社会学・教育・軍事
人間行動と組織行動 パフォーマンス向上の視点から
西口宏美
（にしぐち・ひろみ）
著
コロナ 社

おもに人間の機能と能力に焦点を当て、それらを客観的に評価するための方法や
手順、さらには人間の能力に影響を与える要因について多面的に解説。また、最
良のパフォーマンスを発揮できる環境を提供する方策も示す。

社会
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎336.4 件名◎人事管理 ニニ
177p
冊子版 978-4-339-02902-4 2020.03
DL不可

*1031670383*
DIY 社会学

社会

景山佳代子
（かげやま・かよこ）
編
法律文化社

白石真生
（しらいし・まさき）
編

はじめて社会学を学ぶ人のための実践的テキスト。ライフコースや日常の行動を「問
い→考える・共有→発見→新たな問い」のステップで考察できるよう構成し、“ 社
会学する”ことのおもしろさを伝える。書き込み欄あり。

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎ 件名◎社会学 ■デ 185p
冊子版 978-4-589-04048-0 2020.06

*1032413719*
アースヒストリー Earth history 1

社会

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎361 件名◎社会学 イア 193p
人類社会が新たな段階にさしかかっている現在、20世紀後半から21世紀にかけて 冊子版 978-4-7620-2912-7 2019.07
飯田哲也
（いいだ・てつや）
著
学文社

の世界の現実批判を行い、そこから導き出される課題と対処、そしてユートピアへ
のプロセスについて述べる。

*1030910476*
社会学の越境 社会秩序のなりたちをめぐって
廣田拓
（ひろた・たく）
著
八千代出版

ギデンズ、和辻哲郎、廣松渉、木村敏には「二重性の論理」にそって社会秩序
のなりたちを論じるといった共通点がある。その論理の考察を基軸に、自明性によっ
て言い表される社会秩序の可能性との関係を照射する。

社会
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,380円 + 税
分類◎361 件名◎社会学 ヒシ 173p
冊子版 978-4-8429-1754-2 2019.08

*1032413808*
知の社会学の可能性

社会

同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎361 件名◎社会学 ■チ 349p
知にアプローチすることで社会的現実を解明しようとしたシュッツ。シュッツ理論や、
シュッ 冊子版 978-4-7620-2886-1 2019.03
栗原亘
（くりはら・わたる）
編著
学文社

関水徹平
（せきみず・てっぺい）
編著

ツ以外の知の社会学理論、日常知の在り方、戦後日本社会学を中心とした学知の
在り方など、知の社会学の可能性を広く問う論稿を収録。

*1030910479*
変動する社会と生活

社会

宮本和彦
（みやもと・かずひこ）
編著
八千代出版

柳澤孝主
（やなぎさわ・たかしゅ）
ほか著

自分の身のまわりで起きている出来事と、世界や日本、地域社会など、より大きな社
会的領域で生じている変動とを関連づけ、そこで生起している問題や発生が危惧さ
れる問題を社会学的視点から捉え、その解決の糸口を模索する。

同時アクセス1 4,510円 + 税
同時アクセス3 6,820円 + 税
分類◎361 件名◎社会学 ミヘ 176p
冊子版 978-4-8429-1762-7 2020.04

*1032413813*
共生の思想と作法 共によりよく生き続けるために
〈龍谷大学社会科学研究所叢書 第131巻〉
笠井賢紀
（かさい・よしのり）
編
法律文化社

工藤保則
（くどう・やすのり）
編

経済、宗教、持続性といった共生を考えるための基盤を論じたうえで、地域社会や
様々な場において共生がいかに実践されうるのかを明らかにする。日本国内におけ
る共生の思想あるいは作法（実践事例）も紹介。

社会
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎361.04 件名◎社会学 ■キ
233p
冊子版 978-4-589-04057-2 2020.03

*1031959584*
1

マンゴーと手榴弾 生活史の理論 〈けいそうブックス〉

社会

同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎361.16 件名◎社会学 キマ 341p
沖縄戦の最中に手渡された手榴弾と、聞き取りの現場で手渡されたマンゴー。「こ 冊子版 978-4-326-65414-7 2018.10
岸政彦
（きし・まさひこ）
著
勁草書房

ちら側」と「あちら側」の境界線をこえて行き来する、語りと記憶と事実－。生活
史調査において現実を取り戻す方法を探った、新しい生活史方法論。

*1032356293*
美容資本 なぜ人は見た目に投資するのか

〈シリーズ 数理・計量社会学の応用 1〉

社会

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
小林盾
（こばやし・じゅん）
著 数理社会学会監修
分類◎361.16 件名◎数理社会学 コビ
勁草書房
227,5p
なぜ人は見た目を意識するのか。美しさにはどのような因果関係があるのか。メイク 冊子版 978-4-326-69842-4 2020.03

などの美容活動は美容という資本への投資であり、見た目とはその結果であるという
ことを、統計分析とインタビュー分析で解明する。

〈社会的なもの〉の歴史 社会学の興亡1848-2000
厚東洋輔
（こうとう・ようすけ）
著
東京大学出版会

「社会問題」「社会主義」とともに、〈社会的なもの〉が発見され、誕生した社会
学。激動の近現代史のなか、階級や労働や福祉、教育や文化を通して、社会的
なものの思想を紡ぎ、現実に挑戦した150年の歴史を振り返る。

*1031814499*
社会
同時アクセス1 12,375円 + 税
同時アクセス3 30,937円 + 税
分類◎ 件名◎社会学－歴史 コシ
680,32p
冊子版 978-4-13-050197-2 2020.09

*1031873744*
なぜならそれは言葉にできるから 証言することと正義について
カロリン・エムケ著
みすず書房

浅井晶子
（あさい・しょうこ）
訳

暴力をうけた人はなぜ、
「それ」を言葉にできなくなるのか。ナチスの強制収容所、
ユーゴ 戦争における集団強姦など、極度の非人間的状況から生還した人たちの証
言を紹介し、極限体験が人から言葉を奪う過程を丁寧に考察する。

社会
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎361.3 件名◎暴力 エナ 245p
冊子版 978-4-622-08853-0 2019.10

*1031533252*
社会心理学

Social Psychology：Active Social Animals in Multilayered
Constraints 補訂版 〈New Liberal Arts Selection〉

池田謙一
（いけだ・けんいち）
著
有斐閣

唐沢穣
（からさわ・みのる）
著

現代の幅広い社会的事象や問題に対し、構造的な洞察力を養うためのテキスト。
社会心理学の基本的知識・理論のみならず、関連領域にまたがる応用的知見もふ
んだんに取り込み、図表やイラストを用いながら丁寧に解説する。

社会心理学過去から未来へ
外山みどり
（とやま・みどり）
編著
北大路書房

社会的な対象に対する個人の反応、社会行動につながる内的な心理状態から、
対人関係や集団の問題まで、社会心理学の基本的な研究領域を解説。また、無
意識と潜在過程など、新しい研究動向も取り上げる。

社会
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎361.4 件名◎社会心理学 ■シ
482p
冊子版 978-4-641-05387-8 2019.03
DL不可

*1031137100*
社会
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎361.4 件名◎社会心理学 トシ
250p
冊子版 978-4-7628-2907-9 2015.09

*1032326649*
社会心理学研究入門 補訂新版

社会

同時アクセス1 4,785円 + 税
同時アクセス3 13,398円 + 税
分類◎361.4 件名◎社会心理学－研究
社会心理学の実証研究の方法を具体的にガイド。問題の設定から実験・観察・ 法 ■シ 254p
調査、論文作成や事後の留意点まで、実際の研究の流れに沿って解説する。デー 冊子版 978-4-13-012112-5 2017.11
安藤清志
（あんどう・きよし）
編
東京大学出版会

村田光二
（むらた・こうじ）
編

タベースの利用法やウェブ調査について加筆・修正した補訂新版。

*1031458201*
2

潜在認知の次元 しなやかで頑健な社会をめざして

社会

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎361.4 件名◎社会心理学 シセ
想定外を乗り越える社会とは? ヒトの本性である潜在認知を長年研究した著者が、 192,4p
原発問題など実社会の現代的問題に対し、
「心理リアリティ」「シェアド・リアリティ」 冊子版 978-4-641-17447-4 2019.07
下條信輔
（しもじょう・しんすけ）
著
有斐閣

といった「逆応用科学」からのアプローチを提案する。

DL不可

*1030990050*
多文化共生のコミュニケーション 日本語教育の現場から 改訂版

社会

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎361.45 件名◎コミュニケーション
日本語教育の現場を軸に、多文化共生に必要とされるコミュニケーションとは何かを トタ 230p
わかりやすく解説する。異文化コミュニケーション理論だけでなく、具体的な事例を 冊子版 978-4-7574-3608-4 2020.04
徳井厚子
（とくい・あつこ）
著
アルク

豊富に盛り込み、実践できる活動も多数掲載。

*1031875553*
メディアは知識人をどう使ったか ―戦後「論壇」の出発―

社会

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎
敗戦直後，
メディアに何が起こったのか？知識人がどのように取り上げられたかを軸に， 冊子版 978-4-326-65289-1
大井 浩一
勁草書房

価値観が劇的に転換した時代の実相に迫る。

2004

*1032356324*
メディア論の地層 1970大阪万博から2020東京五輪まで

社会

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,410円 + 税
分類◎361.453 件名◎マス・メディア イ
空前絶後の大阪万博から半世紀－。1960年代以降の日本でメディア論的思考が メ 272,9p
覚醒する契機となった出来事、技術革新や文化現象などに焦点をあてることで、さ 冊子版 978-4-326-65425-3 2020.02
飯田豊
（いいだ・ゆたか）
著
勁草書房

まざまなメディア論の地層が堆積していく過程を辿る。

*1031533221*
現代メディア史 新版 〈岩波テキストブックス〉

社会

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 28,710円 + 税
分類◎361.453 件名◎マス・メディア－
19世紀後半以降のメディアの発達は、現代社会の形成にどのような影響を与えた 歴史 サゲ 266p
のか。各メディアの発展を国民国家形成の歴史の中に位置づけながら、英米独の 冊子版 978-4-00-028920-7 2018.11
佐藤卓己
（さとう・たくみ）
著
岩波書店

各国とも比較する。「AI」など最新の動向を補筆した新版。

DL不可

*1031533275*
ずるい日本語

社会

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎361.454 件名◎コミュニケーション
コミュニケーションや会話が苦手な人でも、5分工夫すれば言い回しや文章をつくれ ウズ 172p
るテクニックを紹介する。仕事、会話、プレゼンテーションから家庭内の会話まで、 冊子版 978-4-492-04592-3 2016.05
内田伸哉
（うちだ・しんや）
著
東洋経済新報社

どこでも使える手法が満載。折り込みの表あり。

*1030884652*
大衆の強奪 全体主義政治宣伝の心理学 〈叢書 パルマコン 01〉

社会

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎361.46 件名◎プロパガンダ チタ
メディア研究・コミュニケーション理論・集団心理学などの基本参考文献として広く 310p
認知されているファシスト的公共性を体現した名著を、日本語で初全訳。メディア 冊子版 978-4-422-20293-8 2019.11
セルゲイ・チャコティン著
創元社

佐藤卓己
（さとう・たくみ）
訳

史家佐藤卓己の解題も収録する。

DL不可 EPUB

*1031553450*
3

共生社会の再構築 3 国際規範の競合と調和

社会

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎361.5 件名◎多文化主義 ■キ
多文化共生社会を実現するために不可欠な社会基盤の構築を多角的に検証し、メ 277p
カニズムを解明する。3は、国内政治と国際政治の連関を踏まえながら、共生社 冊子版 978-4-589-04022-0 2020.03
大賀哲
（おおが・とおる）
編
法律文化社

中野涼子
（なかの・りょうこ）
編

会を国際規範の観点から考察する。

*1031959580*
中華オタク用語辞典

社会

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎361.5 件名◎サブカルチャー ハチ
中華圏で使われているオタク用語をまとめた辞典。マンガ、アニメ、ゲーム、アイドル、 231p
二次創作、エロなどに関する言葉を集成。10年前から現在までのネットサービスを 冊子版 978-4-909658-08-1 2019.06

はちこ著
文学通信

振り返るコラムも掲載。

*1030866909*
日本を解き放つ

社会

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 14,784円 + 税
分類◎361.5 件名◎日本 コニ 406p
日本文化を世界に開くとしたら、どう語るか。世界の哲学者と対話を重ねてきたふた 冊子版 978-4-13-013097-4 2019.01
小林康夫
（こばやし・やすお）
著
東京大学出版会

中島隆博
（なかじま・たかひろ）
著

りが、〈ことば〉〈からだ〉〈こころ〉の重要テクストを読み解きながら、〈日本〉につ
いて縦横無尽に語り合う。

*1031224169*
フリーメーソン源流紀行 ―歴史の潜流・古代地母神信仰―

社会

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
知られざるフリーメーソンの本質、その源流を探る歴史紀行。マルタ島、クレタ島、 冊子版 978-4-88202-563-4
清川 , 理一郎
彩流社

エジプトの古代遺跡、地中海から中世ヨーロッパ、スコットランドへ。メーソンの理
念と本質を、太古地母神（女神）信仰の中に見いだす知的発見の旅。

1998

*1030945545*
共同体なき社会の韻律

中国南京市郊外農村における
「非境界的集合」の民族誌

川瀬由高
（かわせ・よしたか）
著
弘文堂

一見融通無碍に見えながら極めて精緻に織りなされる中国人どうしの社会関係。
2013～2016年の中国農村に住み込んだ若き人類学者が、日常のさりげない出来事
を通して読み解く中国人社会論。

7つの階級 英国階級調査報告

社会
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎361.76 件名◎農村－中国 カキ
288,5p
冊子版 978-4-335-56138-2 2019.12
DL不可

*1031434009*
社会

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎361.8 件名◎階級 サナ 384,24p
ホワイトカラー/ブルーカラー、中流 / 労働者、こんな分類はもう古い ! 経済資本・ 冊子版 978-4-492-22385-7 2019.12
マイク・サヴィジ著
東洋経済新報社

舩山むつみ
（ふなやま・むつみ）
訳

文化資本・社会関係資本の3つの資本を組み合わせて階級を捉える新しい階級分
類により、現在のイギリス社会における階級格差を明らかにする。

*1031274492*
格差は心を壊す 比較という呪縛
リチャード・ウィルキンソン著
東洋経済新報社

ケイト・ピケット著

私たちを追い詰める“ 他人の目”という呪縛。激しい格差は人類の競争本能を暴走
させ、環境も破壊する。地球の破滅を防ぐために何ができるか。500超の文献と国
際比較データを駆使し、誰もが幸せな社会を構想する。

社会
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎361.8 件名◎社会階層 ウカ
434,52p
冊子版 978-4-492-31526-2 2020.04

*1031670366*
4

格差社会と都市空間 東京圏の社会地図1990-2010

社会

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎ 件名◎社会階層 ■カ 301p
エリートの閉鎖性、
「アンダークラス」の実態、そして階層意識や政治的対立の発現、 冊子版 978-4-306-07355-5 2020.07
橋本健二
（はしもと・けんじ）
編著
鹿島出版会

浅川達人
（あさかわ・たつと）
編著

分極化と地域間格差の拡大…。階級・階層論と都市社会学から、格差拡大の姿
をビジュアルに捉え、東京圏の格差拡大の空間構造を明らかにする。

*1032326689*
仕事と不平等の社会学 〈現代社会学ライブラリー 13〉
竹ノ下弘久
（たけのした・ひろひさ）
著
弘文堂

日本の格差、不平等問題を語る上で、移民や民族的マイノリティに注目することの
重要性について考察し、国際移民を対象とすることで、社会階層論を再考する。

社会
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎361.8 件名◎社会階層 タシ
227p
冊子版 978-4-335-50136-4 2013.12

