
Ｎｏ. 書　　名 著者名 出版社 請求記号

1 ヘーゲル全集（第３巻）　イェーナ期批判論稿
ヘーゲル／著　田端信廣責任／編集 　 海老
澤善一 　ほか　 ／訳

知泉書館 134.4

2 ヘーゲル全集（第８巻１）　精神現象学（１）  山口誠一責任／編集・訳・注解 知泉書館 134.4

3
ヘーゲル全集（第１０巻１）『論理学』客観的論理学:存在論(第１版１８１
２)

 久保陽一責任／編集 　 飯泉佑介, 岡崎秀
二郎, 三重野清顕／訳

知泉書館 134.4

4
ヘーゲル全集（第１１巻）　ハイデルベルク・エンツュクロペディー（１８１
７）

 山口誠一責任／編集 　 池松辰男 　ほか
／訳

知泉書館 134.4

5 ヘーゲル全集（第１４巻）　評論・草稿２（１８２６－１８３１）
ヘーゲル／著　 　 海老澤善一責任／編集
小川真人, 片柳榮一, 滝口清榮／訳

知泉書館 134.4

6 ヘーゲル全集（第１５巻）　自筆講義録（１）（１８１６－１８３１）
ヘーゲル／著　 　 小林亜津子, 山口誠一責
任／編集 　 下田和宣, 鈴木覚, 嶺岸佑亮／
訳

知泉書館 134.4

7 図鑑心理学 : 歴史を変えた100の話
 トム・ジャクソン／著 　 清水寛之, 井上智義
監／訳・／訳

ニュートンプレス 140.2

8
中公新書
シュメル神話の世界 : 粘土板に刻まれた最古のロマン

 岡田明子, 小林登志子／著 中央公論新社 228.1

9 #リパブリック : インターネットは民主主義になにをもたらすのか  キャス・サンスティーン／著 　 伊達尚美／訳 勁草書房 311.7

10
地方公務員の新しいキャリアデザイン : ワーク、ライフ、コミュニティ、セ
ルフのブレンド

 小紫雅史／著 実務教育出版 318.3

11 世界に学ぶ地域自治 : コミュニティ再生のしくみと実践
 大内田鶴子, 鯵坂学, 玉野和志／編／著
廣田有里 　ほか　 ／著

学芸出版社 318.9

12 家族と刑法 : 家庭は犯罪の温床か?  深町晋也／著 有斐閣 321

13 人権と社会的排除 : 排除過程の法的分析  遠藤美奈, 植木淳, 杉山有沙／編／著 成文堂 323.01

14 雇用、金利、通貨の一般理論
 ジョン・メイナード・ケインズ／著 　 大野一／
訳

日経BP 331.74

15 超訳ケインズ『一般理論』
 ジョン・メイナード・ケインズ原／著 　 山形浩
生／編・／訳・解説

東洋経済新報社 331.74

16 一生使える見やすい資料のデザイン入門 : プレゼン資料が劇的改善  森重湧太／著 インプレス 336.5

17 レクチャージェンダー法  犬伏由子, 井上匡子, 君塚正臣／編 法律文化社 367.1
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18 養育者としての男性 : 父親の役割とは何か  数井みゆき／編／著 ミネルヴァ書房 367.3

19 家族心理学ハンドブック = Handbook of family psychology  日本家族心理学会／編 金子書房 367.3

20 子どもの人権をまもるために  木村草太／編 　 内田良 　ほか　 ／著 晶文社 369.4

21 事例で学ぶ社会的養護  大西雅裕 　ほか　 ／著 八千代出版 369.43

22
（なるにはBOOKS　補巻２５）
教育業界で働く

 三井綾子／著 ぺりかん社 370

23 創造する心 : これからの教育に必要なこと
 Marvin Minsky／著 　 Cynthia Solomon, Xiao
Xiao／編 　 大島芳樹／訳

