
分類 書名/著者名 出版社 配架先 請求記号 貸出区分

質的研究を科学する / 高木廣文著 医学書院 2F一般書架 002.7/ﾀｶ 貸出可

JLA図書館情報学テキストシリーズ 3/ 塩見昇 [ほか] 編集 7  情報サービス演習 / 大谷康
晴, 齋藤泰則共編著

日本図書館協会 2F一般書架 010.8/JL/3-7 貸出可

「読む」って、どんなこと? / 高橋源一郎著 NHK出版 2F一般書架 019.12/ﾀｶ 貸出可

書誌年鑑 2020 / 有木太一編 日外アソシエーツ 参考図書架 025.1/ﾕｳ/2020 禁帯出

ギネス世界記録 / クレイグ・グレンディ編 ; 岡本晃一 [ほか] 日本語版編集・制作 ; 大木哲
[ほか] 訳

角川アスキー総合研究所 2F一般書架 031.5/ｸﾞﾚ 貸出可

朝日新聞縮刷版 2020年10月(1192) 朝日新聞社 2F一般書架 071/ｱｻ/2020-10 禁帯出

岩波新書 1854  SDGs : 危機の時代の羅針盤 / 南博, 稲場雅紀著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1854 貸出可

岩波新書 1855  地方の論理 / 小磯修二著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1855 貸出可

岩波新書 1856  がんと外科医 / 阪本良弘著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1856 貸出可

岩波新書 1857  文在寅時代の韓国 : 「弔い」の民主主義 / 文京洙著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1857 貸出可

岩波新書 1858  グローバル・タックス : 国境を超える課税権力 / 諸富徹著 岩波書店 2F一般書架 081/ｲﾜ/1858 貸出可

哲学の誤配 / 東浩紀著 ゲンロン 2F一般書架 104/ｱｽﾞ 貸出可

新記号論 : 脳とメディアが出会うとき / 石田英敬, 東浩紀著 ゲンロン 2F一般書架 104/ｲｼ 貸出可

臨床心理テスト入門 : 子どもの心にアプローチする / 山中康裕, 山下一夫編 東山書房 2F一般書架 140.7/ﾔﾏ 貸出可

手の倫理 / 伊藤亜紗著 講談社 2F一般書架 141.24/ｲﾄ 貸出可

世界女神大事典 = The encyclopedia of the goddess / 松村一男, 森雅子, 沖田瑞穂編 原書房 2F一般書架 164.033/ﾏﾂ 貸出可

禅とジブリ / 鈴木敏夫著 淡交社 2F一般書架 188.8/ｽｽﾞ 貸出可

感情史の始まり / ヤン・プランパー [著] ; 森田直子監訳 みすず書房 2F一般書架 201/ﾌﾟﾗ 貸出可

地図とタイムラインで読む第2次世界大戦全史 / 吉嶺英美, 中川泉, 花田知恵訳 河出書房新社 2F一般書架 209.74/ﾖｼ 貸出可

文藝春秋オピニオン : 論点100 (2021)  文藝春秋オピニオン2021年の論点100 / [文藝春秋
編]

文藝春秋 2F一般書架 304/ﾌﾞﾝ/2021 貸出可

社説総覧 : 朝日・毎日・読売 / 明文書房編集部編集 2020(2) 明文書房 2F一般書架 304/ﾒｲ/20-4-6 貸出可

みんなの「わがまま」入門 / 富永京子著 左右社 2F一般書架 309/ﾄﾐ 貸出可

メカニズムデザインで勝つ : ミクロ経済学のビジネス活用 / 坂井豊貴, オークション・ラボ著 日経BP日本経済新聞出版本部 2F一般書架 331.19/ｻｶ 貸出可

アフターデジタル : オフラインのない時代に生き残る / 藤井保文, 尾原和啓著 日経BP社 2F一般書架 336.17/ﾌｼﾞ/1 貸出可

UXと自由 / 藤井保文著 日経BP 2F一般書架 336.17/ﾌｼﾞ/2 貸出可

あなたへの社会構成主義 / ケネス・J・ガーゲン著 ; 東村知子訳 ナカニシヤ出版 2F一般書架 361.4/ｶﾞｰ 貸出可

定本M-GTA : 実践の理論化をめざす質的研究方法論 / 木下康仁著 医学書院 2F一般書架 361.9/ｷﾉ 貸出可
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キングコング・セオリー / ヴィルジニー・デパント著 ; 相川千尋訳 柏書房 2F一般書架 367.1/ﾃﾞﾊﾟ 貸出可