*1031772896*
社会的排除 ―参加の欠如・不確かな帰属―
（有斐閣Ｉ
ｎｓ
ｉ
ｇ
ｈ
ｔ）
（※）
岩田 正美
有斐閣

ホームレスやネットカフェ難民，長期失業の若者や日雇い派遣など，福祉国家の制
度からこぼれ落ち，呻吟する人々。彼らはなぜ，
どのようにその拠り所を失ったのか。
貧困研究の第一人者が「社会的排除」概念の意味と役割をクリアに示し，日本の
リアリティに鋭く迫る。

社会的排除 ―参加の欠如・不確かな帰属―【スマホ・読上】
（有斐閣Ｉ
ｎｓ
ｉ
ｇｈ
ｔ）
（※）
岩田 正美
有斐閣

ホームレスやネットカフェ難民，長期失業の若者や日雇い派遣など，福祉国家の制
度からこぼれ落ち，呻吟する人々。彼らはなぜ，
どのようにその拠り所を失ったのか。
貧困研究の第一人者が「社会的排除」概念の意味と役割をクリアに示し，日本の
リアリティに鋭く迫る。

言葉と数式で理解する多変量解析入門

社会
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-641-17803-8

2008

DL不可

*1031314159*
社会
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-641-17803-8

2008

DL不可 EPUB

*1031314164*
社会

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎361.9 件名◎社会調査 ココ
多変量解析の全体像を概念的に理解し、かつ数理的な筋道も追えるよう、基本と 242p
なる回帰分析と因子分析を中心にわかりやすく解説した、文系 ユーザーのための入 冊子版 978-4-7628-3047-1 2018.12
小杉考司
（こすぎ・こうじ）
著
北大路書房

門書。社会調査士 E 科目のテキストとしても最適。

*1032326653*
人生の歩みを追跡する 東大社研 パネル 調査でみる現代日本社会
石田浩
（いしだ・ひろし）
編著
勁草書房

有田伸
（ありた・しん）
編著

この10年の間にひとびとはどのような経験を積み、
どのような個人差が見られるのか。
経験の個人差は、いかなる要因によって生じるのか。若年者・壮年者を10年以上
追跡した全国調査から、格差・不平等の問題を明らかにする。

社会
同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎361.91 件名◎社会調査 ■ジ
282p
冊子版 978-4-326-60326-8 2020.01

*1031533232*
全47都道府県幸福度ランキング 2016年版
寺島実郎
（てらしま・じつろう）
監修 日本総合研究所編
東洋経済新報社

どの県がいちばん幸せか ? 全47都道府県を、「合計特殊出生率」「自主防災組織
活動カバー率」など65指標で徹底比較。ランキング結果を網羅的・体系的に整
理した解説や、20政令市、42中核市ランキングも収録する。

社会
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎361.91 件名◎社会指標 ■ゼ
309p
冊子版 978-4-492-21226-4 2016.08

*1030884618*
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全47都道府県幸福度ランキング 2016年版
寺島実郎
（てらしま・じつろう）
監修 日本総合研究所編
東洋経済新報社

どの県がいちばん幸せか ? 全47都道府県を、「合計特殊出生率」「自主防災組織
活動カバー率」など65指標で徹底比較。ランキング結果を網羅的・体系的に整
理した解説や、20政令市、42中核市ランキングも収録する。

社会
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎361.91 件名◎社会指標 ■ゼ
309p
冊子版 978-4-492-21226-4 2016.08
DL不可 EPUB

*1031245266*
日本でいちばんいい県都道府県別幸福度ランキング
寺島実郎
（てらしま・じつろう）
監修 日本総合研究所編
東洋経済新報社

55の指標に基づく幸福度ランキングで、全国47都道府県の状況を的確に紹介。
世界の幸福度ランキングも参照しつつ、これからの地域づくりに欠かせない基本的
な視座を提供する。

社会
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎361.91 件名◎社会指標 ■ニ
148p
冊子版 978-4-492-21204-2 2012.12

*1031245261*
「保険化」する社会保障の法政策 現状と生存権保障の課題
伊藤周平
（いとう・しゅうへい）
著
法律文化社

社会保険における「負担しなければ給付なし」の原則の強化、個人給付・直接
契約方式の導入等、保険化する社会保障改革の現状を生存権保障の観点から批
判的に分析。財源問題も含めてあるべき社会保障の法政策の方向を示す。

社会
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎364 件名◎社会保障 イホ
6,285p
冊子版 978-4-589-04029-9 2019.10

*1031656995*
いまこそ税と社会保障の話をしよう!

社会

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎364 件名◎社会保障 イイ 338p
貯蓄ゼロでも不安ゼロの社会へ－。気鋭の財政学者による白熱討論を書籍化。日 冊子版 978-4-492-70151-5 2019.12
井手英策
（いで・えいさく）
著
東洋経済新報社

本社会のどこに不安のみなもとがあるのか、その不安の源泉を断つために何ができ
るのかを語りあい、リベラルな社会の可能性、糸口を見いだす。

*1031340602*
ちょっと気になる社会保障 V3 第3版

社会

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎364 件名◎社会保障 ケチ 315p
「社会保障というシステム」の根本からわかりやすく学び、教えるための入門書。制度、 冊子版 978-4-326-70112-4 2020.02
権丈善一
（けんじょう・よしかず）
著
勁草書房

歴史、理論、それらをベースにした政策論など、社会保障のエッセンスを解説する。
年金の令和元年財政検証を反映した第3版。

*1031670285*
はじめての社会保障 福祉を学ぶ人へ 第17版

〈有斐閣アルマ Basic〉
椋野美智子
（むくの・みちこ）
著
有斐閣

田中耕太郎
（たなか・こうたろう）
著

誰を対象とする制度か、給付されるのは何か、その費用は誰が払っているのかなど、
社会保障制度の構造を立体的に理解できるよう工夫した入門テキスト。2019年中
の法改正・最新のデータに対応した第17版。

ベーシックインカムを問いなおす その現実と可能性

社会
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎364 件名◎社会保障 ムハ 316p
冊子版 978-4-641-22164-2 2020.03
DL不可

*1031814485*
社会

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎364 件名◎ ベーシックインカム ■
すべての個人に無条件で一定額を継続して給付する政策「ベーシックインカム ベ 196,10p
（BI）」。その実施に対して批判的検討を行い、現時点で優先すべき政策アイデ 冊子版 978-4-589-04036-7 2019.10
佐々木隆治
（ささき・りゅうじ）
編著
法律文化社

志賀信夫
（しが・のぶお）
編著

アをわかりやすく説明する。世界の BIも紹介。

*1031629262*
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みんなにお金を配ったら

ベーシックインカムは世界でどう議論されているか ?

社会

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
アニー・ローリー著 上原裕美子
（うえはら・ゆみこ）
訳
分類◎364 件名◎ ベーシックインカム ロミ
みすず書房
214,27p
インド僻村の農民、シリコンバレーのテクノロジー投資家、ファストフードで働くシ 冊子版 978-4-622-08844-8 2019.10

ングルマザー、賛否両論の政治家から経済学者まで。多様な人々を取材し、ユ
ニバーサル・ベーシックインカムの可能性と問題点を考察する。

よくわかる社会保障法 Understanding Social Security Law
第2版

西村健一郎
（にしむら・けんいちろう）
編
有斐閣

水島郁子
（みずしま・いくこ）
編

先生と4人の学生が織りなす会話形式で学ぶ社会保障法のテキスト。社会保障法
のしくみを実務的な論点を盛り込んで解説する。2015～2018年の法律の施行状況、
法改正や裁判例を織り込んだ第2版。

レクチャー社会保障法 第3版 〈αブックス〉
河野正輝
（かわの・まさてる）
編
法律文化社

江口隆裕
（えぐち・たかひろ）
編

社会保障法の基本的な考え方およびその全体像をわかりやすく解説。さらに、社会
保障の構造的な改革の動向や課題を理解できるように、法政策上の論点も織り込
む。2019年6月までに成立した立法を取り入れた第3版。

*1031533247*
社会
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎364 件名◎社会保障－法令 ■ヨ
324p
冊子版 978-4-641-24316-3 2019.03
DL不可

*1031872974*
社会
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎社会保障－法令 ■レ
314p
冊子版 978-4-589-04083-1 2020.05

*1032413713*
自己責任の時代 その先に構想する、支えあう福祉国家

社会

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎364 件名◎福祉国家 モジ
社会の構築と運営という広範で現実的な目的に則して、自己責任論が何を誤り、損 229,48p
なっているのかを精緻に分析。自己責任論が覆い隠してきた福祉国家の本来の目 冊子版 978-4-622-08832-5 2019.11
ヤシャ・モンク著
みすず書房

那須耕介
（なす・こうすけ）
訳

的への顧慮を喚起し、自己責任の時代から離脱するための基盤を示す。

*1031616154*
社会保障入門 2020
社会保障入門編集委員会編集
中央法規出版

社会保障の「いま」がわかる入門テキスト。福祉、医療、年金など、社会保障
制度の基本的な事項について、最新の統計・資料等を織り込みながら、図表を用
いて平易に解説する。

社会
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎364 件名◎社会保障 ■シ 207p
冊子版 978-4-8058-5976-6 2020.01

*1032413671*
福祉政治 ―日本の生活保障とデモクラシー―
（有斐閣Ｉ
ｎｓ
ｉ
ｇｈ
ｔ）
（※）
宮本 太郎
有斐閣

福祉国家のあり方が問い直される中で，社会保障や福祉が政治的争点の中心にせ
りあがってきている。福祉政治は生活保障やデモクラシーのあり方をどう変えるのか。
福祉政治分析の理論を整理し，併せて1960年代以降の日本を中心に福祉政治の
展開を考察する。

福祉政治 ―日本の生活保障とデモクラシー―【スマホ・読上】
（有斐閣Ｉ
ｎｓ
ｉ
ｇｈ
ｔ）
（※）
宮本 太郎
有斐閣

福祉国家のあり方が問い直される中で，社会保障や福祉が政治的争点の中心にせ
りあがってきている。福祉政治は生活保障やデモクラシーのあり方をどう変えるのか。
福祉政治分析の理論を整理し，併せて1960年代以降の日本を中心に福祉政治の
展開を考察する。

社会
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-641-17802-1

2008

DL不可

*1031314160*
社会
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-641-17802-1

2008

DL不可 EPUB

*1031314165*
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社会保障法 Journal of Social Security Law 第35号
高齢者法の理論と実務 / 生活困窮者自立支援の法的仕組み

日本社会保障法学会編
日本社会保障法学会 法律文化社
（発売）

2019年開催の第74回大会（於：愛媛大学）の2日間にわたるシンポジウムの模様
を論稿としてまとめたものである。

社会
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎364.05 件名◎社会保障－法令
■シ 221p
冊子版 978-4-589-04039-8 2019.12

*1031760407*
人口減少社会のデザイン

社会

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎364.1 件名◎社会政策 ヒジ
借金の先送り、格差拡大、社会的孤立の進行。2050年、日本は持続可能か ? 日 315p
立京大ラボの AIによる未来シミュレーションをもとに、財政・社会保障から環境・ 冊子版 978-4-492-39647-6 2019.10
広井良典
（ひろい・よしのり）
著
東洋経済新報社

資源まで、日本が持続可能であるための条件や政策を提言する。

*1030988242*
日本のセーフティーネット格差 労働市場の変容と社会保険

社会

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎364.3 件名◎社会保険 サニ
誰が「皆保険」から漏れ落ちているのか。社会保険を中心とするセーフティーネッ 331p
トが直面している課題を、「就業」という切り口から検討。今後の改革のための指 冊子版 978-4-7664-2649-6 2020.02
酒井正
（さかい・ただし）
著
慶應義塾大学出版会

針をエビデンスをもとに模索する。

*1031616250*
これならわかる
〈スッキリ図解〉介護保険 第3版

社会

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
分類◎364.4 件名◎介護保険 タコ
共生型 サービスって? 福祉用具・住宅改修が見直される? 総報酬制が導入されて 263p
どうなった? 2018年介護保険法改正のポイントを解説。介護保険がどう変わるか、 冊子版 978-4-7981-5308-7 2018.05
高野龍昭
（たかの・たつあき）
著
翔泳社

今後の高齢者介護の課題もわかる。

DL不可 EPUB

*1031579515*
人生100年時代の医療・介護サバイバル
親と自分のお金・介護・認知症の不安が消える

中澤まゆみ
（なかざわ・まゆみ）
著
築地書館

自分自身と親が「長生きしても幸せ」な人生を送るためにはどうしたらいいのか。介
護保険などの制度を利用してケアのお金を賢く減らす方法、地域のケア資源の見
つけ方、介護離職を避ける方法などを紹介する。

日本医療保険制度史 第3版

社会
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎364.4 件名◎介護保険 ナジ
254p
冊子版 978-4-8067-1587-0 2019.09

*1031272458*
社会

同時アクセス1 49,500円 + 税
同時アクセス3 74,250円 + 税
分類◎364.4 件名◎健康保険－歴史 ヨ
明治44年の工場法、大正11年の健康保険法の制定にはじまり、昭和から平成の ニ 1128p
時代へと大きく変貌し、発展を遂げた日本の医療保険制度を俯瞰。制度の創設・ 冊子版 978-4-492-70148-5 2020.01
吉原健二
（よしはら・けんじ）
著
東洋経済新報社

和田勝
（わだ・まさる）
著

改正とその時代背景、経済的・社会的諸事情のすべてを克明に描く。

*1031439220*
保険審査委員による“ 保険診療＆請求 ”ガイドライン
電子カルテ＆レセプト－最適化のための27章

進藤勝久
（しんどう・かつひさ）
著
医学通信社

2020-21年版

支払基金医療顧問（保険審査委員）として、医療現場と審査・指導現場を熟知
した著者が、「保険診療」「保険請求」のノウハウを、具体的な診療事例・請
求事例・指導事例で解説する。

8

社会
同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎ 件名◎診療報酬 シホ 293p
冊子版 978-4-87058-792-2 2020.05

*1031853785*

コンメンタール 消費者契約法 補巻 2016年・2018年改正
第2版増補版

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編
商事法務

消費者契約法2016年改正及び2018年改正の内容を対象とし、改正法の立法経
過を踏まえ、改正の趣旨を示す。さらに、各規程の逐条解説及び現実に発生して
いる消費者問題への実務上の適用の在り方等を示す。

基本講義消費者法 Basic Lecture of Consumer Law 第4版

社会
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎365 件名◎消費者契約法 ■コ
357p
冊子版 978-4-7857-2758-1 2019.12

*1032290757*
社会

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎365 件名◎消費者保護－法令 ■
消費者法の基礎から応用までを学べるテキスト。広がりのある消費者法の世界を、 キ 391p
具体的な事例も交えてわかりやすく解説。消費者契約法の改正（平成30年法律 冊子版 978-4-535-52457-6 2020.03

中田邦博
（なかた・くにひろ）
編
日本評論社

鹿野菜穂子
（かの・なおこ）
編

第54号）などの立法や最新の消費者問題のコラムを新設した第4版。

*1031927309*
消費者相談マニュアル 第4版
東京弁護士会消費者問題特別委員会編
商事法務

消費者事件の処理に必要な消費者問題全般に共通する前提知識を述べたのち、
実際に日々発生している具体的事例を取り上げ、その処理に必要な知識と解決法
を解説する。民法（債権法）
・消費者契約法等改正に対応した第4版。

