか] 編集・

翻訳

ポプラ社 2004.3- 3,267

20 総記 新聞記者 (角川新書:[K-164]) 望月衣塑子 [著] KADOKAWA 2017.10 777

21 総記 新聞という病 (産経セレクト:S-014) 門田隆将著

産経新聞出版/日

本工業新聞社 (発

売)

2019.5 871

22 哲学
イシスのヴェール : 自然概念の歴史をめぐるエッセー (叢

書・ウニベルシタス:1109)

ピエール・アド [著]/小

黒和子訳
法政大学出版局 2020.1 4,950

23 哲学 精神現象学
G.W.F.ヘーゲル [著]/長谷

川宏訳
作品社 1998.3 4,752

24 哲学 アドラー心理学を生きる : 勇気のハンドブック

ジュリア・ヤン, アラ

ン・ミリレン, マーク・

ブラゲン著/今井康博, 日

野遼香訳

川島書店 2019.4 3,693

25 哲学 合格ナビ!公認心理師・臨床心理士心理学用語集 福井博一著 東京図書 2019.5 1,749

26 哲学
質的研究法マッピング : 特徴をつかみ、活用するために

(ワードマップ)

サトウタツヤ, 春日秀朗,

神崎真実編
新曜社 2019.9 2,772

27 哲学 心理学,認知・行動科学のための反応時間ハンドブック
綾部早穂, 井関龍太, 熊田

孝恒編
勁草書房 2019.9 3,564

28 哲学
ロバート・ディルツ博士の天才達のNLP戦略 : NLPが解明

する「天才はなぜ天才か」

ロバート・ディルツ著/

佐藤志緒訳/田近秀敏監

修

ヴォイス 2008.4 4,086

29 哲学
創造性はどこからくるか : 潜在処理, 外的資源, 身体性から

考える (越境する認知科学:2)
阿部慶賀著 共立出版 2019.11 2,574
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図書館選定

No 主題 書名 著者名 出版者 出版年 購入価格

30 哲学 感情心理学ハンドブック 中村真 [ほか] 編 北大路書房 2019.9 7,920

31 哲学

シャイな自分に悩んだら30日で身につくシャイネス・ワー

クブック : 自分の個性を理解して、シャイと上手につきあ

える人になろう

ベルナルド・J・カル

ドゥッチ著/佐藤惠美, 松

田浩平訳

福村出版 2020.1 1,782

32 哲学
「繊細さん」の本 : 「気がつきすぎて疲れる」が驚くほど

なくなる
武田友紀著 飛鳥新社 2018.8 1,191

33 哲学 妻のトリセツ (講談社+α新書:800-1A) 黒川伊保子編著 講談社 2018.10 792

34 哲学 夫のトリセツ (講談社+α新書:800-2A) 黒川伊保子 [著] 講談社 2019.10 811

35 哲学 人間の本性 : 人間とはいったい何か
アルフレッド・アドラー

著/長谷川早苗訳
興陽館 2020.2 1,485

36 哲学 聴くということ : 精神分析に関する最後のセミナー講義録
エーリッヒ・フロム著/

堀江宗正, 松宮克昌訳
第三文明社 2012.9 2,430

37 哲学 死ぬ瞬間 : 死とその過程について 改版 (中公文庫:[キ-5-6])
エリザベス・キューブ

ラー・ロス著/鈴木晶訳
中央公論新社 2020.1 1,089

38 哲学
ギスギスした人間関係をまーるくする心理学 : エリック・

バーンのTA 2 上級編
安部朋子著 西日本出版社

2008.10-

2015.2
1,782

39 哲学 エリック・バーンのTA組織論 : リーダーを育てる心理学 安部朋子著 西日本出版社 2014.8 1,782

40 哲学
TFT「思考場」療法入門 : タッピングで不安、うつ、恐怖

症を取り除く

ロジャー・J.キャラハン

著/穂積由利子訳
春秋社 2001.12 964

41 哲学
TFT思考場療法臨床ケースブック : 心理療法への統合的応

用
スザンヌ M.コノリー著 金剛出版 2011.7 2,772

42 哲学 NLPヒーローズ・ジャーニー

ロバート・ディルツ, ス

ティーヴン・ギリガン著

/浅田仁子訳

春秋社 2011.7 3,168

43 哲学 ミルトン・エリクソンの催眠療法ケースブック

ミルトン・H・エリクソ

ン, アーネスト・L・ロッ

シ著/横井勝美訳

金剛出版 2018.12 6,998

44 哲学
ミルトン・エリクソンの臨床催眠セミナー : 15のデモンス

トレーション

ミルトン・H・エリクソ

ン, セイモア・ハーシュ

マン, アービング・I・セ

クター著/横井勝美訳

亀田ブックサービ

ス
2011.12 7,990

45 哲学 NLPメタファーの技法
デイヴィッド・ゴードン

著/浅田仁子訳
実務教育出版 2014.3 3,366

46 哲学
ブレインスポッティング入門 : トラウマに素早く、効果的

に働きかける、視野を活用した革新的心理療法

デイビッド・グランド著

/藤本昌樹, 鈴木孝信訳
星和書店 2017.7 2,475

47 哲学
NLPフレーム・チェンジ : 視点が変わる「リフレーミン

グ」7つの技術

L.マイケル・ホール, ボ

ビー・G.ボーデンハマー

著/ユール洋子訳

春秋社 2009.10 3,990

48 哲学 マンガでわかる家族療法 2: 大人のカウンセリング編 東豊著/武長藍漫画 日本評論社 2018.2- 1,166

49 哲学
自分でできるスキーマ療法ワークブック : 生きづらさを理

解し, こころの回復力を取り戻そう Book2
伊藤絵美著 星和書店 2015.7 2,772

50 哲学
自分でできるスキーマ療法ワークブック : 生きづらさを理

解し, こころの回復力を取り戻そう Book1
伊藤絵美著 星和書店 2015.7 2,574

51 哲学
解決志向ブリーフセラピーハンドブック : エビデンスに基

づく研究と実践

シンシア・フランクリン

[ほか] 編/長谷川啓三, 生

田倫子, 日本ブリーフセ

ラピー協会編訳

金剛出版 2013.9 5,148

52 哲学
心の体質改善[ハート]スキーマ療法自習ガイド : イラストで

わかる! (アスクセレクション:1)
伊藤絵美監修

アスク・ヒューマ

ン・ケア
2018.6 891

53 哲学
ナラティヴ・セラピストになる : 人生の物語を語る権利を

もつのは誰か?
S.マディガン著 北大路書房 2015.8 2,574

54 哲学
みんなのシステム論 : 対人援助のためのコラボレーション

入門

赤津玲子, 田中究, 木場律

志編
日本評論社 2019.8 2,178

55 哲学 気づきのセラピー : はじめてのゲシュタルト療法 百武正嗣著 春秋社 2009.7 1,683

56 哲学 エンプティチェアテクニック入門 : 空椅子の技法 百武正嗣著 川島書店 2004.11 1,683

57 哲学
ナラティヴ・セラピーのダイアログ : 他者と紡ぐ治療的会

話、その<言語>を求めて

国重浩一編著/横山克貴

編著/奥野光[ほか]著
北大路書房 2020.2 3,564

58 哲学
NLPの原理と道具 : 「言葉と思考の心理学手法」応用マ

ニュアル (フェニックスシリーズ:86)

ジョセフ・オコナー,

ジョン・セイモア著/橋

本敦生訳

パンローリング 2019.8 1,980
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図書館選定

No 主題 書名 著者名 出版者 出版年 購入価格

59 哲学
可能性のある未来につながるトラウマ解消のクイック・ス

テップ : 新しい4つのアプローチ

ビル・オハンロン著/内

田由可里訳
金剛出版 2013.1 3,168

60 哲学 ミルトン・エリクソン : 魔法使いの秘密の「ことば」 澤野雅樹著 法政大学出版局 2019.9 3,366

61 哲学
今日から始まるナラティヴ・セラピー : 希望をひらく対人

援助
坂本真佐哉著 日本評論社 2019.8 1,980

62 哲学 開かれた対話と未来 : 今この瞬間に他者を思いやる

ヤーコ・セイックラ, ト

ム・アーンキル著/斎藤

環監訳

医学書院 2019.9 2,673

63 哲学 心理療法に先立つアセスメント・コンサルテーション入門 仙道由香著 誠信書房 2019.10 2,772

64 哲学 匠の技法に学ぶ実践・家族面接 東豊 [ほか] 著 日本評論社 2014.8 1,881

65 哲学
居るのはつらいよ : ケアとセラピーについての覚書 (シリー

ズケアをひらく)
東畑開人著 医学書院 2019.2 1,944

66 哲学
クライエントの言葉をひきだす認知療法の「問う力」 : ソ

クラテス的手法を使いこなす

石垣琢麿, 山本貢司編/東

京駒場CBT研究会著
金剛出版 2019.6 2,772

67 哲学 NLPカウンセリング・システムセラピー入門 畦昌彦著 春秋社 2015.6 2,475

68 哲学
人間コミュニケーションの語用論 : 相互作用パターン、病

理とパラドックスの研究 第2版

ポール・ワツラヴィック,

ジャネット・ベヴン・バ

ヴェラス, ドン・D・ジャ

クソン著/尾川丈一訳

二瓶社 2007.9 2,527

69 哲学 ブリーフセラピーの登龍門 改訂新版 若島孔文, 生田倫子編著
アルテ/星雲社 (発

売)
2013.12 1,944

70 哲学 自我状態療法 : 理論と実践

ジョン・G・ワトキンス,

ヘレン・H・ワトキンス

著

金剛出版 2019.2 5,248

71 哲学
短期療法実戦のためのヒント47 : 心理療法のプラグマティ

ズム
若島孔文著 遠見書房 2019.11 2,178

72 哲学 交流分析の理論と実践技法 : 現場に役立つ手引き

S.ウラムス, M.ブラウン

著/城所尚子, 丸茂ひろみ

訳

風間書房 2013.8 5,940

73 哲学 事例で学ぶ家族療法・短期療法・物語療法
長谷川啓三, 若島孔文編/

若島孔文 [ほか] 著
金子書房 2002.4 2,574

74 哲学
実践子どもと思春期のトラウマ治療 : レジリエンスを育て

るアタッチメント・調整・能力(ARC)の枠組み

マーガレット・E・ブラ

ウシュタイン, クリス

ティン・M・キニバーグ

著

岩崎学術出版社 2018.11 6,318

75 哲学
心理療法家の人類学 : こころの専門家はいかにして作られ

るか

ジェイムス・デイビス著

/中藤信哉, 小原美樹訳
誠信書房 2018.6 4,082

76 哲学 愛 (講談社現代新書:2537) 苫野一徳著 講談社 2019.8 851

77 哲学 なんで僕に聞くんだろう。 幡野広志著 幻冬舎 2020.2 1,485

78 哲学 あり金は全部使え : 貯めるバカほど貧しくなる 堀江貴文著 マガジンハウス 2019.6 1,263

79 哲学
ハッタリの流儀 : ソーシャル時代の新貨幣である「影響

力」と「信用」を集める方法 (NewsPicks book)
堀江貴文著 幻冬舎 2019.7 1,360

80 哲学
入社3年までにできること、すべきこと : 素質を開花させる

24の法則 (しごとハンドブック:#02)
中島孝志著 マガジンハウス 2009.6 277

81 哲学
ニュータイプの時代 : 新時代を生き抜く24の思考・行動様

式
山口周著 ダイヤモンド社 2019.7 1,555

82 哲学 13歳までにやっておくべき50の冒険

ピエルドメニコ・バッカ

ラリオ, トンマーゾ・ペ

ルチヴァーレ著/アント

ンジョナータ・フェッ

ラーリ絵/有北雅彦訳

太郎次郎社エディ

タス
2016.10 1,584

83 哲学 世界魚類神話 篠田知和基著 八坂書房 2019.6 2,772

84 哲学 令和に守り伝えたい仁和寺の祈り 瀬川大秀[著] 集英社 2019.12 2,178

85 哲学 歎異抄をひらく 高森顕徹著 1万年堂出版 2008.3 1,584

86 歴史 <図説>世界の陰謀・謀略論百科

デヴィッド・サウスウェ

ル著/グレイム・ドナル

ド著/内田智穂子訳

原書房 2019.9 4,455
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No 主題 書名 著者名 出版者 出版年 購入価格

87 歴史 ホモ・デウス : テクノロジーとサピエンスの未来 上
ユヴァル・ノア・ハラリ

著/柴田裕之訳
河出書房新社 2018.9 1,846

88 歴史 ホモ・デウス : テクノロジーとサピエンスの未来 下
ユヴァル・ノア・ハラリ

著/柴田裕之訳
河出書房新社 2018.9 1,846

89 歴史 彩色写真で見る世界の歴史

ダン・ジョーンズ, マリ

ナ・アマラル著/堤理華

訳

原書房 2019.4 4,455

90 歴史
「日本国紀」の副読本 : 学校が教えない日本史 (産経セレク

ト:S-013)
百田尚樹著/有本香著

産経新聞出版/日

本工業新聞社 (発

売)

2018.12 871

91 歴史 戦国のコミュニケーション : 情報と通信 新装版 山田邦明著 吉川弘文館 2020.1 2,277

92 歴史 地図と読む新撰組顚末記 永倉新八著 KADOKAWA 2020.2 1,782

93 歴史
古地図が語る大災害 : 絵図・瓦版で読み解く大地震・津

波・大火の記憶
本渡章著 創元社 2014.12 1,980

94 歴史 超約ヨーロッパの歴史
ジョン・ハースト著/倉

嶋雅人訳
東京書籍 2019.4 1,749

95 歴史 イギリス近代史講義 (講談社現代新書:2070) 川北稔著 講談社 2010.10 792

96 歴史 アメリカ史 上 (YAMAKAWA SELECTION) 紀平英作編 山川出版社 2019.7 1,188

97 歴史 アメリカ史 下 (YAMAKAWA SELECTION) 紀平英作編 山川出版社 2019.7 1,188

98 歴史 「日本国紀」の天皇論 (産経セレクト:S-016) 百田尚樹, 有本香著

産経新聞出版/日

本工業新聞社 (発

売)