女性情報 : 切り抜き情報誌 416 パド・ウィメンズ・オフィス 2F一般書架 367.2/ｼﾞﾖ/416 貸出可

岩波ブックレット 1039  地域を変えるソーシャルワーカー / 朝比奈ミカ, 菊池馨実編 岩波書店 ブックレット架 369.16/ｲﾜ/1039 貸出可

よくある場面から学ぶ疾患・症状への対応 / 安西順子編著 中央法規出版 現代福祉 369.26/ｱﾝ 貸出可

よくある場面から学ぶリスク予防 / 神吉大輔著 中央法規出版 現代福祉 369.26/ｶﾝ 貸出可

よくある場面から学ぶ介護記録 / 鈴木真著 中央法規出版 現代福祉 369.26/ｽｽﾞ 貸出可

地域包括ケアシステムの深化 : integrated care理論を用いたチェンジマネジメント / 筒井孝子
著

中央法規出版 現代福祉 369.26/ﾂﾂ 貸出可

事例に学ぶ介護リスクマネジメント : 事故・トラブル・クレーム対応60のポイント / 山田滋著 中央法規出版 現代福祉 369.26/ﾔﾏ 貸出可

サービス提供責任者のための訪問介護計画作成ガイドブック / 高辻恵示, 佐々木香織, 平山
智也著

中央法規出版 現代福祉 369.261/ﾀｶ 貸出可

特養・デイサービスの生活相談員仕事ハンドブック : 役割が見える、業務の進め方がわかる
/ 梅沢佳裕著

中央法規出版 現代福祉 369.263/ｳﾒ 貸出可

児童福祉六法 中央法規出版 参考図書架 369.4/ﾁｭ 禁帯出

医療・福祉の質が高まる生活支援記録法F-SOAIP (エフソ・アイピー) : 多職種の実践を可視
化する新しい経過記録 / 嶌末憲子, 小嶋章吾著

中央法規出版 現代福祉 369/ｼﾏ 貸出可

利用者にも介助者にも安心・快適な介護技術 : 現場の「困った!」を解決できる / 高山彰彦著 中央法規出版 現代福祉 369/ﾀｶ 貸出可

全国学校総覧 / 全国学校データ研究所編 原書房 参考図書架 370.35/ｾﾞﾝ/2021 禁帯出

NGから学ぶ本気の伝え方 : あなたも子どものやる気を引き出せる! / 宮口幸治, 田中繁富著 明石書店 子ども教育・保育 371.4/ﾐﾔ 貸出可

スクールソーシャルワークハンドブック : 実践・政策・研究 / キャロル・リッペイ・マサット, マイ
ケル・S・ケリー, ロバート・コンスタブル編著

明石書店 子ども教育・保育 371.43/ﾏｻ 貸出可

「わかちあい」の共育学 : はじめて保育・教育を学ぶ人のために : 教職課程コアカリキュラム
に基づく教員養成テキスト / 齋藤尚志, 笹倉千佳弘, 井上寿美著

明石書店 子ども教育・保育 371/ｻｲ 貸出可

日本型公教育の再検討 : 自由、保障、責任から考える / 大桃敏行, 背戸博史編 岩波書店 子ども教育・保育 373.1/ｵｵ 貸出可

多様性を受けとめる教室 : インクルーシブ教育を問い直す / ネットワーク編集委員会編 学事出版 子ども教育・保育 375.1/ﾈｯ 貸出可

なってみる学び : 演劇的手法で変わる授業と学校 / 渡辺貴裕, 藤原由香里編著 時事通信出版局 子ども教育・保育 375.1/ﾜﾀ 貸出可

その子は、なにを描こうとしたのか? / 岡田京子著 東洋館出版社 子ども教育・保育 375.72/ｵｶ 貸出可

筑波の図画工作言葉かけ&題材ネタ51 : 手軽でカンタン!子どもが夢中になる! / 仲嶺盛之, 北