社会
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎365 件名◎消費者保護 ■シ
649p
冊子版 978-4-7857-2745-1 2019.10

*1032290761*
新・消費者法これだけは 第3版

〈法律文化 ベーシック・ブックス HBB+〉

社会

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎365 件名◎消費者保護－法令 ■
シ 242p
消費者基本法から消費者被害救済までの消費者法を体系化し、図表および具体 冊子版 978-4-589-04072-5 2020.04
杉浦市郎
（すぎうら・いちろう）
編
法律文化社

的な事例を挙げながらわかりやすく解説する。消費者契約法改正等の最新動向を
反映した第3版。

不公正な取引方法と私法理論 EU 法との比較法的考察

*1031760409*
社会

同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎365 件名◎消費者保護－法令 カ
消費者取引において事業者が行う「不公正な取引行為」に関する包括的な規律 フ 253p
が存在しない日本の法規制のあり方について、ヨーロッパ私法の進展を踏まえ、比 冊子版 978-4-589-04074-9 2020.03

カライスコス アントニオス著
法律文化社

較法的に考察を試みる。

*1032413720*
消費生活アドバイザー受験合格対策

国家資格「消費生活相談員」
が同時習得できる 2020年版

大矢野由美子
（おおやの・ゆみこ）
編著
丸善出版

安藤昌代
（あんどう・まさよ）
編著

各分野に精通したプロが過去の出題傾向を分析し本年度の試験対策を的確に洗
い出しており、膨大な試験科目の全重要項目を体系的に理解できるようになっている。
また試験までにおさえておきたい最新情報の収集方法をアドバイスしながら、難関
といわれる2次試験対策も詳しく紹介する。

新しい消費者教育 これからの消費生活を考える 第2版
日本消費者教育学会関東支部監修
慶應義塾大学出版会

神山久美
（かみやま・くみ）
編著

消費者教育についての最重要な基礎知識を厳選し、やさしくコンパクトに解説した
入門テキスト。消費生活のなかの重要＆最新トピックを「Column」「CHECK!」
で紹介し、発展的な学習のための実践課題も提示する。

社会
同時アクセス1 21,450円 + 税
同時アクセス3 32,175円 + 税
分類◎ 件名◎消費生活アドバイザー ■シ
618p
冊子版 978-4-621-30506-5 2020.05

*1031983457*
社会
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,470円 + 税
分類◎365.07 件名◎消費者教育 ■ア
107p
冊子版 978-4-7664-2633-5 2019.10

*1031340601*
9

経済学で考える人口減少時代の住宅土地問題
山崎福寿
（やまざき・ふくじゅ）
著
東洋経済新報社

中川雅之
（なかがわ・まさゆき）
著

持ち家と借家はどちらが得 ? どうして相続税が地価や家賃に影響するの ? 縮小都
市時代の素朴な疑問に経済学が答える。住宅・土地問題に関心を持つ人はもちろ
ん、経済学の考え方や行動経済学について学びたい人にも最適な書。

社会
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎ 件名◎住宅問題 ヤケ 306p
冊子版 978-4-492-96182-7 2020.09

*1032310435*
家計簿と統計 数字から見える日本の消費生活

社会

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎ 件名◎生計費 サカ 222p
千差万別の家計簿も、集めてみると時代の傾向が浮き彫りになる。日本の生活スタ 冊子版 978-4-7664-2689-2 2020.07
佐藤朋彦
（さとう・ともひこ）
著
慶應義塾大学出版会

イルの変化から統計数字を読むコツ、ネット上での様々な数値の探し方まで、楽し
く読みながら自分の生活に数字をどう活かすかも学べる。

*1032310429*
ライフデザイン白書 2020 人生100年時代の「幸せ戦略」

社会

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎365.5 件名◎生活問題 ■ラ
健康、お金、つながりという3つの人生資産が QOL（生活の質）向上のカギ ! 約 229p
2万人の調査から分かった、QOLを高め、人生100年時代を自分らしく幸せに生き 冊子版 978-4-492-96171-1 2019.11
第一生命経済研究所編
東洋経済新報社

る手がかりを様々な切り口から解説する。

*1031137220*
ダイバーシティ経営と人材マネジメント

生協にみるワーク・ライフ・バランスと理念の共有

社会

同時アクセス1 7,370円 + 税
同時アクセス3 11,110円 + 税
分類◎365.85 件名◎生活協同組合 サ
ダ 198p
多様な人材を受け入れ、彼らが意欲的に仕事に取り組み、経営成果に貢献できる 冊子版 978-4-326-50466-4 2020.02
佐藤博樹
（さとう・ひろき）
編著
勁草書房

ようにする「ダイバーシティ経営」について読み解く。生協で働く人材を対象として、
日本企業全体の人材マネジメントに有益な情報を提供する。

ちょっと気になる
「働き方」の話

*1031616131*
社会

同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎366 件名◎労働 ケチ 303p
少子高齢化の進行により改革が迫られる日本の労働問題。働きやすい環境づくりを 冊子版 978-4-326-70111-7 2019.12
権丈英子
（けんじょう・えいこ）
著
勁草書房

進めるには、何が障害であり、いかにすれば克服できるのか。これからの働き方を
考える上での課題を網羅、議論の全容を見渡す。

*1031616138*
Q＆A 同一労働同一賃金のポイント

判例・ガイドラインに基づく実務対応
別城信太郎
（べっき・しんたろう）
編著
新日本法規出版

山浦美卯
（やまうら・はるしげ）
ほか著

「同一労働同一賃金」を定めるパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法
が何を求めているかを正確に理解できるよう、同一労働同一賃金に関する現行法と
司法判断、改正法の概要、実務対応についてQ＆A 形式で解説する。

ベーシック労働法 第8版 〈有斐閣アルマ Basic〉

社会
同時アクセス1 5,445円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎366.14 件名◎労働法 ベキ 358p
冊子版 978-4-7882-8606-1 2019.09

*1030988259*
社会

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎366.14 件名◎労働法 ■ベ
はじめて労働法を学ぶ人に向け、図や表を多様に使い、労働法の全体像をわかり 325p
やすく解説する。「働き方改革関連法」などの新たな動きに対応した第8版。見返 冊子版 978-4-641-22155-0 2020.03
浜村彰
（はまむら・あきら）
著
有斐閣

しに図あり。

唐津博
（からつ・ひろし）
著

DL不可

*1031873766*
10

実務・労働者派遣法概説

社会

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎366.14 件名◎労働者派遣法 ナ
働き方改革の法整備とあわせて行われた労働者派遣法改正（令和2年4月施行） ジ 273p
について、図と表を用いて解説。労働者派遣事業を運営するうえで必要となる書式 冊子版 978-4-502-32761-2 2019.12
成田孝士
（なりた・たかし）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

とその記載例も多数登載。派遣先・派遣元いずれにも有用な一冊。

*1031616143*
働き方改革とこれからの時代の労働法
菅野百合
（すがの・ゆり）
編著
商事法務

阿部次郎
（あべ・じろう）
編著

日本型の「働き方」は変化を余儀なくされている。政府の最重要政策であり、企
業の重要な経営課題でもある「働き方改革」の内容を幅広く詳解し、日本型雇用
システムの変化に伴う「これからの時代」の労働法における論点を説く。

社会
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎366.14 件名◎労働法 ■ ハ
414p
冊子版 978-4-7857-2684-3 2018.11

*1032290753*
法人格を越えた労働法規制の可能性と限界
個別的労働関係法を対象とした日独米比較法研究

土岐将仁
（とき・まさひと）
著
有斐閣

労働契約上の使用者以外の第三者も、資本関係・企業間契約を通して使用者に
影響を与えることがある。労働法規制の名宛人は誰かという観点から、比較法的
分析を基礎とし、第三者に法規制を及ぼすことの可能性と限界を探究する。

労働契約における規範形成の在り方と展望

〈日本労働法学会誌 133号〉

日本労働法学会編
日本労働法学会 法律文化社
（発売）

2019年10月開催の第136回大会（於：立命館大学）の2日間にわたるシンポジウ
ムおよびワークショップの模様を論稿としてまとめたものである。初日は個別報告とワー
クショップ、2日目は「労働契約における規範形成の在り方と展望」を統一テーマと
する大シンポジウムと特別講演を実施した。

労働法 LABOR AND EMPLOYMENT LAW 第8版
水町勇一郎
（みずまち・ゆういちろう）
著
有斐閣

労働法全体を体系的に整理し、具体的な事例をあげ、わかりやすく解説。それぞ
れの論点では法的思考の起点となる各条文・法理の趣旨と根拠を明らかにし、結
論への道筋を理論的に叙述する。近時の法令改正に対応した第8版。

社会
同時アクセス1 16,940円 + 税
同時アクセス3 25,410円 + 税
分類◎366.14 件名◎労働法 トホ 400p
冊子版 978-4-641-24334-7 2020.03
DL不可

*1031983385*
社会
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎ 件名◎労働法 ■ロ 345p
冊子版 978-4-589-04089-3 2020.05

*1032413712*
社会
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎366.14 件名◎労働法 ミロ 489p
冊子版 978-4-641-24336-1 2020.03
DL不可

*1031814484*
労働法 第6版 〈有斐閣アルマ Specialized〉

社会

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎366.14 件名◎労働法 ■ロ
労働をとりまく諸条件とともにダイナミックに変化する労働法の現在を反映したスタン 534p
ダード・テキスト。労働にまつわる問題の現状や課題を知り、法的視点から主体的 冊子版 978-4-641-22158-1 2020.04
浅倉むつ子
（あさくら・むつこ）
著
有斐閣

島田陽一
（しまだ・よういち）
著

に考えられるよう、わかりやすく叙述する。

DL不可

*1031983386*
労働法 Labor and Employment Law 第4版
荒木尚志
（あらき・たかし）
著
有斐閣

労働法の理論的体系書。最先端の学説状況と裁判例の的確な分析に基づき安定
した解釈論を提示するとともに、今後の労働法政策についても展望する。同一労
働同一賃金、パワハラ防止措置の義務化などの改正に対応した第4版。

社会
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎ 件名◎労働法 アロ 898p
冊子版 978-4-641-24317-0 2020.06
DL不可

*1032310321*
11

労働法実務使用者側の実践知

〈LAWYERS' KNOWLEDGE〉
岡芹健夫
（おかぜり・たけお）
著
有斐閣

使用者側弁護士として押さえるべきポイントとは。第一線で活躍中の弁護士が、そ
の実務を支える技を網羅的に披露。クライアントへの法的アドバイス、受任後の
初動対応、キーとなる類似裁判例の見つけ方・読み方等を解説する。

若者と初期キャリア 「非典型」からの出発のために

社会
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 16,720円 + 税
分類◎366.14 件名◎労働法 オロ 464p
冊子版 978-4-641-24326-2 2019.12

*1031873767*
社会

同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎366.21 件名◎労働市場 コワ
フリーターとなった若者の実態や、その職業キャリア形成の課題を調査によって詳 290p
細に把握し、
「典型キャリア」への移行実現の道筋を検討する。著者の「初期キャ 冊子版 978-4-326-60227-8 2010.02
小杉礼子
（こすぎ・れいこ）
著
勁草書房

リア研究」の集大成。

*1032356323*
日中韓働き方の経済学分析

日本を持続するために中国・韓国から学べること

社会

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎366.21 件名◎労働市場 イニ
217p
持続可能な経済のための労働市場の転換は、日本に何をもたらすのか。日本・中国・ 冊子版 978-4-326-50468-8 2019.12
石塚浩美
（いしずか・ひろみ）
著
勁草書房

韓国の労働市場をダイバーシティに焦点を当てて比較研究し、日本経済の維持・
成長に必要な経済活性化の方策を訴える。

人材紹介のプロがつくった働く発達障害の人のキャリアアッ
プに必要な50のこと
石井京子
（いしい・きょうこ）
著
弘文堂

池嶋貫二
（いけしま・かんじ）
著

障害者雇用でも管理職になれる? チームワークってどういうこと? 発達障害の人が活
かせるスキル、ビジネスパーソンとして知っておきたいルールや心得を、人材紹介
のプロが丁寧に解説する。

人材紹介のプロがつくった発達障害の人の転職ノート
石井京子
（いしい・きょうこ）
著
弘文堂

池嶋貫二
（いけしま・かんじ）
著

「転職 =キャリアアップ」とは限らないのが障害者雇用の実情。キャリアデザイン、
制度やルール、転職までの準備など、発達障害のある人に知っておいてほしい転
職市場の現実、必要な心構えをまとめる。

*1031434004*
社会
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎366.28 件名◎発達障害 ■ジ
177p
冊子版 978-4-335-65184-7 2018.11
DL不可

*1030831416*
社会
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎366.28 件名◎発達障害 ■ジ
179p
冊子版 978-4-335-65172-4 2016.11
DL不可

*1030866950*
人材紹介のプロがつくった発達障害の人の内定 ハンドブッ
ク 『発達障害の人の就活ノートⅡ』完全版

社会

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
石井京子
（いしい・きょうこ）
著 池嶋貫二
（いけしま・かんじ）
著
分類◎366.28 件名◎発達障害 ■ジ
弘文堂
187p
発達障害を抱えながら就職活動をするとき、知っておきたい身だしなみのマナーから、 冊子版 978-4-335-65169-4 2015.12

ブラック企業の見分け方までを紹介。就労移行支援事務所をはじめとした発達障
害の人のための就労支援の仕組みも解説する。

ビジトレ 今日から始めるミドルシニアのキャリア開発

DL不可

*1030866949*
社会

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎ 件名◎キャリアデザイン ■ビ
45～60歳ぐらいのミドルシニアのビジネスパーソンのキャリアの築き方とは。キャリ 246p
ア開発、支援に向き合ってきた著者達が、ミドルシニア社員への調査を通じて明ら 冊子版 978-4-7608-3281-1 2020.06
田中研之輔
（たなか・けんのすけ）
著
金子書房

浅井公一
（あさい・こういち）
著

かになったリアルを基に、必要なトレーニングを紹介する。

DL不可 EPUB

*1031889421*
12

よくわかるキャリアコンサルティングの教科書

社会

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎366.29 件名◎職業指導 ワヨ
キャリアコンサルティングの理論や実践方法について、キャリア理論やカウンセリング、 208p
心理療法の歴史的経緯も踏まえて具体的かつ詳細に解説する。各項末に「発展 冊子版 978-4-7608-3615-4 2019.11
渡部昌平
（わたなべ・しょうへい）
著
金子書房

学習・グループ 学習のための議論のテーマ」も収録。

DL不可 EPUB

*1031325336*
ここからはじまる早わかり労働安全衛生法 新版

社会

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎366.34 件名◎労働安全衛生法
労働者の安全と健康を守り、労働災害を防止することを目的とする労働安全衛生法。 ■コ 153p
「難解な法律」といわれる労働安全衛生法の大枠をつかめるように、図表を多用し 冊子版 978-4-492-27058-5 2016.12
近藤恵子
（こんどう・けいこ）
著
東洋経済新報社

小林浩志
（こばやし・こうじ）
著

ながらわかりやすく解説する。平成27年改正に完全対応。

*1030884638*
女性のキャリア継続 正規と非正規のはざまで
乙部由子
（おとべ・ゆうこ）
著
勁草書房

産休や育児休業制度を利用しながら働き続けるために、女性自身は何を心がけ、
実践しているのか。中小・小規模企業、スーパーマーケットの事例から読み解く。

社会
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎366.38 件名◎女性労働 オジ
187p
冊子版 978-4-326-60232-2 2010.12

*1030884579*
「同一労働同一賃金」のすべて 新版

社会

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎366.4 件名◎賃金政策 ミド 318p
「働き方改革」の要、「同一労働同一賃金」 改革の背景と具体的な内容をわかり 冊子版 978-4-641-24324-8 2019.09
水町勇一郎
（みずまち・ゆういちろう）
著
有斐閣

やすく解説する。
「働き方改革関連法」成立などを踏まえて内容をアップデートしつつ、
改正法の内容をQ＆A 方式で説明した新版。

*1031274423*
はじめての確定拠出年金投資 一番使える!