2019.10 871

99 歴史 素顔の雅子さま : 11人が語る知られざるエピソード
つげのり子著/山下晋司

監修
河出書房新社 2020.1 1,584

100 歴史 名画で読むハプスブルク家の女たち (TJ mook) 宝島社 2019.10 1,188

101 歴史 教師人生
フランク・マコート著/

豊田淳訳
国書刊行会 2019.7 2,332

102 歴史
エリザベート : 美と旅に生きた彷徨の皇妃 (ビジュアル選

書)
森実与子著 新人物往来社 2011.5 1,852

103 歴史 やさしいベイトソン : コミュニケーション理論を学ぼう! 野村直樹著 金剛出版 2008.6 1,944

104 歴史 みんなのベイトソン : 学習するってどういうこと? 野村直樹著 金剛出版 2012.4 2,235

105 歴史
レインボーフラッグ誕生物語 : セクシュアルマイノリティ

の政治家ハーヴェイ・ミルク

ロブ・サンダース作/ス

ティーブン・サレルノ絵

/日高庸晴訳

汐文社 2018.4 1,555

106 歴史 ツイッターの空間分析 桐村喬編 古今書院 2019.11 3,267

107 歴史
地図化すると世界の動きが見えてくる : アジア|アフリカ|

ヨーロッパ|北アメリカ|南アメリカ|オセアニア
伊藤智章著 ベレ出版 2019.11 1,683

108 歴史
いつかは行きたい一生に一度だけの旅Best500 第2版 (ナ

ショナルジオグラフィック)

ナショナルジオグラ

フィック著/藤井留美 [ほ

か] 訳

日経ナショナルジ

オグラフィック社

/日経BPマーケ

ティング (発売)

2019.12 2,772

109 歴史 光秀の歩き方 山本耕著/土山公仁監修 岐阜新聞社 2019.12 1,980

110 歴史

外国人だけが知っている「観光地ニッポン」 : 47都道府県

満足度ランキングから読み解く訪日客が好きな日本、感動

した日本

ステファン・シャウエッ

カー著
大和書房 2020.2 1,485

111 社会科学 政策情報論 佐藤慶一著 共立出版 2019.4 2,178

112 社会科学 地図で見るドイツハンドブック

ミシェル・デシェ著/蔵

持不三也訳/メラニー・

マリ地図製作

原書房 2020.2 2,772

113 社会科学 日本を殺すのは、誰よ!
新井紀子, ぐっちーさん

著
東邦出版 2018.12 1,350

114 社会科学
2030年ジャック・アタリの未来予測 : 不確実な世の中をサ

バイブせよ!

ジャック・アタリ著/林

昌宏訳
プレジデント社 2017.8 1,782

115 社会科学 疑う力 : 「常識」の99%はウソである 堀江貴文著 宝島社 2019.5 1,263

116 社会科学
現場レポート世界のニュースを読む力 : 2020年激変する各

国の情勢
池上彰, 増田ユリヤ著 プレジデント社 2019.11 1,386

117 社会科学 戦後的思考 (講談社文芸文庫:[かP3]) 加藤典洋 [著] 講談社 2016.11 2,178

118 社会科学
2030年の世界地図帳 : あたらしい経済とSDGs、未来への

展望
落合陽一著 SBクリエイティブ 2019.11 1,485
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No 主題 書名 著者名 出版者 出版年 購入価格

119 社会科学
21.5世紀僕たちはどう生きるか? : アニメのSF考証家が描く

未来のカタチ
高島雄哉著 講談社 2019.10 1,485

120 社会科学 13歳からの天皇制 : 憲法の仕組みに照らして考えよう 堀新著 かもがわ出版 2020.2 1,584

121 社会科学 人権の世界地図

Andrew Fagan [著]/長島

隆, 江崎一朗, 石田安実共

訳

丸善出版 2019.6 2,772

122 社会科学 エルサレムのアイヒマン : 悪の陳腐さについての報告 新版
ハンナ・アーレント

[著]/大久保和郎訳
みすず書房 2017.8 4,356

123 社会科学 ヒロシマ消えたかぞく (ポプラ社の絵本:67) 指田和著/鈴木六郎写真 ポプラ社 2019.7 1,603

124 社会科学 反日種族主義 : 日韓危機の根源 李栄薫編著 文藝春秋 2019.11 1,584

125 社会科学 こども六法 山崎聡一郎著 弘文堂 2019.8 1,188

126 社会科学 はじめて学ぶ法学の世界 : 憲法・民法・刑法の基礎 第2版 関根孝道著 昭和堂 2020.2 2,376

127 社会科学 学生生活の法学入門
山下純司, 深町晋也, 高橋

信行著
弘文堂 2019.12 2,178

128 社会科学 法と心理学への招待 サトウタツヤ [ほか] 著 有斐閣 2020.1 2,475

129 社会科学 大学生のための日本国憲法入門 吉田成利著
慶應義塾大学出版

会
2020.1 1,485

130 社会科学 9条入門 (「戦後再発見」双書:8) 加藤典洋著 創元社 2019.4 1,485

131 社会科学 18歳からはじめる民法 第4版 (From 18)
潮見佳男, 中田邦博, 松岡

久和編
法律文化社 2019.9 2,178

132 社会科学
フランスの同性婚と親子関係 : ジェンダー平等と結婚・家

族の変容

イレーヌ・テリー著/石

田久仁子, 井上たか子訳
明石書店 2019.1 2,475

133 社会科学
父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかり

やすい経済の話。

ヤニス・バルファキス著

/関美和訳
ダイヤモンド社 2019.3 1,458

134 社会科学 お金2.0 : 新しい経済のルールと生き方 (NewsPicks book) 佐藤航陽著 幻冬舎 2017.11 1,458

135 社会科学 アンチ・エコノミクス (叢書・ウニベルシタス:[191])

ジャック・アタリ, マル

ク・ギヨーム [著]/斉藤

日出治, 安孫子誠男訳

法政大学出版局 1986.9 3,366

136 社会科学 消費経済学入門 : サステイナブルな社会への選択 樋口一清著

中央経済社/中央

経済グループパブ

リッシング (発売)

2019.6 2,235

137 社会科学 偽りの個人主義を越えて (欲望の資本主義:3)
丸山俊一, NHK「欲望の

資本主義」制作班著
東洋経済新報社 2019.7 1,458

138 社会科学
大正・昭和時代 : 1912-1926 1926-1989 (経済で読み解く日

本史:5)
上念司著 飛鳥新社 2019.6 641

139 社会科学 江戸時代 : 1603-1868 (経済で読み解く日本史:3) 上念司著 飛鳥新社 2019.6 641

140 社会科学 安土桃山時代 : 1573-1600 (経済で読み解く日本史:2) 上念司著 飛鳥新社 2019.6 641

141 社会科学
室町・戦国時代 : 1336-1573 1493-1590 (経済で読み解く日

本史:1)
上念司著 飛鳥新社 2019.6 641

142 社会科学 「反緊縮!」宣言
松尾匡編/池田香代子 [ほ

か] 著
亜紀書房 2019.6 1,652

143 社会科学 誰も書けなかった日本の経済損失 上念司著 宝島社 2020.1 1,287

144 社会科学 社会のなかのコモンズ : 公共性を超えて 待鳥聡史, 宇野重規編著 白水社 2019.2 2,376

145 社会科学 弾み車の法則 (ビジョナリーカンパニー)
ジム・コリンズ著/土方

奈美翻訳

日経BP/日経BP

マーケティング

(発売)

2020.1 1,188

146 社会科学

センスメイキング : 本当に重要なものを見極める力 : 文

学、歴史、哲学、美術、心理学、人類学、……テクノロ

ジー至上主義時代を生き抜く審美眼を磨け

クリスチャン・マスビア

ウ著/斎藤栄一郎訳
プレジデント社 2018.11 1,749

147 社会科学

自分たちでつくろうNPO法人! : 認証、登記、税務、労働・

社会保険から認定NPO法人までNPO法人設立完全マニュア

ル! 第2次改訂版

名越修一著 学陽書房 2020.2 3,465

148 社会科学 世界一シンプルで世界一成果がでるトヨタ流仕事の教科書 石井住枝著
アチーブメント出

版
2016.4 1,287

149 社会科学 デジタルエコノミーと経営の未来 : Economy of Wisdom 三品和広, 山口重樹著 東洋経済新報社 2019.7 1,458

150 社会科学
Visual thinking : 組織を活性化する、ビジュアルシンキン

グ実践ガイド

ウィリーマイン・ブラン

ド著/遠藤康子訳

ビー・エヌ・エヌ

新社
2018.4 2,574

151 社会科学 トヨタの失敗学 : 「ミス」を「成果」に変える仕事術 OJTソリューションズ著 KADOKAWA 2016.8 1,386
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152 社会科学 リーダーシップ・チャレンジ

ジェームズ・M・クーゼ

ス, バリー・Z・ポズナー

著/関美和訳

海と月社 2014.5 2,772

153 社会科学 要点をギュッ!はじめてのビジネスマナー図鑑 西出ひろ子著 池田書店 [2019.2] 990

154 社会科学
世界トップエリートのコミュ力の基本 : ビジネスコミュニ

ケーション能力を劇的に高める33の絶対ルール
ムーギー・キム著 PHP研究所 2020.3 1,386

155 社会科学
Think CIVILITY : 「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略であ

る

クリスティーン・ポラス

著/夏目大訳
東洋経済新報社 2019.7 1,555

156 社会科学 文系AI人材になる : 統計・プログラム知識は不要 野口竜司著 東洋経済新報社 2020.1 1,584

157 社会科学 デジタル経済と税 : AI時代の富をめぐる攻防 森信茂樹著
日本経済新聞出版

社
2019.4 2,138

158 社会科学 統計と日本社会 : データサイエンス時代の展開 国友直人, 山本拓編 東京大学出版会 2019.2 3,762

159 社会科学
データが読めると世界はこんなにおもしろい : データブッ

クオブ・ザ・ワールド入門

データブック入門編集委

員会編
二宮書店 2020.1 1,980

160 社会科学
地図でみる世界の地域格差 : 都市集中と地域発展の国際比

較 2018年版

OECD編著/由井義通 [ほ

か] 訳
明石書店 2008- 5,346

161 社会科学
数字でみる日本の100年 : 日本国勢図会長期統計版 改訂第7

版
矢野恒太記念会編集 矢野恒太記念会 2020.2 2,871

162 社会科学
SDGsと日本 : 全国データ : 誰も取り残されないための人間

の安全保障指標

「人間の安全保障」

フォーラム編/高須幸雄

編著

明石書店 2019.11 2,970

163 社会科学 社会学用語図鑑 : 人物と用語でたどる社会学の全体像
田中正人編著/香月孝史

著
プレジデント社 2019.3 1,782

164 社会科学
事実はなぜ人の意見を変えられないのか : 説得力と影響力

の科学

ターリ・シャーロット著

/上原直子訳
白揚社 2019.8 2,475

165 社会科学 図解眠れなくなるほど面白い社会心理学 亀田達也監修 日本文芸社 2019.9 841

166 社会科学
コミュニケーションと日常社会の心理 : 100のエピソードか

ら読み解く 増補改訂版
中島純一著 金子書房 2019.10 2,178

167 社会科学
クリスティーナ・ホール博士の言葉を変えると、人生が変

わる : NLPの言葉の使い方

クリスティーナ・ホール

著/大空夢湧子訳/喜多見

竜一編

ヴォイス 2008.7 3,979

168 社会科学
コミュニケーションのモノサシ : 良い人間関係を手に入れ

る12のステップ
三尾眞由美著 同友館 2020.3 1,881

169 社会科学 コールド・リーディング : 人の心を一瞬でつかむ技術
イアン・ローランド著/

福岡洋一訳
楽工社 2011.5 1,846

170 社会科学 思い通りに伝わるアウトプット術 山口真由著 PHP研究所 2020.3 1,386

171 社会科学 学生と市民のための社会文化研究ハンドブック 社会文化学会編 晃洋書房 2020.1 1,485

172 社会科学 格差社会論 新版
佐藤康仁, 熊沢由美編著/

前田修也 [ほか] 著
同文舘出版 2019.3 2,277

173 社会科学 測りすぎ : なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?
ジェリー・Z・ミュラー

[著]/松本裕訳
みすず書房 2019.4 2,970

174 社会科学
10年後に食える仕事食えない仕事 : AI、ロボット化で変わ

る職のカタチ
渡邉正裕著 東洋経済新報社 2020.3 1,485

175 社会科学
残業学 : 明日からどう働くか、どう働いてもらうのか? (光

文社新書:980)

中原淳, パーソル総合研

究所著
光文社 2018.12 910

176 社会科学
ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた : あなたが

あなたらしくいられるための29問

一橋大学社会学部佐藤文

香ゼミ生一同著
明石書店 2019.6 1,458

177 社会科学
シモーヌ・ド・ボーヴォワール : 特集 (シモーヌ : 雑誌感覚

で読めるフェミニズム入門ブック:vol. 1)
現代書館 2019.11 1,287

178 社会科学 #KuToo (クートゥー) : 靴から考える本気のフェミニズム 石川優実著 現代書館 2019.11 1,287

179 社会科学 上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください! 上野千鶴子, 田房永子著 大和書房 2020.1 1,485

180 社会科学 女子の選択 橘木俊詔著 東洋経済新報社 2020.2 1,584

181 社会科学 平成家族 : 理想と現実の狭間で揺れる人たち 朝日新聞取材班著 朝日新聞出版 2019.4 1,386

182 社会科学 いろいろいろんなかぞくのほん

メアリ・ホフマンぶん/

ロス・アスクィスえ/す

ぎもとえみやく

少年写真新聞社 2018.1 1,846

183 社会科学 親の「死体」と生きる若者たち 山田孝明著 青林堂 2019.3 1,360

184 社会科学 「ふつう」ってなんだ? : LGBTについて知る本 藥師実芳, 中島潤監修 学研プラス 2018.2 4,665
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図書館選定

No 主題 書名 著者名 出版者 出版年 購入価格

185 社会科学

セクシュアルマイノリティについて (もっと知りたい!話し

たい!セクシュアルマイノリティ : ありのままのきみがい

い:1)