オライリー・ジャパン 370.4

24 教育学って何だろう : 受け身を捨てて自律する  福田誠治／著 東信堂 371.04

25
子どもの貧困と「ケアする学校」づくり : カリキュラム・学習環境・地域と
の連携から考える

 柏木智子／著 明石書店 371.3

26 子どもの育ちを考える教育心理学 : 人間理解にもとづく保育・教育実践  高櫻綾子／編／著 朝倉書店 371.4

27 ゲーム依存から子どもを取り戻す  佐野英誠／著 育鵬社 371.42

28 SDGs時代の子育て・教育 : 幼少期からのエゴイズム克服法  成田孝／著 大学教育出版 371.5

29 天才IT相オードリー・タンの母に聴く、子どもを伸ばす接し方  李雅卿／著 　 岩瀬和恵／訳 KADOKAWA 371.5

30 戦後日本と道徳教育 : 教科化・教育勅語・愛国心  貝塚茂樹／著 ミネルヴァ書房 371.6

31 日本のオンライン教育最前線 : アフターコロナの学びを考える  石戸奈々子／編／著 明石書店 372.1

32 境界線の学校史 : 戦後日本の学校化社会の周縁と周辺  木村元／編 東京大学出版会 372.1

33 学力格差への処方箋 : 「分析」全国学力・学習状況調査  耳塚寛明, 浜野隆, 冨士原紀絵／編／著 勁草書房 372.1

34 アフター・コロナの学校の条件  中村文夫／著 岩波書店 373.1
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35 どの子もHappyになる!教室習慣づくり7つの原則  松島博昭／著 学芸みらい社 374.12

36
学級経営ヒヤリ・ハット : 「専手必笑」で崩壊を防ぐ教師の観察眼と対応
力

 関田聖和／著 明治図書出版 374.12

37 算数×学級経営 : 魔法の言葉でもう一歩先の授業・クラスを!
 高橋丈夫／著 　 青山尚司／著 　 楳原裕仁
／著 　 工藤尋大／著 　 小宮山洋／著

光文書院 374.12

38 先生も大変なんです : いまどきの学校と教師のホンネ  江澤隆輔／著 岩波書店 374.3

39 「教師の人生」と向き合うジェンダー教育実践  寺町晋哉／著 晃洋書房 374.3

40
子どもも教師も元気になる「あたらしい学び」のつくりかた : デジタルトラ
ンスフォーメーション時代の教育技術・学級経営

 堀田龍也 　ほか　 ／著 学芸みらい社 375.04

41 最新総合的な学習(探究)の時間  原田恵理子, 森山賢一／編／著 大学教育出版 375.1

42 授業づくりの深め方 : 「よい授業」をデザインするための5つのツボ  石井英真／著 ミネルヴァ書房 375.1

43
探究の過程におけるすぐ実践できる情報活用スキル55 : 単元シートを
活用した授業づくり

 塩谷京子／著 ミネルヴァ書房 375.1

44
ここがポイント!小学校プログラミング教育の要点ズバリ! : embotで楽し
く実践できる指導案特選15

 安藤明伸, 額田一利／著 小学館 375.19

45
一人1台のルール : 自由に情報端末 (デジタル) を使えるようになるた
めに

 為田裕行／著 さくら社 375.199

46 小学校プログラミングの授業づくり : 事例と動画でやさしくわかる!  Type_T, 堀田龍也／著 学陽書房 375.199

47 日本の体罰 : 学校とスポーツの人類学
 アーロン・L.ミラー／著 　 石井昌幸 　ほか
／訳

共和国 375.2

48 小学校「動き」のある道徳科授業のつくり方  磯部一雄, 杉中康平／著 東洋館出版社 375.3

49 ICT×算数GIGAスクールに対応した1人1台端末の授業づくり : 小学校  『授業力&学級経営力』／編集部／編 明治図書出版 375.412

50 小学校見方・考え方を働かせる問題解決の理科授業  鳴川哲也 　 ほか 　 ／著 明治図書出版 375.422

51
小学校国語「学習者用デジタル教科書」徹底活用ガイド : GIGAスクー
ル・1人1台端末に対応!