社会

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎366.46 件名◎確定拠出年金 オ
老後資産をつくるための最強の手段、確定拠出年金。始め方を紹介するとともに、 ハ 192p
資産運用や投資はハードルが高いと思っている人に向け、
「運用とはどういうことか」 冊子版 978-4-492-73335-6 2016.06
大江英樹
（おおえ・ひでき）
著
東洋経済新報社

「具体的にどうすればいいか」をわかりやすく説明する。

*1030884646*
労働契約論の再構成 小宮文人先生古稀記念論文集

社会

同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎366.51 件名◎労働契約 ■ロ
小宮文人の古稀を記念し、國學院専修労働判例研究会のメンバー有志が寄稿し 345p
た論文集。労働契約論の主な論点につき、理論的到達点を踏まえ、あらためて再 冊子版 978-4-589-04018-3 2019.06
淺野高宏
（あさの・たかひろ）
編
法律文化社

北岡大介
（きたおか・だいすけ）
編

定位を試みるとともに、今日的課題を探る。

*1031477118*
トラジャ JR「革マル」30年の呪縛、労組の終焉
西岡研介
（にしおか・けんすけ）
著
東洋経済新報社

JR 東日本労組の大量脱退、JR 北海道の社長2人と組合員の相次ぐ死…。JR 東
日本の30年に及ぶ革 マルの呪縛からの解放、「JR 革 マル」 対「党革 マル」の
内ゲバ、今なお続くJR 北海道の異常な労使の姿を明らかにする。

社会
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎366.628 件名◎東日本旅客鉄道
労働組合 ニト 615,8p
冊子版 978-4-492-22391-8 2019.10

*1030988243*
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花岡事件「秋田裁判記録」

社会

同時アクセス1 62,700円 + 税
同時アクセス3 94,050円 + 税
分類◎366.8 件名◎花岡事件 ■ ハ
昭和20年7月に秋田県で起きた「花岡事件」についての裁判記録。戦後 GHQによっ 534p
て抜き取られ、別に保管されていた部分も含めた秋田裁判全記録を解読、解析の 冊子版 978-4-7791-1505-9 2010.08
石飛仁
（いしとび・じん）
監修
彩流社

金子博文
（かねこ・ひろふみ）
編

うえ編集・再現する。

*1031980196*
ひれふせ、女たち ミソジニーの論理

社会

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎367.1 件名◎女性問題 マヒ
「女性嫌悪」とされるミソジニーとは何か ? 社会生活と政治の中にある「ミソジニー」 408,27p
を、分析哲学的アプローチで探究することで定義し直し、それがどのように機能し 冊子版 978-4-7664-2635-9 2019.11
ケイト・マン著 小川芳範
（おがわ・よしのり）
訳
慶應義塾大学出版会

ているか明らかにする。

*1031274489*
教養としてのジェンダーと平和

社会

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎367.1 件名◎性差 ■キ 248p
シングル・マザー、同性愛者、移住労働者、性暴力被害者、原発事故被災者など、 冊子版 978-4-589-03756-5 2016.04
風間孝
（かざま・たかし）
編著
法律文化社

加治宏基
（かじ・ひろもと）
編著

この社会で懸命に生きる人々が直面する課題を取り上げ、ジェンダーと平和の視点
から「ありうべき」社会を考える。

*1031828307*
日本女性史事典 トピックス1868-2015

社会

同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 83,160円 + 税
分類◎ R367.21 件名◎女性－歴史－年
女性に関する政策・制度・法律、女性関係団体の活動、働く女性、結婚・出産・ 表 ■ニ 498p
育児など、日本の女性に関する出来事を年月日順に掲載した記録事典。1868年（明 冊子版 978-4-8169-2598-6 2016.04

日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

治元年）から2015年（平成27年）までの3302件を収録。

*1032442131*
21世紀家族へ 家族の戦後体制の見かた・超えかた 第4版

〈有斐閣選書 1613〉

落合恵美子
（おちあい・えみこ）
著
有斐閣

「家族の戦後体制」というキーワードで日本の家族を解き明かし、21世紀の家族像
を描き出した初版から四半世紀。2つの章を追加し、21世紀初頭の現実をいかにと
らえ、今後の展望につなげることができるのかを論じた第4版。

家族をめぐる法・心理・福祉 法と臨床が交錯する現場の実践ガイド
村尾泰弘
（むらお・やすひろ）
編著
法律文化社

家族問題を理解するために必要な法・心理・福祉の基礎知識を説明し、少年非行
や DV 等、具体的な事例を通して、問題の核心と解決法を示す。また、治療的司
法や情状鑑定など、家族問題をめぐる新たな潮流と課題も取り上げる。

社会
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎367.3 件名◎家族 オニ 316p
冊子版 978-4-641-28146-2 2019.10
DL不可

*1031340529*
社会
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎367.3 件名◎家族 ムカ 207p
冊子版 978-4-589-04030-5 2019.11

*1031656997*
夫婦・カップルのためのアサーション

自分もパートナーも大切にする自己表現
野末武義
（のずえ・たけよし）
著
金子書房

夫婦やカップルの関係や問題をどのように理解するかについて、カップル・セラピー
や家族心理学の立場からわかりやすく解説。自分も相手も大切にする自己表現、ア
サーションを使ったものの見方・気持ちの伝え方を紹介する。
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社会
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎367.3 件名◎夫婦 ノフ 207p
冊子版 978-4-7608-3261-3 2015.08
DL不可 EPUB

*1032288268*

国際結婚論！
？ 現代編
嘉本 伊都子
法律文化社

男と女の関係を通して、現代の日本社会、国際社会を読み解く。戦後における家
族や女性をめぐる労働の変化、東アジアの国際結婚の実態を検証しながら、いま
を生きる私たちの立ち位置と今後を考える。詳細な参考文献付。

社会
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-589-03119-8

2008

*1031889375*
国際結婚論！
？ 歴史編

社会

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎
明治時代に生まれた言葉「国際結婚」。男と女の歴史から、日本の国がみえてくる。 冊子版 978-4-589-03118-1
嘉本 伊都子
法律文化社

江戸時代から第二次世界大戦までの〈異国人〉間関係にあった人々の足跡をたど
りながら歴史感覚と国際感覚を養う。

2008

*1031889374*
「若者 / 支援」
を読み解くブックガイド

社会

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎367.6 件名◎青少年問題 ■ワ
「若者 / 支援」について考えることのできる本をまとめたブックガイド。若者の生活 197p
現実を全般的あるいは詳細にとらえられる本、日々の実践やそれにかかわる自分自 冊子版 978-4-7803-1078-8 2020.03
阿比留久美
（あびる・くみ）
編
かもがわ出版

岡部茜
（おかべ・あかね）
編

身を振り返り、ときに支えることに資する本などを紹介する。

*1031843683*
ひきこもりのライフストーリー 〈フィギュール 彩 2-3〉

社会

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎367.68 件名◎ひきこもり ホヒ
ひきこもり当事者自身の声に耳を傾けると、そこに至るまでの理由も現象も多様化して 214p
いることがわかる。ひきこもり状態、そこに至るまで、その状態を抜け出す軌跡を、 冊子版 978-4-7791-7107-9 2020.04
保坂渉
（ほさか・わたる）
著
彩流社

本人が語るライフストーリー。本当に必要なことは何なのか。

*1031980202*
ひきこもりのライフストーリー 〈フィギュール 彩 2-3〉

社会

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎367.68 件名◎ひきこもり ホヒ
ひきこもり当事者自身の声に耳を傾けると、そこに至るまでの理由も現象も多様化して 214p
いることがわかる。ひきこもり状態、そこに至るまで、その状態を抜け出す軌跡を、 冊子版 978-4-7791-7107-9 2020.04
保坂渉
（ほさか・わたる）
著
彩流社

本人が語るライフストーリー。本当に必要なことは何なのか。

DL不可 EPUB

*1031980211*
若者支援とソーシャルワーク 若者の依存と権利

社会

同時アクセス1 10,780円 + 税
同時アクセス3 16,170円 + 税
分類◎367.68 件名◎青少年問題 オワ
若者の経験する生活困難を対象とした実践へのフィールドワークや実践者へのイン 232,20p
タビューを検討。若者支援をめぐる状況をソーシャルワークの観点から分析し、若 冊子版 978-4-589-04023-7 2019.08
岡部茜
（おかべ・あかね）
著
法律文化社

者を対象とする法制度の課題と修正方向を提起する。

*1031458211*
二十一世紀の若者論 あいまいな不安を生きる

社会

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎367.68 件名◎青年 ■ニ 216p
イデオロギー対立と経済発展が終焉した21世紀。若者たちはどう語られてきたのか。 冊子版 978-4-7907-1693-8 2017.03
小谷敏
（こたに・さとし）
編
世界思想社

大人たちの偏見にさらされ、生きづらさを抱えて浮遊する若者たちの姿を、言説分
析を通して浮かび上がらせる。

DL不可 EPUB

*1030871153*
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扉を開けて ひきこもり、その声が聞こえますか
共同通信ひきこもり取材班著
かもがわ出版

中高年のひきこもり61万3000人。この国で一体、何が起きているのか。本人たちの
「声なき声」に耳を傾け、当事者の目線で社会のあり方や支援の形を模索する。
『共
同通信』配信記事に最新事情を加筆し書籍化。

社会
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎367.7 件名◎ひきこもり ■ト
159p
冊子版 978-4-7803-1062-7 2019.12

*1031657030*
老年こそ創造の時代 「人生百年」の新しい指針
田中英道
（たなか・ひでみち）
著
勉誠出版

葛飾北斎90歳、ミケランジェロ89歳。経験と知見を積み重ねた「人生100年」は
古来存在し、人類が考え続けてきたテーマ。大局的な視点に立ち、国内外の先人
に学ぶことで、現代を生きる老人の新しい生き方を模索する。

社会
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 3,850円 + 税
分類◎367.7 件名◎高齢者 タロ 234p
冊子版 978-4-585-23076-2 2020.02

*1031533245*
経済学者日本の最貧困地域に挑む

あいりん改革3年8カ月の全記録
鈴木亘
（すずき・わたる）
著
東洋経済新報社

日本最大のドヤ街「あいりん地区」の再生はこうして始まった－。西成特区構想の
仕掛け人が、3年8カ月の現場での体験と、改革実行に必要なノウハウ、テクニック、
戦略・戦術、段取りなどの方法論を実践的に描き出す。

女性ホームレスとして生きる 貧困と排除の社会学
丸山里美
（まるやま・さとみ）
著
世界思想社

女性ホームレスの知られざる生活世界に分け入り、個々の生活史や福祉制度の歴
史から、女性が社会的に排除される過程を浮き彫りにするとともに、自立を迫る制度
の前提にある主体とは何か、意志とは何かを問い直す。

社会
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎368.2 件名◎スラム スケ 470p
冊子版 978-4-492-44434-4 2016.10

*1030884603*
社会
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎368.2 件名◎ホームレス マジ
289p
冊子版 978-4-7907-1593-1 2013.03
DL不可 EPUB

*1030871154*
戦争孤児たちの戦後史 1 総論編

社会

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ 件名◎孤児 ■セ 252p
戦後75年を迎え、これまで未解明であった戦争孤児の全体像を明らかにする。1は、 冊子版 978-4-642-06857-4 2020.08
浅井春夫
（あさい・はるお）
編
吉川弘文館

川満彰
（かわみつ・あきら）
編

孤児の実態を一人の生の記録として着目。孤児になる経緯・ジェンダー等の視角を
重視し、現代的観点から孤児問題を考える姿勢を提示する。

*1032310333*
戦争孤児たちの戦後史 2 西日本編

社会

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ 件名◎孤児 ■セ 220p
戦後75年を迎え、これまで未解明であった戦争孤児の全体像を明らかにする。2は、 冊子版 978-4-642-06858-1 2020.09
平井美津子
（ひらい・みつこ）
編
吉川弘文館

本庄豊
（ほんじょう・ゆたか）
編

戦後、西日本に暮らしていた孤児に着目。孤児救済に尽力した施設等の取り組み、
大阪大空襲や引揚、沖縄戦における実態などを詳述する。

*1032433709*
コラプション なぜ汚職は起こるのか

社会

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎368.6 件名◎汚職 フコ 366p
政治学者と経済学者が協力して「コラプション（腐敗・汚職）
」をわかりやすく解説し、 冊子版 978-4-7664-2626-7 2019.10

レイ・フィスマン著 ミリアム・A.ゴールデン著
慶應義塾大学出版会

「汚職の構造」を明らかにする。世界のさまざまな腐敗・汚職の実証データ、分析ツー
ルも提供する。

*1031274485*
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虐待と非行臨床

社会

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎
本書は家庭裁判所調査官が長年取り組んだ事例や昔話を引きつつ、このテーマに 冊子版 978-4-422-11320-3
橋本 , 和明
創元社

迫り、非行の動機の解明や少年の更生に役立てんとするものである。近年研究が
進んでいる「トラウマ」や「解離」の視点からもアプローチする。

2004

*1031245267*
ドラッグの誕生 一九世紀フランスの〈犯罪・狂気・病〉

社会

同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎368.8 件名◎麻薬－歴史 ワド
なぜ、それまで医薬品であった大麻・阿片・モルヒネは〈ドラッグ〉となったのか。 221,22p
公衆衛生の概念と進歩史観に基づく国家計画の下、薬物中毒者が社会的逸脱を 冊子版 978-4-7664-2640-3 2019.12
渡邊拓也
（わたなべ・たくや）
著
慶應義塾大学出版会

経て犯罪者となっていく過程を鮮やかに描き出す。

*1031274490*
まちづくりの福祉社会学 これからの公民連携を考える
杉岡直人
（すぎおか・なおと）
著
中央法規出版

地方分権と地域共生社会を実現するうえで要となる、地域社会を支える公私協働
のステイクホルダーの役割をどう考えるのか。全国各地の事例を紹介しながら、ま
ちづくり=ローカルデザインの社会学を提示する。

社会
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎369 件名◎地域福祉 スマ 216p
冊子版 978-4-8058-8107-1 2020.03

*1032413670*
社会福祉の拡大と形成 〈福祉の基本体系シリーズ 11〉

社会

同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎369 件名◎社会福祉 ■シ 162p
変容し続けている社会福祉の姿を正しく捉えるには、過去・現在・未来を俯瞰する 冊子版 978-4-326-70113-1 2019.12
井村圭壯
（いむら・けいそう）
編著
勁草書房

今井慶宗
（いまい・よしむね）
編著

視点が必要。拡大と再形成の途上にある社会福祉において、制度・政策の理解
と現場での実践を結び付けるための基礎知識、必要な事柄をまとめる。

DL不可

*1031434005*
社会福祉の動向 2020
社会福祉の動向編集委員会編集
中央法規出版

社会福祉の基盤、公的扶助、地域福祉、児童家庭福祉、障害者福祉、高齢者
福祉など、社会福祉制度を構成する各分野にわたり、制度の概要と最近の動向を
わかりやすく解説。社会福祉関連施策年表などの資料も掲載する。

