
分類 書名/著者名 出版社 配架先 請求記号 貸出区分
日本の文化をデジタル世界に伝える / 京都大学人文科学研究所・共同研究班「人文学研究資料にとって
のWebの可能性を再探する」編 ; 永﨑研宣著

樹村房 2F一般書架 007.5/ﾅｶﾞ 貸出可
情報革命の世界史と図書館 : 粘土板文書庫から「見えざる図書館」の出現へ / 山口広文著 樹村房 2F一般書架 010.2/ﾔﾏ 貸出可
ちょっとマニアックな図書館コレクション談義またまた / 内野安彦, 大林正智編著 樹村房 2F一般書架 014.1/ｳﾁ 貸出可
図書館のための災害復興法学入門 : 新しい防災教育と生活再建への知識 / 岡本正著 樹村房 2F一般書架 015/ｵｶ 貸出可
哲学ねこソフィーと学ぶ「働き方」幸福論 / 齋藤隆一著 ; さとうもえ原作 ; はったあい漫画 KADOKAWA 2F一般書架 130.4/ｻｲ 貸出可
図解身近にあふれる「心理学」が3時間でわかる本 : 思わずだれかに話したくなる / 内藤誼人著 明日香出版社 2F一般書架 140.4/ﾅｲ 貸出可
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

福村出版 2F一般書架 141.94/ｶﾙ 貸出可
はじめての臨床心理学 / 森谷寛之, 竹松志乃編著 北樹出版 2F一般書架 146/ﾓﾘ 貸出可
人生の教養が身につく名言集 ： The Inspirational Quotes on Wisdom of Life 三笠書房 2F一般書架 159.8/ﾃﾞｸﾞ 貸出可
「地域」から見える天皇制 / 河西秀哉, 瀬畑源, 森暢平編著 ; 冨永望 [ほか執筆] 吉田書店 2F一般書架 313.61/ｶﾜ 貸出可
うまくやる : コミュニケーションが変わる25のレッスン / 熊野森人著 あさ出版 2F一般書架 361.454/ｸﾏ 貸出可
ケアマネジメントの本質 : 生活支援のあり方と実践方法 / 白澤政和著 中央法規出版 人間福祉 369.16/ｼﾗ 貸出可
介護に役立つ共想法 : 認知症の予防と回復のための新しいコミュニケーション / 大武美保子著 中央法規出版 人間福祉 369.26/ｵｵ 貸出可
学童期の感覚統合遊び : 学童保育と作業療法士のコラボレーション / 森川芳彦 [ほか] 編著 クリエイツかもがわ 2F一般書架 369.42/ﾓﾘ 貸出可
介護福祉の「専門性」を問い直す / 黒澤貞夫著 中央法規出版 人間福祉 369/ｸﾛ 貸出可
「教育」を解き放つ : 菊池省三対談集 / 菊池省三著 ; 鈴木寛 [ほか述] 中村堂 子ども教育・保育 370.4/ｷｸ 貸出可
教職に生かす教育心理学 / 石井正子, 中村徳子編 みらい 子ども教育・保育 371.4/ｲｼ 貸出可
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 子ども教育・保育 371.42/ｲﾁ 貸出可
子どもを救ういじめが終わる方程式 / 品田奈美著 学事出版 子ども教育・保育 371.42/ｼﾅ 貸出可
図表でみる教育 : OECD教育インディケータ / OECD教育研究革新センター編集 2019 明石書店 参考図書架 372/OE/2019 禁帯出
○×イラストでわかる!  トップ1割の教師が知っている「できるクラス」の育て方 / 吉田忍, 山田将由編著 学陽書房 子ども教育・保育 374.1/ﾖｼ 貸出可
若い教師がぶつかる「壁」を乗り越える指導法! / 大前暁政著 学陽書房 子ども教育・保育 374.3/ｵｵ 貸出可
教師の話し方 / 多賀一郎, 佐藤隆史著 学事出版 子ども教育・保育 374.35/ﾀｶﾞ 貸出可
授業がうまい教師のすごいコミュニケーション術 / 菊池省三著 学陽書房 子ども教育・保育 375.1/ｷｸ 貸出可
9割の先生が知らない!すごい話し方50のルール / 栗田正行著 学陽書房 子ども教育・保育 375.1/ｸﾘ 貸出可
まわりの先生から「あれっ、授業うまくなったね」と言われる本。 / 瀧澤真著 学陽書房 子ども教育・保育 375.1/ﾀｷ 貸出可
ようこそ,一人ひとりをいかす教室へ : 「違い」を力に変える学び方・教え方 / C.A.トムリンソン著 ; 山崎敬人,
山元隆春, 吉田新一郎訳

