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沖縄戦を知る事典 : 非体験世代が語り継ぐ / 吉浜忍, 林博史, 吉川由紀編. -- 吉川弘文館,
2019.6.
貧乏人の経済学 : もういちど貧困問題を根っこから考える / アビジット・V・バナジー, エス
ター・デュフロ [著] ; 山形浩生訳. -- みすず書房, 2012.4.
その問題、経済学で解決できます。 / ウリ・ニーズィー, ジョン・A・リスト著 ; 望月衛訳. - 東洋経済新報社, 2014.9.
ヘンテコノミクス / 佐藤雅彦, 菅俊一原作 ; 高橋秀明画. -- マガジンハウス, 2017.11.
平和のバトン : 広島の高校生たちが描いた8月6日の記憶 / 弓狩匡純著. -- くもん出版,
2019.6.
生まれ、育つ基盤 : 子どもの貧困と家族・社会 / 松本伊智朗, 湯澤直美編著. -- 明石書店,
2019.3. -- (シリーズ子どもの貧困 / 松本伊智朗編集代表 ; 1).
遊び・育ち・経験 : 子どもの世界を守る / 小西祐馬, 川田学編著. -- 明石書店, 2019.5. -- (シ
リーズ子どもの貧困 / 松本伊智朗編集代表 ; 2).
教える・学ぶ : 教育に何ができるか / 佐々木宏, 鳥山まどか編著. -- 明石書店, 2019.3. -- (シ
リーズ子どもの貧困 / 松本伊智朗編集代表 ; 3).
支える・つながる : 地域・自治体・国の役割と社会保障 / 山野良一, 湯澤直美編著. -- 明石書
店, 2019.5. -- (シリーズ子どもの貧困 / 松本伊智朗編集代表 ; 5).
教育的関係の解釈学 / 丸山恭司, 山名淳編. -- 東信堂, 2019.3.
ほんとうの道徳 / 苫野一徳著. -- トランスビュー, 2019.6.
データから考える教師の働き方入門 / 辻和洋, 町支大祐編著. -- 毎日新聞出版, 2019.2.
授業研究 : 実践を変え、理論を革新する / 木村優, 岸野麻衣編. -- 新曜社, 2019.6. -- (ワード
マップ).
中学校1年の道徳授業35時間のすべて : 板書&指導案でよくわかる! / 柴原弘志編著. -- 明治
図書出版, 2019.4.
中学校2年の道徳授業35時間のすべて : 板書&指導案でよくわかる! / 柴原弘志編著. -- 明治
図書出版, 2019.4.
中学校3年の道徳授業35時間のすべて : 板書&指導案でよくわかる! / 柴原弘志編著. -- 明治
図書出版, 2019.4.
中学校「特別の教科道徳」の授業プランと評価の文例 : 道徳ノートと通知表所見はこう書く /
渡邉満編著. -- 時事通信出版局.
教育の方法と技術 / 樋口直宏編著. -- ミネルヴァ書房, 2019.2. -- (Minervaはじめて学ぶ教職
/ 吉田武男監修 ; 11).
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.
教育実践の継承と教育方法学の課題 : 教育実践研究のあり方を展望する / 日本教育方法学会
編. -- 図書文化社, 2018.10. -- (教育方法 / 日本教育方法学会編 ; 47).
医療現場の行動経済学 : すれ違う医者と患者 / 大竹文雄, 平井啓編著. -- 東洋経済新報社,
2018.8.
うんちはすごい / 加藤篤 [著]. -- イースト・プレス, 2018.11. -- (イースト新書Q ; Q051).
ひねもすのたり日記 / ちばてつや著 ; 1. -- 小学館, 2018.2. -- (Big comics special).
ひねもすのたり日記 / ちばてつや著 ; 2. -- 小学館, 2018.2. -- (Big comics special).
なぜ心を読みすぎるのか : みきわめと対人関係の心理学 / 唐沢かおり著. -- 東京大学出版会,
2017.7.
社会心理学 / 池田謙一 [ほか] 著. -- 補訂版. -- 有斐閣, 2019.3. -- (New liberal arts
selection).
好き嫌い : 行動科学最大の謎 / トム・ヴァンダービルト著 ; 桃井緑美子訳. -- 早川書房,
2018.6.
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不登校は必ず減らせる : 6段階の対応で取り組む不登校激減法 / 市川千秋, 工藤弘著. -- 学事
出版, 2017.11.
不登校の子どもの心とつながる : 支援者のための「十二の技」 / 吉井健治著. -- 金剛出版,
2017.4.
