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講座名 書名 / 著編者名 出版社 請求記号 所在

ききょう保育園の保育計画（保育課程）0歳から6歳まで見通しのもてる保育 / ききょう保育園＋諏訪
きぬ

新読書社 376.15||293 開架図書

共感：育ち合う保育のなかで / 佐伯胖編 ミネルヴァ書房 376.11||797 開架図書
いつもの手遊びをもっと楽しく / 島津多美子・落岩喜久子・植田光子 ひかりのくに 376.157||464 開架図書
保育をひらく造形表現 / 槇英子 萌文書林 376.156||63 開架図書
ソーシャルワーク（新・基礎からの社会福祉） / 空閑浩人 ミネルヴァ書房 369.1||15||2 開架図書
児童養護施設と社会的排除家族依存社会の臨界 / 西田芳正（編著） 解放出版社 369.43||9 開架図書
ソーシャルワーカーという仕事 / 宮本節子 筑摩書房 369.17||163 開架図書
よくわかる！教育・保育ハンドブック  / 無藤隆（編著） フレーベル館 376.15||294 開架図書
認定こども園の時代（増補改訂新版） / 無藤隆・北野幸子・矢藤誠慈郎 ひかりのくに 376.1||1002 開架図書
認定こども園がわかる本 / 中山昌樹・汐見稔幸 風鳴舎 376.1||1003 開架図書
幼児期における運動発達と運動遊びの指導 / 杉原隆 ミネルヴァ書房 376.157||462ア 開架図書
遊びを中心とした保育 / 河邊貴子 萌文書林 376.1||836ア 開架図書
「子ども主体の協同的な学び」が生まれる保育 / 大豆生田啓友 学研 376.1||1004 開架図書
きのうのつづき / あんず幼稚園・宮原洋一 新評論 376.12||32イ 開架図書
心理学大図鑑 / キャサリン・コーリン著　小須田健監訳 三省堂 140||260 開架図書
自己調整学習ハンドブック / B.J.ジマーマン，D.H.シャンク編　塚野州一，伊藤崇達監訳 北大路書房 371.41||23 開架図書
発達認知神経科学　原著第３版 / マーク・H・ジョンソン, 鹿取 廣人 監訳, 鳥居 修晃 監訳 東京大学出版会 491.371||29 開架図書
質的心理学ハンドブック / やまだようこ，サトウタツヤ，能智正博，秋田喜代美，矢守克也　編 新曜社 140.7||61 開架図書
フリーソフトjsSTARで かんたん統計データ分析 / 中野博幸，田中敏　著　技術評論社 技術評論社 417||239 開架図書
R&STARデータ分析入門 / 中野博幸，田中敏　著 技術評論社 417||240 開架図書
教師の学びを科学する / 中原　淳　監修，脇本健弘・町支大祐　著 北大路書房 374.3||470 開架図書
どんなに障害が重くとも / 明神もと子 大月書店 140.238||5 開架図書
わかって私のハンディキャップ①　ＯＣＤ / アミタ・ジャッシー 大月書店 493.937||254||1 開架図書
わかって私のハンディキャップ②　トゥレット症候群 / マル・レスター 大月書店 493.937||254||2 開架図書
えほん　障害者権利条約 / ふじいかつのり 汐文社 316.1||49 開架図書
概説　障害者権利条約 / 松井亮輔・川島聡 法律文化社 369.27||195 開架図書
学校・施設アーカイブズ入門 / 学校アーカイブス研究会 大空社 378||1422 開架図書
テキスト肢体不自由教育 / 猪狩恵美子・河合隆平・櫻井宏明 全国障害者問題研究会出版部 378.3||34 開架図書
発達支援と相談援助 / 別府悦子・喜多一豊 三学出版 369.4||190 開架図書
障害児教育福祉の歴史 / 小川英彦 三学出版 378.6||556 開架図書
特別支援教育における養護教諭の役割 / 全国特別支援教育推進連盟 東洋館出版社 374.9||158 開架図書
やさしく学ぶからだの発達 / 林万リ 全国障害者問題研究会出版部 493.91||33 開架図書
天才心理学者ヴィゴツキーの思想と運命 / イーゴリー・レイフ ミネルヴァ書房 140.238||5 開架図書
障害のある人とそのきょうだいの物語 / 近藤直子・田倉さやか・日本福祉大学きょうだいの会 クリエイツ・かもがわ 369.49||11 開架図書
花咲き夢咲く桃山の里 / 社会福祉法人あみの福祉会 クリエイツ・かもがわ 369.27||196 開架図書
大正新教育の思想 / 橋本美保、田中智志編著 東信堂 372.106||27 開架図書
戦後日本の教育委員会：指揮監督権はどこにあったのか / 大畠菜穂子 勁草書房 373.2||353 開架図書
グローバル化と言語能力 / ＯＥＣＤ教育研究革新センター編 明石書店 807||449 開架図書
作家/作者とは何か：テクスト・教室・サブカルチャー 和泉書院 910.26||281 開架図書
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講座名 書名 / 著編者名 出版社 請求記号 所在
少女小説事典 / 岩淵宏子 [ほか] 編 東京堂出版 910.26||282 開架図書
現代詩大事典 / 大塚常樹 [ほか] 編集 三省堂 911.5||35 参考図書
古典文学を読むための用語辞典 / 西沢正史 編 東京堂出版 910.2||156 開架図書
平安文学研究ハンドブック / 田中登, 山本登朗編 和泉書院 910.23||43 開架図書
日本古典文学を読む / 三村晃功 [ほか] 編 和泉書院 910.23||44 開架図書
源氏物語図典 / 秋山虔, 小町谷照彦編 小学館 913.362||2 開架図書
源氏物語を知る事典 / 西沢正史編 東京堂出版 913.36||107 開架図書
知ってる古文の知らない魅力 / 鈴木健一著 講談社 910.2||157 開架図書
和歌のルール / 渡部泰明編 ; 上野誠 [ほか] 執筆 笠間書院 911.1||24 開架図書
古典文法質問箱（角川文庫ソフィア） / 大野晋 角川書店 815||301 開架図書
奈良・京都文学散歩 / 二松學舍大学文学部国文学科編 新典社 910.2||158 開架図書
書き言葉コーパス：設計と構築 / 山崎誠編 ; 前川喜久雄 [ほか] 著 朝倉書店 810.8||52||2 開架図書
話し言葉コーパス：設計と構築 / 小磯花絵編 ; 小磯花絵 [ほか] 著 朝倉書店 810.8||52||3 開架図書
コーパスと国語教育 / 田中牧郎 編 朝倉書店 810.8||52||4 開架図書
コーパスと日本語学 / 田野村忠温編 ; 石井正彦 [ほか] 著 朝倉書店 810.8||52||6 開架図書
コーパス入門 / 前川喜久雄編 ; 辻井潤一 [ほか] 著 朝倉書店 810.8||52||1 開架図書