川智久, 笠雷太著

明治図書出版 子ども教育・保育 375.72/ﾅｶ 貸出可

図工のひきだし 第1学年  : 全国の図画工作実践事例集 / 日本文教出版編集部編 第1学年 日本文教出版 子ども教育・保育 375.72/ﾆﾎ/1 貸出可

図工のひきだし 第2学年  : 全国の図画工作実践事例集 / 日本文教出版編集部編 第2学年 日本文教出版 子ども教育・保育 375.72/ﾆﾎ/2 貸出可

図工のひきだし 第3学年  : 全国の図画工作実践事例集 / 日本文教出版編集部編 第3学年 日本文教出版 子ども教育・保育 375.72/ﾆﾎ/3 貸出可

図工のひきだし 第4学年  : 全国の図画工作実践事例集 / 日本文教出版編集部編 第4学年 日本文教出版 子ども教育・保育 375.72/ﾆﾎ/4 貸出可

図工のひきだし 第5学年   : 全国の図画工作実践事例集 / 日本文教出版編集部編 第5学年 日本文教出版 子ども教育・保育 375.72/ﾆﾎ/5 貸出可

図工のひきだし 第6学年  : 全国の図画工作実践事例集 / 日本文教出版編集部編 第6学年 日本文教出版 子ども教育・保育 375.72/ﾆﾎ/6 貸出可

子どもが世界に触れる瞬間 (とき) : 子どもが自分らしく創造する図画工作科の学びの豊かさ
/ 笠雷太著

東洋館出版社 子ども教育・保育 375.72/ﾘｭ 貸出可

社会科学



「生きる力」を育むグローバル教育の実践 : 生徒の心に響く主体的・対話的で深い学び / 石
森広美著

明石書店 子ども教育・保育 375/ｲｼ 貸出可

園庭を豊かな育ちの場に : 質向上のためのヒントと事例 / 秋田喜代美 [ほか] 著 ひかりのくに 子ども教育・保育 376.1/ｱｷ 貸出可

子どもの保健 / 加藤則子, 布施晴美編著 北大路書房 子ども教育・保育 376.108/ｼﾝ 貸出可

子どもの理解と援助 / 清水益治, 無藤隆編著 北大路書房 子ども教育・保育 376.108/ｼﾝ 貸出可

アートがひらく保育と子ども理解 : 多様な子どもの姿と表現の共有を目指して / 笠原広一編
著

東京学芸大学出版会 子ども教育・保育 376.156/ｶｻ 貸出可

子どものワークショップと体験理解 : 感性的な視点からの実践研究のアプローチ / 笠原広一
著

九州大学出版会 子ども教育・保育 379.3/ｶｻ 貸出可

人類が生きる場所としての宇宙 / 磯部洋明 [ほか] 著 ; 京都大学宇宙総合学研究ユニット編
集

朝倉書店 2F一般書架 440.4/ｷｮ/1 貸出可

人類は宇宙をどう見てきたか / 伊藤和行 [ほか] 著 ; 京都大学宇宙総合学研究ユニット編集 朝倉書店 2F一般書架 440.4/ｷｮ/2 貸出可

人類はなぜ宇宙へ行くのか / 土山明 [ほか] 著 ; 京都大学宇宙総合学研究ユニット編集 朝倉書店 2F一般書架 440.4/ｷｮ/3 貸出可

宇宙にひろがる文明 / 嶺重慎 [ほか] 著 ; 京都大学宇宙総合学研究ユニット編集 朝倉書店 2F一般書架 440.4/ｷｮ/4 貸出可

逝く人を支える : ケアの専門職として、人生の最終章に寄り添う / 玉置妙憂著 中央法規出版 現代福祉 490.16/ﾀﾏ 貸出可

 現象学的人間学: 新装版  / L・ビンスワンガー著 ; 荻野恒一, 宮本忠雄, 木村敏訳 : 新装版 みすず書房 2F一般書架 493.7/ﾋﾞﾝ 貸出可