日本の部活 : 文化と心理・行動を読み解く / 尾見康博著. -- ちとせプレス, 2019.3.
発達障害をめぐって / 神田橋條治著. -- 岩崎学術出版社, 2018.10. -- (発想の航跡 : 神田橋條
治著作集 / 神田橋條治著 ; 別巻).
発達障害支援のコツ / 広瀬宏之著. -- 岩崎学術出版社, 2018.6.
子育てで一番大切なこと : 愛着形成と発達障害 / 杉山登志郎著. -- 講談社, 2018.9. -- (講談
社現代新書 ; 2491).
病気の子どものこころの世界 : 描画・箱庭・物語づくりから見えてくるもの / 角田哲哉著. -創元社, 2018.6.
障害者心理学 / 柿澤敏文編集. -- 北大路書房, 2017.7. -- (シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫
監修 ; 15).
不登校の子どもに何が必要か : 学校の先生・SCにも知ってほしい / 増田健太郎編著. -- 慶應
義塾大学出版会, 2016.3. -- (子どものこころと体シリーズ).
アレルギーの子どもの学校生活 : 学校の先生にも知ってほしい / 西間三馨編著. -- 慶應義塾
大学出版会, 2015.10. -- (子どものこころと体シリーズ).
慢性疾患の子どもの学校生活 : 学校の先生にも知ってほしい / 満留昭久編. -- 慶應義塾大学
出版会, 2014.8. -- (子どものこころと体シリーズ).
どもる子どもとの対話 : ナラティヴ・アプローチがひきだす物語る力 / 伊藤伸二, 国重浩一編
著. -- 金子書房, 2018.12.
「各教科等を合わせた指導」エッセンシャルブック : 子ども主体の学校生活と確かな学びを
実現する「リアルの教育学」 / 名古屋恒彦著. -- ジアース教育新社, 2019.6. -- (植草学園
ブックス . 特別支援シリーズ ; 7).
ちょっとふしぎ 吃音・チック・トゥレット症候群のおともだち / 藤野博監修. -- ミネルヴァ
書房, 2019.6. -- (あの子の発達障害がわかる本 / 内山登紀夫監修 ; 4).
特別支援教育の視点で考える新学習指導要領ポイントブック / 齋藤忍著. -- ジアース教育新
社, 2019.6.
発達障害グレーゾーン / 姫野桂著 ; OMgray事務局特別協力. -- 扶桑社, 2019.1. -- (扶桑社新
書 ; 287).
不安障害の子どもたち / 近藤直司編著. -- 合同出版, 2014.6. -- (子どものこころの発達を知
るシリーズ / 齊藤万比古, 市川宏伸, 本城秀次監修 ; 03).
心身症の子どもたち : ストレスからくる「からだの病気」 / 田中英高著. -- 合同出版,
2014.12. -- (子どものこころの発達を知るシリーズ / 齊藤万比古, 市川宏伸, 本城秀次監修 ;
志乃ちゃんは自分の名前が言えない : オフィシャルブック / しのかよパートナーズ編. -- 太
田出版, 2018.7.
仁斎論語 : 『論語古義』現代語訳と評釈 / 子安宣邦著 ; 上. -- ぺりかん社, 2017.8-2017.12.
仁斎論語 : 『論語古義』現代語訳と評釈 / 子安宣邦著 ; 下. -- ぺりかん社, 2017.8-2017.12.
南宋道学の展開 / 福谷彬著. -- 京都大学学術出版会, 2019.3. -- (プリミエ・コレクション ;
96).
吉利支丹抄物 : 隠れキリシタンの布教用ノート : 影印・翻刻・現代語訳 / 大塚英二編. -- 勉
誠出版, 2019.2.
不忍池ものがたり : 江戸から東京へ / 鈴木健一著. -- 岩波書店, 2018.10.
幸福な監視国家・中国 / 梶谷懐, 高口康太著. -- NHK出版, 2019.8. -- (NHK出版新書 ; 595).
中国S級B級論 : 発展途上と最先端が混在する国 / 高口康太編著 ; 伊藤亜聖 [ほか]著. -- さく
ら舎, 2019.5.
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サンデル教授、中国哲学に出会う / マイケル・サンデル, ポール・ダンブロージョ編著 ; 鬼澤
忍訳. -- 早川書房, 2019.1.
明代の専制政治 / 岩本真利絵著. -- 京都大学学術出版会, 2019.3. -- (プリミエ・コレクショ
ン ; 100).
チャイナスタンダード : 世界を席巻する中国式 / 朝日新聞取材班著. -- 朝日新聞出版,
2019.7.
日本で生まれた中国国歌 : 「義勇軍行進曲」の時代 / 久保亨著. -- 岩波書店, 2019.2. -- (シ
リーズ日本の中の世界史).