日高庸晴著/サカイノ

ビーイラスト
汐文社 2015.12 2,332

186 社会科学
わたしの気持ち、みんなの気持ち (もっと知りたい!話した

い!セクシュアルマイノリティ : ありのままのきみがいい:2)

日高庸晴著/サカイノ

ビーイラスト
汐文社 2016.2 2,332

187 社会科学
未来に向かって (もっと知りたい!話したい!セクシュアルマ

イノリティ : ありのままのきみがいい:3)

日高庸晴著/サカイノ

ビーイラスト
汐文社 2016.3 2,332

188 社会科学
LGBTQを知っていますか? : "みんなと違う"は"ヘン"じゃな

い

日高庸晴監著/星野慎二

ほか著
少年写真新聞社 2015.12 1,360

189 社会科学
LGBTQ+の児童・生徒・学生への支援 : 教育現場をセー

フ・ゾーンにするために
葛西真記子編著 誠信書房 2019.6 2,332

190 社会科学
マンガレインボーKids : 知ってる?LGBTの友だち (スクー

ルコミック)

手丸かのこマンガ/金子

由美子解説/監修
子どもの未来社 2017.7 1,360

191 社会科学
知らないでは済まされない!LGBT実務対応Q&A : 職場・企

業、社会生活、学校、家庭での解決指針

帯刀康一編著/市橋卓 [ほ

か] 著
民事法研究会 2019.12 2,475

192 社会科学 性の多様性ってなんだろう? (中学生の質問箱) 渡辺大輔著 平凡社 2018.6 1,360

193 社会科学 本当の貧困の話をしよう : 未来を変える方程式 石井光太著 文藝春秋 2019.9 1,485

194 社会科学
みんな元気になる対人援助のための面接法 : 解決志向アプ

ローチへの招待

解決のための面接研究会

著/相場幸子, 竜島秀広編
金剛出版 2006.7 2,721

195 社会科学 対人援助の現場で使える質問する技術便利帖 大谷佳子著 翔泳社 2019.7 1,782

196 社会科学 自衛隊防災Book : 自衛隊Official life hack channel 2 マガジンハウス編集 マガジンハウス 2018.8- 1,188

197 社会科学 地震の社会史 : 安政大地震と民衆 (読みなおす日本史) 北原糸子著 吉川弘文館 2013.4 2,772

198 社会科学
戦争に隠された「震度7」 : 1944東南海地震・1945三河地

震 新装版
木村玲欧著 吉川弘文館 2020.2 1,980

199 社会科学 保育ソーシャルワークと子育て支援 千葉千恵美著 久美 2011.4 730

200 社会科学
施策に向けた総合的アプローチ (子どもの貧困/不利/困難を

考える:3)
埋橋孝文 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 2019.6 3,762

201 社会科学
教える・学ぶ : 教育に何ができるか (シリーズ子どもの貧

困:3)

佐々木宏, 鳥山まどか編

著
明石書店 2019.3 2,430

202 社会科学
子ども虐待対応における保護者との協働関係の構築 : 家族

と支援者へのインタビューから学ぶ実践モデル
鈴木浩之著 明石書店 2019.11 4,554

203 社会科学
子どもの貧困調査 : 子どもの生活に関する実態調査から見

えてきたもの
山野則子編著 明石書店 2019.12 2,772

204 社会科学 保育ソーシャルワーカーのおしごとガイドブック
日本保育ソーシャルワー

ク学会編
風鳴舎 2017.10 1,188

205 社会科学 保育ソーシャルワークの世界 : 理論と実践 改訂版
日本保育ソーシャルワー

ク学会編
晃洋書房 2018.7 1,980

206 社会科学 保育ソーシャルワークのフロンティア
伊藤良高, 永野典詞, 中谷

彪編
晃洋書房 2011.3 1,287

207 社会科学 子どもと家庭を支える保育 : ソーシャルワークの視点から
小口将典, 得津愼子, 土田

美世子編著
ミネルヴァ書房 2019.11 2,178

208 社会科学 夜間保育と子どもたち : 30年のあゆみ 櫻井慶一編 北大路書房 2014.2 1,980

209 社会科学 日本の国際教育協力 : 歴史と展望 萱島信子, 黒田一雄編 東京大学出版会 2019.9 5,742

210 社会科学 AIに負けない子どもを育てる 新井紀子著 東洋経済新報社 2019.9 1,555

211 社会科学 「学校」をつくり直す (河出新書:005) 苫野一徳著 河出書房新社 2019.3 831

212 社会科学 初等家庭科教育 (新しい教職教育講座:教科教育編:8) 三沢徳枝, 勝田映子編著 ミネルヴァ書房 2019.3 1,944

213 社会科学
「エビデンスに基づく教育」の閾を探る : 教育学における

規範と事実をめぐって
杉田浩崇, 熊井将太編 春風社 2019.9 3,663

214 社会科学
特別活動 : 総合的な学習(探究)の時間とともに 改訂版 (教師

のための教育学シリーズ:9)
林尚示編著 学文社 2019.8 2,277

215 社会科学 教育社会学 (新しい教職教育講座. 教職教育編:3) 原清治, 山内乾史編著 ミネルヴァ書房 2019.12 1,980

216 社会科学
教育問題の「常識」を問い直す : いじめ・不登校から家

族・学歴まで 第2版
須藤康介著 明星大学出版部 2019.9 1,782

217 社会科学
教育・学校心理学 : 子どもの学びを支え、学校の課題に向

き合う (公認心理師の基本を学ぶテキスト:18)
水野治久, 串崎真志編著 ミネルヴァ書房 2019.5 2,138

218 社会科学 学習科学ガイドブック : 主体的・対話的で深い学びに導く 大島純, 千代西尾祐司編 北大路書房 2019.9 2,178

219 社会科学 不登校・ひきこもりに効くブリーフセラピー 坂本真佐哉, 黒沢幸子編 日本評論社 2016.7 2,277

220 社会科学
ソリューション・バンク : ブリーフセラピーの哲学と新展

開
長谷川啓三著 金子書房 2005.7 1,782
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図書館選定

No 主題 書名 著者名 出版者 出版年 購入価格

221 社会科学
思春期・青年期支援のためのアドラー心理学入門 : どうす

れば若者に勇気を与えられるのか
深沢孝之編著

アルテ/星雲社 (発

売)
2017.11 1,749

222 社会科学
アドラー心理学によるスクールカウンセリング入門 : どう

すれば子どもに勇気を与えられるのか
深沢孝之編著 アルテ 2015.12 1,749

223 社会科学 スクールカウンセリングにおける投影描画アセスメント 加藤大樹, 鈴木美樹江著 ナカニシヤ出版 2019.3 2,916

224 社会科学 小中学生の学級集団内の友人グループに関する研究 武蔵由佳著 風間書房 2020.1 7,425

225 社会科学
好きなのにはワケがある : 宮崎アニメと思春期のこころ (ち

くまプリマー新書:207)
岩宮恵子著 筑摩書房 2013.12 758

226 社会科学
思春期を生きる : 高校生、迷っていい、悩んでいい、不安

でいい
小野善郎著 福村出版 2019.5 1,555

227 社会科学 思春期の心とからだ図鑑

ロバート・ウィンストン

監修/名越康文日本語版

監修/林啓恵訳/蒔田和子

訳

三省堂 2019.9 2,624

228 社会科学 マンガでやさしくわかるシュタイナー教育

井藤元著/ユニバーサ

ル・パブリシングシナリ

オ制作/山中こうじ作画/

シュタイナー学園協力

日本能率協会マネ

ジメントセンター
2019.12 1,485

229 社会科学 イエナプラン実践ガイドブック : 今こそ日本の学校に! リヒテルズ直子著 教育開発研究所 2019.9 2,178

230 社会科学 SDGsカリキュラムの創造 : ESDから広がる持続可能な未来
田中治彦, 奈須正裕, 藤原

孝章編著
学文社 2019.12 1,980

231 社会科学
日本と世界の学力格差 : 国内・国際学力調査の統計分析か

ら (シリーズ・学力格差:1:統計編)
川口俊明編著 明石書店 2019.12 2,772

232 社会科学 新多文化共生の学校づくり : 横浜市の挑戦 山脇啓造, 服部信雄編著 明石書店 2019.3 2,332

233 社会科学
世界のしんどい学校 : 東アジアとヨーロッパにみる学力格

差是正の取り組み (シリーズ・学力格差:4:国際編)

志水宏吉監修/ハヤシザ

キカズヒコ, 園山大祐, シ

ム チュン・キャット編著

明石書店 2019.9 2,772

234 社会科学 教育のワールドクラス : 21世紀の学校システムをつくる

アンドレアス・シュライ

ヒャー著/経済協力開発

機構(OECD)編/ベネッセ

コーポレーション企画・

制作/小村俊平 [ほか] 訳

明石書店 2019.9 2,970

235 社会科学 教育実習の手引 第7版

北海道私立大学・短期大

学教職課程研究連絡協議

会編

学術図書出版社 2019.10 396

236 社会科学 教師をめざす人の介護等体験ハンドブック 5訂版 現代教師養成研究会編 大修館書店 2020.2 1,188

237 社会科学
なぜあの学校は危機対応を間違えたのか : 被害を最小限に

抑え信頼を守るクライシスコミュニケーション
石川慶子著 教育開発研究所 2020.1 1,980

238 社会科学 学校組織の信頼 露口健司著 大学教育出版 2012.10 2,772

239 社会科学 先生も大変なんです : いまどきの学校と教師のホンネ 江澤隆輔著 岩波書店 2020.3 1,782

240 社会科学 生徒の個性を大事にするオーケストラ流クラス経営 川勝和哉著 学事出版 2017.7 1,782

241 社会科学
職員室のモノ、1t捨てたら残業へりました! : 「捨てる」か

ら始まる仕事革命!
丸山瞬著 学陽書房 2020.2 1,782

242 社会科学 先生を救う時間が増えるシンプル仕事術 小野隆行著 学芸みらい社 2020.2 1,980

243 社会科学

「学校現場」を大きく変えろ!mission driven : 回転寿司

チェーンで売上トップだった転職教師の僕が、ツイッター

で学校の「ブラックな働き方」を変えていく話

坂本良晶著 主婦と生活社 [2019.11] 1,485

244 社会科学
さる先生の「全部やろうはバカやろう」 : Twitterで教師に

人気急上昇!
坂本良晶著 学陽書房 2019.3 1,584

245 社会科学 人生が変わる!先生のための仕事革命ワークブック 澤田真由美著 学陽書房 2020.2 1,782

246 社会科学
先生のための保護者相談ハンドブック : 配慮を要する子ど

もの保護者とつながる3つの技術

竹森亜美, 須田なつ美, 染

谷怜編著
学苑社 2020.2 1,584

247 社会科学 男性養護教諭 男性養護教諭友の会編 東山書房 2019.8 1,263

248 社会科学 学校保健の動向 令和元年度版 日本学校保健会編 日本学校保健会 1974- 2,772

249 社会科学 簡単保健イラスト資料集 学校保健教育研究会監修 健学社 2016.10 1,846

250 社会科学 養護教諭の活動の実際 第3版
静岡県養護教諭研究会編

著
東山書房 2019.9 2,970
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No 主題 書名 著者名 出版者 出版年 購入価格

251 社会科学 外国人児童生徒受入れの手引 改訂版

文部科学省総合教育政策

局男女共同参画共生社会

学習・安全課 [編]

明石書店 2019.4 777

252 社会科学 「探究」を探究する : 本気で取り組む高校の探究活動 田村学, 廣瀬志保編著 学事出版 2017.12 1,980

253 社会科学 教師のための説明実践の心理学 山本博樹編著 ナカニシヤ出版 2019.10 2,277

254 社会科学
新学習指導要領における資質・能力と思考力・判断力・表

現力

新教育評価研究会編/角

屋重樹編集代表/勝見健

史 [ほか] 編集委員

文渓堂 2017.6 1,782

255 社会科学 PISA調査の解剖 : 能力評価・調査のモデル
袰岩晶, 篠原真子, 篠原康

正著
東信堂 2019.10 3,465

256 社会科学

なぜ、いま学校でプログラミングを学ぶのか : はじまる

「プログラミング教育」必修化 : 2020年4月から全小学校で

実施

平井聡一郎, 利根川裕太

編著
技術評論社 2020.2 1,485

257 社会科学
ICT活用指導力アップ!教育の情報化 : 教員になるための情

報教育入門

梅田恭子, 齋藤ひとみ編

著/高橋岳之 [ほか] 著
実教出版 2019.4 1,782

258 社会科学
小・中・高等学校でのプログラミング教育実践 : 問題解決

を目的とした論理的思考力の育成
日本産業技術教育学会編 九州大学出版会 2019.9 2,178

259 社会科学 AI研究からわかる「プログラミング教育」成功の秘訣 渡部信一著 大修館書店 2019.9 1,386

260 社会科学
スクールメンタルコーチ直伝思春期コーチング : 先生のた

めの言葉かけメソッド
津村柾広著 明治図書出版 2019.9 1,742

261 社会科学
社会科授業教材・実践・評価のアイデア : 主体的・対話的

で深い学びを実現する
廣嶋憲一郎著 教育出版 2019.5 1,555

262 社会科学

「わかる」社会科授業をどう創るか : 思考の流れ&教材研究

にこだわる! : 個性のある授業デザイン (社会科授業サポー

トBOOKS)