北大路書房 子ども教育・保育 375.1/ﾄﾑ 貸出可
荒れへの不安がにわか指導につながる : 新任・若手が身につけるべき生徒指導の考え方と力 / 吉田順著 学事出版 子ども教育・保育 375.2/ﾖｼ 貸出可
ワクワク楽しく子どもが育つ : 次代を拓くクリエな幼児教育 : 名古屋芸術大学附属クリエ幼稚園の挑戦 /
鎌倉博著

ウインかもがわ 子ども教育・保育 376.1/ｶﾏ 貸出可
子ども家庭支援の心理学 / 安藤朗子, 吉澤一弥編著 ; 石井正子 [ほか] 著 アイ・ケイコーポレーション 子ども教育・保育 376.11/ｱﾝ 貸出可
森のようちえんの遊びと学び : 保育・幼児教育の原点ナチュラル・キンダーガーデン / 金子龍太郎, 西澤
彩木著

かもがわ出版 子ども教育・保育 376.11/ｶﾈ 貸出可
子どもの育ちをとらえるラーニング・ストーリー : いつでも、どこでも、だれでもできる観察・記録・評価 / 宍
戸良子, 三好伸子著

北大路書房 子ども教育・保育 376.14/ｼｼ 貸出可
LD(学習障害)のある子を理解して育てる本 / 竹田契一監修 学研プラス 子ども教育・保育 378.8/ﾀｹ 貸出可
教師と学生が知っておくべき特別支援教育 / 北島善夫, 武田明典編著 北樹出版 子ども教育・保育 378/ｷﾀ 貸出可
発達障害の子を育てる親の気持ちと向き合う / 中川信子編著 ; 中川信子 [ほか著]  LDのある子への学
習指導 : 適切な仮説に基づく支援 / 小貫悟編著

金子書房 子ども教育・保育 378/ｺﾇ 貸出可
発達障害の子どもの「できる」を増やす提案・交渉型アプローチ / 武田鉄郎編著 学研プラス 子ども教育・保育 378/ﾀｹ 貸出可
絵本でひらく心とことば : 読み聞かせで発達支援 / 本と子どもの発達を考える会著 かもがわ出版 子ども教育・保育 378/ﾎﾝ 貸出可
Excelによるデータ処理入門 : 集計から編集、要約、グラフ化、検定まで / 遠藤健治著 北樹出版 2F一般書架 417/ｴﾝ 貸出可
エビデンスに基づく疾患別看護ケア関連図 / 山本則子編集 中央法規出版 人間福祉 492.91/ｴﾋﾞ 貸出可
エビデンスに基づく症状別看護ケア関連図 / 小板橋喜久代, 山本則子編集 中央法規出版 人間福祉 492.913/ｴﾋﾞ 貸出可
エビデンスに基づく循環器看護ケア関連図 / 森山美知子 [ほか] 編集 中央法規出版 人間福祉 492.926/ﾓﾘ 貸出可
エビデンスに基づく老年看護ケア関連図 / 工藤綾子, 湯浅美千代編集 中央法規出版 人間福祉 492.929/ｸﾄﾞ 貸出可
図でわかるエビデンスに基づく高齢者の看護ケア / 後閑容子, 金原京子編集 中央法規出版 人間福祉 492.929/ｺﾞｶ 貸出可
明治の教養 : 変容する「和」「漢」「洋」 / 鈴木健一編 勉誠出版 1F一般書架 910.261/ｽｽﾞ 貸出可
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和歌の黄昏短歌の夜明け / 島内景二著 花鳥社 1F一般書架 911.16/ｼﾏ 貸出可
いま伝えたい!子どもの心を揺るがす"すごい"人たち : 魂の編集長が選んだ「教科書に載せたい」新聞の
社説 / 水谷もりひと著

ごま書房新社 1F一般書架 914.6/ﾐｽﾞ 貸出可
バスくんブッブー : まどあきえほん / La ZOO作・絵 ; 山内和朗のりもの絵 交通新聞社 絵本・児童図書架 E/la 貸出可
きょうのぼくはどこまでだってはしれるよ NHK出版 絵本・児童図書架 E/ｱﾗ 貸出可
そらまめかぞくのピクニック / もりかみしょうかさく 吉備人出版 絵本・児童図書架 E/ﾓﾘ 貸出可
なんだろうなんだろう / ヨシタケシンスケ著 光村図書出版 絵本・児童図書架 E/ﾖｼ 貸出可

視聴覚 DVD子どもが考え,議論する問題解決的な学習で創る道徳授業【小学校】 / 杉沼 , 良太 監修 / アートデイ
ズ

毎日映画社 視聴覚コーナー DV375.352/ｽｷﾞ 禁帯出

絵本・児童書

文学