中国「反日」の源流 / 岡本隆司著. -- 増補. -- 筑摩書房, 2019.6. -- (ちくま学芸文庫 ; [オ29-1]).
現代日本語における分析的な構造をもつ派生動詞 : 「してある」「しておく」「してしま
う」について / 迫田幸栄著. -- ひつじ書房, 2018.3. -- (ひつじ研究叢書 ; 言語編 ; 第153巻).
漢文の読み方 / 宮本徹, 松江崇編著. -- 放送大学教育振興会, 2019.3. -- (放送大学教材 ;
1740105-1-1911).
国文学概論 / 濱田啓介著. -- 京都大学学術出版会, 2019.6.
縦・横・斜めから書きかえる文学史 / 松田浩 [ほか] 編. -- 勉誠出版, 2019.9. -- (古典文学の
常識を疑う / 松田浩 [ほか] 編 ; 2).
「文」から「文学」へ : 東アジアの文学を見直す / 河野貴美子 [ほか] 編. -- 勉誠出版,
2019.5. -- (日本「文」学史 / 河野貴美子 [ほか] 編 ; 第3冊).
「死」とは何か : イェール大学で23年連続の人気講義 / シェリー・ケーガン著 ; 柴田裕之訳.
-- 完全翻訳版. -- 文響社, 2019.7.
正義の教室 : 善く生きるための哲学入門 / 飲茶著. -- ダイヤモンド社, 2019.6.
「君たちはどう生きるか」を読み解く : あるジャーナリストの体験から / 橋本進著. -- 大月
書店, 2018.12.
陰謀の日本中世史 / 呉座勇一著. -- KADOKAWA, 2018.3. -- (角川新書 ; [K-196]).
ナチズムとユダヤ人 : アイヒマンの人間像 / 村松剛 [著]. -- 新版. -- KADOKAWA, 2018.11.
-- (角川新書 ; [K-239]).
9条入門 / 加藤典洋著. -- 創元社, 2019.4. -- (「戦後再発見」双書 ; 8).
刑務所しか居場所がない人たち : 学校では教えてくれない、障害と犯罪の話 / 山本譲司著. -大月書店, 2018.5.
あんた、ご飯食うたん? : 子どもの心を開く大人の向き合い方 / 中本忠子著. -- カンゼン,
2017.12.
LGBTIの雇用と労働 : 当事者の困難とその解決方法を考える / 三成美保編著. -- 晃洋書房,
2019.7.
説教したがる男たち / レベッカ・ソルニット著 ; ハーン小路恭子訳. -- 左右社, 2018.9.
ヤンキーと地元 : 解体屋、風俗経営者、ヤミ業者になった沖縄の若者たち / 打越正行著. -筑摩書房, 2019.3.
施設とは何か : ライフストーリーから読み解く障害とケア / 麦倉泰子著. -- 生活書院,
2019.2.
東日本大震災100の教訓 / みやぎ震災復興研究センター [ほか] 編 ; 地震・津波編. -- クリエ
イツかもがわ, 2019.2. -- (震災復興・原発震災提言シリーズ ; 9).
暴力を受けていい人はひとりもいない : CAP(子どもへの暴力防止)とデートDV予防ワーク
ショップで出会った子どもたちが教えてくれたこと / 阿部真紀著. -- 高文研, 2018.12.
地域連携活動の実践 : 大学から発信する地方創生 / 山田浩久編著. -- 海青社, 2019.3.
写真と図でみる地形学 / 貝塚爽平 [ほか] 編 ; 久保純子, 鈴木毅彦増補. -- 増補新装版. -- 東
京大学出版会, 2019.5.
選べなかった命 : 出生前診断の誤診で生まれた子 / 河合香織著. -- 文藝春秋, 2018.7.
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311.1/SA62
312.22/I94
319.22/A82
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815.5/SA43
820/MI77
910.2/H22
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114.2/KA16
158/Y49
159.5/H38
210.4/G74
316.88/MU48
323.14/KA86
326.52/Y31
327.85/N36
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367.1/SO34
367.68/U17
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377.21/Y19
454/SH13
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数学教育ユニット