木村博一編著 明治図書出版 2019.6 1,846

263 社会科学 社会形成科社会科論 : 批判主義社会科の継承と革新
子どものシティズンシッ

プ教育研究会著
風間書房 2019.3 2,430

264 社会科学 初等社会科教育研究
中平一義, 茨木智志, 志村

喬編著
風間書房 2019.3 1,749

265 社会科学
単元構想が1枚で隈なくわかる小学校新学習指導要領社会科

の授業デザイン図

社会科授業デザイン研究

会著
明治図書出版 2020.2 1,980

266 社会科学 調べ・考え・歩く日韓交流の歴史 : 日韓歴史共通教材 歴史教育研究会編著 明石書店 2020.2 2,772

267 社会科学

学校現場発、これが本物の道徳科の授業づくり : 主体的・

対話的で深い学びの原点は道徳科の授業の中にある : 教育

方法学のすすめ

平山勉編著 黎明書房 2020.1 2,277

268 社会科学 数学教育研究の地平 岩崎秀樹編著 ミネルヴァ書房 2020.1 5,940

269 社会科学
授業と評価をデザインする理科 : 質の高い学力を保障する

ために
堀哲夫, 西岡加名恵著 日本標準 2010.4 2,475

270 社会科学 理科教師今日の一品 : 身近なものからサイエンスへ 苗川博史著 世音社 2019.4 1,458

271 社会科学
おもしろ理科授業の極意 : 未知への探究で好奇心をかき立

てる感動の理科授業
左巻健男著 東京書籍 2019.5 2,772

272 社会科学 身近な実験 (イラストでわかるおもしろい化学の世界:1)
山口晃弘編著/江崎士郎

[ほか] 著
東洋館出版社 2011.11 2,178

273 社会科学
簡単・きれい・感動!!10歳までのかがくあそび : シングルエ

イジサイエンス
小森栄治著 学芸みらい社 2017.6 2,178

274 社会科学
パワポLGBTQをはじめとするセクシュアルマイノリティ授

業
日高庸晴監著 少年写真新聞社 2019.11 1,980

275 社会科学
小学校体育はじめの一歩 : 主体的・対話的で深い学びを考

える (こうぶんエデュ)
白旗和也編著 光文書院 2019.7 1,089

276 社会科学 真正の「共生体育」をつくる
梅澤秋久編著/苫野一徳

編著
大修館書店 2020.3 1,782

277 社会科学 小学校中学年体育の授業 (新みんなが輝く体育:2) 学校体育研究同志会編 創文企画 2019.9 1,683

278 社会科学

体育授業のユニバーサルデザイン : 子どもたち全員が「か

かわりながら、わかってできる」体育授業のつくり方 (授

業のUD Books)

清水由著 東洋館出版社 2019.11 1,683

279 社会科学
小学校図画工作の基礎 : 造形的な見方や考え方を働かせる

学び
樋口一成編著 萌文書林 2020.1 2,367

280 社会科学 1・2時間でできるまるごと図画工作 [part1] 3・4年 服部宏 [ほか] 編集 喜楽研
2013.4-

2016.4
2,376
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281 社会科学
美術教育における技術の位置付け : 手工教育思想の考察を

通して
長尾幸治著 風間書房 2020.1 6,435

282 社会科学 パフォーマンス単元で読解力を育む (活動する国語) 服部英雄著 東洋館出版社 2008.10 1,881

283 社会科学
パフォーマンス単元でつくる説明文の確かなヨミ (活動す

る国語:2)
服部英雄著 東洋館出版社 2012.12 1,683

284 社会科学
パフォーマンス単元で読書活動をうながす (活動する国

語:3)
服部英雄著 東洋館出版社 2015.10 1,683

285 社会科学
「立体型板書」の国語授業 : 10のバリエーション (国語授業

イノベーションシリーズ)
沼田拓弥著 東洋館出版社 2020.1 1,881

286 社会科学
英語スピーキング力はどう伸びるのか : 高校3年間のテスト

調査結果 (アルク選書シリーズ)
金谷憲監 アルク 2019.11 2,178

287 社会科学
学校英語教育のコミュニケーション論 : 「教室で英語を学

ぶ」ことの教育言語人類学試論
榎本剛士著 大阪大学出版会 2019.9 4,851

288 社会科学
学びをつなぐ小学校外国語教育のCLIL実践 : 「知りたい」

「伝え合いたい」「考えたい」を育てる

笹島茂, 山野有紀編著/磯

部聡子 [ほか] 執筆
三修社 2019.5 2,475

289 社会科学 よくわかる保育所実習 第6版 百瀬ユカリ著 創成社 2020.1 1,683

290 社会科学
ママ、ひとりでするのを手伝ってね! : マンガ モンテッソー

リの幼児教育

相良敦子原作/あべよう

こマンガ
河出書房新社 2018.6 1,287

291 社会科学
その子の宇宙が拡がり続けるためのことば : 保育実践から

生まれたこどもが伸びる40の手掛かり : Benesse Method

ベネッセスタイルケア編

集・制作・監修

ベネッセコーポ

レーション
2020.1 1,287

292 社会科学
エピソードで学ぶ保育のための心理学 : 子ども理解のまな

ざし

塚田みちる, 岡本依子, 菅

野幸恵著
新曜社 2019.12 2,079

293 社会科学
遊び込む子どもを支える幼稚園カリキュラム : 未来の幼児

教育・保育のために

杉浦英樹編著/上越教育

大学附属幼稚園著
学文社 2019.10 2,673

294 社会科学
やりたいときにすぐできる!科学あそび : 子どもの発見する

力集中力を育てる (ひろばブックス)
阿部昌浩著 メイト 2013.7 2,178

295 社会科学 あたらしいしょうがっこうのつくりかた 中川綾著 星雲社 2019.11 1,881

296 社会科学
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー : the real

British secondary school days
ブレイディみかこ著 新潮社 2019.6 1,336

297 社会科学 Robot-proof : AI時代の大学教育
ジョセフ・E.アウン著/杉

森公一 [ほか] 訳
森北出版 2020.1 2,367

298 社会科学 大学の学びを変えるゲーミング 近藤敦 [ほか] 編著 晃洋書房 2020.1 2,772

299 社会科学 大学1年生からのプロジェクト学習の始めかた 常盤拓司, 西山敏樹著
慶應義塾大学出版

会
2019.11 1,386

300 社会科学
大学のゼミから広がるキャリア : 構成主義に基づく「自分

探し」の学習環境デザイン

山本良太, 岩崎千晶, 岸磨

貴子編著
北大路書房 2020.2 2,178

301 社会科学
グローバル人材へのファーストステップ : 海外の学生と

PBL/TBLで学び合う
崔慶原著 九州大学出版会 2019.10 2,475

302 社会科学
異文化間葛藤と教育価値観 : 日本人教師と留学生の葛藤解

決に向けた社会心理学的研究
加賀美常美代著 明石書店 2019.1 2,916

303 社会科学
科研費獲得の方法とコツ : 実例とポイントでわかる申請書

の書き方と応募戦略 改訂第6版
児島将康著 羊土社 2018.8 3,762

304 社会科学 科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック 第2版 児島将康著 羊土社 2019.8 3,564

305 社会科学
自分を知る・社会を知る・未来を考える : 大学生のための

キャリアデザイン

川﨑友嗣編著/安川直志,

安川志津香, 堀田三和著
ミネルヴァ書房 2019.9 1,980

306 社会科学
ちょっとふしぎ自閉スペクトラム症ASDのおともだち (あ

の子の発達障害がわかる本:1)
内山登紀夫監修 ミネルヴァ書房 2019.3 2,178

307 社会科学
ちょっとふしぎ学習障害LDのおともだち (あの子の発達障

害がわかる本:2)
内山登紀夫監修 ミネルヴァ書房 2019.3 2,178

308 社会科学
ちょっとふしぎ注意欠如・多動症ADHDのおともだち (あの

子の発達障害がわかる本:3)
内山登紀夫監修 ミネルヴァ書房 2019.3 2,178

309 社会科学
ふしぎだね!?LD(学習障害)のおともだち 新版 (発達と障害

を考える本:3)
神奈川LD協会編 ミネルヴァ書房 2019.7 1,980

310 社会科学
ふしぎだね!?ADHD(注意欠陥多動性障害)のおともだち 新

版 (発達と障害を考える本:4)
高山恵子編 ミネルヴァ書房 2019.7 1,980

311 社会科学
ふしぎだね!?アスペルガー症候群「高機能自閉症」のおと

もだち 新版 (発達と障害を考える本:2)
安倍陽子, 諏訪利明編 ミネルヴァ書房 2019.9 1,980

312 社会科学
ふしぎだね!?自閉症のおともだち 新版 (発達と障害を考え

る本:1)
諏訪利明, 安倍陽子編 ミネルヴァ書房 2019.9 1,980
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313 社会科学 特別支援教育概論 (特別支援教育免許シリーズ)
花熊曉, 川住隆一, 苅田知

則編著
建帛社 2020.1 2,871

314 社会科学 LDの「定義」を再考する

小貫悟, 村山光子, 小笠原

哲史編著/上野一彦 [ほか

著]

金子書房 2019.11 1,881

315 社会科学
障害児の高校進学・ガイド : 「うちらも行くんよ!」14都道

府県の取り組み 増補改訂版
北村小夜編 現代書館 2020.1 2,277

316 社会科学
実践!特別支援教育のアクティブ・ラーニング : 子どもの内

面を捉え、学びの過程に寄り添う教員研修

竹村哲監修/柳川公三子

編集/富山大学人間発達

科学部附属学校園「専門

家として学びあい高め合

うための校内研修の在り

方」共同研究プロジェク

ト著

中央法規出版 2019.9 2,376

317 社会科学 手話言語白書 : 多様な言語の共生社会をめざして 全日本ろうあ連盟編集 明石書店 2019.6 2,475

318 社会科学
大人もこの方法で結果が出せる東大勉強力 : 一生使えるス

キル!
齋藤孝著 興陽館 2020.2 1,287

319 社会科学
電車が好きな子はかしこくなる : 鉄道で育児・教育のすす

め (交通新聞社新書:117)
弘田陽介著 交通新聞社 2017.12 792

320 社会科学 死者の民主主義 畑中章宏著 トランスビュー 2019.7 2,079

321 社会科学 日本の色彩百科 : 明治・大正・昭和・平成 城一夫著 青幻舎 2019.6 2,772

322 社会科学 日本のしきたり英語表現事典
亀田尚己, 中道キャサリ

ン著/神崎宣武編集協力
丸善出版 2019.12 3,762

323 社会科学
世界の民族衣装図鑑 : 約500点の写真で見る衣服の歴史と文

化
文化学園服飾博物館編著 ラトルズ 2019.6 2,950

324 社会科学 食べられる虫ハンドブック : 新装版 21世紀の食調査班編 自由国民社 2019.6 1,386

325 社会科学 イラストで見る世界の食材文化誌百科

ジャン=リュック・トゥ

ラ=ブレイス著/土居佳代

子訳

原書房 2019.12 2,772

326 社会科学
花街と芸妓・舞妓の世界 : 継がれゆく全国各地の芸と美と

技

松田有紀子 [ほか] 著/溝

縁ひろし写真
誠文堂新光社 2020.2 5,940

327 社会科学
図解日本人なら知っておきたいしきたり大全 (講談社の実

用book)
岩下宣子著 講談社 2019.11 1,188

328 社会科学 日本人の一年と一生 : 変わりゆく日本人の心性 改訂新版 石井研士著 春秋社 2020.1 1,782

329 社会科学 暦と行事の民俗誌 増補改訂版
佐藤健一郎, 田村善次郎

著/工藤員功写真
八坂書房 2019.10 2,376

330 社会科学 図説世界の神話伝説怪物百科
テリー・ブレヴァートン

著/日暮雅通訳
原書房 2019.9 4,455

331 社会科学 異世界と転生の江戸 : 平田篤胤と松浦静山 今井秀和著
白澤社/現代書館

(発売)
2019.10 2,475

332 社会科学 桃太郎は盗人なのか? : 「桃太郎」から考える鬼の正体 倉持よつば著 新日本出版社 2019.9 1,485

333 社会科学 レヴィ=ストロース入門 (ちくま新書:265) 小田亮著 筑摩書房 2000.10 792

334 社会科学 人種と歴史/人種と文化

クロード・レヴィ=スト

ロース [著]/ミシェル・

イザール序文/渡辺公三,

三保元, 福田素子訳

みすず書房 2019.10 3,564

335 社会科学
近代世界における広義の軍事史 : 米欧日の教育・交流・政

治
布施将夫著 晃洋書房 2020.1 3,465

336 自然科学 科学のしくみ図鑑 : インフォグラフィック版
ドーリング・キンダス

リー社編/上原昌子訳
世界文化社 2019.12 3,069

337 自然科学
植物でシャボン玉ができた! (月刊たくさんのふしぎ:第403

号)

高柳芳恵文/水上みのり

絵
福音館書店 2018.10 648

338 自然科学 世界を変えた150の科学の本
ブライアン・クレッグ著

/石黒千秋訳
創元社 2020.2 2,772

339 自然科学 科学大図鑑

アダム・ハート=デイ

ヴィスほか著/田淵健太

訳

三省堂 [2018.9] 3,960

340 自然科学 美しい科学の世界 : ビジュアル科学図鑑 伊知地国夫写真・文 東京堂出版 2017.9 2,178

341 自然科学 ハウ・トゥー : バカバカしくて役に立たない暮らしの科学
ランドール・マンロー著

/吉田三知世訳
早川書房 2020.1 1,584
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342 自然科学 科学はこう「たとえる」とおもしろい! 左巻健男編著 青春出版社 2020.3 1,386

343 自然科学

あそびのサイエンス : みんなの?をマンガで!にする (デアゴ

スティーニコレクション. そーなんだ!おもしろテーマシ

リーズ)

デアゴスティー

ニ・ジャパン
2013.12 492

344 自然科学 科学のなぜ?新事典 (自由自在ビジュアル)
川村康文監修/理科教育

研究会編著
受験研究社 [2018] 2,624

345 自然科学
パパの理科実験ショー : 今日の遊びはこれに決まり! : DVD

ブック
飛田賀光著 ポット出版 2010.8 1,584

346 自然科学
ネイティブが教える日本人研究者のための論文の書き方・

アクセプト術

エイドリアン・ウォール

ワーク著/前平謙二, 笠川

梢訳

講談社 2019.12 3,762

347 自然科学

親子でハマる科学マジック86 : タネも仕掛けもサイエンス

やってみよう・つくってみよう・調べてみよう編 (サイエ

ンス・アイ新書:SIS-335)

渡辺儀輝著/YOUCHAN

イラスト
SBクリエイティブ 2015.7 990

348 自然科学
実験・観察大図鑑 : 科学のトビラを開く! (理系アタマがぐ

んぐん育つ)

ロバート・ウィンストン

著/西川由紀子訳
新星出版社 2018.7 2,332

349 自然科学 理系国際学会のためのビギナーズガイド
山中司, 西澤幹雄, 山下美

朋共著
裳華房 2019.11 1,485

350 自然科学
炎と煙と轟音の科学実験54 (Make: projects. Mad

science:[1])