多様社会カナダの「国語」教育：高度国際化社会の経験から日本への示唆 / 関口礼子, 浪田克之介
編著

東信堂 372.51||5 開架図書

国語科重要用語事典 / 高木まさき [ほか] 編著 明治図書出版 375.8||1163 開架図書
人はことばをどう学ぶか：国語教師のための言語科学入門 / 菅井三実著 くろしお出版 810.7||348 開架図書

発問：考える授業、言語活動の授業における効果的な発問（シリーズ国語授業づくり） / 日本国語教
育学会 監

東洋館出版社 375.82||103||[1] 開架図書

交流：広げる・深める・高める（シリーズ国語授業づくり） / 藤森裕治, 宮島卓朗, 八木雄一郎編著 東洋館出版社 375.82||103||[2] 開架図書

単元を貫く学習課題と言語活動：課題を解決する過程を重視した授業づくり（シリーズ国語授業づく
り） / 水戸部修治, 浮田真弓, 細川太輔編著

東洋館出版社 375.82||103||[3] 開架図書

読む力は生きる力 / 脇明子著 岩波書店 019.2||36 開架図書
意味の社会性：付総目次・総索引 / 澤田治美編（ひつじ意味論講座　第7巻） ひつじ書房 801||565||7 開架図書

イギリス初等教育における国語科教育改革の研究：Centre for Language/Literacy in Primary
Educationの取り組みを中心に / 松山雅子著

溪水社 372.33||117 開架図書

若菜巻における女三の宮降嫁の波紋（読み解き源氏物語） / 甲斐睦朗著 明治書院 913.364||3||[2] 開架図書
桐壺巻の光と影（読み解き源氏物語） / 甲斐睦朗著 明治書院 913.364||3||[1] 開架図書
手書きのための漢字字典［第2版］ / 財前謙編著 明治書院 728.4||8 参考図書
高等学校国語科授業実践報告集　現代文編Ⅰ 小説編 / 明治書院編 明治書院 375.84||10||[1] 開架図書
高等学校国語科授業実践報告集　現代文編Ⅱ 評論・取り組み編 / 明治書院編 明治書院 375.84||10||[2] 開架図書