社会
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎369 件名◎社会福祉 ■シ 285p
冊子版 978-4-8058-5977-3 2020.01

*1032413672*
社会福祉をつかむ 第3版 〈TEXTBOOKS TSUKAMU〉

社会

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎369 件名◎社会福祉 イシ 287p
人を援助するとはどういうことか。「制度・政策」と「援助論」という福祉の両輪を 冊子版 978-4-641-17727-7 2019.12
稲沢公一
（いなざわ・こういち）
著
有斐閣

岩崎晋也
（いわさき・しんや）
著

コンパクトにまとめた入門書。社会福祉の各領域をつなぎ、その核心をつかむため
の手がかりを提示する。最新の政策動向や統計を反映した第3版。

DL不可

*1031533266*
ソーシャルワークはマイノリティをどう捉えてきたのか
制度的人種差別とアメリカ社会福祉史

社会

同時アクセス1 15,950円 + 税
同時アクセス3 23,980円 + 税
分類◎ 件名◎社会福祉－アメリカ合衆国
ニソ 260,23p
ソーシャルワーカーの専門職化と福祉国家形成のはざまで、マイノリティはどう扱わ 冊子版 978-4-326-70117-9 2020.08
西崎緑
（にしざき・みどり）
著
勁草書房

れてきたのか。米国ソーシャルワークの歴史をマイノリティ、特にアメリカ黒人の立
場から叙述し、社会福祉的価値の基盤を問う。

*1032433715*
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ケアとまちづくり、ときどきアート

社会

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎ 件名◎社会福祉 ■ケ 229p
ケア従事者がまちに飛び出したり、病院や介護施設を地域に開いたりして、まちづく 冊子版 978-4-498-05730-2 2020.06
西智弘
（にし・ともひろ）
著
中外医学社

守本陽一
（もりもと・よういち）
著

りの文脈の中でケアを展開していく活動を取り上げ、その考え方や事例を紹介する。
「note」連載のマガジンを再編集し書籍化。

*1031983480*
社協舞台の演出者たち

社会

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎369.06 件名◎社会福祉協議会
今日の地域福祉の基盤は、都道府県と市町村の社会福祉協議会による日々の尽力 ■シ 445p
と奮闘により造りあげられた。住民の地域福祉推進を側面的に支援する専門家とし 冊子版 978-4-86692-044-3 2019.10
井岡勉
（いおか・つとむ）
コメンテーター 塚口伍喜夫
（つかぐち・いきお）
編著
大学教育出版

て苦闘してきた11人の “ 社協人 ”たちの足跡を辿り、紹介する。

*1031272481*
市町村社会福祉行政のアドミニストレーション

三浦理論・大橋理論から新たな展開へ

社会

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎369.11 件名◎社会福祉 モシ
180p
日本のソーシャルアドミニストレーション研究の学説史を検討し、社会福祉政策から 冊子版 978-4-8058-5751-9 2018.10
森明人
（もり・あきと）
著
中央法規出版

地域福祉への政策展開のなかで、ソーシャルアドミニストレーションがどう位置づけ
られ、発展してきたか、その到達点と課題を明らかにする。

社会福祉政策 原理と展開 第4版

〈有斐閣アルマ Specialized〉
坂田周一
（さかた・しゅういち）
著
有斐閣

さまざまな社会福祉の課題を「ヒューマンニード」という基本視点からとらえなおし、
政治、経済、社会の文脈に位置づけて考えるテキスト。社会政策の一部としての
社会福祉政策を明快に整理する。法改正などを盛り込んだ第4版。

地域福祉マネジメント 地域福祉と包括的支援体制
平野隆之
（ひらの・たかゆき）
著
有斐閣

自治体は地域住民や多様な機関との協働による地域福祉をいかに実現するかが求
められている。そのためのツールとして自治体行政による「地域福祉マネジメント」
を提唱し、事例研究などにより、その可能性を明らかにする。

*1032413660*
社会
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎369.11 件名◎社会福祉 サシ
325p
冊子版 978-4-641-22159-8 2020.03
DL不可

*1031873771*
社会
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎369.11 件名◎地域福祉 ヒチ
220p
冊子版 978-4-641-17457-3 2020.03
DL不可

*1031873770*
ケアマネジメントにおける多職種連携実践事例集

社会

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎369.16 件名◎ケアマネジメント ■
ケアマネジメントにおける多職種連携の基礎知識や、保健・医療・福祉各専門職 ケ 183p
との連携ポイントなどを解説。さらに、法定研修で取り上げられるテーマに沿った 冊子版 978-4-8058-5755-7 2018.11
青森県介護支援専門員協会監修
中央法規出版

木村隆次
（きむら・りゅうじ）
編集

模擬事例を用い、多職種連携の視点を紹介する。

*1030939886*
ソーシャルワーカーのための研究ガイドブック
実践と研究を結びつけるプロセスと方法

社会

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎369.16 件名◎ケース・ワーク ■
ソ 271p
ソーシャルワーカーが初めて研究に取組む際のプロセスを基礎から解説した手引書。 冊子版 978-4-8058-5861-5 2019.04
日本ソーシャルワーク学会監修
中央法規出版

研究デザイン、研究倫理、データの集め方、分析方法、学会発表、学会論文の
まとめ方等に加え、具体的な研究方法も紹介する。
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*1032413667*

現場で使えるケアマネ新実務便利帖

社会

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎369.16 件名◎ケアマネジメント タ
2018年の介護保険制度の改正で大きく変化したケアマネの業務を整理した書。ケ ゲ 191p
アマネの役割や、利用者とのコミュニケーションなどを解説し、他機関との連携で 冊子版 978-4-7981-5956-0 2018.12
田中元
（たなか・はじめ）
著
翔泳社

必要な実務も説明。実践シートがダウンロードできるURLあり。

*1031210660*
社協・行政協働型コミュニティソーシャルワーク

個別支援を通じた住民主体の地域づくり

社会

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
田中英樹
（たなか・ひでき）
編著 神山裕美
（かみやま・ひろみ）
編著
分類◎369.16 件名◎ケース・ワーク ■
中央法規出版
シ 261p
東京都豊島区のコミュニティソーシャルワーク（CSW）を施策化し配置するための 冊子版 978-4-8058-5866-0 2019.04

取り組み、行政・社協の協働体制の構築プロセス、持続し充実を図るための教育
システム等を事例を交えて紹介する。

多様性時代のソーシャルワーク

外国人等支援の専門職教育プログラム

*1032413668*
社会

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎369.16 件名◎ケース・ワーク ヴタ
■■ビ 260p
増加する外国人やアイヌ民族等、多様な文化をもつ人々に対応できるソーシャルワー 冊子版 978-4-8058-5743-4 2018.09

ヴィラーグ ヴィクトル 著
中央法規出版

カーを養成する教育プログラムを提言。開発したプログラムを実際に教育現場で
実践し、その有効性も検証する。

対人援助の作法

誰かの力になりたいあなたに必要なコミュニケーションスキル

竹田伸也
（たけだ・しんや）
編著
中央法規出版

言葉を用いず信頼関係を築く作法、相手の気持ちに寄り添う作法、苦手と感じず
相手とかかわる作法…。すべての援助者に向けて、信頼関係を築くためのコミュニ
ケーションスキルの高め方を解説する。

地域共生社会に向けたソーシャルワーク

社会福祉士による実践事例から

*1032413658*
社会
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎369.16 件名◎ケース・ワーク タタ
187p
冊子版 978-4-8058-5750-2 2018.09

*1030939885*
社会

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎369.16 件名◎ケース・ワーク ■
チ 154p
地域共生社会の創出に資するソーシャルワークとは何か。地域共生社会の理念を 冊子版 978-4-8058-5756-4 2018.10

日本社会福祉士会編集
中央法規出版

ふまえ、ソーシャルワークの機能と求められるソーシャルワーカーの役割等を、実践
事例を用いて丁寧に解説する。

日常場面で実践する対人援助スーパービジョン
植田寿之
（うえだ・としゆき）
著
創元社

仲間同士で支えて育てあい、人材の育成と定着を図るための方法とは。日常場面
や技術を活用することで日々実践できる「普段着のスーパービジョン」を易しく解説
する。

*1032413662*
社会
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎369.16 件名◎ケース・ワーク ウニ
301p
冊子版 978-4-422-32055-7 2015.08
DL不可 EPUB

*1031325329*
ケアマネジャー完全合格テキスト 2019年版 〈福祉教科書〉

社会

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎ S369.17 件名◎介護支援専門員
『八訂 介護支援専門員基本テキスト』に完全対応し、トコトン親切・やさしい解 ■ケ 435p
説が特徴です！ 過去5年分の過去問題を徹底的に研究しましたので、これだけ覚え 冊子版 978-4-7981-5942-3 2019.02
ケアマネジャー試験対策研究会著
翔泳社

れば合格できます。スラスラ読める工夫や、受験生が躓きやすい箇所のかみ砕い
た解説、節末のチェック問題などで、理解度をさらにアップできます。

*1031210681*
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ケアマネジャー完全合格過去問題集 2019年版 〈福祉教科書〉

社会

同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎ S369.17 件名◎介護支援専門員
『八訂 介護支援専門員基本テキスト』完全対応！【テキスト】は法改正、最新試 ■ケ 341p
験もバッチリ反映済みです。
【問題集】は6年分の過去問をしっかり解説しています。 冊子版 978-4-7981-5943-0 2018.12
ケアマネジャー試験対策研究会著
翔泳社

本書は、2019年10月のケアマネ試験の対策書です。頻出項目を重点的におさえ、
効率的に合格ラインをクリアしましょう。同

マンガでわかる介護職のためのアンガーマネジメント イライラ、
ムカムカ、ブチッ!をスッキリ解消。怒りに振り回されないための30の技術

安藤俊介
（あんどう・しゅんすけ）
著
誠文堂新光社

頻繁なコールにイライラ、認知症利用者からのセクハラ、危機感がない同僚に怒
り爆発…。介護現場でよくある怒りの事例をマンガにし、解決策をアンガーマネジ
メントの理論に基づいてやさしく解説する。介護職員の体験談も収録。

マンガで学ぶ対人援助職の仕事

在宅介護と介護予防をめぐる人々の物語

植田寿之
（うえだ・としゆき）
著
創元社

青野渚
（あおの・なぎさ）
漫画

介護支援専門員、社会福祉士、保健師など高齢者介護に携わる専門職が、仲
間や地域住民とともに成長する姿を描いたストーリーマンガと要点解説で、高齢者
の暮らしと人生を支える対人援助スキルを学べる。

福祉現場で役立つ動機づけ面接入門

*1031210682*
社会
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎369.17 件名◎介護福祉 アマ
223p
冊子版 978-4-416-61943-8 2019.09

*1031629301*
社会
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎369.17 件名◎福祉従事者 ウマ
189p
冊子版 978-4-422-32054-0 2019.04

*1031325296*
社会

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎369.17 件名◎福祉従事者 スフ
社会福祉の現場で働いている援助者に向けて、「変わること」に悩んでいるクライ 150p
エントの支援に役立つ面接法、動機づけ面接を紹介。動機づけ面接の進め方や 冊子版 978-4-8058-5903-2 2019.06
須藤昌寛
（すどう・あきひろ）
著
中央法規出版

よく使われるスキルなどを、会話例をあげながら解説する。

*1032413669*
福祉職・保育者養成教育におけるICT 活用への挑戦 ―よ
り深い学びと質の高い支援スキル 獲得をめざして―
坂本 , 毅啓
大学教育出版

福祉職・保育者養成教育におけるICT 活用を活用した教材作成、教育実践など
踏まえて、考え方から具体的な教材設計まで紹介する。また、福祉関係の実習や
演習担当教員に対して、より効果的な教育の展開を支援できるように解説する。

アクセシブルデザイン

高齢者・障害者の知覚・認知特性に配慮した人間中心のデザイン

佐川賢
（さがわ・けん）
著
エヌ・ティー・エス

倉片憲治
（くらかた・けんじ）
著

高齢者やさまざまな障害者などを取り込み、さらにユーザーを拡大することを目指す
アクセシブルデザイン。その基本理念を紹介し、特に感覚系の人間工学的知見とデー
タを基に、情報とデザイン技術を分かりやすく解説する。

はじめてでも簡単 !3Dプリンタで自助具を作ろう

社会
同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-86692-033-7

2019

*1030939872*
社会
同時アクセス1 70,400円 + 税
同時アクセス3 105,600円 + 税
分類◎369.18 件名◎福祉機器 ■ア
240,6p
冊子版 978-4-86043-610-0 2019.07

*1030871171*
社会

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎369.18 件名◎福祉機器 ■ ハ
初めて3Dプリンタに触れる人でも作れる! 3Dプリンタやアプリを利用して初心者で 114p
も簡単に自助具を作る方法を紹介。製作に必要な道具やアプリケーション、簡単な 冊子版 978-4-89590-666-1 2019.08
田中浩也
（たなか・ひろや）
監修
三輪書店

林園子
（はやし・そのこ）
編集

モデリング方法、素材の選び方等も説明する。用語解説付き。

*1031959596*
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よくわかる公的扶助論 低所得者に対する支援と生活保護制度

社会

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎369.2 件名◎公的扶助 ■ヨ
公的扶助の定義、生活保護制度の仕組みや歴史、低所得者に対する各種支援な 184p
どについて解説する。生活保護をめぐる代表的な裁判例も収録。社会福祉士の国 冊子版 978-4-589-04051-0 2020.03
増田雅暢
（ますだ・まさのぶ）
編
法律文化社

脇野幸太郎
（わきの・こうたろう）
編

家試験受験のための指定科目に対応したテキスト。

*1031959583*
生活困窮者自立支援 支援の考え方・制度解説・支援方法

社会

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎369.2 件名◎生活困窮者自立支
生活困窮者の自立・尊厳の確保と地域づくりのためのハンドブック。生活困窮者自 援法 オセ 291p
立支援制度の仕組みや、生活困窮者自立支援の内容・手順などを解説する。「生 冊子版 978-4-8058-5815-8 2018.11
岡部卓
（おかべ・たく）
編著
中央法規出版

活困窮者自立支援 ハンドブック」の続編。平成30年改正に対応。

*1032413665*
貧困と就労自立支援再考 経済給付とサービス給付

社会

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎369.2 件名◎就労支援
（生活困窮
働くことが貧困改善につながるのか。「サービス給付」を「経済給付」と対比しな 者）■ヒ 234p
がら、両者が織りなす困窮者支援の実相と問題点を浮き彫りにする。中間的就労 冊子版 978-4-589-04038-1 2019.10
埋橋孝文
（うずはし・たかふみ）
編
法律文化社

同志社大学社会福祉教育・研究支援センター編

の取り組み事例も紹介。セミナーの講演記録をもとに書籍化。

*1031629264*
2040年－医療＆介護のデッドライン
団塊世代 “ 大死亡時代 ” の航海図

武藤正樹
（むとう・まさき）
著
医学通信社

団塊世代700万人が大量死亡するピークまであと20年－。2040年に向かう“ 潮流 ”
に沿って、今後どのような地域・医療・介護の体制が構築されていくか、医療機関
と介護施設は今後どの方向に舵を切るべきかを考える。

これならわかる
〈スッキリ図解〉介護事故・トラブル

社会
同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎369.26 件名◎高齢者福祉 ムニ
101p
冊子版 978-4-87058-756-4 2019.11