104
105
106
107
108
109

数学教育ユニット
数学教育ユニット
数学教育ユニット
数学教育ユニット
数学教育ユニット
数学教育ユニット

110

数学教育ユニット

111

数学教育ユニット
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優生保護法が犯した罪 : 子どもをもつことを奪われた人々の証言 / 優生手術に対する謝罪を
求める会編. -- 増補新装版. -- 現代書館, 2018.2.
生きながらえる術 / 鷲田清一著. -- 講談社, 2019.5.
ちいさな独裁者 / ロベルト・シュヴェンケ脚本・監督. -- アルバトロス (販売). v.
カティンの森 / アンジェイ・ワイダ監督 ;. -- アルバトロス (発売・販売). v.
はじめてのディープラーニング : Pythonで学ぶニューラルネットワークとバックプロパゲー
ション / 我妻幸長著. -- SBクリエイティブ, 2018.8. -- (Machine Learning).
PythonとKerasによるディープラーニング / François Chollet著 ; クイープ訳. -- マイナビ出版,
2018.5.
詳解ディープラーニング : TensorFlow・Kerasによる時系列データ処理 / 巣籠悠輔著. -- マイ
ナビ出版, 2017.5.
UNIXという考え方 : その設計思想と哲学 / Mike Gancarz著 ; 芳尾桂監訳. -- オーム社, 2001.2.
コンピューティング : 原理とその展開 / 萩谷昌己著. -- 放送大学教育振興会, 2019.3. -- (放
送大学大学院教材 ; 8970157-1-1911 . 情報学プログラム).
世にも美しき数学者たちの日常 / 二宮敦人著. -- 幻冬舎, 2019.4.
運命を変えた大数学者のドアノック : プリンストンの奇跡 / 加藤五郎著. -- 岩波書店,
2019.1.
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.
数学オリンピックチャンピオンの美しい解き方 / テレンス・タオ著 ; 寺嶋英志訳. -- 青土社,
2010.8.
逆数学 : 定理から公理を「証明」する / ジョン・スティルウェル著 ; 川辺治之訳. -- 森北出
版, 2019.2.
数学リテラシー / 竹内潔, 久保隆徹著. -- 共立出版, 2018.12.
ゲームで大学数学入門 : スプラウトからオイラー・ゲッターまで = A glimpse into university
math through games / 安田健彦著. -- 共立出版, 2018.12.
はじめまして数学 : リメイク / 吉田武著. -- 東海大学出版部, 2014.12.
線形性・固有値・テンソル : 「線形代数」応用への最短コース / 原啓介著. -- 講談社,
2019.2.
群論の進化 / 堀田良之 [ほか] 著. -- 朝倉書店, 2004.4. -- (代数学百科 ; 1).
圏論入門 / 前原和壽著. -- 共立出版, 2018.8. -- (数学のかんどころ ; 35).
保型形式特論 / 伊吹山知義著. -- 共立出版, 2018.5. -- (共立叢書現代数学の潮流).
保型形式論 : 現代整数論講義 / 吉田敬之著. -- 朝倉書店, 2015.8. -- (朝倉数学大系 / 砂田利
一, 堀田良之, 増田久弥編集 ; 11).
1足す1から現代数論へ : モジュラー形式への誘い / Avner Ash, Robert Gross著 ; 新妻弘訳. -共立出版, 2019.7.
整数論基礎講義 / 本橋洋一著. -- 朝倉書店, 2018.2.
ルベーグ積分要点と演習 / 相川弘明, 小林政晴著. -- 共立出版, 2018.9.
正則関数 / 新井仁之著. -- 共立出版, 2018.12. -- (数学のかんどころ ; 36).
有理型関数 / 新井仁之著. -- 共立出版, 2018.12. -- (数学のかんどころ ; 37).
古典調和解析 / 藪田公三 [ほか] 著. -- 朝倉書店, 2008.3. -- (解析学百科 ; 1).
可積分系の数理 / 中村佳正 [ほか] 著. -- 朝倉書店, 2018.3. -- (解析学百科 ; 2).
幾何解析 / 酒井隆 [ほか] 著. -- 朝倉書店, 2018.11. -- (幾何学百科 / 小島定吉, 三松佳彦編 ;
2).
多様体のトポロジー / 服部晶夫, 佐藤肇, 森田茂之著. -- 朝倉書店, 2016.11. -- (幾何学百科
/ 小島定吉, 三松佳彦編 ; 1).
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498.25/Y99
914.6/W42
948/SC8/AV
989.83/MU29/AV
007.13/A99
007.13/C53
007.13/SU49
007.63/G19
007.64/H14
410.21/N76
410.28/KA86
410.7/SA91
410.7/TA89
410.9/ST6
410/TA67
410/Y62
410/Y86
411.3/H31
411.6/G94
411.6/MA27
411.66/I12
412.2/Y86
412/A92
412/MO83
413.4/A25
413.52/A62
413.52/A62
413.54/KO93
413.6/KA74
414.81/KI21
415.7/H44
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112