国語力をつける物語・小説の「読み」の授業：PISA読解力を超えるあたらしい授業の提案 / 阿部昇
著

明治図書出版 375.85||292 開架図書

単元を貫く言語活動を位置付けた文学の授業づくり：その基礎・基本と代表教材実践事例 / 水戸部
修治編著

明治図書出版 375.852||39 開架図書

輿服志（全譯後漢書 第10冊） / [司馬彪撰] ; 渡邉義浩 [ほか] 編 汲古書院 222.042||19||8 開架図書
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春秋學用語集<続編> 汲古書院 123.6||16||2 開架図書
春秋學用語集<３編> 汲古書院 123.6||16||3 開架図書
春秋學用語集<４編> 汲古書院 123.6||16||4 開架図書
西洋思想のあゆみ：ロゴスの諸相 / 岩田靖夫他 有斐閣 130.2||54 開架図書
現実をみつめる道徳哲学 / J. レイチェルズ 晃洋書房 150||144 開架図書
哲学・航海日誌 / 野矢茂樹 春秋社 104||231 開架図書
マンガで学ぶ生命倫理 / 児玉聡 化学同人 490.15||24 開架図書
科学哲学の冒険　サイエンスの目的と方法をさぐる / 戸田山和久 日本放送出版協会 401||169 開架図書
子どものための哲学対話（講談社文庫） / 永井均 講談社 104||230 開架図書
歴史と文化の町並み事典：重要伝統的建造物群保存地区109 / 文化庁編 中央公論美術出版 521.86||5 開架図書
日本の食文化史：旧石器時代から現代まで / 石毛直道 岩波書店 383.81||7 開架図書
マシューズ＆ハーバート　地理学のすすめ /  John A. Matthews, David T. Herbert著 丸善出版 383.81||7ア 開架図書
よみがえる神戸：危機と復興契機の地理的不均衡 /  DWエジントン著、香川貴志、久保倫子共訳 海青社 290.1||204 開架図書
シャッター通り再生計画：明日からはじめる活性化の極意 / 足立基浩 ミネルヴァ書房 369.31||61 開架図書
軍艦島：奇跡の産業遺産 / 黒沢永紀 じっぴコンパクト新書 219.3||12 開架図書
田園回帰1%戦略：地元に人と仕事を取り戻す / 藤山 浩 農山漁村文化協会 318.6||4 開架図書
観光の地理学 / 立命館大学地理学教室 文理閣 689||30 開架図書
人文地理学への招待 / 竹中克行 ミネルヴァ書房 290.1||205 開架図書
東京ではわからない地方創生の真実 / 辛坊治郎 中央公論新社 318.04||2 開架図書
限界集落の真実：過疎の村は消えるか？（ちくま新書） / 山下祐介 筑摩書房 318.6||5 開架図書
シカ問題を考える バランスを崩した自然の行方 / 高槻成紀 ヤマケイ新書 654.8||5 開架図書
稼ぐまちが地方を変える：誰も言わなかった１０の鉄則 / 木下斉 ＮＨＫ出版 601.1||60 開架図書
大学院生のための基礎物理学 講談社 420||178 開架図書
弾性力学入門：ていねいな数式展開で基礎をしっかり理解する 森北出版 501.33||2 開架図書
学生・研究者のための 使える!PowerPointスライドデザイン：伝わるプレゼン1つの原理と3つの技術 化学同人 007.63||174 開架図書
力学の基礎（これでわかった！） 技術評論社 423||77 開架図書
物理学実験：基礎編 内田老鶴圃 420.75||6||2 開架図書
物理学実験 応用編 内田老鶴圃 420.75||6||3 開架図書
物理学実験 入門編 内田老鶴圃 420.75||6||1 開架図書
日常にひそむ数理曲線 DVD-Book 小学館 414.12||6 開架図書
門田先生の3Dプリンタ入門 何を作れるのか、どう役立つのか（ブルーバックス） 講談社 501.8||32 開架図書
SFを実現する 3Dプリンタの想像力（講談社現代新書） 講談社 504||50 開架図書
新 目で楽しむ量子力学の本：古典から量子論・量子工学・量子情報へ 丸善 421.3||186 開架図書
パワーズ オブ テン：宇宙・人間・素粒子をめぐる大きさの旅 日本経済新聞出版社 404||134 開架図書
いきいき物理わくわく実験 3 日本評論社 375.42||395||3 開架図書
物理がわかる実例計算101選（ブルーバックス） 講談社 421.5||21 開架図書
エントロピーをめぐる冒険：初心者のための統計熱力学（ブルーバックス） 講談社 426.56||3 開架図書
地球環境化学入門［改訂版］ / J・Eアンドリューズほか 丸善 450.13||18 開架図書
基礎からわかる天文学 / 半田利弘 誠文堂新光社 440||136 開架図書
星空案内人になろう! ～夜空が教室。やさしい天文学入門（知りたい!サイエンス） / 柴田晋平ほか 技術評論社 442||22 開架図書

