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1
親と死別した子どもたちへ : ネバー・ザ・セイム悲嘆と向き合い新しい自分
になる

ドナ・シャーマン/著 ; 西尾温文 [ほか] /訳 ;
松下弓月/監訳 ; 島薗進/監修

佼成出版社 146.8/SC

2 分断社会と若者の今 吉川徹, 狭間諒多朗/編 大阪大学出版会 367.6/KI

3 子育て支援を労働として考える 相馬直子, 松木洋人/編著 勁草書房 369.4/SO

4 ジソウのお仕事 : 50の物語で考える子ども虐待と児童相談所 青山さくら, 川松亮/著 フェミックス 369.43/AO

5 社会的養護 １ 喜多一憲/監修 ; 堀場純矢/編集 みらい 369.43/KI

6 なければ創ればいい！ : 重症児デイからはじめよう！
鈴木由夫, 全国重症児者デイサービス・ネット
ワーク/編著

クリエイツかもがわ 369.49/SU

7 コアカリキュラムで学ぶ教育心理学 杉森伸吉, 松尾直博, 上淵寿/編著 培風館 371.4/SU

8 いじめはなぜなくならないのか
竹田敏彦/監修・編 ; 植田和也, 上村崇, 船津
守久, 藤沢敏幸, 衛藤吉則, 中島正明/編

ナカニシヤ出版 371.4/TA

9
こんなに違う！？ドイツと日本の学校 : 「自由」と「自律」と「自己責任」を育
むドイツの学校教育の秘密

和辻龍/著 産業能率大学出版部 372.3/WA

10 楽しい！学級づくり 熊本県小学校特別活動研究会/編 小学館 374.1/KU

11
「幸せ先生」×「お疲れ先生」の習慣 : 唯々忙しいだけだった教師生活が劇
的に充実する40の行動術

澤田真由美/著 明治図書出版 374.3/SA

12 今、先生ほど魅力的な仕事はない！ 藤岡達也/編著 協同出版 374.3/FU

13 保護者対応すきまスキル70　小学校低学年1〜3年 堀裕嗣, 大野睦仁/編著 明治図書出版 374.6/HO/1

14 保護者対応すきまスキル70　小学校高学年4〜6年 堀裕嗣, 大野睦仁/編著 明治図書出版 374.6/HO/2

15 釜石の奇跡 : どんな防災教育が子どもの"いのち"を救えるのか？ NHKスペシャル取材班/著 イースト・プレス 374.9/NH

16 小学1年スタートカリキュラム&活動アイデア : 育ちと学びを豊かにつなぐ
嶋野道弘, 田村学/監修 ; 松村英治, 寳來生
志子/著

明治図書出版 375/SH

17 自己肯定感がぐんぐん育つ学級づくりに役立つライフスキル 白石孝久/著 小学館 375/SH

18 国語・社会・算数・理科・体育の授業 : 新学習指導要領対応！　5・6年 小学館「教育技術」/編 小学館 375.1/SH

19 教壇に立つ前に読んでほしい本 桃山学院教育大学若手教員を育てる会/編著 東洋館出版社 375.1/MO

20
行事・学活に生かす学校美術館作品資料集 : 子どもも、学校も元気にな
る！

大久保利詔/著 小学館 375.182/OO

21 子供の心を伸ばす特別活動のすべて : 小学校版 清水弘美/著 小学館 375.182/SH

22 「音楽」「図画工作」「家庭」の授業5・6年 : カラーで基本がわかる！ 小学館「教育技術」/編 小学館 375.762/SH
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23 説明的文章の読解方略指導研究 : 条件的知識の育成に着目して 古賀洋一/著 溪水社 375.8/KO

24 小学校教員を目指す人のための外国語〈英語〉教育の基礎（ＣＤ付き） 高橋和子, 佐藤玲子, 伊藤摂子/著 明星大学出版部 375.8/TA

25
思いをつなぐ保育の環境構成 : 保育の環境構成触れて感じて人とかかわる
0・1歳児クラス編

宮里暁美/編著 ; 文京区立お茶の水女子大
学こども園/著

中央法規出版 376.1/MI

26 思いをつなぐ保育の環境構成 : 遊んで感じて自分らしく　2・3歳児クラス編
宮里暁美/編著 ; 文京区立お茶の水女子大
学こども園/著

中央法規出版 376.1/オ

27
思いをつなぐ保育の環境構成 : 遊びを広げて学びに変える　4・5歳児クラス
編

宮里暁美/編著 ; 文京区立お茶の水女子大
学こども園/著

中央法規出版 376.1/MI

28 集団っていいな : 一人ひとりのみんなが育ち合う社会を創る 今井和子, 島本一男/編著 ミネルヴァ書房 376.11/IM

29 保育園・幼稚園はじめてのクラス担任マニュアル : 一冊で安心！ 冨田久枝/監修 成美堂出版 376.14/TO

30 保育内容総論 渡邉英則, 大豆生田啓友/編著 ミネルヴァ書房 376.15/WA

31
大学経営の構造と作用 = Structure and function of univer[s]ity
management

小藤康夫/著 専修大学出版局 377.1/KO

32 障害のある子どもの保育・教育 : 心に寄り添う援助をめざして
小竹利夫 [ほか] /編著 ; 井出裕子 [ほか] /
共著

建帛社 378/KO

33 特別支援学級はじめの一歩 : まずは押さえたい100のポイント　新訂2版 坂本裕/編著 明治図書出版 378/SA

34 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 378/HO

35
ASD(自閉症スペクトラム障害)、ADHD、LD発達障害の子どもが持っている
長所に気づいて、伸ばす本

宮尾益知/監修 河出書房新社 378/MI

36 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 404/SA

37 子どもの発達障害誤診の危機 榊原洋一/著 ポプラ社 493.9/SA

38 世界の病院・介護施設 加藤智章/編 法律文化社 498.1/KA

39 世界一わかりやすい新型コロナウイルス完全対策book 寺嶋毅, 西脇俊二/監修 宝島社 498.6/TE

40 わかる！伝わる！文章力 : 実践力養成 : 小論文・レポート虎の巻 佐藤佳弘/著 武蔵野大学出版会 816/SA

41 山の上の物語 : 庄野潤三の文学 上坪裕介/著 松柏社 910.268/UE

42 はじまりはたき火 : 火とくらしてきたわたしたち まつむらゆりこ/作 ; 小林マキ/絵 福音館書店 E/MA

※子ども育成学部の選定図書は、富山短期大学附属図書館にあります。
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