*1031853784*
社会

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎369.26 件名◎高齢者福祉 ■コ
重大事故やトラブルのリスクが高い介護現場。過去の事例から「事故が起きたとき、 207p
何が・どこが問題として責任が問われたか」を紹介。日々の業務で注意したいポイ 冊子版 978-4-7981-4456-6 2016.03
小林彰宏
（こばやし・あきひろ）
監著
翔泳社

介護リスクマネジメント研究会著

ントや、知っておきたい法律知識をわかりやすくまとめる。

DL不可 EPUB

*1031579517*
介護現場で使える看取りケア便利帖

社会

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎369.26 件名◎高齢者福祉 ■カ
介護職員が利用者の終末期に対応できるよう、看取りケア・エンゼルケアの手順 159p
や技術、方法を解説。在宅での看取り、グリーフケア、スタッフ教育などの情報も 冊子版 978-4-7981-4932-5 2017.01
介護と医療研究会著
翔泳社

水野敬生
（みずの・たかお）
監修

盛り込む。実践シートのダウンロードサービスあり。

*1031579506*
親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お
金のこと 第2版

社会

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
太田差惠子
（おおた・さえこ）
著
分類◎369.26 件名◎高齢者福祉 オオ
翔泳社
207p
介護の基本は自己申告と情報収集。入院・介護のしくみと手続き、医療・介護に 冊子版 978-4-7981-5845-7 2018.11

かかるお金、人間関係に疲れないコツなど、親の入院・介護で必要となる「情報」
を時系列にまとめる。書き込み欄あり。制度改正に対応した第2版。

DL不可 EPUB

*1031210718*
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多職種で支える終末期ケア 医療・福祉連携の実践と研究

社会

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎369.26 件名◎地域包括ケア ■
医療・福祉の現場では、様々な職種がチームとして「終末期ケア」にかかわるこ タ 275p
とが求められている。「多職種が支える終末期ケア」について、その先進的な実 冊子版 978-4-8058-5705-2 2018.05
篠田道子
（しのだ・みちこ）
編著
中央法規出版

原沢優子
（はらさわ・ゆうこ）
編著

践例と研究報告をまとめる。

*1030939882*
地域包括ケアサクセスガイド

「住み慣れた地域で自分らしい暮らし」
を実現する 新版
岩名礼介
（いわな・れいすけ）
編著
メディカ出版

田中滋
（たなか・しげる）
監修

地域包括ケアシステムに関わる人に向けた入門書。行政目線からみた地域包括
ケアシステムを概観し、その目指す姿や課題を整理し、取り組みの骨格を制度面
から解説。さらに、具体的な取り組みへのヒントも紹介する。

家族はなぜ介護してしまうのか 認知症の社会学

社会
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎369.26 件名◎地域包括ケア イチ
199p
冊子版 978-4-8404-7192-3 2020.03

*1031533319*
社会

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 15,180円 + 税
分類◎369.261 件名◎高齢者福祉 キカ
患者の人生や性格に合わせた介護が求められる現在の認知症。患者をよく知るか 241p
らこそ、家族は悩み、憤り、反省する。家族介護はなぜ大変なのか、その大変さ 冊子版 978-4-7907-1726-3 2019.02
木下衆
（きのした・しゅう）
著
世界思想社

の源泉はどこにあるのかを、複数の具体的な事例をもとに考える。

DL不可 EPUB

*1030871148*
現場で使える訪問介護サービス提供責任者便利帖 第2版

社会

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎369.261 件名◎高齢者福祉 タゲ
訪問介護現場のリーダー役として、介護計画の作成、ケアマネや他の職種との連 159p
携などの重要な役割を担うサービス提供責任者（サ 責）。その仕事についてじっく 冊子版 978-4-7981-6174-7 2019.06
田中元
（たなか・はじめ）
著
翔泳社

りやさしく解説します。実践シートがダウンロードできるURL つき。

*1031579509*
実務に直結 ! ケアプラン作成ガイドブック

社会

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎369.261 件名◎高齢者福祉 ■ジ
利用者・家族のやる気を引き出すケアプラン（居宅 サービス計画書原案）の作成 221p
方法を、図表と共に解説。ケアプランの役割と機能、プランニングにおける「思考」 冊子版 978-4-8058-5862-2 2019.05
松本善則
（まつもと・よしのり）
編著
中央法規出版

福富昌城
（ふくとみ・まさき）
編著

を丁寧に説明し、情報分析方法と課題整理総括表の活かし方も紹介。

*1030939884*
「絆」
を築くケア技法 ユマニチュード
人のケアから関係性のケアへ

社会

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎369.263 件名◎高齢者福祉 オキ
221p
認知症ケア技法「ユマニチュード」は、なぜ効果があるのか。ユマニチュード・ 冊子版 978-4-416-61975-9 2019.10
大島寿美子
（おおしま・すみこ）
著 イヴ・ジネスト監修
誠文堂新光社

インストラクター試験を首席で合格した著者が、発祥国フランスの現状、ユマニチュー
ドの哲学と技術、日本の現状を紹介する。

岸本敦 異端の経営者と言われながら 〈社会福祉を牽引する人物 4〉

EPUB

*1031629327*
社会

同時アクセス1 1,320円 + 税
同時アクセス3 2,640円 + 税
分類◎369.263 件名◎千種会 ■キキ
兵庫県の社会福祉を牽引する人物として、社会福祉法人千種会 CEO の岸本敦を 110p
紹介。従来の社会福祉の概念にとらわれない新しい社会福祉法人の経営術や人 冊子版 978-4-86692-066-5 2020.02
岸本敦
（きしもと・あつし）
鼎談
大学教育出版

森脇恵美
（もりわき・えみ）
鼎談

物像を、対談や座談会、論文で明らかにする。

*1031537743*
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高齢者の生活困難と養護老人ホーム 尊厳と人権を守るために
河合克義
（かわい・かつよし）
編
法律文化社

清水正美
（しみず・まさみ）
編

老人福祉法上の「老人福祉施設」のひとつである養護老人ホームの現状と今後
のあり方を、今日の高齢者が抱える生活上の諸困難に根ざすことを重視して検討す
る。地方自治体における高齢者支援の実態も紹介。

社会
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎369.263 件名◎老人ホーム ■コ
197p
冊子版 978-4-589-04025-1 2019.09

*1031458212*
これならわかる
〈スッキリ図解〉障害者差別解消法

社会

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎369.27 件名◎障害者差別解消
社会的障壁ってどういうこと? 合理的配慮って? 指標のガイドラインはあるの ? 障害 法 ニコ 175p
の種類には何がある? 2016年4月施行の「障害者差別解消法」をわかりやすく解説。 冊子版 978-4-7981-4764-2 2016.09
二本柳覚
（にほんやなぎ・あきら）
編著
翔泳社

「改正障害者雇用促進法」も取り上げる。

DL不可 EPUB

*1031579518*
これならわかる
〈スッキリ図解〉障害者総合支援法 第2版
二本柳覚
（にほんやなぎ・あきら）
編著
翔泳社

鈴木裕介
（すずき・ゆうすけ）
著

医療的ケア児の支援が強化されるの ? 自立生活援助って? 2018年4月施行の障害
者総合支援法について、やさしく図解したテキスト。制度の仕組みや利用方法が
わかる。

社会
同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎369.27 件名◎障害者総合支援
法 ニコ 207p
冊子版 978-4-7981-5378-0 2018.01
DL不可 EPUB

*1031579516*
障がいのある人の性 支援ガイドブック

社会

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎369.27 件名◎障害者 サシ 235p
障がいのある人たちの性を理解するための4つの基本原則と、実際に現場で起こっ 冊子版 978-4-8058-5592-8 2017.11
坂爪真吾
（さかつめ・しんご）
著
中央法規出版

ている事例に基づいたケーススタディを解説。障がいのある人たちの性的自立を支
援するための理論と知識、実践方法を分かりやすく学習できる。

*1031889391*
新・現代障害者福祉論
鈴木勉
（すずき・つとむ）
編著
法律文化社

社会

田中智子
（たなか・ともこ）
編著

障害者福祉の理念や政策・制度の生成と展開を追うだけでなく、人権保障の立場
を明確にし、障害者福祉領域の今日的な課題を提示する。障害者福祉に従事す
る専門職の実践報告も収録。

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎369.27 件名◎障害者福祉 ■シ
204p
冊子版 978-4-589-04033-6 2019.09

*1031629261*
当事者に聞く自立生活という暮らしのかたち
河本のぞみ
（かわもと・のぞみ）
著
三輪書店

「できない」 部分は介助者にやってもらうという自立のかたち。「自立生活」は簡単
なことではないが、可能なのだ。重度障害の当事者たちが、医療・福祉施設を出
て切り拓いた、地域の暮らしを紹介する。

社会
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎369.27 件名◎障害者福祉 カト
318p
冊子版 978-4-89590-688-3 2020.03

*1031959604*
視覚障がいの歩行の科学 安全で安心なひとり歩きをめざして

社会

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎369.275 件名◎視覚障害 ■シ
視覚障がいのある人が一人で歩行することについて分析し、オリエンテーション（空 87p
間認知）とモビリティ（歩行移動）に科学的にアプローチする。本文テキストデー 冊子版 978-4-339-07237-2 2014.10

大倉元宏
（おおくら・もとひろ）
共著
コロナ 社

清水美知子
（しみず・みちこ）
共著

タとPDFデータを収録したCD-ROM 付き。

*1031840312*
23

ケアマネ・福祉職のための精神疾患ガイド
疾患・症状の理解と支援のポイント

社会

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
山根俊恵
（やまね・としえ）
編著
分類◎369.28 件名◎精神障害者福祉
中央法規出版
ヤケ 255p
ケアマネ・福祉職に向けて、様々な精神疾患の特徴から症状とその対応方法、服 冊子版 978-4-8058-5442-6 2016.12

薬時の注意点、多職種連携、活用できる制度など、現場で活きるノウハウをわか
りやすく解説。統合失調症、統合失調感情障害の当事者の手記も掲載。

一隅を照らす蠟燭に 障がい者が “ ふつうに暮らす”を叶えるために

*1030939880*
社会

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎369.28 件名◎精神障害者福祉
昭和53年、知的障がい者の入所授産施設を開設。グループホームでの生活、障 タイ 237p
がい者の恋愛、罪に問われた障がい者・高齢者への支援など、福祉の常識を覆 冊子版 978-4-8058-5813-4 2018.11
田島良昭
（たじま・よしあき）
著
中央法規出版

す変革をなしとげ…。社会福祉法人南高愛隣会設立者の歩みを振り返る。

*1032413664*
心のバリアフリーを目指して 日本人にとってのうつ病 , 統合失調症

社会

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎369.28 件名◎精神障害者福祉
私たちの周辺における精神障害者への視線や理解、そして対応は、十分に改善さ ■コ 177p
れたと言い切ることができるだろうか。精神保健の知識と理解に関する面接調査と 冊子版 978-4-326-25066-0 2010.10
中根允文
（なかね・よしぶみ）
著
勁草書房

吉岡久美子
（よしおか・くみこ）
著

国際比較研究から、日本人のメンタルヘルスリテラシーを探る。

*1030884569*
精神障害と人権 社会のレジリエンスが試される

社会

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎369.28 件名◎精神障害者福祉
医療や障害者に関わる法制のなかで、特異な位置を占める精神障害者法制。精 ヨセ 187p
神障害者が関わる問題について、法、とりわけ人権の観点から分析・検討し、重 冊子版 978-4-589-04050-3 2020.01
横藤田誠
（よこふじた・まこと）
著
法律文化社

大な社会問題に対する法的対応の意義とその限界を明らかにする。

*1031760411*
知的障害者家族の貧困 家族に依存するケア

社会

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎369.28 件名◎知的障害 タチ
母親が障害のある子どものケアに専念しなければならないのはなぜか。その前提と 151p
なる家族に依存した障害者の生活はどのような構造なのか。家計を切り口に、知的 冊子版 978-4-589-04066-4 2020.04
田中智子
（たなか・ともこ）
著
法律文化社

障害者家族の生活－障害・ケア・貧困の構造的関連性を分析・考察。

*1032413717*
われわれが災禍を悼むとき 慰霊祭・追悼式の社会学

社会

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎369.3 件名◎災害 フワ 220,12p
災禍という不条理に遭い、大切な人々を失い、遺される者達。繰り返し集い、祈り 冊子版 978-4-7664-2654-0 2020.03
福田雄
（ふくだ・ゆう）
著
慶應義塾大学出版会

を捧げる被災者や遺族、支援者や宗教者達。東日本大震災、スマトラ島沖地震
の被災地における儀礼をあとづけ、人々が苦難と向き合う軌跡を辿る。

*1031814547*
災害復興の経済分析 持続的な地域開発と社会的脆弱性
〈KDDI 総合研究所叢書 9〉
林万平
（はやし・まんぺい）
著
勁草書房

災害復興のための初期投資、復興過程の進展を推計するための手法を検討し、
国内外の災害復興過程を長期的に検証。復興の取り組みにおける諸課題や将来
の大災害による被害の軽減について論じる。

24

社会
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎369.3 件名◎災害復興 ハサ
299p
冊子版 978-4-326-50467-1 2019.12

*1031434003*

被災したあなたを助けるお金とくらしの話

社会
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎369.3 件名◎災害予防 オヒ
136p
冊子版 978-4-335-55200-7 2020.03

岡本正
（おかもと・ただし）
著
弘文堂

自然災害で被害を受けても、絶望せず、前を向いて一歩を踏み出すために－。「貴
重品がなくなった」「支払いができない」といったパートごとに、生活再建への法律
や制度を伝える。『リスク対策ドットコム』連載に加筆・修正。

DL不可

*1032310345*
津波のあいだ、生きられた村

社会

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎369.31 件名◎津波－歴史 ■ツ
明治三陸地震、昭和三陸地震の津波の最高遡上高を記録した岩手県大船渡市・ 119p
綾里。昭和三陸地震から東日本大震災までの「津波のあいだ」や、避難、復興といっ 冊子版 978-4-306-07353-1 2019.09
饗庭伸
（あいば・しん）
著
鹿島出版会

青井哲人
（あおい・あきひと）
著

た東日本大震災からの8年の実態を写真や図と共に明らかにする。

*1032326685*
東日本大震災と
〈自立・支援〉の生活記録

社会

Records of‘Independence and Support'of/to the Victims'
Refugee Lives in the Great East Japan Earthquake

吉原直樹
（よしはら・なおき）
編著
六花出版

山川充夫
（やまかわ・みつお）
編著

東日本大震災から9年。復興の現状や〈自立・支援〉の諸相をあきらかにし、復
興の記録の方法とレガシーの中身を検討。
〈自立・支援〉の「いま」と「これから」
を問い質す。ジャケットそでにテキストデータ引き換え券あり。

東日本大震災と
〈復興〉の生活記録

Records of‘Restoration'of the Victims'Refugee Lives in the
Great East Japan Earthquake

吉原直樹
（よしはら・なおき）
編著
六花出版

似田貝香門
（にたがい・かもん）
編著

東日本大震災における復興のありようを、とくに人びと（被災者）の生活世界に照
準を合わせて明らかにしようとする多数の記録を集成。「復興組織における組織間
関係の変遷」「被災地釜石の住民運動」などを収録。

東日本大震災と被災・避難の生活記録 Records of the

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎東日本大震災
（2011）■
ヒ 846p
冊子版 978-4-86617-097-8 2020.07