社会科教育
講座

理科教育講座
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教養のための天文学講義 / 米山忠興 丸善 440||137 開架図書
日本の地震予知研究130年史 / 泊 次郎 東京大学出版会 453.38||2 開架図書
津波堆積物の科学 / 藤原 治 東京大学出版会 453.4||3 開架図書
森川海の水系：形成と切断の脅威 / 宇野木早苗 恒星社厚生閣 452.9||12 開架図書
海の自然と災害 / 宇野木早苗 成山堂書店 452.5||1 開架図書
流域環境学 / 和田英太郎 京都大学学術出版会 519.4||4 開架図書
貧酸素水塊 / 山室真澄ほか 生物研究社 519.4||3 開架図書
海洋科学入門 / 多田邦尚ほか 恒星社厚生閣 663.68||1 開架図書
同位体地球化学の基礎 / J・ヘフス著 丸善 450.13||19 開架図書
　2．太陽地球圏 共立出版 450.8||30||2 開架図書
　5．地球環境システム 共立出版 450.8||30||5 開架図書
　6．地震学 共立出版 450.8||30||6 開架図書
　8．測地・津波 共立出版 450.8||30||8 開架図書
　9．地球のテクトニクスⅠ 共立出版 450.8||30||9 開架図書
　10．地球のテクトニクスⅡ 共立出版 450.8||30||10 開架図書
　11．結晶学・鉱物学 共立出版 450.8||30||11 開架図書
　12．地球化学 共立出版 450.8||30||12 開架図書
　14．地球物質のレオロジーとダイナミクス 共立出版 450.8||30||14 開架図書
　15．地球と生命 共立出版 450.8||30||15 開架図書
　16．岩石学 共立出版 450.8||30||16 開架図書
現代化学史：原子・分子の科学の発展 / 廣田襄著 京都大学学術出版会 430.2||19 開架図書

分析化学の歴史：化学の起源・多様な化学者・諸分析法の展開 / サバドバリー著 ; 阪上正信 [ほ
か] 訳

内田老鶴圃 433||150 開架図書

痛快化学史 / アーサー・グリーンバーグ著 ; 渡辺正, 久村典子訳 朝倉書店 430.2||18 開架図書
分子間力と表面力［第3版］ / J.N.イスラエルアチヴィリ著 ; 大島広行訳 朝倉書店 428.1||1 開架図書
ウォーレン　有機化学　上　第2版 / J. Clayden, N. Greeves, S. Warren著 ; 石橋正己 [ほか] 訳 東京化学同人 437||198||1 開架図書
ウォーレン　有機化学　下　第2版 / J. Clayden, N. Greeves, S. Warren著 ; 石橋正己 [ほか] 訳 東京化学同人 437||198||2 開架図書
有機合成化学・生物有機化学（大学院講義有機化学Ⅱ）［第2版］ / 野依良治 [ほか] 編 東京化学同人 437||199 開架図書
ハートウィグ　有機遷移金属化学（上） / John F. Hartwig著 東京化学同人 437.8||6||1 開架図書
ハートウィグ　有機遷移金属化学（下） / John F. Hartwig著 東京化学同人 437.8||6||2 開架図書
理工系大学基礎化学実験［第4版］ / 東京工業大学化学実験室編 講談社 432||65 開架図書
魅了する科学実験 / 早稲田大学本庄高等学院実験開発班 すばる舎 407||140 開架図書
ぼくらは「化学」のおかげで生きている / 齋藤勝裕著 実務教育出版 430||160 開架図書
協同するからだとことば：幼児の相互交渉の質的分析 金子書房 376.1||707ア 開架図書
園生活における幼児の「みてて」発話：自他間の気持ちを繋ぐ機能 相川書房 376.11||798 開架図書
キーワード　動機づけ心理学 / 上淵寿編著 金子書房 141.72||13 開架図書