数学教育ユニット

113

数学教育ユニット

114

数学教育ユニット

115

数学教育ユニット

116

数学教育ユニット

117

理科教育ユニット・化学

118

理科教育ユニット・化学

119

理科教育ユニット・化学

120

理科教育ユニット・化学

121

理科教育ユニット・化学

122

理科教育ユニット・化学

123

理科教育ユニット・化学

124

理科教育ユニット・化学

125

理科教育ユニット・化学

126

理科教育ユニット・化学

127

理科教育ユニット・生物

128

理科教育ユニット・生物

129

理科教育ユニット・生物

130

理科教育ユニット・生物

131

理科教育ユニット・物理

132
133
134
135
136
137

理科教育ユニット・物理
理科教育ユニット・物理
理科教育ユニット・物理
美術教育ユニット・美術
美術教育ユニット・美術
美術教育ユニット・美術

138

美術教育ユニット・美術

139

美術教育ユニット・美術

140

美術教育ユニット・美術

位相のあたま / 石川剛郎著. -- 共立出版, 2018.11.
統計学への確率論,その先へ : ゼロからの測度論的理解と漸近理論への架け橋 / 清水泰隆著. - 内田老鶴圃, 2019.4.
計算機代数の基礎理論 / 長坂耕作, 岩根秀直編著 ; 北本卓也 [ほか] 著. -- 共立出版, 2019.3.
ディープラーニングと物理学 : 原理がわかる、応用ができる / 田中章詞, 富谷昭夫, 橋本幸士
著 ; 講談社サイエンティフィク編. -- 講談社, 2019.6.
大人のクイズ : 論理力が身につく / 逢沢明著. -- PHP研究所, 2002.7. -- (PHP文庫).
ハーバードの日本人論 / 佐藤智恵著 ; アレクサンダー・ザルテン [ほか述]. -- 中央公論新社,
2019.6. -- (中公新書ラクレ ; 658).
「資質・能力」を育む高校化学 : 探究で変える授業実践 / 後藤顕一 [ほか] 編. -- 化学同人,
2019.9.
「資質・能力」を育む高校化学 : 探究で変える授業実践 / 後藤顕一 [ほか] 編. -- 化学同人,
2019.9.
「資質・能力」を育む高校化学 : 探究で変える授業実践 / 後藤顕一 [ほか] 編. -- 化学同人,
2019.9.
ブット・グラフ・カペル界面の物理と化学 / Hans-Jürgen Butt, Karlheinz Graf, Michael Kappl
[著] ; 鈴木祥仁, 深尾浩次共訳. -- 丸善出版, 2016.10.
量子物質科学入門 : 量子化学と固体電子論:二つの見方 / 山本知之著. -- コロナ社, 2010.3.
結晶としての固体 / Gerald Burns [著] ; 寺内暉, 中村輝太郎訳. -- 東海大学出版会, 1989.11. - (バーンズ固体物理学 / Gerald Burns [著] ; 1).
結晶は生きている : その成長と形の変化のしくみ / 黒田登志雄著. -- サイエンス社, 1984.4.
-- (ライブラリ物理の世界 ; 3).
結晶成長のしくみを探る : その物理的基礎 / 上羽牧夫責任編集. -- 共立出版, 2002.2. -- (シ
リーズ : 結晶成長のダイナミクス / 西永頌, 宮澤信太郎, 佐藤清隆シリーズ編集委員 ; 2).
時をかけるゆとり / 朝井リョウ著. -- 文藝春秋, 2014.12. -- (文春文庫 ; [あ-68-1]).
恐竜・古生物ビフォーアフター / 土屋健著 ; ツク之助イラスト. -- イースト・プレス,
2019.5.
遺伝子・多様性・循環の科学 : 生態学の領域融合へ / 門脇浩明, 立木佑弥編. -- 京都大学学術
出版会, 2019.2.
進化の意外な順序 : 感情、意識、創造性と文化の起源 / アントニオ・ダマシオ著 ; 高橋洋訳.
-- 白揚社, 2019.2.
胎児のはなし / 増﨑英明, 最相葉月著. -- ミシマ社, 2019.2.
量子コンピュータが人工知能を加速する = Quantum annealer accelerates artificial intelligence /
西森秀稔, 大関真之著. -- 日経BP社.
語り継ぎたい湯川秀樹のことば : 未来を過去のごとくに / 牟田泰三著. -- 丸善, 2008.6.
科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはいけないか / 池内了 [著]. -- みすず書房, 2019.5.
エントロピーの正体 / アリー・ベン=ナイム著 ; 小野嘉之訳. -- 丸善出版, 2015.12.
世界でもっとも美しい装飾写本 / 田中久美子著. -- エムディエヌコーポレーション.
総合学習とアート / 高橋陽一編 ; 高橋陽一 [ほか] 著. -- 武蔵野美術大学出版局, 2019.4.
詳説日本の宝飾文化史 : ビジュアル版 / 露木宏著. -- 東京美術, 2019.4.
ハンディクラフトのデザイン学 = The principles of handicraft design / 三井秀樹著. -- 日本
ヴォーグ社, 2013.12.
美術は魂に語りかける / アラン・ド・ボトン, ジョン・アームストロング著 ; ダコスタ吉村花
子訳. -- 河出書房新社, 2019.2.
なぜ脳はアートがわかるのか : 現代美術史から学ぶ脳科学入門 / エリック・R.カンデル著 ; 高
橋洋訳. -- 青土社, 2019.7.
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418.1/N21
421/TA84
798/A26
361.42/SA85
375.43/SH91
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428.4/B97
431.19/Y31
459.9/B93
459.9/KU72
459.97/U97
914.6/A83
457.87/TS32
468/KA14
491.37/D34
495.6/MA69
007.1/N84
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407/I35
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375.18/TA31
383.3/TS96
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701.4/D52
701.4/KA51
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141