テオ・グレイ著/高橋信

夫訳

オライリー・ジャ

パン/オーム社 (発

売)

2010.5 2,772

351 自然科学
わくわく・びっくりサイエンス教室 : 実験・観察・工作

ブック 小学校3年生
山崎健一著 国土社 2004.1- 2,772

352 自然科学 科学者が消える : ノーベル賞が取れなくなる日本 岩本宣明著 東洋経済新報社 2019.10 1,485

353 自然科学
「数」はいかに世界を変えたか (ビジュアルガイドもっと

知りたい数学:1)

トム・ジャクソン著/緑

慎也訳
創元社 2020.1 2,376

354 自然科学 学ぶための対話 (数学ガールの秘密ノート) 結城浩著 SBクリエイティブ 2019.12 1,485

355 自然科学 この数学,いったいいつ使うことになるの?
Hal Saunders著/森園子,

猪飼輝子, 二宮智子訳
共立出版 2019.5 1,980

356 自然科学 5分で論理的思考力ドリル : ちょっとやさしめ
ソニー・グローバルエ

デュケーション著
[学研プラス] [2019.4] 990

357 自然科学 5分で論理的思考力ドリル
ソニー・グローバルエ

デュケーション著
[学研プラス] [2019.4] 990

358 自然科学 ブロックで学ぶ中学入試算数・中学からの数学 名塩隆史著 カットシステム 2019.5 2,376

359 自然科学
Algebraic graph theory 2nd ed (Cambridge mathematical

library)
Norman Biggs

Cambridge

University Press
1993 9,319

360 自然科学
数楽工作倶楽部 : 多面体の工作で体験する美しい数学の世

界
廣澤史彦著 共立出版 2020.2 2,871

361 自然科学
社会科学のためのベイズ統計モデリング (統計ライブラ

リー)

浜田宏, 石田淳, 清水裕士

著
朝倉書店 2019.12 3,465

362 自然科学 ネコとはじめる統計学 黒瀬奈緒子著 オーム社 2019.5 2,277

363 自然科学
3時間でわかる物理 : 中学・高校の物理が楽しくわかる!

(Newtonライト : 理系脳をきたえる!) (NEWTONムック)
ニュートンプレス 2019.6 660

364 自然科学
物理学をつくった重要な実験はいかに報告されたか : ガリ

レオからアインシュタインまで

[モリス・H・シャモス編

著]/大苗敦, 清水祐公子

訳

朝倉書店 2018.10 6,318

365 自然科学
The magic soap bubble　/ David Cory pbk. (Affordable ＆

high quality paperback book edition)

Qontro Business

Profiles
c2010 1,177

366 自然科学 Life is a Soap Bubble : 100 ways to look at life Osho c2011 1,542

367 自然科学 Bubble and foam chemistry : Hardback Robert J. Pugh
Cambridge

University Press
2016 8,857

368 自然科学 色と光のはなし : 科学の眼で見る日常の疑問 稲場秀明著 技報堂出版 2017.9 1,944

369 自然科学 Scientific American great science fair projects

Scientific American and

Marc Alan

Rosner/illustrated by

Cheryl Kirk Noll

Wiley c2000 1,929

370 自然科学
Self assembly : the science of things that put themselves

together : pbk
John A. Pelesko

Chapman &

Hall/CRC
c2007 8,334

371 自然科学 化学 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 桜井弘監修 ニュートンプレス 2020.1 891
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372 自然科学 あなたと化学 : くらしを支える化学15講 齋藤勝裕著 裳華房 2015.9 1,944

373 自然科学 界面化学 (基礎化学コース) 近澤正敏, 田嶋和夫共著 丸善 2001.9 2,970

374 自然科学 The physics of foams : pbk
Denis Weaire and

Stefan Hutzler

Clarendon

Press/Oxford

University Press

2001, c1999 10,904

375 自然科学
分子膜ってなんだろう : シャボン玉から細胞膜まで (ポピュ

ラーサイエンス:259)
齋藤勝裕著 裳華房 2003.9 1,485

376 自然科学 地球・環境・資源 : 地球と人類の共生をめざして 第2版 高木秀雄 [ほか] 著 共立出版 2019.3 2,970

377 自然科学 グレタと立ち上がろう : 気候変動の世界を救うための18章

ヴァレンティナ・ジャン

ネッラ著/マヌエラ・マ

ラッツィイラスト/川野

太郎訳

岩崎書店 2020.2 1,782

378 自然科学 チャンスは準備された心にのみ降り立つ (動的平衡:3) 福岡伸一著 木楽舎 2017.12 1,458

379 自然科学 生命はなぜそこに宿るのか (動的平衡:[1]) 福岡伸一著 木楽舎 2009.2 1,480

380 自然科学 生命は自由になれるのか (動的平衡:2) 福岡伸一著 木楽舎 2011.12 1,480

381 自然科学 プラネットアース : イラストで学ぶ生態系のしくみ
レイチェル・イグノトフ

スキー著/東辻千枝子訳
創元社 2019.12 2,970

382 自然科学 メダカで探る脳の発生学 石川裕二著 恒星社厚生閣 2018.11 7,776

383 自然科学 眠れる美しい生き物 関口雄祐著 エクスナレッジ 2019.12 1,584

384 自然科学 生き物の死にざま 稲垣栄洋著 草思社 2019.7 1,386

385 自然科学
医療系データのとり方・まとめ方 : SPSSで学ぶ実験計画法

と分散分析
対馬栄輝, 石田水里著 東京図書 2013.5 3,110

386 自然科学 そうだったのか!ヒトの生物学 : 知識ゼロからの東大講義 坪井貴司著 丸善出版 2019.11 1,881

387 自然科学 創造性の脳科学 : 複雑系生命システム論を超えて 坂本一寛著 東京大学出版会 2019.2 2,970

388 自然科学
計算論的神経科学 : 脳の運動制御・感覚処理機構の理論的

理解へ
田中宏和著 森北出版 2019.6 5,248

389 自然科学
デジタルで読む脳×紙の本で読む脳 : 「深い読み」ができ

るバイリテラシー脳を育てる

メアリアン・ウルフ著/

大田直子訳

インターシフト/

合同出版(発売)
2020.2 2,178

390 自然科学
物質使用障害の治療 : 多様なニーズに応える治療・回復支

援
松本俊彦編著 金剛出版 2020.2 2,574

391 自然科学 計算論的精神医学 : 情報処理過程から読み解く精神障害 国里愛彦 [ほか] 著 勁草書房 2019.1 3,402

392 自然科学 ネオサピエンス : 回避型人類の登場 岡田尊司著 文藝春秋 2019.11 1,386

393 自然科学 新・精神病理学総論
カール・ヤスパース著/

山岸洋解題・訳
学樹書院 2014.10 3,960

394 自然科学 回復への意欲を引き出す!高める!グループ動機づけ面接 磯村毅, 関口慎治著
メヂカルフレンド

社
2020.1 2,574

395 自然科学 医療スタッフのための動機づけ面接法 : 逆引きMI学習帳 北田雅子, 磯村毅著 医歯薬出版 2016.9 2,772

396 自然科学 オープンダイアローグがひらく精神医療 斎藤環著 日本評論社 2019.7 1,980

397 自然科学 グループにおける動機づけ面接

クリストファー・C・ワ

グナー, カレン・S・イン

ガーソル著

誠信書房 2017.10 4,158

398 自然科学
自殺対策の認知療法 : エビデンスと症例に基づく臨床実践

(認知療法シリーズ)

エイミー・ウェンツェル,

グレゴリー・K・ブラウ

ン, アーロン・T・ベック

共著/中川敦夫, 耕野敏樹

共訳

岩崎学術出版社 2019.6 6,804

399 自然科学 心の傷を癒すということ : 大災害と心のケア 新増補版 安克昌著 作品社 2020.1 2,178

400 自然科学 動機づけ面接 下

ウイリアム・R. ミラー,

ステファン・ロルニック

著/原井宏明 [ほか] 訳

星和書店 2019.1 3,564

401 自然科学 大人の発達障害ってそういうことだったのか : その後 宮岡等, 内山登紀夫著 医学書院 2018.7 2,970

402 自然科学 大人になっても敏感で傷つきやすいあなたへの19の処方箋 長沼睦雄著 SBクリエイティブ 2018.3 1,287

403 自然科学 乳幼児健診マニュアル 第6版
福岡地区小児科医会乳幼

児保健委員会編集
医学書院 2019.8 3,168

404 自然科学 DSM-5児童・青年期診断面接ポケットマニュアル 第1版

Robert J. Hilt, Abraham

M. Nussbaum [著]/染矢

俊幸, 江川純訳

医学書院 2018.6 4,374

405 自然科学
思春期の意味に向き合う : 成長を支える治療や支援のため

に
水島広子著 岩崎学術出版社 2012.3 1,944
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406 自然科学 メンタルヘルスの道案内 : 現代を生きる30章
徳田完二, 竹内健児, 吉沅

洪編
北大路書房 2018.12 2,332

407 自然科学 図解早分かり!今こそ知りたい「賞味期限」の新常識 井出留美監修 宝島社 2019.9 1,089

408 自然科学 #モデルが撮影前に飲んでいる魔法の即ヤセ低糖質スープ Atsushi著 宝島社 2018.12 1,267

409 自然科学
#モデルがこっそり飲んでいる3日で2kgやせる魔法のスー

プ
Atsushi著 宝島社 2017.12 1,267

410 自然科学 アスリートのための栄養と食事 : パフォーマンスが変わる! 山田聡子監修 池田書店 [2019.9] 1,386

411 自然科学 アレルゲン害虫のはなし : アレルギーを引き起こす虫たち 川上裕司編 朝倉書店 2019.12 2,970

412 自然科学
失敗しない!動機づけ面接 : 明日からの産業保健指導が楽し

くなる
磯村毅著 南山堂 2019.2 2,376

413 自然科学 京の学塾 (まなびや) 山本読書室の世界 松田清著
京都新聞出版セン

ター
2019.12 2,673

414 技術.工学 Society  5.0 : 人間中心の超スマート社会 日立東大ラボ編著
日本経済新聞出版

社
2018.10 1,749

415 技術.工学 科学的に見るSDGs時代のごみ問題 松藤敏彦著 丸善出版 2019.12 2,178

416 技術.工学

グローバル・グリーン・ニューディール : 2028年までに化

石燃料文明は崩壊、大胆な経済プランが地球上の生命を救

う

ジェレミー・リフキン著

/幾島幸子訳
NHK出版 2020.2 1,980

417 技術.工学
小さな地球の大きな世界 : プラネタリー・バウンダリーと

持続可能な開発

J. ロックストローム, M.

クルム著/谷淳也, 森秀行

ほか訳

丸善出版 2018.7 3,168

418 技術.工学
海のプラスチックごみ調べ大事典 : なぜ?どうしたら?プラ

ごみ問題がゼロからわかる!
保坂直紀著 旬報社 2020.3 3,762

419 技術.工学 はじめて学ぶ生物文化多様性

敷田麻実, 湯本貴和, 森重

昌之編著/ドウノヨシノ

ブ漫画

講談社 2020.2 2,772

420 技術.工学
島田陽 : 日常の設計の日常 (現代建築家コンセプト・シリー

ズ:22)
島田陽著 LIXIL出版 2016.3 1,782

421 技術.工学 イラスト京都御所 下間正隆絵と文
京都新聞出版セン

ター
2019.11 1,980

422 技術.工学 卒業設計で考えたこと。そしていま 3 (建築文化シナジー)
五十嵐太郎編/青木淳 [ほ

か著]
彰国社 2005- 1,885

423 技術.工学 原発は日本を滅ぼす 青谷知己 [ほか] 著 緑風出版 2020.2 1,782

424 技術.工学 いたずらの魔法 すしらーめんりく著 KADOKAWA 2020.2 1,188

425 技術.工学 ドラえもんを本気でつくる (PHP新書:1216) 大澤正彦著 PHP研究所 2020.2 871

426 技術.工学
「100円ショップ」のガジェットを分解してみる! (I/O

books)
ThousanDIY著 工学社 2020.3 1,485

427 技術.工学 天然染料の科学 (B&Tブックス. おもしろサイエンス) 青木正明著 日刊工業新聞社 2019.3 1,584

428 技術.工学

論文・レポート作成に使うWord 2019活用法 : スタイル活

用テクニックと数式ツールの使い方 (先輩が教え

る:series33)

相澤裕介著 カットシステム 2019.4 2,475

429 技術.工学
マンガで読む発酵の世界 : 微生物たちが作り出すおいしさ

と健康の科学
黒沼真由美著 緑書房 2020.2 1,782

430 技術.工学 魔法使いたちの料理帳
オーレリア・ボーポミエ

著/田中裕子訳
原書房 2019.1 2,376

431 技術.工学
訪問調理師ごはんさんのどんどんおかわりする子ども大好

きレシピ78 : 数カ月先まで予約でいっぱい!
ごはんさん著 徳間書店 2019.11 1,584

432 技術.工学
世界一美味しい手抜きごはん : 最速!やる気のいらない100

レシピ
はらぺこグリズリー著 KADOKAWA 2019.3 1,287

433 技術.工学 神戸の給食レシピ : 懐かしくて新しい
京阪神エルマガジン社編

集

神戸市教育委員会

/京阪神エルマガ

ジン社 (発売)

2020.1 899

434 技術.工学
リュウジ式悪魔のレシピ : ひと口で人間をダメにするウマ

さ!
リュウジ著 ライツ社 2019.11 1,287

435 技術.工学 英語でガイド!外国人がいちばん食べたい和食90選 片山晶子著 Jリサーチ出版 2020.1 1,584

436 技術.工学 おやつの時間。 : &Oyatsu (MAGAZINE HOUSE MOOK) マガジンハウス 2020.3 1,485

437 技術.工学

イケア・無印良品・ニトリでずっとすっきり!収納 : 少しの

工夫で、ストレスフリーな住まいに : がんばらなくてもキ

レイが続く (学研インテリアムック)