*1032282648*
社会

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎369.31 件名◎東日本大震災
（2011）■ヒ 774p
冊子版 978-4-86617-027-5 2017.03

*1032323710*
社会

Victims'Refuge Lives in the Great East Japan Earthquake

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
吉原直樹
（よしはら・なおき）
編著 仁平義明
（にへい・よしあき）
編著
分類◎369.31 件名◎東日本大震災
六花出版
（2011）■ヒ 770p
被災直後から現在に至るまでの被災者の様相をまとめた調査報告集。復興の過程 冊子版 978-4-905421-80-1 2015.03

やボランティア活動、コミュニティの実際、メディアの情報発信のありようを、社会学・
防災学・心理学など多様な研究分野から分析・検証する。

トモダチ作戦の最前線 福島原発事故に見る日米同盟連携の教訓
磯部晃一
（いそべ・こういち）
著
彩流社

震災と原発事故という大災害に自衛隊は約10万人を動員し、米軍も最大時1万6千
人、艦艇約15隻、航空機140機が参加した。平常の災害出動とは全く異なる事態
における日米の政府、自衛隊・米軍の行動を証言で克明に綴る。

*1032383747*
社会
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎369.36 件名◎福島第一原子力発
電所事故
（2011）イト 287p
冊子版 978-4-7791-2603-1 2019.08

*1030945570*
「難民」
をどう捉えるか 難民・強制移動研究の理論と方法
小泉康一
（こいずみ・こういち）
編著
慶應義塾大学出版会

難民・強制移動民に関する研究はますます盛んになってきている。その研究領域、
主要論点、分析視角・方法を学際的・国際的な視野から整理。基本文献から最
新の研究事例までを包括的に紹介する。

社会
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎369.38 件名◎難民 コナ 384p
冊子版 978-4-7664-2607-6 2019.10

*1031340600*
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子ども家庭福祉論 子どもの平和的生存権を礎に

社会

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 7,150円 + 税
分類◎369.4 件名◎児童福祉 ヨコ
「平和と共生」をコンセプトとする子ども家庭福祉のあり方を考える一冊。子ども家 199p
庭福祉の理念、歴史的発展、制度と実施体系、サービス、ソーシャルワークの概要、 冊子版 978-4-8429-1771-9 2020.04
吉田明弘
（よしだ・あきひろ）
編著
八千代出版

山本希美
（やまもと・きみ）
ほか著

子ども家庭福祉をめぐる諸課題などについて解説する。

*1032413815*
子育て支援

社会

小橋明子
（こはし・あきこ）
監修・執筆
中山書店

木脇奈智子
（きわき・なちこ）
編集・執筆

保育士養成課程の「相談援助」と「保育相談支援」をまとめた新教科目「子育
て支援」のテキスト。子どもや保護者のおかれている現状や子育て支援 サービス
の実態、諸外国の子育て支援の現状などを解説。演習も多数収録。

同時アクセス1 5,324円 + 税
同時アクセス3 7,986円 + 税
分類◎ 件名◎子育て支援 ■コ 182p
冊子版 978-4-521-74832-0 2020.07
DL不可

*1031983461*
子育て支援を労働として考える Care Work

社会

同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎369.4 件名◎子育て支援 ■コ
保育労働と地域子育て支援労働を総称する「子育て支援労働」という概念を打ち 225p
立て、社会経済的視点から支援従事者の労働と身分保障の問題を考える。さらに、 冊子版 978-4-326-60327-5 2020.02
相馬直子
（そうま・なおこ）
編著
勁草書房

松木洋人
（まつき・ひろと）
編著

子育て支援をめぐる労働実態を、データをもとに明らかにする。

*1031670284*
保育と子ども家庭支援論
井村圭壯
（いむら・けいそう）
編著
勁草書房

今井慶宗
（いまい・よしむね）
編著

保育士養成課程の科目「子ども家庭支援論」に対応するテキスト。変貌する社
会において、保育士として必要な子ども家庭支援の各領域の意義・内容・課題や
今後の動向について、体系的に解説する。

社会
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎369.4 件名◎子育て支援 ■ホ
126p
冊子版 978-4-326-70114-8 2020.01
DL不可

*1031616134*
赤ちゃんポストと緊急下の女性 未完の母子救済プロジェクト

社会

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎369.41 件名◎母子福祉 カア
緊急下の女性という最も暗き存在に光を当て、赤ちゃんポストの本質的な課題に迫っ 257,10p
た本。赤ちゃんポストのこれまでの議論を包括し、ドイツ語圏の赤ちゃんポストの実 冊子版 978-4-7628-2805-8 2013.05
柏木恭典
（かしわぎ・やすのり）
著
北大路書房

態や研究の動向を踏まえ、今、何が問題なのかを正しく示す。

*1031115520*
大阪ミナミの子どもたち

歓楽街で暮らす親と子を支える夜間教室の日々

社会

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎369.41 件名◎母子福祉 キオ
173p
孤独、貧困、暴力被害、ドラッグ、家族離散…。西日本最大の歓楽街で様々な 冊子版 978-4-7791-2612-3 2019.09
金光敏
（きむ・ぐぁんみん）
著
彩流社

問題を抱える子どもたち・親たちに、地域に根を下ろし手を差し伸べ見守り続けた
「Minamiこども教室」の活動の軌跡。

大阪ミナミの子どもたち

歓楽街で暮らす親と子を支える夜間教室の日々

*1031980206*
社会

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎369.41 件名◎母子福祉 キオ
173p
孤独、貧困、暴力被害、ドラッグ、家族離散…。西日本最大の歓楽街で様々な 冊子版 978-4-7791-2612-3 2019.09
金光敏
（きむ・ぐぁんみん）
著
彩流社

問題を抱える子どもたち・親たちに、地域に根を下ろし手を差し伸べ見守り続けた
「Minamiこども教室」の活動の軌跡。

26

DL不可 EPUB

*1031980215*

名前のない母子をみつめて

日本のこうのとりのゆりかご ドイツの赤ちゃんポスト
蓮田太二
（はすだ・たいじ）
著
北大路書房

柏木恭典
（かしわぎ・やすのり）
著

日本初となる赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」を設置した病院理事長自身の
回想から、ポスト誕生の背景に迫る。先行するドイツでの実態レポート、匿名・内
密出産についても議論し、日本での母子支援のあり方を問う。

感情や行動をコントロールできない子どもの理解と支援

児童自立支援施設の実践モデル

社会
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎369.41 件名◎母子福祉 ハナ
200p
冊子版 978-4-7628-2933-8 2016.04

*1031115519*
社会

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
大原天青
（おおはら・たかはる）
著
分類◎369.43 件名◎児童養護施設 オ
金子書房
カ 223p
日々子どもと関わる専門職を対象に、情緒や行動上の問題を示す子どもと家族に対 冊子版 978-4-7608-2429-8 2019.10

する理解と支援について、地域、社会資源の活用や法制度も含めた理論と実践を
具体的に紹介する。

現代の保育と社会的養護Ⅰ

DL不可 EPUB

*1031491789*
社会

同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎369.43 件名◎社会的養護 ■ゲ
保育士養成課程の科目「社会的養護Ⅰ」に対応するテキスト。現代社会における 132p
社会的養護の意義と歴史的変遷、社会的養護の基本、制度と実施体系、対象・ 冊子版 978-4-326-70115-5 2020.01
井村圭壯
（いむら・けいそう）
編著
勁草書房

今井慶宗
（いまい・よしむね）
編著

形態・専門職など、保育士として必要な知識と技能をまとめる。

DL不可

*1031616135*
子どものこころに寄り添う営み

社会

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎369.43 件名◎社会的養護 ムコ
様々な問題を抱える子どもとの関わりのなかで、問題行動の背後に潜む心情にどう 229p
辿りつき、そのもつれた思いをいかに解くか。稀代の臨床家が、子どものこころの治 冊子版 978-4-7664-2631-1 2019.10
村瀬嘉代子
（むらせ・かよこ）
著
慶應義塾大学出版会

癒・成長をめざす全ての人に、その真髄を伝える。

*1031137207*
児童虐待の社会福祉学 なぜ児童相談所が親子を引き離すのか
篠原拓也
（しのはら・たくや）
著
大学教育出版

児童虐待が疑われるケースで、しばしば対立する親と児童相談所。両者が疲弊す
る対立は、児童の最善の利益の観点からも問題である。そのような状況をもたらす
仕組みを社会福祉学の立場から考察する。現場専門職との対談も収録。

社会
同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎369.43 件名◎児童相談所 シジ
186p
冊子版 978-4-86692-048-1 2019.10

*1031272478*
里親制度の史的展開と課題

社会的養護における位置づけと養育実態

社会

同時アクセス1 20,790円 + 税
同時アクセス3 31,240円 + 税
分類◎369.43 件名◎里親制度－歴史
キサ 313,64p
児童養護に関し里親等家庭養護に委託する割合を大幅に増やす方針が出された 冊子版 978-4-326-60322-0 2019.10
貴田美鈴
（きだ・みすず）
著
勁草書房

「新しい社会的養育ビジョン」。戦後の里親制度を振り返るとともに、当事者へのイ
ンタビュー調査を通じ、今後の制度の課題を浮かび上がらせる。

医療通訳と保健医療福祉 すべての人への安全と安心のために
李節子
（り・せつこ）
編著
杏林書院

医療通訳は、なぜ必要なのか。医療通訳はどんなことをするのか。いま、日本での
医療通訳の取り組みはどうなっているのか－。保健医療福祉の専門職者らが、医
療通訳の理念、必要性、取り組みといった医療通訳の基本を解説する。

*1031340506*
社会
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎369.9 件名◎医療社会事業 リイ
177p
冊子版 978-4-7644-0535-6 2015.08

*1031843645*
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これが MSW の現場です 医療ソーシャルワーカーの仕事
2015年補訂版

社会

同時アクセス1 2,200円 + 税
同時アクセス3 4,400円 + 税
菊地かほる
（きくち・かおる）
著
分類◎369.92 件名◎医療ソーシャルワー
医学通信社
ク キコ 230p
患者が抱えている生活課題を患者自身が解決できるように、福祉の視点から側面的 冊子版 978-4-87058-599-7 2015.06

援助を行なう、医療ソーシャルワーカー（MSW）の365日を紹介。仕事内容や必
要な知識、MSWになるための方法も教えます。

逃避型ネット依存の社会心理

*1030555826*
社会

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎371.42 件名◎青少年問題 オト
インターネットへの依存を生じさせるものとは。計2万6千人の中高生への調査から、 210p
心理ストレス要因とネット依存傾向をネット逃避が媒介し、現実生活に実害が生じ 冊子版 978-4-326-25138-4 2020.01
大野志郎
（おおの・しろう）
著
勁草書房

る構造を検証。適切なストレス対処スキルの教育を提言する。

*1031434000*
医療と介護の事業マネジメント 持続可能な制度と経営を実現する
青木正人
（あおき・まさと）
編
メディカ出版

医療・介護のアウトカムは、患者・利用者が本当に望んでいる生活が実現したか
どうかにある。マネジメントから見る医療・介護の未来、生産性向上に資する革新
的現場レポートなど、最新の知見と実践を紹介する。

社会
同時アクセス1 8,525円 + 税
同時アクセス3 11,275円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院経営 ■イ
143p
冊子版 978-4-8404-6845-9 2019.11

*1031274477*
事例でわかるケアマネジャーのトラブル 対応の手引
神奈川県介護支援専門員協会
新日本法規出版

ケアマネジャーが業務の中で直面する、利用者やその家族、医師、介護事業者
などとの間のトラブル事例を取り上げています。各事例では、トラブル発生時の対
応やアフターケアなどを具体的に紹介・解説しています。

社会
同時アクセス1 5,115円 + 税
同時アクセス3 11,935円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7882-8607-8

2019

*1030988258*
保母と重度障害者施設 ―富士学園の3000日―
池田 , 智恵子
彩流社

政府が「福祉元年」をうたい福祉政策を打ち出した1973年、都下の重度障害者
施設の閉鎖をめぐって保母達の自主管理が地域を巻き込んで始まった。7年8ヵ月に
わたって続けられた生活を賭けた闘いの記録は福祉行政の明日を照す。

社会
同時アクセス1 4,730円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-294-7

1994

*1030945547*
歴史のなかの女性 ―人類学と法社会学からの考察―
江守 , 五夫
彩流社

婚姻史や家族論で刺激的な論考を展開する独特のアプローチによる女性史論。
第1部／母権と父権 第2部／近代市民社会の家父長制とその止揚 第3部／日
本女性史に関する二つの問題―古代女性史／沖縄における祭祀継承の慣習と女
性。

ポスト・コロナショックの学校で教師が考えておきたいこと
東洋館出版社編
東洋館出版社

赤坂真二
（あかさか・しんじ）
ほか著

教育格差、オンライン授業、感染症対策など、「ポスト・コロナショックの学校」
で生じる課題と対応策について論じる。研究者、管理職、教諭、NPO 法人、専
門職など、教育に携わる多種多様な分野の有識者25人の提言を収録。

社会
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-365-4

*1030945559*
教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎ 件名◎教育 ■ポ 172,3p
冊子版 978-4-491-04153-7 2020.06
DL不可 EPUB

*1032353047*
28

1995

よい授業とは何か

教育

川田龍哉
（かわだ・たつや）
著
学文社

先人の実践者、研究者の言葉を中心に、
「教育とはなにか」
「授業とはなにか」
「子
どもとはなにか」について改めて問い直し、その先にある「よい授業とは何か」に
ついて考察する。

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎370.4 件名◎教育 カヨ 260p
冊子版 978-4-7620-2887-8 2019.03

*1030910477*
ライフデザイン力 未来を切り開く力の育み方

教育

同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎370.4 件名◎教育 イラ 207p
ベースとなる価値観や哲学 =「志」を自らつくり上げながら、未来を設計・構想し 冊子版 978-4-487-81230-1 2019.03
池田弘
（いけだ・ひろむ）
著
東京書籍

実現していく力 =「ライフデ ザイン力」をいかにして育むか。著者が代表を務める
NSGグループが教育関連事業の中で培ってきた成果を紹介する。

DL不可 EPUB

*1032267600*
教育研究のための質的研究法講座

教育

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎370.7 件名◎教育研究 セキ
教育領域において質的研究をするための方法を、わかりやすく解説した本。質的研 242p
究法の具体的な進め方を説明したのち、
より専門的な理論やテクニック等を紹介する。 冊子版 978-4-7628-2809-6 2013.07
関口靖広
（せきぐち・やすひろ）
著
北大路書房

*1032326650*
教育の原理 Q＆A 教育学 第3版

教育

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎371 件名◎教育学 ■キ 242p
大学、短期大学における教職科目の基本的なテキスト。教育の内容や教育の方法、 冊子版 978-4-589-03597-4 2014.04
林勲
（はやし・いさお）
編
法律文化社

生徒指導、教育制度、生涯学習、人と思想などを、わかりやすく、コンパクトにQ
＆A 形式で解説する。今日の学校教育の諸問題を取り上げた第3版。

*1031574986*
最新教育原理 第2版
安彦忠彦
（あびこ・ただひこ）
編著
勁草書房

教育
石堂常世
（いしどう・つねよ）
編著

教職科目「教育原理」のテキストおよび教育学を学ぶための入門書。基礎知識
を網羅し、最新の課題、歴史的事項、臨床的問題を平易に説く。道徳教育、外
国語教育、特別支援教育に関する記述を大幅に改稿。新学習指導要領対応。

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎ 件名◎教育学 ■サ 235p
冊子版 978-4-326-25142-1 2020.05
DL不可