美術教育ユニット・美術

Art since 1900 : 図鑑1900年以後の芸術 / ハル・フォスター [ほか] 著 ; 尾崎信一郎 [ほか]
編. -- 東京書籍, 2019.5.

702.07/A79

142

美術教育ユニット・美術

そのとき、西洋では : 時代で比べる日本美術と西洋美術 / 宮下規久朗著. -- 小学館, 2019.3.

702.1/MI83

143

美術教育ユニット・美術

702/MI83

144

美術教育ユニット・美術

145

美術教育ユニット・美術

146

美術教育ユニット・美術

147

美術教育ユニット・美術

148
149

美術教育ユニット・美術
美術教育ユニット・美術

150

美術教育ユニット・美術

151

美術教育ユニット・美術

152

家政教育ユニット

153

家政教育ユニット

154

家政教育ユニット

155

家政教育ユニット

156

家政教育ユニット

157

家政教育ユニット

158

家政教育ユニット

159

家政教育ユニット

160

家政教育ユニット

161

家政教育ユニット

162
163
164

家政教育ユニット
英語教育ユニット
英語教育ユニット

165

英語教育ユニット

166

英語教育ユニット

167

英語教育ユニット

168

英語教育ユニット

聖と俗 : 分断と架橋の美術史 / 宮下規久朗著. -- 岩波書店, 2018.5.
ファシリテーションの技法 : アクティブ・ラーニング時代の造形ワークショップ / 高橋陽一
著. -- 武蔵野美術大学出版局, 2019.4.
砂澤ビッキ 風を彫った彫刻家 : 作品と素描 / 砂澤ビッキ[作] ; 札幌芸術の森美術館編. -マール社, 2019.4.
琳派のデザイン学 / 三井秀樹著. -- NHK出版, 2013.2. -- (NHKブックス ; 1202).
マンガでわかる「日本絵画」のテーマ : 画題がわかれば美術展がもっともっと愉しくなる! /
矢島新監修 ; 唐木みゆイラスト. -- 誠文堂新光社, 2019.2.
色から読み解く日本画 / 三戸信惠著. -- エクスナレッジ, 2018.8.
よくわかる今の絵画材料 : 絵画素材の科学 / 青木芳昭著. -- 生活の友社, 2011.4.
近代から現代までのデザイン史入門 : 1750-2000年 / トーマス・ハウフェ著 ; 藪亨訳. -- 晃
洋書房, 2007.5.
構成学のデザイントレーニング : デザインに活かす造形力 / 三井秀樹, 三井直樹著. -- 六耀
社, 2017.3.
よくわかるMicrosoft Excel 2019/2016/2013関数テクニック / 富士通エフ・オー・エム株式
会社著制作. -- FOM出版, 2019.7.
よくわかるMicrosoft Word 2019&Microsoft Excel 2019&Microsoft PowerPoint 2019 / 富士通
エフ・オー・エム株式会社著制作. -- FOM出版, 2019.7.
問いからはじめる家族社会学 : 多様化する家族の包摂に向けて / 岩間暁子, 大和礼子, 田間泰
子著. -- 有斐閣, 2015.3. -- (有斐閣ストゥディア).
現代家族を読み解く12章 / 日本家政学会編. -- 丸善出版, 2018.10.
初等家庭科教育 / 三沢徳枝, 勝田映子編著. -- ミネルヴァ書房, 2019.3. -- (新しい教職教育
講座 / 原清治 [ほか] 監修 ; 教科教育編 ; 8).
「小さないのち」を守る : 事故、虐待、いじめ…証言から学ぶ予防と対策 / 朝日新聞取材班
著. -- 朝日新聞出版, 2018.12.
大量廃棄社会 : アパレルとコンビニの不都合な真実 / 仲村和代, 藤田さつき著. -- 光文社,
2019.4. -- (光文社新書 ; 998).
ききがたりときをためる暮らし / つばた英子, つばたしゅういち著 ; 水野恵美子聞き手・編
集. -- 自然食通信社, 2012.9.
もったいない! : Taste the waste / バレンティン・トゥルン監督・製作. -- T&Kテレフィルム.
v.
モンサントの不自然な食べもの : 未来 (これから) を生きるために知っておきたい多国籍企業
のこと / マリー=モニク・ロバン監督. -- アップリンク (発売). -- (Uplink DVD collection). v.
バレンタイン一揆 / 吉村瞳監督 ; ACE製作. -- ACE, c2012. v.
英検2級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 ; 2019年度版. -- [旺文社], 2010.3-.
英検準1級過去6回全問題集 : 文部科学省後援 ; 2019年度版. -- [旺文社], 2010.3-.
7日間完成英検準1級予想問題ドリル : 文部科学省後援 / [旺文社編]. -- 新試験対応版. -- 旺
文社, [2017.3].
7日間完成英検2級予想問題ドリル : 文部科学省後援 / [旺文社編]. -- 新試験対応版. -- [旺文
社], [2016.4].
英検2級集中ゼミ : DAILY20日間 / [旺文社編]. -- 新試験対応版. -- 旺文社, [2016.8].
英検準1級集中ゼミ : daily25日間 : 文部科学省後援 / [旺文社編]. -- 新試験対応版. -- 旺文社,
[2017.4].
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707/TA31
713/SU74
721.5/MI64
721/MA43
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724/A53
757.02/H45
757/MI64
007.63/F67
007.63/F67
361.63/I94
367.3/N71
375.52/MI51
498.7/A82
519.7/N37
590/TS14
611.3/TH9/AV
615.2/R53/AV
778.7/Y91/AV
830.7/E38/2019
830.7/E38/2019
830.7/O14
830.7/O14
830.7/O14
830.7/O14
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英語教育ユニット