学研プラス 2019.10 772
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438 産業 ニッポンのサイズ図鑑 : イラストでわかる
石川英輔原作/淡交社編

集局編
淡交社 2020.2 1,485

439 産業
先住民生存捕鯨の文化人類学的研究 : 国際捕鯨委員会の議

論とカリブ海ベクウェイ島の事例を中心に
浜口尚著 岩田書院 2016.7 2,916

440 産業
最新メダカコレクション/改良メダカの形質と系統 (メダカ

の教科書. vol.2) (SAKURA MOOK:39)
笠倉出版社 2019.7 1,166

441 産業 尾張・三河明治の商店絵解き散歩 (爽books) 森靖雄編著 風媒社 2020.1 1,584

442 産業 人生100年時代の経済 : 急成長する高齢者市場を読み解く
ジョセフ・F・カフリン

著/依田光江訳
NTT出版 2019.3 2,624

443
芸術・美

術
失われた芸術作品の記憶

ノア・チャーニイ著/服

部理佳訳
原書房 2019.6 2,772

444
芸術・美

術

日本のアートマーケットが1兆円になる日 : 「日本美術市場

再生プロジェクト」始動!
倉田陽一郎著 学研プラス 2020.2 1,485

445
芸術・美

術
東京のレトロ美術館 とに～著/青山裕企写真 エクスナレッジ 2020.1 1,584

446
芸術・美

術
股間若衆 : 男の裸は芸術か 木下直之著 新潮社 2012.3 1,749

447
芸術・美

術
江戸の花鳥画譜 狩野博幸監修 河出書房新社 2020.1 2,871

448
芸術・美

術
デッサンドールで覚えるポージングデッサン入門 YANAMi著 グラフィック社 2019.7 1,980

449
芸術・美

術
ナウシカ考 : 風の谷の黙示録 赤坂憲雄著 岩波書店 2019.11 2,178

450
芸術・美

術

かわいい!少女マンガ・ファッションブック : 昭和少女に

モードを教えた4人の作家

倉持佳代子, 図書の家編

集

立東舎/リットー

ミュージック (発

売)

2020.2 1,980

451
芸術・美

術

なぜ学校でマンガを教えるのか? (大手前大学比較文化研究

叢書:15)

石毛弓, 小林宣之編/藤本

由香里 [ほか] 執筆
水声社 2019.11 2,772

452
芸術・美

術
ふーっ! 新井洋行作 ほるぷ出版 2017.6 841

453
芸術・美

術
シャボンだまのきせき チョコザイぶん : こうえ

角川書店

/KADOKAWA (発

売)

2013.8 1,386

454
芸術・美

術
レッド : あかくてあおいクレヨンのはなし

マイケル・ホール作/上

田勢子訳
子どもの未来社 2017.1 1,458

455
芸術・美

術
みずのふしぎ (It's fun to learn:4 みず)

K.エミリー・ハッタ文/

アトリエ・フィリップ・

ハーシー絵/もきかずこ

訳

フレーベル館 2005.6 667

456
芸術・美

術
の junaida著 福音館書店 2019.11 1,980

457
芸術・美

術

加々美高浩が全力で教える「手」の描き方 : 圧倒的に心を

揺さぶる作画流儀
加々美高浩著 SBクリエイティブ 2019.11 2,178

458
芸術・美

術
しゃぼんだまぷわん (はじめてのちいさなえほん)

こわせたまみ作/おかべ

りか絵
鈴木出版 2017.8 356

459
芸術・美

術
線と陰 : アニメーターから学ぶキャラクター作画術 toshi著

エムディエヌコー

ポレーション/イ

ンプレス (発売)

2018.8 1,980

460
芸術・美

術
みんなが輝くために 1

梅田真理原作・著/河西

哲郎マンガ
学びリンク 2019.12 792

461
芸術・美

術

くまのトーマスはおんなのこ : ジェンダーとゆうじょうに

ついてのやさしいおはなし

ジェシカ・ウォルトンさ

く/ドゥーガル・マク

ファーソンえ/かわむら

あさこやく

ポット出版プラス 2016.12 1,458

462
芸術・美

術
じぶんをいきるためのるーる。 ippo. [著] ippo. 2015.2 777

463
芸術・美

術
瞬間を撮る : Arduinoによるストロボ・カメラコントロール 小田部泉著 鳥影社 2017.11 1,782

464
芸術・美

術
しゅんかん図鑑 : そうだったのか! 伊知地国夫写真 小学館 2018.2 1,287
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465
芸術・美

術

名探偵コナン理科ファイルデジカメで自由研究! (小学館学

習まんがシリーズ:名探偵コナンの学習シリーズ)

青山剛昌原作/ガリレオ

工房監修
小学館 2011.7 693

466
芸術・美

術
TRANSIT THE LANDSCAPES : 2008-2019 euphoria factory著

euphoria factory

TRANSIT編集部/

講談社 (発売)

2019.11 3,762

467
芸術・美

術
ヨーロッパの美しい路地裏

パイインターナショナル

編著

パイインターナ

ショナル
2019.11 1,831

468
芸術・美

術
世界の美しい夜空

ババク・タフレシ[編]著/

片神貴子訳
玄光社 2020.2 3,564

469
芸術・美

術
世界チャンピオンの紙飛行機ブック (Make: Japan books)

John M.Collins著/金井哲

夫訳

オライリー・ジャ

パン/オーム社 (発

売)

2019.8 2,178

470
芸術・美

術
まなざしのデザイン : 「世界の見方」を変える方法 ハナムラチカヒロ著 NTT出版 2017.11 2,592

471
芸術・美

術
パターン・デザイン大全

エリザベス・ウィルハイ

ド編
東京書籍 2019.11 5,742

472
芸術・美

術

色彩・配色・混色 : 美しい配色と混色のテクニックをマス

ターする : 新装版

ベティ・エドワーズ著/

高橋早苗訳
河出書房新社 2020.1 2,772

473
芸術・美

術

音楽家の食卓 : バッハ、ベートーヴェン、ブラームス…11

人のクラシック作曲家ゆかりのレシピとエピソード
野田浩資著 誠文堂新光社 2020.1 2,574

474
芸術・美

術
宝塚受験 : 世界にひとつしかない夢 川路真瑳著 左右社 2020.2 1,683

475
芸術・美

術

世界のミュージカル・日本のミュージカル (横浜市立大学

新叢書:09)

岩崎徹, 渡辺諒編/関根裕

子 [ほか執筆]

横浜市立大学学術

研究会/春風社 (販

売)

2017.11 2,475

476
芸術・美

術
Netflixコンテンツ帝国の野望 : GAFAを超える最強IT企業

ジーナ・キーティング著

/牧野洋訳
新潮社 2019.6 1,749

477
芸術・美

術
帰ってきたヒトラー : レンタル専用

デヴィット・ヴェント監

督・脚本/ティムール・

ヴェルメシュ原作

ギャガGAGA★ (発

売・販売)

[2016],

c2015
27,500

478
芸術・美

術

画づくりのための光の授業 : CG、アニメ、映像、イラスト

創作に欠かせない、光の仕組みと使い方

リチャード・ヨット著/

瀧下哉代訳

ビー・エヌ・エヌ

新社
2019.10 2,772

479
芸術・美

術

パラスポーツ・ボランティア入門 : 共生社会を実現するた

めに
松尾哲矢, 平田竹男編 旬報社 2019.12 1,386

480
芸術・美

術
健康・スポーツ科学の基礎知識 第3版

スポーツサイエンス

フォーラム編/二杉茂 [ほ

か] 著

道和書院 2019.9 2,277

481
芸術・美

術
基礎から学ぶ!スポーツマッサージ 令和版

溝口秀雪編著/泉秀幸, 笹

木正悟共著

ベースボール・マ

ガジン社
2019.11 1,782

482
芸術・美

術
スポーツ/アート 中尾拓哉編 森話社 2020.2 3,168

483
芸術・美

術

イラスト図解筋力トレーニング : 医・科学的根拠に基づく

アプローチ
松本秀男, 井覚志編集 文光堂 2019.11 3,960

484
芸術・美

術
陸上競技のコーチング学 日本陸上競技学会編 大修館書店 2020.2 2,574

485
芸術・美

術
忍者学講義

山田雄司編/三重大学国

際忍者研究センター著
中央公論新社 2020.2 1,584

486 言語 言語におけるインターフェイス

西原哲雄, 都田青子, 中村

浩一郎, 米倉よう子, 田中

真一編

開拓社 2019.11 3,762

487 言語 ことばのデータサイエンス 小林雄一郎著 朝倉書店 2019.9 2,673

488 言語 コーパスからわかる言語変化・変異と言語理論 2
小川芳樹, 長野明子, 菊地

朗編
開拓社 2016.11- 6,732

489 言語
時間のメタファー : 特集 (メタファー研究:2. Metaphor

research)
ひつじ書房 2019.12 4,950

490 言語 街場の文体論 内田樹著 ミシマ社 2012.7 1,555

491 言語 ぼくは翻訳についてこう考えています : 柴田元幸の意見100 柴田元幸著 アルク 2020.1 1,584

492 言語
日本人が無意識に使う日本語が不思議すぎる! : 教えて!宮本

さん : 外国人目線で再発見したすごい日本

アン・クレシーニ, 宮本

隆治著
サンマーク出版 2020.1 1,287

23



図書館選定

No 主題 書名 著者名 出版者 出版年 購入価格

493 言語 日本語を教えるための教材研究入門
深澤のぞみ著/本田弘之

著
くろしお出版 2019.12 1,782

494 言語 日本語教師のためのシャドーイング指導

迫田久美子, 古本裕美編

著/倉品さやか, 山内豊,

近藤妙子著

くろしお出版 2019.12 1,980

495 言語
使える日本語文法ガイドブック : やさしい日本語で教室と

文法をつなぐ
中西久美子 [ほか] 著 ひつじ書房 2020.1 1,584

496 言語
東大「ずる勉」英語 : 3ケ月で赤門くぐった「超効率」学習

法
ただっち著 ぱる出版 2019.9 1,386

497 言語 英単語の語源図鑑 : 見るだけで語彙が増える 続
清水建二, すずきひろし

著/本間昭文イラスト
かんき出版 2018.5- 1,485

498 言語 最新英語論文によく使う表現 発展編 崎村耕二著 創元社 2017.7- 2,332

499 文学 文豪たちの悪口本 彩図社文芸部編 彩図社 2019.6 1,188

500 文学 文化表象としての村上春樹 : 世界のハルキの読み方
石田仁志, アントナン・

ベシュレール編著
青弓社 2020.1 2,970

501 文学 和泉式部の方法試論 (新典社研究叢書:319) 久保木寿子著 新典社 2020.1 17,820

502 文学 誰も書いてはならぬ (ザ・空気. ver.2) 而立書房 2019.12 1,386

503 文学 はじめて読む源氏物語
今井上編/青島麻子 [ほか

著]
花鳥社 2020.1 1,782

504 文学 小説の神様 (講談社タイガ:[アF-01]) 相沢沙呼著 講談社 2016.6 772

505 文学
小説の神様 : あなたを読む物語 上 (講談社タイガ:[アF-02],

[アF-03])
相沢沙呼著 講談社

2018.8-

2018.9
683

506 文学
小説の神様 : あなたを読む物語 下 (講談社タイガ:[アF-02],

[アF-03])
相沢沙呼著 講談社

2018.8-

2018.9
712

507 文学 背高泡立草 古川真人著 集英社 2020.1 1,386

508 文学 希望の糸 東野圭吾著 講談社 2019.7 1,652

509 文学
小説多動力 : 好きなことだけやりきったら、ロケットだっ

て宇宙へ飛ぶはず! (APeS Novels)
堀江貴文著 誠文堂新光社 2019.8 1,458

510 文学 ノーサイド・ゲーム 池井戸潤著 ダイヤモンド社 2019.6 1,555

511 文学 むらさきのスカートの女 今村夏子著 朝日新聞出版 2019.6 1,263

512 文学 クジラアタマの王様 伊坂幸太郎著 NHK出版 2019.7 1,458

513 文学 夏物語 川上未映子著 文藝春秋 2019.7 1,749

514 文学 トヨトミの逆襲 : 小説・巨大自動車企業 梶山三郎著 小学館 2019.12 1,683

515 文学 熱源 川越宗一著 文藝春秋 2019.8 1,831

516 文学 人間 又吉直樹著 毎日新聞出版 2019.10 1,386

517 文学
白銀の墟 (おか) 玄 (くろ) の月 1 (新潮文庫:11212-11215,

お-37-62, お-37-63, お-37-64, お-37-65. 十二国記)
小野不由美著 新潮社

2019.10-

2019.11
663

518 文学
白銀の墟 (おか) 玄 (くろ) の月 3 (新潮文庫:11212-11215,

お-37-62, お-37-63, お-37-64, お-37-65. 十二国記)
小野不由美著 新潮社

2019.10-

2019.11
663

519 文学
白銀の墟 (おか) 玄 (くろ) の月 2 (新潮文庫:11212-11215,

お-37-62, お-37-63, お-37-64, お-37-65. 十二国記)
小野不由美著 新潮社

2019.10-

2019.11
702

520 文学
白銀の墟 (おか) 玄 (くろ) の月 4 (新潮文庫:11212-11215,

お-37-62, お-37-63, お-37-64, お-37-65. 十二国記)
小野不由美著 新潮社

2019.10-

2019.11
742

521 文学 歩道橋シネマ 恩田陸著 新潮社 2019.11 1,584

522 文学 祝祭と予感 恩田陸著 幻冬舎 2019.10 1,188

523 文学 渦 : 妹背山婦女庭訓魂結び 大島真寿美著 文藝春秋 2019.3 1,798

524 文学 わたしの良い子 寺地はるな著 中央公論新社 2019.9 1,584

525 文学 残像に口紅を (中公文庫) 筒井康隆著 中央公論社 1995.4 734

526 文学 くたばれPTA 24刷改版 (新潮文庫:3697, つ-4-19) 筒井康隆著 新潮社 2015.12 514

527 文学 敗戦後論 (ちくま学芸文庫:[カ38-1]) 加藤典洋著 筑摩書房 2015.7 1,188

528 文学 日本の無思想 増補改訂 (平凡社ライブラリー:835) 加藤典洋著 平凡社 2015.12 1,287

529 文学 自由思考 中村文則著 河出書房新社 2019.7 1,360

530 文学
ただの主婦が東大目指してみた : 家事を捨て、夫を巻き込

んだ無謀な挑戦と結末
ただっち著 フォレスト出版 2020.2 1,386

531 文学 三体
劉慈欣著/大森望, 光吉さ

くら, ワンチャイ訳
早川書房 2019.7 1,846

532 文学
「ホームズ」から「シャーロック」へ : 偶像を作り出した

人々の物語

マティアス・ボーストレ

ム著/ないとうふみこ, 中

村久里子訳

作品社 2020.1 5,742
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533 文学 ドナルド・キーンわたしの日本語修行 新装版
ドナルド・キーン, 河路