心の病気ってなんだろう? / 松本卓也著 平凡社 2F一般書架 493.7/ﾏﾂ 貸出可

認知症でも心は豊かに生きている : 認知症になった認知症専門医長谷川和夫100の言葉 /
長谷川和夫著

中央法規出版 現代福祉 493.75/ﾊｾ 貸出可

なぜ、認知症のある人とうまくかかわれないのか? : 本人の声から学ぶ実践メソッド / 石原哲
郎著

中央法規出版 現代福祉 493.758/ｲｼ 貸出可

感染症ってなんだろう? / 土井洋平監修 小峰書店 2F一般書架 493.8/ﾄﾞｲ/1 貸出可

感染症と人類のたたかい 小峰書店 2F一般書架 493.8/ﾄﾞｲ/2 貸出可

感染症の影響と予防 / 土井洋平監修 小峰書店 2F一般書架 493.8/ﾄﾞｲ/3 貸出可

アートグラフィー = A/r/tography : 芸術家/研究者/教育者として生きる探究の技法 / 笠原広
一, リタ・L・アーウィン編著

学術研究出版/ブックウェイ 2F一般書架 700/ｶｻ 貸出可

アート・ライフ・社会学 : エンパワーするアートベース・リサーチ / 岡原正幸編著 晃洋書房 2F一般書架 701.3/ｵｶ 貸出可

ビジネス教養としてのアート = Art as a business education / 造事務所著 KADOKAWA 2F一般書架 704/ｿﾞｳ 貸出可

武器になる知的教養西洋美術鑑賞 / 秋元雄史著 大和書房 2F一般書架 723/ｱｷ 貸出可

西洋絵画史入門 : 知識ゼロからの / 山田五郎著 幻冬舎 2F一般書架 723/ﾔﾏ 貸出可

へんな西洋絵画 / 山田五郎著 講談社 2F一般書架 723/ﾔﾏ 貸出可

配色の教科書 : 歴史上の学者・アーティストに学ぶ「美しい配色」のしくみ / 色彩文化研究会
著

パイインターナショナル 2F一般書架 757.3/ｼｷ 貸出可

本物の思考力を磨くための音楽学 : 「本質を見抜く力」は「感動」から作られる / 泉谷閑示著
ヤマハミュージックエンタテインメン
トホールディングス

2F一般書架 760.4/ｲｽﾞ 貸出可

MITマサチューセッツ工科大学音楽の授業 : 世界最高峰の「創造する力」の伸ばし方 / 菅野
恵理子著

あさ出版 2F一般書架 760.7/ｽｶﾞ 貸出可

未来の人材は「音楽」で育てる : 世界をひらく5つのリベラルアーツ・マインド / 菅野恵理子著 アルテスパブリッシング 2F一般書架 760.7/ｽｶﾞ 貸出可

2010s / 宇野維正, 田中宗一郎著 新潮社 2F一般書架 767.8/ｳﾉ 貸出可

芸術

社会科学

自然科学



ディス・イズ・アメリカ : 「トランプ時代」のポップミュージック / 高橋芳朗著 ; TBSラジオ編 スモール出版 2F一般書架 767.8/ﾀｶ 貸出可

伝統芸能の革命児たち 文藝春秋 2F一般書架 772.1/ｸｰ 貸出可

見えないスポーツ図鑑 / 伊藤亜紗, 渡邊淳司, 林阿希子著 晶文社 2F一般書架 780/ｲﾄ 貸出可

はじめてのグラフィックレコーディング : 考えを図にする、会議を絵にする。 / 久保田麻美著 翔泳社 1F一般書架 809.6/ｸﾎﾞ 貸出可

Graphic recorder : 議論を可視化するグラフィックレコーディングの教科書 / 清水淳子著 ビー・エヌ・エヌ新社 1F一般書架 809.6/ｼﾐ 貸出可