 中川一史／編／著 明治図書出版 375.82
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52
資質・能力を育成する授業づくり小学校国語 : カリキュラム・マネジメン
トを通して

 高木展郎, 白井達夫, 坂本正治／編／著 東洋館出版社 375.82

53 小学校英語の文字指導 : リタラシー指導の理論と実践  アレン玉井光江／著 東京書籍 375.89

54 小学校英語「5領域」評価事例集  池田勝久／編 教育開発研究所 375.89

55 小学校英語授業づくりの心と技 : 児童の学びの力を育む  小泉清裕／著 大修館書店 375.89

56 英語あそび101 : どの子も好きになる!楽しみながら話せる!  三好真史／著 学陽書房 375.89

57 小学校英語×ICT : 「楽しい!」を引き出す活動アイデア60  東口貴彰／著 明治図書出版 375.89

58 小学校英語だれでもできる英語の音と文字の指導  山本玲子, 田縁眞弓／著 三省堂 375.89

59 小学校英語内容論入門  樋口忠彦, 泉惠美子, 加賀田哲也／編／著 研究社 375.893

60
「深い学び」を促す小学校英語授業の進め方 : スモールトークからコ
ミュニケーション活動へ

 泉惠美子, 加賀田哲也, 國方太司／編／著 教育出版 375.893

61 すぐれた小学校英語授業 : 先行実践と理論から指導法を考える  泉惠美子 　ほか　 ／編 研究社 375.893

62 小学校外国語教育の指導と評価  直山木綿子監修 文溪堂 375.893

63
小学校英語はじめる教科書 : 外国語科・外国語活動指導者養成のた
めに : コア・カリキュラムに沿って （改訂版）

 小川隆夫, 東仁美／著 mpi松香フォニックス 375.893

64
小学校英語教育ハンドブック : 理論と実践 : 小学校英語教育学会20周
年記念誌

 小学校英語教育学会20周年記念誌／編集
委員会／編

東京書籍 375.893

65
小学生のためのアルファベット&英単語パズル80 : 楽しみながらどんど
ん覚える!

 瀧沢広人／著 明治図書出版 375.893

66 先生のための授業で1番よく使う英会話 : ミニフレーズ300  山崎祐一／著 Jリサーチ出版 375.893

67 一人ひとりへの生活・発達・遊びの援助  西村真実／著 中央法規出版 376.1

68
デジタル時代に向けた幼児教育・保育 : 人生初期の学びと育ちを支援
する

 アンドレアス・シュライヒャー／著 　 経済協
力開発機構／編 　 一見真理子, 星三和子／
訳

明石書店 376.1
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69 保育の計画と評価  卜田真一郎／編／著 ミネルヴァ書房 376.1