170

英語教育ユニット

171

英語教育ユニット

172

英語教育ユニット

173

英語教育ユニット

174

英語教育ユニット

175

英語教育ユニット

176

英語教育ユニット

177

英語教育ユニット

178

英語教育ユニット

179

英語教育ユニット

180

英語教育ユニット

181
182
183

英語教育ユニット
英語教育ユニット
英語教育ユニット

184

教職実践ユニット

185

教職実践ユニット

186

教職実践ユニット

187

教職実践ユニット

188

教職実践ユニット

189

教職実践ユニット

190

教職実践ユニット

191

教職実践ユニット

192

教職実践ユニット

193

教職実践ユニット
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【電子ブック】2カ月で攻略TOEIC L&Rテスト600点! : あと40日 / 溝口優美子, 中村信子共著 ;
英語出版編集部編集 ; : electronic bk. -- アルク, 2017.5. -- (残り日数逆算シリーズ). w.
【電子ブック】2カ月で攻略TOEIC L&Rテスト730点! / 横本勝也, 早川幸治共著 ; : electronic
bk. -- アルク, 2017.6. -- (残り日数逆算シリーズ). w.
【電子ブック】2カ月で攻略TOEIC L&Rテスト900点! / 天満嗣雄, 和泉有香共著 ; : electronic
bk. -- アルク, 2017.12. -- (残り日数逆算シリーズ). w.
【電子ブック】7日間完成英検1級予想問題ドリル 新試験対応版 / 旺文社編 ; : electronic bk,
2017.3. w.
【電子ブック】7日間完成英検2級予想問題ドリル 新試験対応版 / 旺文社編 ; : electronic bk,
2016.4. w.
【電子ブック】7日間完成英検準1級予想問題ドリル 新試験対応版 / 旺文社編 ; : electronic bk,
2017.3. w.
【電子ブック】TOEFL iBTテスト本番模試 / 旺文社編 ; : electronic bk, 2015.9. -- (TOEFLテス
ト大戦略シリーズ). w.
【電子ブック】TOEFL ITPテストリーディング問題攻略 / 旺文社編 ; : electronic bk, 2016.3. - (TOEFLテスト大戦略シリーズ). w.
【電子ブック】TOEFL ITPテストリスニング問題攻略 / 旺文社編 ; : electronic bk, 2016.3. -(TOEFLテスト大戦略シリーズ). w.
【電子ブック】スコア80突破ゼミTOEFL iBTテスト / アゴス・ジャパン著 ; [1] : electronic bk.
-- アルク, 2014.3. w.
【電子ブック】英検2級でる順合格問題集 新試験対応版 : 文部科学省後援 / 旺文社編 ; :
electronic bk, 2016.8. w.
【電子ブック】英検準1級でる順合格問題集 新試験対応版 : 文部科学省後援 / 旺文社編 ; :
electronic bk, 2017.4. w.
【電子ブック】完全攻略!TOEFL iBTテスト / 神部孝著 ; : electronic bk. -- アルク, 2014.3. w.
【電子ブック】完全攻略!英検2級 / 神部孝著 ; : electronic bk. -- アルク, 2016.9. w.
【電子ブック】完全攻略!英検準1級 / 神部孝著 ; : electronic bk. -- アルク, 2017.7. w.
学生・研究者のための伝わる!学会ポスターのデザイン術 : ポスター発表を成功に導くプレゼ
ン手法 / 宮野公樹著. -- 化学同人, 2011.11.
研究発表のためのスライドデザイン : 「わかりやすいスライド」作りのルール / 宮野公樹著.
-- 講談社, 2013.4. -- (ブルーバックス ; B-1813).
「伝わるデザイン」PowerPoint資料作成術 / 渡辺克之著. -- ソーテック社, 2016.8.