各教科等の学習を支える言語活動：言葉の力をどう用いるか / 梶田叡一責任編集 ; 人間教育研究
協議会編

金子書房 375.1||586 開架図書

浮世絵から写真へ：視覚の文明開化 / 岡塚章子, 我妻直美編著 青幻舎 702.15||12 開架図書
絵本の需要（絵本学講座2） / 石井光恵編 朝倉書店 726.601||13||2 開架図書

理科教育講座

美術教育講座
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講座名 書名 / 著編者名 出版社 請求記号 所在
絵本と社会（絵本学講座3） / 松本猛編 朝倉書店 726.601||13||3 開架図書
美術教育の題材開発 / 三澤一実監修 武蔵野美術大学出版部 375.72||387 開架図書
現代芸術論 / 藤枝晃雄監修 武蔵野美術大学出版部 701||175 開架図書

どこからそう思う?学力をのばす美術鑑賞：ヴィジュアル・シンキング・ストラテジーズ / フィリップ・ヤノ
ウィン

淡交社 375.72||386 開架図書

造形ワークショップ入門 / 高橋陽一編 武蔵野美術大学出版部 707||34 開架図書
よくわかるクレパス・クレヨン：造形・図工・美術教育の方法 / 辻泰秀 サクラクレパス出版部 375.72||388 開架図書
プロの板書：基礎編 / 釼持勉 教育出版 374.35||59 開架図書
アニメーションの事典 / 横田正夫, 小出正志, 池田宏編集 朝倉書店 778.77||3 参考図書
マンガ・アニメ文献目録 / 日外アソシエーツ株式会社編集 日外アソシエーツ 726.1||18 参考図書
『梧竹堂書話』の研究 / 内村嘉秀著 木自社 728||81 開架図書
日本の書　維新～昭和初期 / 成田山書道美術館編 二玄社 728.21||46 開架図書
倪元璐の書法 / 吉川薫仙編 二玄社 728.225||4 開架図書
江戸の書 / 高橋利郎著 二玄社 728.215||3 開架図書
風姿花伝：書をとりまく１００の回想 / 西嶋慎一著 芸術新聞社 728.04||36 開架図書
五十年の回顧：ある書道編集者の軌跡 / 西嶋慎一著 芸術新聞社 728.21||47 開架図書
中国文字文化の旅：書の史跡・博物館全域徹底ガイド / 横田恭三著 芸術新聞社 728.22||12 開架図書
日本の金石文 / 財前謙著 芸術新聞社 728.04||37 開架図書
近代文人のいとなみ / 成田山書道美術館監修 淡交社 728.21||44 開架図書
古經聚英　1 / 安裕明著 藝文書院 183||38||1 開架図書
貫名菘翁作品集 / 谷川雅夫監修 藝文書院 728.215||1 教員著書
江戸時代の漢字書 / 谷川雅夫監修 藝文書院 728.215||2 教員著書
金石書学　No.1 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
金石書学　No.2 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
金石書学　No.3 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
金石書学　No.4 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
金石書学　No.5 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
金石書学　No.6 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
金石書学　No.7 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
金石書学　No.8 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
金石書学　No.9 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
金石書学　No.10 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
金石書学　No.11 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
金石書学　No.12 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
金石書学　No.13 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
金石書学　No.14 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
金石書学　No.15 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
金石書学　No.16 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
金石書学　No.17 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
金石書学　No.18 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌

美術教育講座

5 / 8 



講座推薦学生用図書リスト  2016.3.1

講座名 書名 / 著編者名 出版社 請求記号 所在
金石書学　No.19 / 谷川雅夫編 藝文書院 P72||K-3 書庫/雑誌
バイオメカニクス：人体運動の力学と制御 / DavidA.Winter著 長野明紀訳 吉岡伸輔訳 ラウンドフラット 780.11||4 開架図書
レジャー白書2015 / 公益財団法人 日本生産性本部 生産性出版 365.7||19||2015 参考図書
レジャー白書2014 / 公益財団法人 日本生産性本部 生産性出版 365.7||19||2014 参考図書
レジャー白書2013 / 公益財団法人 日本生産性本部 生産性出版 365.7||19||2013 参考図書
わざの伝承 / 金子 明友 明和出版 780.18||2 開架図書
スポーツ文化と教育：人間とスポーツの新たな関わりを求めて / 松田恵司 学術図書出版 780.13||40 開架図書
体育における「学びの共同体」の実践と探究 / 岡野昇 大修館書店 375.49||457 開架図書
イギリスのスポーツ・フォー・オール：福祉国家のスポーツ政策 / 内海和雄 不昧堂出版 780.233||15 開架図書
スポーツの経済と政策 / 伊多波 良雄 晃洋書房 780.13||39 開架図書
スポーツと勝利至上主義 / 関朋昭 ナカニシヤ出版 375.18||15 開架図書
体育・スポーツの心理尺度 / 徳永 幹雄 不昧堂出版 780.14||2 開架図書
スポーツ心理学大事典 / ロバート・N. シンガー 西村書店 780.14||3 参考図書
スポーツマネジメント：スポーツビジネスの理論と実際 / ボニー L. パークハウス 大修館書店 780||671 開架図書
運動科学の基礎：アスリートのパフォーマンス向上のために / カーメン 西村書店 780.19||187 開架図書
加齢と運動の生理学 / Albert W. Taylor 朝倉書店 491.358||7 開架図書
ルポ消えた子どもたち：虐待・監禁の深層に迫る / ＮＨＫスペシャル「消えた子どもたち」取材班著 NHK出版 369.4||188 開架図書