70
「みてて」発話からとらえる子どもの心の世界 : エピソードが紡ぐ心の交
流をみつめて

 福崎淳子／著 創成社 376.11

71 モンテッソーリは語る : 新しい世界を生きる人を育てるために
 マリア・モンテッソーリ／著 　 AMI友の会
NIPPON／訳

風鳴舎 376.11

72 質の向上を目指す保育マネジメント : トライアル・アンド・エラーに学ぶ  井上眞理子, 田澤里喜, 田島大輔／編／著 中央法規出版 376.14

73 「音」からひろがる子どもの世界  吉永早苗／著 ぎょうせい 376.15

74 保育で楽しむどんぐり落ち葉まつぼっくり製作&あそび  ポット／編集部／編 チャイルド本社 376.156

75 Robot-proof : AI時代の大学教育
 ジョセフ・E.アウン／著 　 杉森公一 　ほか
／訳

森北出版 377.1

76 大学生のための知的技法入門
 佐藤望／編／著 　 湯川武, 横山千晶, 近藤
明彦／著

慶應義塾大学出版会 377.1

77 大学での学び : その哲学と拡がり  田中俊也／著 関西大学出版部 377.15

78 大学生のストレスマネジメント : 自助の力と援助の力  齋藤憲司, 石垣琢麿, 高野明／著 有斐閣 377.9

79
インクルーシブ教育システム時代の就学相談・転学相談 : 一人一人に
応じた学びの実現を目指して

 市川裕二, 緒方直彦企画・／編集 　 全国特
別支援教育推進連盟／編／著

ジアース教育新社 378

80 よくわかる障害児教育  石部元雄 　ほか　 ／編 ミネルヴァ書房 378

81 特別支援学級担任の仕事術100  増田謙太郎／著 明治図書出版 378

82
発達障害のある子どもと周囲との関係性を支援する : コミュニケーショ
ン支援のための6つのポイントと5つのフォーカス

 野口晃菜, 陶貴行／編／著 中央法規出版 378

83
発達障害のこどもを行き詰まらせない保育実践 : すべてのこどもに通じ
る理解と対応

 野藤弘幸／著 郁洋舎 378

84 特別支援わくわく教材・教具50  大江浩光／著 学事出版 378

85
発達障害の早期療育とペアレント・トレーニング : 親も保育士も、いつで
もはじめられる・すぐに使える

 上野良樹, 作業療法チーム／著 ぶどう社 378
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86 特別支援教育・療育における聴覚障害のある子どもの理解と支援  廣田栄子／編／著 学苑社 378.2

87 健康面の困難への対応 : 病弱教育領域  中野広輔, 樫木暢子, 滝川国芳／編／著 建帛社 378.4

88 自律訓練法の実際 : 心身の健康のために  佐々木雄二／著 創元社 493.7

89
ネット依存から子どもを守る本 : 家庭や学校で取り組む予防教育と治
療法

 キム・ティップ・フランク／著 　 上田勢子／
訳

大月書店 493.93

90
子どもの"からだと心"クライシス : 「子ども時代」の保障に向けての提
言

 野井真吾／著 かもがわ出版 498.7

91 大学と地域 : 持続可能な暮らしに向けた大学の新たな姿  井尻昭夫 　ほか　 ／編 ナカニシヤ出版 601.1

92
これから学会発表する若者のために : ポスターと口頭のプレゼン技術
（第２版）

 酒井聡樹／著 共立出版 816.5

93 これからレポート・卒論を書く若者のために  酒井聡樹／著 共立出版 816.5

94 楔形文字をよむ
 ブリジット・リオン, セシル・ミシェル／編 　 渡
井葉子／訳

山川出版社 829.71

95 彼岸花が咲く島  李琴峰／著 文藝春秋 913.6

96
（ちくま学芸文庫）
シュメール神話集成

 杉勇, 尾崎亨／訳 筑摩書房 B164.2

97
（ちくま学芸文庫）
ギルガメシュ叙事詩

 矢島文夫／訳 筑摩書房 B929.7

98 はらぺこあおむし  エリック=カールさく 　 もりひさしやく 偕成社 E

99 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう  間瀬なおかた作・絵 ひさかたチャイルド E

100 まーるいまーるい  せなけいこ作・絵 金の星社 E

101 ちょっとだけ  瀧村有子さく 　 鈴木永子え 福音館書店 E

102 あかりの花 : 中国苗族民話  肖甘牛採話 　 君島久子再話 　 赤羽末吉画 福音館書店 E
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103 ギルガメシュ王ものがたり  ルドミラ・ゼーマン文・絵 　 松野正子／訳 岩波書店 E

104 図書館を心から愛した男 : アンドリュー・カーネギー物語
 アンドリュー・ラーセン文 　 カティ・マレー絵
志多田静／訳

六耀社 K289

105 岩波少年文庫のあゆみ : 1950-2020  若菜晃子／編／著 岩波書店 K908

選定図書は新着図書・選定図書コーナーにあります。なお、次の選定図書

が入り次第、これらの図書は開架書架に並びます。お探しの際は、請求記