留学生のための漢字の教科書 初級300   / 佐藤尚子, 佐々木仁子著 初級300 国書刊行会 1F一般書架 810.7/ｻﾄ/1 貸出可

留学生のための漢字の教科書 中級700  / 佐藤尚子, 佐々木仁子著 中級700 国書刊行会 1F一般書架 810.7/ｻﾄ/2 貸出可

留学生のための漢字の教科書 上級1000   / 佐藤尚子, 佐々木仁子著 上級1000 国書刊行会 1F一般書架 810.7/ｻﾄ/3 貸出可

知っていますか日本のこと2020年版 : 学ぼう話そう日本事情 / JASSO日本語教育センター
編集 2020年版

JASSO日本語教育センター 1F一般書架 810.7/ﾆﾎ 貸出可

読むトレーニング 基礎編  : 日本留学試験対応 / 三上京子 [ほか] 著 基礎編 スリーエーネットワーク 1F一般書架 810.7/ﾜｸ 貸出可

読むトレーニング 応用編   : 日本留学試験対応 / 三上京子 [ほか] 著 応用編 スリーエーネットワーク 1F一般書架 810.7/ﾜｸ 貸出可

日本語文例集 : 名文・佳文・美文百選 / 野内良三著 国書刊行会 1F一般書架 816.8/ﾉｳ 貸出可

文学 山内マリコの美術館は一人で行く派展 : art column exhibition 2013-2019 / 山内マリコ著 東京ニュース通信社 1F一般書架 914.6/ﾔﾏ 貸出可

おしっこちょっぴりもれたろう / ヨシタケシンスケ作・絵 PHP研究所 絵本・児童図書架 E/ﾖｼ 貸出可

うしはどこでも「モ〜!」 / エレン・スラスキー・ワインスティーン作 ; ケネス・アンダーソン絵 ; 桂
かい枝訳

鈴木出版 絵本・児童図書架 E/ﾜｲ 貸出可

月間やましん CD-ROM , DVD / 山形新聞社 [編] 2020年12月 山形新聞社 視聴覚コーナー CR071/ﾔﾏ/2020-12 禁帯出

新しい排泄介護の技術 : 移乗技術+福祉用具=イキイキ・ラクラク介助! / 上野文規, 下山名月
監修

中央法規出版 視聴覚コーナー DV369.26/ｳｴ 禁帯出

DVD利用者の思いに気づく、力を活かす「動き出しは本人から」の介護実践 / 佐賀由彦事務
所製作

中央法規出版 現代福祉 DV369.26/ｵｵ 禁帯出

根拠に基づく生活支援技術の基本 / 白井孝子、櫻井恵美監修 中央法規出版 現代福祉 DV369.26/ｼﾗ 禁帯出

利用者にも介助者にも安心・快適な介護技術 : 現場の「困った!」を解決できる / 高山彰彦, 高
山美佐子監修

中央法規出版 視聴覚コーナー DV369.26/ﾀｶ 禁帯出

潜在力を引き出す介助 : 部分介助&拘縮へのアプローチ / 田中義行監督・出演; 佐賀由彦事
務所制作

中央法規出版 視聴覚コーナー DV369.26/ﾀﾅ 禁帯出

アタッチメント(愛着)の理解と虐待による歪みへの支援 / 青木豊監修 1  形成と型分類 丸善出版映像メディア部 視聴覚コーナー DV371.44/ｱﾀ/1 禁帯出

アタッチメント(愛着)の理解と虐待による歪みへの支援 / 青木豊監修 2  治療と支援 丸善出版映像メディア部 視聴覚コーナー DV371.44/ｱﾀ/2 禁帯出

Maruzen audiovisual library 1  難病と闘って気づいたこと : 今このときのいのちを輝かせるた
めに / 丸善出版制作・著作

丸善出版株式会社映像メディア部 視聴覚コーナー DV371.6/ｲﾉ/1 禁帯出

Maruzen audiovisual library 2  殺処分から救われ人を助ける犬に : 動物のいのち / 丸善出版
制作・著作

丸善出版株式会社映像メディア部 視聴覚コーナー DV371.6/ｲﾉ/2 禁帯出

応答的保育 : 知的好奇心を育てる / 宮原和子, 宮原英種企画・監修 1(理論編) ジェムコ出版 視聴覚コーナー DV376.1/ﾁﾃ/1 禁帯出

応答的保育 : 知的好奇心を育てる / 宮原和子, 宮原英種企画・監修 2(実際編) ジェムコ出版 視聴覚コーナー DV376.1/ﾁﾃ/2 禁帯出

協働する保育 : 生活編 / 増田まゆみ監修・指導 新宿スタジオ 視聴覚コーナー DV376.1/ﾆｼﾞ/3 禁帯出

強迫性障害 : 心の中の魔物 丸善 (発行) 視聴覚コーナー DV378/BB 禁帯出

芸術

言語

絵本

視聴覚