理論的アプローチと各国の取組み（子どもの貧困 / 不利 / 困難を考える１） / 埋橋孝文、矢野裕俊
編著

ミネルヴァ書房 369.4||186||1 開架図書

社会的支援をめぐる政策的アプローチ（子どもの貧困 / 不利 / 困難を考える２） / 埋橋孝文、大塩
まゆみ、居神浩編著

ミネルヴァ書房 369.4||186||2 開架図書

消費者力アップセミナー：大学生のための消費生活リテラシー / 滝川好夫著 税務経理協会 365||108 開架図書
ケータイ編（気をつけよう！消費者トラブル1） / 秋山浩子 汐文社 365||109||1 開架図書
買い物編（気をつけよう！消費者トラブル2） / 秋山浩子 汐文社 365||109||2 開架図書
契約編（気をつけよう！消費者トラブル3） / 秋山浩子 汐文社 365||109||3 開架図書
これでわかるごみ問題Q&A：ここが問題!日本のリサイクル法 / 熊本一規 合同出版 518.52||3 開架図書
わかりやすい食品機能学 / 森田英利, 田辺創一編著 ; 臼井将勝 [ほか] 共著 三共出版 498.51||26 開架図書
新版 食品機能学への招待：生活習慣病予防と機能性食品 / 須見洋行, 矢田貝智恵子共著 三共出版 498.51||27 開架図書
日本の食文化史：旧石器時代から現代まで / 石毛直道著 岩波書店 383.81||7 開架図書

世界でいちばん幸せな、オランダの子供部屋：デザインの国、オランダのキッズルームに学ぶみんな
がハッピーになるスタイリングアイデア / ユイキヨミ著

辰巳出版 527.5||1 開架図書

住まいの絵本にみる子ども部屋：自律をうながす空間の使い方 / 北浦かほる 井上書院 527.5||2 開架図書
子どもが生きられる空間：生・経験・意味生成 / 高橋勝著 東信堂 371.45||844 開架図書

驚くべき乳幼児の心の世界：「二人称的アプローチ」から見えてくること / ヴァスデヴィ・レディ著 ; 佐
伯胖訳

ミネルヴァ書房 376.11||793ア 開架図書

エックハルト・トールの「子育て」の魔法：あなたが気づけば、子供は変わる! / スーザン・スティフェル
マン (著), エックハルト・トール (著), 町井みゆき (著)

徳間書店 379.9||248 開架図書

私のエプロン図鑑 / 森南海子 三五館 593.3||22 開架図書
楽しくスクールソーイング：基礎から応用までの作品集 / 日本家政学会被服構成学部会監修 開隆堂 375.5||619 開架図書
結ぶ・編む・組む・織る・繍う：絵を見てわかる糸の手仕事 / 石井照子ほか 建帛社 594||40 開架図書

家庭科教育
講座

美術教育講座

保健体育講座
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講座名 書名 / 著編者名 出版社 請求記号 所在
情動と発達・教育 ：子どもの成長環境 / 伊藤良子 ・津田正明 編 朝倉書店 141.6||62||3 開架図書

保育と家庭科：あたたかい子育て社会をつくるために / 金田 利子 (編集), 草野 篤子 (編集), 林 薫
(編集), 松本 園子 (編集)

ななみ書房 375.5||620 開架図書

ネウボラ フィンランドの出産・子育て支援 / 髙橋 睦子 (著) かもがわ出版 369.4||189 開架図書
居場所としての住まい：ナワバリ学が解き明かす家族と住まいの深層 / 小林秀樹 新曜社 365.3||48 開架図書