由佳著
白水社 2020.2 1,782

534 文学
生きづらいこの世界で、アメリカ文学を読もう : カポー

ティ、ギンズバーグからメルヴィル、ディキンスンまで
堀内正規著 小鳥遊書房 2019.12 2,178

535 文学 吸血鬼ドラキュラ (角川文庫:18568, [ス21-1])
ブラム・ストーカー

[著]/田内志文訳
KADOKAWA 2014.5 831

536 文学 ピュリティ
ジョナサン・フランゼン

著/岩瀬徳子訳
早川書房 2019.4 4,082

537 文学 ふたりママの家で
パトリシア・ポラッコ

絵・文/中川亜紀子訳

サウザンブックス

社
2018.10 2,235

538 文学
暇なんかないわ大切なことを考えるのに忙しくて : ル=グ

ウィンのエッセイ

アーシュラ・K・ル=グ

ウィン著/谷垣暁美訳
河出書房新社 2020.1 2,376

539 文学
いやいやながらルパンを生み出した作家 : モーリス・ルブ

ラン伝

ジャック・ドゥルワール

著/小林佐江子訳
国書刊行会 2019.9 3,564

計 1,249,032
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No 書名 著者名 出版者 出版年 購入価格

1 行動分析学事典 日本行動分析学会編 丸善出版 2019.4 19,800

2
行動分析学 : 行動の科学的理解をめざして (有斐閣アル

マ:Specialized)
坂上貴之, 井上雅彦著 有斐閣 2018.3 2,041

3 Excelで今すぐはじめる心理統計 2,721

4 これならわかる!心理統計
宮埜壽夫, 谷田部かな

か, 櫻井広幸著
ナツメ社 2018.5 2,235

5
統計嫌いのための心理統計の本 : 統計のキホンと統計手法

の選び方
白井祐浩著 創元社 2017.1 2,138

6 心理統計の使い方を学ぶ : 質問紙調査による実践を通して 柴田康順著 大正大学出版会 2018.4 1,652

7 心理的アセスメント (公認心理師実践ガイダンス:1) 橋本忠行, 酒井佳永編著 木立の文庫 2019.6 2,624

8 心理支援 (公認心理師実践ガイダンス:2) 小林孝雄, 金子周平編著 木立の文庫 2019.6 2,624

9 心の健康教育 (公認心理師実践ガイダンス:4) 松本剛, 宮崎圭子編著 木立の文庫 2019.6 2,624

10 家族関係・集団・地域社会 (公認心理師実践ガイダンス:3) 布柴靖枝, 板東充彦編著 木立の文庫 2019.6 2,624

11 「情の理」論 : 情動の合理性をめぐる心理学的考究 遠藤利彦著 東京大学出版会 2013.8 5,248

12 多元的自己の心理学 : これからの時代の自己形成を考える 杉浦健著 金子書房 2017.11 2,624

13 発達心理学 (公認心理師スタンダードテキストシリーズ:12) 林創編著 ミネルヴァ書房 2019.10 2,376

14 精神分析的人格理論の基礎 : 心理療法を始める前に 改訂 馬場禮子著 岩崎学術出版社 2016.3 2,721

15 再考:精神病の精神分析論 : 新装版
ウィルフレッド・R.ビ

オン著/中川慎一郎訳
金剛出版 2013.10 4,082

16 生きた空間をもとめて (精神分析という営み:[正]) 藤山直樹著 岩崎学術出版社 2003.8 3,693

17 本物の時間をもとめて (精神分析という営み:続) 藤山直樹著 岩崎学術出版社 2010.10 3,168

18 精神分析という語らい 藤山直樹著 岩崎学術出版社 2011.11 3,267

19 ギーゲリッヒ夢セミナー
W・ギーゲリッヒ著/河

合俊雄編著/田中康裕編
創元社 2013.3 2,721

20 見るなの禁止 : 日本語臨床の深層 定版 北山修著 岩崎学術出版社 2017.8 3,596

21 悲劇の発生論 増補新装版, オンデマンド版 北山修著 金剛出版 2013.9 3,888

22
覆いをとること・つくること : 「わたし」の治療報告と

「その後」
北山修著 岩崎学術出版社 2009.11 3,465

23 精神分析臨床家の流儀 松木邦裕著 金剛出版 2010.8 2,527

24
公認心理師のための精神分析入門 : 保健医療、福祉、教

育、司法・犯罪、産業・労働領域での臨床実践
祖父江典人著 誠信書房 2019.3 2,475

25 「甘え」理論と精神分析療法 オンデマンド版 土居健郎著 金剛出版 2013.10 3,693

26 フロイト技法論集

[フロイト著]/藤山直樹

編・監訳/坂井俊之, 鈴

木菜実子編・訳

岩崎学術出版社 2014.11 2,970

27 ベイシック・フロイト : 21世紀に活かす精神分析の思考
マイケル・カーン著/秋

田恭子, 清水めぐみ訳
岩崎学術出版社 2017.11 2,970

28
事例で学ぶアセスメントとマネジメント : こころを考える

臨床実践
湊真季子 [ほか] 著 岩崎学術出版社 2014.8 2,235

29
精神分析的アプローチの理解と実践 : アセスメントから介

入の技術まで
吾妻壮著 岩崎学術出版社 2018.11 2,970

30 精神分析的心理療法の実践 : クライエントに出会う前に 馬場禮子著 岩崎学術出版社 1999.9 3,110

31 あやまちから学ぶ : 精神分析と心理療法での教義を超えて

パトリック・ケースメ

ント著/浅野元志 [ほか]

訳

岩崎学術出版社 2004.5 3,960

32 発達の非定型化と心理療法 (こころの未来選書) 河合俊雄, 田中康裕編 創元社 2016.10 2,772

33
心理治療と転移 : 発話者としての「私」の生成の場 オンデ

マンド版
伊藤良子著 誠信書房

2008.11,

c2001
3,465
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34 ユング派心理療法 河合俊雄編著 ミネルヴァ書房 2013.3 2,772

35 EMDRツールボックス : 複雑性PTSDと解離の理論と治療
ジム・ナイプ著/菊池安

希子, 大澤智子訳
星和書店 2019.5 4,374

36 集団精神療法の進歩 : 引きこもりからトップリーダーまで 小谷英文著 金剛出版 2014.3 4,356

37 現代心理療法入門 小谷英文編著
PAS心理教育研究所

出版部
2010.4 2,750

38 精神分析的システムズ心理療法 : 人は変われる 小谷英文著
PAS心理教育研究所

出版部
2018.3 3,207

39
EMDR標準プロトコル実践ガイドブック : 臨床家,スーパー

バイザー,コンサルタントのために

アンドリュー・リーズ

著/太田茂行, 市井雅哉

監訳

誠信書房 2019.6 8,262

40
私説対象関係論的心理療法入門 : 精神分析的アプローチの

すすめ 改訂増補
松木邦裕著 金剛出版 2016.11 2,916

41 はじめてまなぶ行動療法 三田村仰著 金剛出版 2017.8 3,168

42
10代のための疲れた心がラクになる本 : 「敏感すぎる」

「傷つきやすい」自分を好きになる方法
長沼睦雄著 誠文堂新光社 2019.2 1,263

43 実践心理療法 : 治療に役立つ統合的・症状別アプローチ 鍋田恭孝著 金剛出版 2016.9 4,158

44 実践アディクションアプローチ 信田さよ子編著 金剛出版 2019.3 3,110

45
ニューサイコセラピィ : グローバル社会における安全空間

の創成 (ICU21世紀COEシリーズ:第3巻)
小谷英文編 風行社 2008.4 2,475

46 治療的柔構造 : 心理療法の諸理論と実践との架け橋 岡野憲一郎著 岩崎学術出版社 2008.8 2,970

47 臨床行動分析のABC
ユーナス・ランメロ, ニ

コラス・トールネケ著
日本評論社 2009.1 3,267

48 心理療法入門 : 初心者のためのガイド
J.S.ザロ [ほか] 共著/森

野礼一, 倉光修共訳
誠信書房 1987.1 2,721

49 心理学的支援法 : 公認心理師標準テキスト
杉原保史, 福島哲夫, 東

斉彰編著
北大路書房 2019.3 2,624

50 トラウマとPTSDの心理援助 : 心の傷に寄りそって 杉村省吾 [ほか] 編 金剛出版 2009.9 3,762

51
心的交流の起こる場所 : 心理療法における行き詰まりと治

療機序をめぐって
上田勝久著 金剛出版 2018.9 3,499

52
統合的心理療法と関係精神分析の接点 : 循環的心理力動論

と文脈的自己

ポール・L.ワクテル著/

杉原保史監訳/浅田裕

子, 今井たよか訳

金剛出版 2019.4 4,950

53 認知行動療法臨床ガイド

デヴィッド・ウエスト

ブルック, ヘレン・ケナ

リー, ジョアン・カーク

著/石丸径一郎 [ほか]

訳

金剛出版 2012.11 5,148

54 子どものための認知療法練習帳ガイドブック

ロバート・D・フリー

ドバーグ, ローリー・

E・クロスビー著/長江

信和, 元村直靖, 大野裕

訳

創元社 2008.5 2,430

55 子どものための認知療法練習帳

ロバート・D. フリード

バーグ, バーバラ・A.

フリードバーグ, レベッ

カ・J. フリードバーグ

著/長江信和, 元村直靖,

大野裕訳

創元社 2006.3 1,749

56
クライン派・対象関係論からのアプローチ (こどもの精神分

析:[1])
木部則雄著 岩崎学術出版社 2006.8 3,888

57 子どもの精神分析的心理療法の基本 改訂版 鵜飼奈津子著 誠信書房 2017.4 2,624

58 産業・組織心理学 (公認心理師の基礎と実践:第20巻) 新田泰生編 遠見書房 2019.9 2,527
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59
公認心理師基礎用語集 : よくわかる国試対策キーワード 増

補改訂版
松本真理子, 永田雅子編 遠見書房 2019.7 1,944

60 公認心理師現任者講習会テキスト [2019]改訂版
日本心理研修センター

監修
金剛出版 2019.9 3,693

61
公認心理師の一日 (医療・福祉の仕事見る知るシリーズ : 10

代の君の「知りたい」に答えます)

WILLこども知育研究所

編著
保育社 2019.9 2,721

62 現実はいつも対話から生まれる : 社会構成主義入門

ケネス・J・ガーゲン,

メアリー・ガーゲン著/

小金輝彦 [ほか] 訳

ディスカヴァー・

トゥエンティワン
2018.8 1,749

63 ダイナミック・コーチング : 個人と組織の変革 小谷英文著
PAS心理教育研究所

出版部
2008.8 2,750

64 自己紹介2.0 : たった1分で仕事も人生も変える 横石崇著 KADOKAWA 2019.5 1,458

65 知識人とは何か (平凡社ライブラリー:236)
エドワード W. サイー

ド著/大橋洋一訳
平凡社 1998.3 816

66
職業リハビリテーション学 : キャリア発達と社会参加に向

けた就労支援体系 改訂第2版

松為信雄, 菊池恵美子編

集
協同医書出版社 2006.11 3,960

67 "私"を選択する女性心理 武田圭太著 学文社 2016.11 2,624

68 ドメスティック・バイオレンスから子どもを守るために

P・G・ジャッフェ, L・

L・ベイカー, A・J・カ

ニングハム共編/岩本隆

茂 [ほか] 共訳

培風館 2009.11 2,821

69
「ひきこもり」救出マニュアル 実践編 (ちくま文庫:[さ-29-

5]-[さ-29-6])
斎藤環著 筑摩書房

2014.5-

2014.6
758

70
若者の働く意識はなぜ変わったのか : 企業戦士からニート

へ
岩間夏樹著 ミネルヴァ書房 2010.4 2,138

71 MSPA(発達障害の要支援度評価尺度)の理解と活用 船曳康子著 勁草書房 2018.10 1,782

72
学校に居場所カフェをつくろう! : 生きづらさを抱える高校

生への寄り添い型支援

居場所カフェ立ち上げ

プロジェクト編著
明石書店 2019.8 1,749

73
学ぶことと教えることの情緒的体験 (学校現場に生かす精神

分析)

I・ザルツバーガー‐

ウィッテンバーグ, G・

ウィリアムズ, E・オズ

ボーン著

岩崎学術出版社 2008.10 2,772

74
不登校・ひきこもりのための行動活性化 : 子どもと若者の

“心のエネルギー"がみるみる溜まる認知行動療法
神村栄一著 金剛出版 2019.5 2,721

75 学校臨床に役立つ精神分析 平井正三, 上田順一編 誠信書房 2016.3 2,430

76
やさしくわかる!愛着障害 : 理解を深め、支援の基本を押さ

える
米澤好史著 ほんの森出版 2018.7 1,749

77
Adolescent storm and stress : an evaluation of the Mead-

Freeman controversy pbk.
James E. Côté Psychology Press 2015 5,175

78
変わりゆく思春期の心理と病理 : 物語れない・生き方がわ

からない若者たち
鍋田恭孝著 日本評論社 2007.3 2,475

79
教育の最新事情がよくわかる本 : これだけは知っておきた

い教員としての最新知識! 2020 (教職研修総合特集)
教育開発研究所編 教育開発研究所 2009.7- 1,980

80 男性養護教諭 男性養護教諭友の会編 東山書房 2019.8 1,263

81
PBIS実践マニュアル&実践集 : ポジティブな行動が増え、

問題行動が激減!
栗原慎二編著 ほんの森出版 2018.1 1,944

82
読む・話す・聞く・書く力をつける楽しいゲーム (学事ブッ

クレット. 国語セレクト:10)
光成直美著 学事出版 2007.4 874

83
発達障害の子どもたちのためのお仕事図鑑 : 子どもたちの

「やってみたい!」を引き出すキャリア教育
梅永雄二 [ほか] 執筆

唯学書房/アジール・

プロダクション (発

売)