Excelで今すぐはじめる心理統計 : 簡単ツールHADで基本を身につける / 小宮あすか, 布井雅人
著. -- 講談社, 2018.1.
いちばんやさしい資料作成&プレゼンの教本 : 人気講師が教える「人の心をつかむプレゼン」
のすべて / 高橋惠一郎著. -- インプレス, 2019.4.
教科と総合の教育方法・技術 / 子安潤編著. -- 学文社, 2019.1. -- (未来の教育を創る教職教
養指針 / 山崎準二, 高野和子編集代表 ; 7).
石隈・田村式援助シートによるチーム援助入門 / 石隈利紀, 田村節子著 ; 学校心理学・実践
編. -- 新版. -- 図書文化社, 2018.9.
教職のための課題探究によるアクティブラーニング / 谷田信一 [ほか] 編. -- ナカニシヤ出
版, 2018.2.
深い学びを紡ぎだす : 教科と子どもの視点から / グループ・ディダクティカ編. -- 勁草書房,
2019.1.
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.
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カリキュラム・マネジメントと教育課程 / 金馬国晴編著. -- 学文社, 2019.3. -- (未来の教育
を創る教職教養指針 / 山崎準二, 高野和子編集代表 ; 6).
キャンパスライフサポートブック : こころ・からだ・くらし / 香月菜々子, 古田雅明著. -- ミ
ネルヴァ書房, 2019.5.
石隈・田村式援助シートによる実践チーム援助 / 田村節子, 石隈利紀著 ; 特別支援教育編. -図書文化社, 2013.3.
ファクトチェック最前線 : フェイクニュースに翻弄されない社会を目指して : fact check / 立
岩陽一郎著. -- あけび書房, 2019.6.
特攻隊の「故郷」 : 霞ヶ浦・筑波山・北浦・鹿島灘 / 伊藤純郎著. -- 吉川弘文館, 2019.7. -(歴史文化ライブラリー ; 485).
大学進学のための"返さなくてよい"奨学金ガイド / 給付型奨学金研究会編. -- 産学社,
2019.3.
平成日本の音楽の教科書 / 大谷能生著. -- 新曜社, 2019.5. -- (よりみちパン!セ ; YP08).
透明なゆりかご : 産婦人科医院看護師見習い日記 / 沖田×華著 ; 1. -- 講談社, 2015.5-. -(講談社コミックスキス ; 957, 969, 985, 1001, 1011).
透明なゆりかご : 産婦人科医院看護師見習い日記 / 沖田×華著 ; 2. -- 講談社, 2015.5-. -(講談社コミックスキス ; 957, 969, 985, 1001, 1011).
透明なゆりかご : 産婦人科医院看護師見習い日記 / 沖田×華著 ; 3. -- 講談社, 2015.5-. -(講談社コミックスキス ; 957, 969, 985, 1001, 1011).
透明なゆりかご : 産婦人科医院看護師見習い日記 / 沖田×華著 ; 4. -- 講談社, 2015.5-. -(講談社コミックスキス ; 957, 969, 985, 1001, 1011).
透明なゆりかご : 産婦人科医院看護師見習い日記 / 沖田×華著 ; 5. -- 講談社, 2015.5-. -(講談社コミックスキス ; 957, 969, 985, 1001, 1011).
透明なゆりかご : 産婦人科医院看護師見習い日記 / 沖田×華著 ; 6. -- 講談社, 2015.5-. -(講談社コミックスキス ; 957, 969, 985, 1001, 1011).
透明なゆりかご : 産婦人科医院看護師見習い日記 / 沖田×華著 ; 7. -- 講談社, 2015.5-. -(講談社コミックスキス ; 957, 969, 985, 1001, 1011).
英語の歴史から考える英文法の「なぜ」 / 朝尾幸次郎著. -- 大修館書店, 2019.4.
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