住まいのデザイン / 北村薫子、牧野唯、梶木典子、齋藤功子、宮川博恵、藤居由香、大谷由紀子、
中村久美、光田恵著

朝倉書房 597||63 開架図書

住まいのアイデア図鑑 / 住友不動産監修 宝島社 527||110 開架図書
新版 健康食品の基礎知識 / 芝紀代子編著 ; 金森きよ子 [ほか] 著 じほう 498.5||108 開架図書
健康栄養学：健康科学としての栄養生理化学［第2版］ / 小田裕昭, 加藤久典, 関泰一郎編 共立出版 498.56||1 開架図書
Marché (マルシェ) 食材大図鑑［完全改訂版］ 講談社 498.52||2 開架図書
図説世界を驚かせた頭のいい江戸のエコ生活 / 菅野俊輔著 青春出版社 382.1||68 開架図書
江戸のびっくり省エネ生活（エコでござる：江戸に学ぶ<1の巻>） / 石川英輔 鈴木出版 519||135||1 開架図書
江戸のおどろきリサイクル生活（エコでござる：江戸に学ぶ<2の巻>） / 石川英輔 鈴木出版 519||135||2 開架図書
江戸のゆったりスローライフ（エコでござる：江戸に学ぶ<3の巻>） / 石川英輔 鈴木出版 519||135||3 開架図書
幸せが舞い降りる「住育の家」 / 宇津崎光代 かもがわ出版 527||111 開架図書
ゼロからはじめるかぎ針編み生活 / 了戒かずこ 青春出版社 594.3||2 開架図書
はじめてでもこれ１冊できちんとわかる棒針編みの基本BOOK / 鎌田恵美子 マイナビ社 594.3||3 開架図書
余り布で作る手縫いのこもの（レディブティックシリーズ　3251） ブティック社 594||41 開架図書
布合わせを楽しむ手作りの布こもの（(レディブティックシリーズ 4108） / 橋本よしえ ブティック社 594||42 開架図書
子ども・子育て支援制度を読み解く：その全体像と今後の課題 / 柏女 霊峰 (著) 誠信書房 369.4||187 開架図書
おさなごころを科学する：進化する幼児観 / 森口 佑介   (著) 新曜社 376.11||794 開架図書
宮本常一：忘れられた子どもたち / 宮本 常一   (著),    田村 善次郎 (編集) 八坂書房 384.5||48 開架図書
子どもはみんな問題児。 / 中川 李枝子   (著) 新潮社 376.11||795 開架図書
消費者の信頼を築く：安全な製品と取引のための消費者問題ハンドブック / 谷みどり著 新曜社 365||110 開架図書
食品の科学 / 太田英明, 北畠直文, 白土英樹編集 南江堂 498.51||28||[1] 開架図書
食品の加工 / 太田英明, 北畠直文, 白土英樹編集 南江堂 498.51||28||[2] 開架図書
赤ちゃんに学ぶ 「個性」はどこから来たのか / 山口 真美 (著) 講談社 376.11||796 開架図書
目の見えない人は世界をどう見ているのか（光文社新書751）  / 伊藤 亜紗 (著) 光文社 369.275||2 開架図書
夫婦げんかと子どものこころ：健康な家族とはなにか / 川島亜紀子著 新曜社 367.3||175 開架図書
日本の親子：不安・怒りからあらたな関係の創造へ / 平木典子、柏木惠子編著 金子書房 367.3||176 開架図書
日本の夫婦：パートナーとやっていく幸せと葛藤 / 柏木惠子、平木典子編著 金子書房 367.3||177 開架図書
家族生活の社会学：家庭内役割の不平等はなぜ続くのか / グラハム・アラン著 天木志保美訳 新曜社 367.3||178 開架図書
ＮＥＷ調理と理論 / 山崎清子ほか共著 同文書院 596||143 開架図書
本当は秘密にしたい 料理教室のベストレシピ / 石原洋子 朝日新聞出版 596||144 開架図書
子供が変わる！奇跡の料理教室 / 村田歩、村田ナホ著 東邦出版 498.5||109 開架図書
謎解き「嵐が丘」 / 廣野由美子 (著) 松籟社 930.28||504 開架図書
ブロンテ姉妹と15人の男たちの肖像 / 岩上はる子 (著), 惣谷美智子 (著) ミネルヴァ書房 930.268||37 開架図書
トマス・ハーディ 詩から小説への橋渡し / 土岐恒二 (著), 森松健介 (著) 音羽書房鶴見書店 930.268||38 開架図書
ブロンテ小説における病いと看護 / 川崎明子 (著) 春風社 930.268||39 開架図書