2017.3 2,138

84 ひとりだちするための算数・数学ガイド
子どもたちの自立を支

援する会編集
日本教育研究出版 2015.11 2,041
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85 ひとりだちするための算数・数学 2版
子どもたちの自立を支

援する会編集
日本教育研究出版 2019.3 1,555

86
発達が気になる幼児の親面接 : 支援者のためのガイドブッ

ク

井上雅彦, 原口英之, 石

坂美和著
金子書房 2019.6 2,235

87 子どもの発達障害事典 新版 原仁責任編集 合同出版 2019.2 2,772

88
保護者と先生のための応用行動分析入門ハンドブック : 子

どもの行動を「ありのまま観る」ために
三田地真実, 岡村章司著 金剛出版 2019.6 2,527

89
見える形でわかりやすく : TEACCHにおける視覚的構造化

と自立課題

ノースカロライナ大学

医学部精神科TEACCH

部編/服巻繁訳/服巻智

子協力

エンパワメント研究

所/筒井書房 (発売)
2004.7 777

90

読み書きが苦手な子もイキイキ唱えて覚える漢字指導法 :

全員参加!全員熱中!大盛り上がりの指導術 (特別支援教育サ

ポートBOOKS)

道村静江著 明治図書出版 2017.7 1,749

91
発達性協調運動障害 [DCD] : 不器用さのある子どもの理解

と支援

澤江幸則, 増田貴人, 七

木田敦編著
金子書房 2019.8 2,624

92
自閉症児のためのTEACCH (ティーチ) ハンドブック (学研

のヒューマンケアブックス)
佐々木正美著 学習研究社 2008.4 2,178

93

ワーキングメモリを生かす効果的な学習支援 : 学習困難な

子どもの指導方法がわかる! (学研のヒューマンケアブック

ス)

湯澤正通, 湯澤美紀著 学研プラス 2017.7 1,944

94
T式ひらがな音読支援の理論と実践 : ディスレクシアから読

みの苦手な子まで
小枝達也, 関あゆみ著 日本小児医事出版社 2019.1 2,916

95
発達障害の子どもを伸ばすビジョントレーニング : 1日5分!

親子で楽しみながらできる
小松佳弘著 実務教育出版 2019.4 1,584

96
子育ての問題をPBSで解決しよう! : ポジティブな行動支援

で親も子どももハッピーライフ

ミミ・ハイネマン, カレ

ン・チャイルズ, ジェー

ン・セルゲイ著/神山

努, 大久保賢一訳

金剛出版 2014.8 2,721

97 マンガでわかる統計学 因子分析編
高橋信著/トレンド・プ

ロマンガ制作
オーム社 2004.7- 2,138

98 マンガでわかる統計学 回帰分析編
高橋信著/トレンド・プ

ロマンガ制作
オーム社 2004.7- 2,138

99 認知行動療法事典
日本認知・行動療法学

会編
丸善出版 2019.8 19,440

100

マンガでわかる神経伝達物質の働き : ヒトの行動、感情、

記憶、病気など、そのカギは脳内の物質にあった!! (サイエ

ンス・アイ新書:SIS-213)

野口哲典著
ソフトバンククリエ

イティブ
2011.7 924

101 手の治癒力 (草思社文庫) 山口創著 草思社 2018.10 660

102 トラウマの医療人類学 新装版 宮地尚子 [著] みすず書房 2019.9 4,554

103 新外傷性精神障害 : トラウマ理論を越えて 岡野憲一郎著 岩崎学術出版社 2009.8 3,564

104 方法としての面接 : 臨床家のために 新訂 土居健郎著 医学書院 1992.3 1,749

105 精神診療プラチナマニュアル 第1版 松崎朝樹著

メディカル・サイエ

ンス・インターナ

ショナル

2018.3 1,944

106 発達性トラウマ障害のすべて (こころの科学増刊:2019) 杉山登志郎編 日本評論社 2019.9 1,555

107 構造的解離 : 慢性外傷の理解と治療 上巻

Onno van der Hart,

Ellert R.S. Nijenhuis,

Kathy Steele著

星和書店 2011.10 3,465

108

バーロウ教授によるクリニカルデモンストレーション :

バーロウ教授の認知行動療法講義 (不安とうつの統一プロト

コル : 診断を越えた認知行動療法)

デイビッド H.バーロウ

講演/伊藤正哉, 堀越勝

執筆

診断と治療社 2014.6 6,435
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109 トラウマへのセルフ・コンパッション

デボラ・リー, ソ

フィー・ジェームス著/

石村郁夫, 野村俊明訳

金剛出版 2018.12 3,499

110 トラウマと記憶 : 脳・身体に刻まれた過去からの回復

ピーター・A・ラ

ヴィーン著/花丘ちぐさ

訳

春秋社 2017.10 2,721

111 解離性障害 : 多重人格の理解と治療 岡野憲一郎著 岩崎学術出版社 2007.8 3,465

112 脳と身体からみたメカニズムと治療 (解離性障害:続) 岡野憲一郎著 岩崎学術出版社 2011.9 3,366

113
ポリヴェーガル理論入門 : 心身に変革をおこす「安全」と

「絆」

ステファン・W・ポー

ジェス著/花丘ちぐさ訳
春秋社 2018.11 2,430

114 PTSDハンドブック : 科学と実践

マシュー・J・フリード

マン, テレンス・M・

キーン, パトリシア・

A・レシック編/金吉晴

監訳

金剛出版 2014.5 11,664

115 わかりやすい「解離性障害」入門
岡野憲一郎編/心理療法

研究会著
星和書店 2010.8 2,277

116
パーソナリティ障害の精神分析的アプローチ : 病理の理解

と分析的対応の実際 新訂増補
松木邦裕, 福井敏編 金剛出版 2019.5 3,693

117
不測の衝撃 : 最新大災害メンタルヘルスケアガイド : 危機介

入に備えて知っておくべきこと

フレデリック J.スタッ

ダードJr. [ほか] 編/東

日本大震災支援合同

チーム訳

金剛出版 2014.9 2,970

118 子どもの心療内科 小柳憲司著 新興医学出版社 2007.6 2,949

119 発達障害児者支援とアセスメントのガイドライン

明翫光宜編集代表/松本

かおり, 染木史緒, 伊藤

大幸編

金子書房 2014.2 5,445

120 子どものトラウマ : アセスメント・診断・治療

笠原麻里, 日本トラウマ

ティック・ストレス学

会編集委員会責任編集

金剛出版 2019.6 3,110

121 解離 : 若年期における病理と治療 : 新装版
フランク・W・パトナ

ム [著]/中井久夫訳
みすず書房 2017.7 7,776

122 発達性トラウマ障害と複雑性PTSDの治療 杉山登志郎著 誠信書房 2019.1 1,749

123 虐待が脳を変える : 脳科学者からのメッセージ 友田明美, 藤澤玲子著 新曜社 2018.1 1,749

計 391,585
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1
子どもの貧困に向きあえる学校づくり ―地域のなかのスクール

ソーシャルワーク―
鈴木, 庸裕 かもがわ出版 2018 50

2
学習力を育てる日本語指導 ―日本の未来を担う外国人児童・生徒

のために―
田中, 薫 くろしお出版 2015 1

3
不登校 ―学校に背を向ける子どもたち―（シリーズこころとから

だの処方箋 13）
相馬, 誠一 ゆまに書房 2007 50

4 犯罪心理学事典 日本犯罪心理学会 丸善出版 2016 50

5 これからの保育と教育 ―未来を見すえた人間形成― 吾田, 富士子 八千代出版 2018 50

6 教育心理学の最前線 斎藤, 富由起 八千代出版 2019 50

7
子どもを育む学校臨床力 ―多様性の時代の生徒指導教育相談特別

支援―【スマホ・読上】
角田, 豊 創元社 2016 1

8 深い学びを紡ぎだす ―教科と子どもの視点から― グループ・ディダクティカ 勁草書房 2019 50

9
子猫ユキ 【音声付】（にほんご多読ブックス : Taishukan

Japanese Readers Level 0, vol.9-1）
塚本, 尚子 大修館書店 2019 50

10
きょうだい ―明と由香の夏休み―【音声付】（にほんご多読ブッ

クス : Taishukan Japanese Readers Level 1, vol.9-2）
田中, るり子 大修館書店 2019 50

11
床屋さんの一日 【音声付】（にほんご多読ブックス : Taishukan

Japanese Readers Level 1, vol.9-3）
遠藤, 和彦 大修館書店 2019 50

12
魚屋さんの一日 【音声付】（にほんご多読ブックス : Taishukan

Japanese Readers Level 1, vol.9-4）
田中, るり子 大修館書店 2019 50

13
日本のお米 【音声付】（にほんご多読ブックス : Taishukan

Japanese Readers Level 1, vol.9-5）
多言語多読 大修館書店 2019 50

14
ネズミの結婚 【音声付】（にほんご多読ブックス : Taishukan

Japanese Readers Level 1, vol.10-1）
宮城, 恵弥子 大修館書店 2019 50

15

ハーメルンの笛吹き男 ―ドイツの伝説より―【音声付】（にほん

ご多読ブックス : Taishukan Japanese Readers Level 1, vol.10-

2）

松田, 緑 大修館書店 2019 50

16

ロボットD太 ―「D太の車」「いいにおい」―【音声付】（にほ

んご多読ブックス : Taishukan Japanese Readers Level 1, vol.10-

3）

遠藤, 和彦 大修館書店 2019 50

17
山下さんの静かな日々 【音声付】（にほんご多読ブックス :

Taishukan Japanese Readers Level 1, vol.10-4）
松田, 緑 大修館書店 2019 50

18
広島の少年飯田くん 【音声付】（にほんご多読ブックス :

Taishukan Japanese Readers Level 1, vol.10-5）

平和の大切さを伝える日本語教

材をつくる会
大修館書店 2019 50

19 キルケゴールの教育倫理学 伊藤, 潔志 大学教育出版 2015 50

20 教育実践学 ―実践を支える理論― 教育実践学会 大学教育出版 2017 50

21 座席行動の心理学 ―着席位置をめぐる心理メカニズムの解明― 北川, 歳昭 大学教育出版 2012 50

22
日本の民主教育 2018 ―みんなで21世紀の未来をひらく教育のつ

どい : 教育研究全国集会報告集―

教育研究全国集会2018実行委員

会
大月書店 2019 50

23 学力・人格と教育実践 ―変革的な主体性をはぐくむ― 佐貫, 浩 大月書店 2019 50

24
都立高校改革とは ―20年にわたる改革の検証と西高躍進の軌跡

―
石井, 杉生 学事出版 2015 50

25
子どもの基礎的人間力養成のための積極的生徒指導 ―児童生徒に

おける「社会性の育ちそびれ」の考察―
中村, 豊 学事出版 2013 50

26
高校生に確かな学力をつける ―アクティブ・ラーニング型授業や

探究的学習の実践を通して―
田口, 哲男 学事出版 2018 50

27 探究の力を育む課題研究 ―中等教育における新しい学びの実践― 林, 創 学事出版 2019 50

28
「社会に開かれた教育課程」を実現する学校づくり ―具体化のた

めのテーマ別実践事例15―
稲井, 達也 学事出版 2018 50

29
図説・例解生徒指導史 ―少年非行・いじめ・不登校等の歴史から

学ぶ生徒指導―
嶋﨑, 政男 学事出版 2019 50

30
クリエイティブな教師になろう ―これからの教師像と5つの視点

―
佐藤, 博志 学文社 2018 50

31 よい授業とは何か 川田, 龍哉 学文社 2019 50

32
クリエイティブ・ラーニング = Creative learning ―創造社会の

学びと教育―（リアリティ・プラス = Reality +）
井庭, 崇 慶應義塾大学出版会 2019 50

33
学校危機とコンサルテーション ―いじめ・虐待・体罰・性的被

害・犯罪・事故・自殺―
細田, 眞司 新興医学出版社 2015 1

34
学校を長期欠席する子どもたち ―不登校・ネグレクトから学校教

育と児童福祉の連携を考える―
保坂, 亨 明石書店 2019 50

35
多文化社会に生きる子どもの教育 ―外国人の子ども、海外で学ぶ

子どもの現状と課題―
佐藤, 郡衛 明石書店 2019 50
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36 子ども格差の経済学 ―「塾、習い事」に行ける子・行けない子― 橘木, 俊詔 東洋経済新報社 2017 1

37 「かかわり言葉」でつなぐ学級づくり 【スマホ・読上】 青山　由紀 東洋館出版社 2019 50

38
福井発プロジェクト型学習 ―未来を創る子どもたち―【スマホ・

読上】
秋田　喜代美 東洋館出版社 2018 50

39
高校授業「学び」のつくり方 ―大学入学共通テストが求める「探

究学力」の育成―【スマホ・読上】
稲井　達也 東洋館出版社 2019 50

40 学級経営の教科書 【スマホ・読上】 白松　賢 東洋館出版社 2017 50

41 スクールリーダーが知っておきたい60の心得 【スマホ・読上】 田中　博史 東洋館出版社 2018 50

42 新しい教育通義 高橋, 陽一 武蔵野美術大学出版局 2018 1

43
教科等横断的な教育課程編成の考え方・進め方 ―資質・能力 (コ

ンピテンシー) の育成を目指して―
加藤, 幸次 黎明書房 2019 50

44 全員を聞く子どもにする教室の作り方 改訂版 多賀, 一郎 黎明書房 2019 50

45 心理学総合事典 新装版 佐藤, 達哉 朝倉書店 2014 1

計 329,722円

32


	R1年度学生用図書の選定結果について
	R1年度学生用図書の選定結果について_2
	R1年度学生用図書の選定結果について_3
	R1年度学生用図書の選定結果について_4
	R1年度学生用図書の選定結果について_5
	R1年度学生用図書の選定結果について_6