英語教育講座

家庭科教育
講座
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講座名 書名 / 著編者名 出版社 請求記号 所在
ロマン主義エコロジーの詩学 / 小口一郎 (編著) 音羽書房鶴見書店 931.6||77 開架図書
脇役たちの言い分 ジェイン・オースティンの小説を読む / 坂田薫子 (著) 音羽書房鶴見書店 930.268||40 開架図書
エリザベス・ギャスケルの小説研究 / 足立万寿子 (著) 音羽書房鶴見書店 930.268||41 開架図書
ディケンズのジェンダー観の変遷 / 田中孝信 (著) 音羽書房鶴見書店 930.268||42 開架図書
ヴィクトリア朝の人と思想 / R.D.オールティック (著), 要田圭治他 (訳) 音羽書房鶴見書店 930.268||41 開架図書
新編 日本の面影 / ラフカディオ・ハーン (著), 池田雅之 (訳) 角川書店 934.6||4||1 開架図書
新編 日本の面影 II / ラフカディオ・ハーン (著), 池田雅之 (訳) 角川書店 934.6||4||2 開架図書
八雲の妻：小泉セツの生涯 / 長谷川洋二 (著) 今井書店 289.1||495 開架図書
世界に通用しない英語：あなたの教室英語、大丈夫? (開拓社言語・文化選書) / 八木克正著 開拓社 830.07||372ア 開架図書
To Learn How to Teach English : with practical classroom activities / Okita Yoshio 関西学院大学出版会 375.893||200 開架図書
言語学から見た日本語と英語の慣用句（開拓社言語・文化選書） / 石田プリシラ著 開拓社 814.4||6ア 開架図書
英語リーディング指導ハンドブック / 門田修平, 野呂忠司, 氏木道人編著 大修館書店 375.893||201 開架図書
英語語彙指導ハンドブック / 門田修平, 池村大一郎編著 大修館書店 375.893||202 開架図書
ことばを読む、心を読む：認知語用論入門（開拓社言語・文化選書） / 内田聖二著 開拓社 801||902ア 開架図書
英語語法ライブラリ：ペーパーバックが教えてくれた（開拓社言語・文化選書） / 柏野健次著 開拓社 835||454ア 開架図書
レキシコンに潜む文法とダイナミズム（開拓社言語・文化選書） / 由本陽子著 開拓社 801.04||44ア 開架図書
CLIL 新しい発想の授業：理科や歴史を外国語で教える!? / 笹島茂編著 ; Peter Mehisto [ほか] 著 三修社 830.7||375 開架図書
時の表現（謎解きの英文法）　/　久野暲, 高見健一著 くろしお出版 835||470||[1] 開架図書
否定（謎解きの英文法）　/ 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 835||470||[2] 開架図書
単数か複数か（謎解きの英文法）　/ 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 835||470||[3] 開架図書
文の意味（謎解きの英文法）　/ 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 835||470||[4] 開架図書
使役（謎解きの英文法）　/ 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 835||470||[5] 開架図書
省略と倒置（謎解きの英文法）　/ 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 835||470||[6] 開架図書
文法化する英語（開拓社言語・文化選書） /保坂道雄 開拓社 835||471 開架図書
コーパスと英語教育（英語コーパス研究シリーズ 第2巻） ひつじ書房 830.8||19||2 開架図書
コーパスと英文法・語法（英語コーパス研究シリーズ 第4巻） ひつじ書房 830.8||19||4 開架図書
異文化間教育とは何か：グローバル人材育成のために / 西山教行, 細川英雄, 大木充編 くろしお出版 370.4||557 開架図書
変貌する言語教育：多言語・多文化社会のリテラシーズとは何か / 佐々木倫子 [ほか] 編 くろしお出版 807||448 開架図書

Language Acquisition in Study Abroad and Formal Instruction Contexts / edited by Carmen Pérez-
Vidal (Aila Applied Linguistics)

John Benjamis
Publishing Company

整理中

Form-Focused Instruction and Teacher Education : Studies in Honour of Rod Ellis / editors, Sandra
Fotos, Hossein Nassaji

Oxford University Press 整理中

Alternative approaches to second language acquisition / edited by Dwight Atkinson Routledge 整理中

From Foreign Language Education to Education for Intercultural Citizenship : essays and
reflections / Michael Byram

Multilingual Matters 整理中
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