*1031873788*
幼稚園教諭・保育教諭をめざす人のための教育学入門

教育

同時アクセス1 2,420円 + 税
同時アクセス3 4,840円 + 税
分類◎ 件名◎教育学 ■ヨ 200p
幼稚園教諭・保育教諭をめざす人にとって必要と考えられるエッセンスを抽出した 冊子版 978-4-86692-064-1 2020.05
橋本勇人
（はしもと・はやと）
編著者代表
大学教育出版

教育学入門書。教育の基礎理論、学習と教育場面の心理学、子ども理解の理論
と方法、子どもと身体表現など、17のテーマでまとめる。

*1031853777*
教育現象のシステム論（教育思想双書 4）
石戸 , 教嗣
勁草書房

個性，学力，不登校…今日の日本の教育現実を，ルーマンの社会システム論を応
用して内在的 / 外在的に捉えなおし，鮮明な見取図を示す！

教育
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-326-29876-1

2003

*1030884570*
29

アメリカ進歩主義教育の源流 ブロンソン・オルコット思想研究

教育

〈早稲田大学エウプラクシス叢書 020〉

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
山本孝司
（やまもと・たかし）
著
分類◎371.253 件名◎オールコット,A.B.
早稲田大学出版部
ヤア 306p
超越主義者と呼ばれる思想家の中で、学校教育に教師として専門的に関わった唯 冊子版 978-4-657-20801-9 2020.01

一の人物、ブロンソン・オルコット。アメリカ教育思想史に、超越主義がどのように
影響したのかを考察し、知られざるオルコット像を説き明かす。

学力テストで測れない非認知能力が子どもを伸ばす

*1031460103*
教育

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎371.3 件名◎教育社会学 ナガ
コミュニケーション能力や思いやり・共感性、忍耐力・自制心、意欲・向上心など、 255p
テストでは数値化が難しい非認知能力は、どう身に付くのか。理論と実際を交えて 冊子版 978-4-487-81154-0 2018.11
中山芳一
（なかやま・よしかず）
著
東京書籍

わかりやすく解説し、産官学民で始まっている挑戦も紹介する。

*1032267591*
教育格差のかくれた背景 親のパーソナルネットワークと学歴志向
荒牧草平
（あらまき・そうへい）
著
勁草書房

親の交際相手について調査した結果から、親族やママ 友などの学歴や考え方が
親の学歴志向を媒介して関与していることを実証的に析出する。教育格差の生成
メカニズムに迫り、親への支援に結び付けようとする研究。

教育
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎371.3 件名◎教育格差 アキ
247p
冊子版 978-4-326-60319-0 2019.08

*1030990063*
教育社会学の20人 オーラル・ヒストリーでたどる日本の教育社会学

教育

同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 36,630円 + 税
分類◎371.3 件名◎教育社会学 ■キ
戦後発足した教育社会学という学問領域はどのような形で発展を遂げていったの 277,11p
か。一時代を築いた20人の研究者たちの「証言記録」をもとに、オーラル・ヒストリー 冊子版 978-4-491-03583-3 2018.09

日本教育社会学会編
東洋館出版社

加野芳正
（かの・よしまさ）
責任編集

ならではの「新しい事実を発掘」し、後世に伝える試み。

DL不可 EPUB

*1032353003*
自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ
家庭、学校、職場で生かせる!

中山芳一
（なかやま・よしかず）
著
東京書籍

「正解」ではなく「納得解」を見出す力で先の見えない時代を生き抜く! 子どもも大
人も、いつものくらしの中で非認知能力が伸びる・伸ばせる心がけと具体例を、イラ
ストを交えてわかりやすく紹介する。

大学なんか行っても意味はない ? 教育反対の経済学

教育
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎ 件名◎教育社会学 ナジ 223p
冊子版 978-4-487-81402-2 2020.07

*1032267597*
教育

同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎371.3 件名◎教育経済学 カダ
教育の最大の役割は学生のスキルを伸ばすことではなく、協調性などへのお墨付き 414,104p
を与えることにある－。経済学の概念「シグナリング」をキーワードに、現在の教 冊子版 978-4-622-08819-6 2019.07
ブライアン・カプラン著 月谷真紀
（つきたに・まき）
訳
みすず書房

育システムの問題点を実証データで分析、問題解決への道筋を示す。

*1031274418*
学校が消えた ―山村の義務教育125年―

教育

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
岩手の山村へき地は「学制」当初から他地域に比べて学校設置が遅れた実態を 冊子版 978-4-88202-471-2
畠山 剛
彩流社

明らかにし、地域住民が自ら「小さな学校」を設立する過程や、戦後の学校統廃
合と村の過疎化の問題等を法制と地域社会の実情との関連から考察する。

*1031980141*
30

1998

学校開放でまち育て ―サスティナブルタウンをめざして―

教育

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
東京湾の埋立地にあるニュータウン秋津は、どこにでもある小学校の機能と施設を 冊子版 978-4-7615-1236-1
岸 裕司
学芸出版社

住民と協働・共有するユニークな地域づくりで注目されている。住民たちが「子縁」
でつながり、秋津小を拠点に築いてきたコミュニティが、少子高齢化によるまちの衰
退に抗し、いかに次世代育ちを実現しようとしているのか、その取組と課題に迫る。

やさしい教育心理学 第5版 〈有斐閣アルマ Interest〉

2008

*1031853769*
教育

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎371.4 件名◎教育心理学 カヤ
教育心理学の基本的な事柄について、図表やコラムを豊富に用いて丁寧にわかり 308p
やすく解説。心理学的なものの見方、考え方が理解・把握できるように工夫した入 冊子版 978-4-641-22146-8 2019.12
鎌原雅彦
（かんばら・まさひこ）
著
有斐閣

竹綱誠一郎
（たけつな・せいいちろう）
著

門テキスト。「いじめ」「不登校」の統計データを刷新した第5版。

DL不可

*1031533267*
実践につながる教育心理学

教育

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎ 件名◎教育心理学 ■ジ 233p
2019年度より実施の教員養成課程コアカリキュラムに対応した教育心理学のテキ 冊子版 978-4-8429-1778-8 2020.07
谷口篤
（たにぐち・あつし）
編著
八千代出版

豊田弘司
（とよた・ひろし）
編著

スト。「子どもの発達の理解」「学習の理解」「生徒の理解と授業・評価」「困難
を抱える子どもたち」の4部構成。模擬試験問題も収録する。

*1032413818*
メタ認知で〈学ぶ力〉
を高める

認知心理学が解き明かす効果的学習法

三宮真智子
（さんのみや・まちこ）
著
北大路書房

学習者にとって、自分の学びを一段高い所から俯瞰し、よりよい方向に導く「メタ認
知」。メタ認知の基本的な内容を説明し、学習について知っておきたいメタ認知的
知識を「知識獲得・理解」「意欲・感情」などに分けて解説する。

メタ認知の促進と育成 概念的理解のメカニズムと支援

教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎371.41 件名◎学習心理学 サメ
173p
冊子版 978-4-7628-3037-2 2018.09

*1031115515*
教育

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 14,080円 + 税
分類◎371.41 件名◎学習心理学 フメ
教育心理学・認知心理学を専門とする著者が5つの研究を通して、自立的に学習 203p
を進める基盤となるメタ認知をいかに高められるかを検討。5つの研究の知見をまと 冊子版 978-4-7628-2925-3 2016.03
深谷達史
（ふかや・たつし）
著
北大路書房

めなおすとともに、そこから引き出しうる理論的意義を考察する。

*1031115516*
学習科学ガイドブック 主体的・対話的で深い学びに導く

教育

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎371.41 件名◎学習心理学 ■ガ
学び手が深く学ぶメカニズムや学習環境を整理。学習科学の研究領域内でよく知 226p
られている効果的な授業実践研究、授業設計に欠かせない考え方や評価方法に 冊子版 978-4-7628-3080-8 2019.09
大島純
（おおしま・じゅん）
編
北大路書房

千代西尾祐司
（ちよにしお・ゆうじ）
編

ついて具体的に紹介する。

*1031828332*
教師の勝算 勉強嫌いを好きにする9の法則
Daniel T.Willingham 著
東洋館出版社

恒川正志
（つねかわ・まさし）
訳

なぜ子どもは、テレビで見たことは全部覚えているのに、教師の言うことは全部忘れ
るのか。子どもの学習スタイルによって、教えかたをどう変えるか。脳科学に基づ
いた授業改善を提案する。

教育
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎371.41 件名◎学習心理学 ウキ
373,11p
冊子版 978-4-491-03682-3 2019.05
DL不可 EPUB

*1030988324*
31

「いじめ」
をなくす! 「BE A HERO」プロジェクトの挑戦
IWA JAPAN 著
東洋館出版社

科学でいじめのない世界を創る!「いじめ問題」を活動テーマに、2017年11月に発
足した「BE A HERO」プロジェクトの取組の様子と、実際に行っているプログラ
ムの内容を紹介。いじめの基礎知識も解説する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎371.42 件名◎いじめ ■イ 107p
冊子版 978-4-491-03754-7 2019.09

*1032352982*
登校拒否・ひきこもりからの “ 出発
（たびだち）
”

「よい子」の苦悩と自己形成
前島康男
（まえじま・やすお）
著
東京電機大学出版局

社会問題となっている「登校拒否」と「ひきこもり」。長年、登校拒否・ひきこもり
の研究を行ってきた著者が、その原因を掘り下げるとともに、当事者の意見に学び、
2つの現象の関係をつかみ、問題解決の道筋を提起する。

教室でできる気になる子への認知行動療法

「認知の歪み」から起こる行動を変える13の技法

教育
同時アクセス1 5,626円 + 税
同時アクセス3 8,440円 + 税
分類◎371.42 件名◎不登校 マト 185p
冊子版 978-4-501-63260-1 2020.03

*1032326681*
教育

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎371.43 件名◎スクールカウンセリ
ング マキ 158p
発達障害、非行、いじめ、自殺、摂食障害…。いわゆる不適応状態の子どもたち 冊子版 978-4-8058-5754-0 2018.10
松浦直己
（まつうら・なおみ）
著
中央法規出版

を認知行動療法を活用して理解し、具体的に支援する方法を、イラストを交えてわ
かりやすく紹介する。

心理臨床の育み
宮前理
（みやまえ・おさむ）
編著
八千代出版

*1032413661*
教育

沼山博
（ぬまやま・ひろし）
ほか著

教員やカウンセラーを目指す学生、現職教員、スクールカウンセラー等に向けて、
生徒指導の実践、不登校の実態と各種の支援、子どもが直面しやすい心身の危
機とその援助などを解説。「育み」の観点を通底させて論じる。

同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,380円 + 税
分類◎ 件名◎スクールカウンセリング ミシ
255p
冊子版 978-4-8429-1772-6 2020.04

*1032413816*
シュタイナーの教育思想 その人間観と芸術論
柴山英樹
（しばやま・ひでき）
著
勁草書房

シュタイナーはなぜ「芸術活動を通じた人間形成」という観点を重視したのか。彼
の教育思想を支える独自の人間観に歴史的文脈から迫り、芸術論や教育思想の
意味内実を解明する。

教育
同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎371.5 件名◎教育 シシ 306p
冊子版 978-4-326-25071-4 2011.09

*1032356312*
複数言語環境で生きる子どものことば育て

「まなざし」に注目した実践 〈早稲田大学エウプラクシス叢書 022〉
中野千野
（なかの・ちの）
著
早稲田大学出版部

見る・見られるという関係性のもとに、視線や態度、ことばなど、非言語・言語行動
に現れる認識的枠組み「まなざし」の観点から、幼少期より複数言語環境で成長
する子どもへの日本語教育実践を考える。

総力戦体制下の〈教育科学研究会〉
生活教育とカリキュラムの再編成

金智恩
（きむ・ちうん）
著
六花出版

1930年代の民間教育運動の主体であった教育科学研究会による教育制度改革論
とは如何なるものだったか。「大衆青年教育の確立」という改革方針に注目し、理
論の全容を解明する。ジャケットそでにテキストデータ引換券あり。
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教育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎371.5 件名◎外国人
（日本在留）
ナフ 306p
冊子版 978-4-657-20803-3 2020.04

*1032383771*
教育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 6,380円 + 税
分類◎ 件名◎日本－教育 キソ 356p
冊子版 978-4-86617-091-6 2020.07

*1032282647*

日本教育史事典 トピックス1868-2010

教育

同時アクセス1 47,300円 + 税
同時アクセス3 85,140円 + 税
分類◎ R372.106 件名◎日本－教育 ■
1868～2010年の143年間の日本の教育に関するトピック3776件を、年月日順に年 ニ 488p
表形式で掲載。教育政策・制度、関連の法律、教育現場の事件など幅広いテー 冊子版 978-4-8169-2316-6 2011.05

日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

マを収録。巻末に分野別・人名・事項名索引付き。

*1032442125*
震災と学校のエスノグラフィー 近代教育システムの慣性と摩擦

教育

同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎372.122 件名◎陸前高田市－教
学校は災害経験とどう向きあってきているのか。東日本大震災・被災地の中学校に 育 ■シ 322,6p
おける継続的な調査・分析により、教師・生徒の震災経験の位置づけや学校文化 冊子版 978-4-326-25140-7 2020.02
清水睦美
（しみず・むつみ）
著
勁草書房

妹尾渉
（せのお・わたる）
著

の変容を明らかにし、災害は近代学校に何をもたらしうるのかを検討。

*1031670281*
世界史のなかの台湾植民地支配 台南長老教中学校からの視座
駒込武
（こまごめ・たけし）
著
岩波書店

1885年、英国の宣教師が台湾に設立した台南長老教中学校。植民地台湾で芽
生えた自治的な空間形成の夢をつぶさに追い、複雑に交錯する諸帝国主義の暴力
性を、グローバルな全体像において明らかにする。

教育
同時アクセス1 49,500円 + 税
同時アクセス3 148,500円 + 税
分類◎372.224 件名◎台湾－教育 コセ
711,166p
冊子版 978-4-00-061073-5 2015.10

*1031004533*
ハーレム・チルドレンズ・ゾーンの挑戦
貧乏人は教育で抜け出せるのか ?

教育

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎ 件名◎アメリカ合衆国－教育 タハ
321,11p
教育で貧しい子供のたどる軌道を変える－。地域の子供を一人として取りこぼすこと 冊子版 978-4-622-08898-1 2020.05

ポール・タフ著
みすず書房

高山真由美
（たかやま・まゆみ）
訳

のないような、密に編まれたセーフティネットを用意することを目指したNPO の実践を
紹介する。

現代日本教育費政策史

戦後における義務教育費国庫負担政策の展開

*1032433698*
教育

同時アクセス1 57,420円 + 税
同時アクセス3 86,130円 + 税
分類◎373.4 件名◎教育費国庫補助 イ
ゲ 1320,35p
戦後、義務教育費をめぐる政策はどのように議論され、国庫負担制度はいかに成立・ 冊子版 978-4-326-25141-4 2020.02
井深雄二
（いぶか・ゆうじ）
著
勁草書房

確立していったか。資料を基に詳細に分析する。義務教育財政のあるべき原則を
考える上で不可欠な、前著「近代日本教育費政策史」に続く戦後編。

世界基準の教師の育て方 新任教師を成功させる育成プログラム

*1031533218*
教育

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎373.7 件名◎教員養成 ブセ
教師の離職率を抑え、成果を上げさせるには? アメリカの様々な学校で実施されて 215p
いる、新任教師を成功に導く育成プログラム「インダクション・プログラム」。その 冊子版 978-4-491-03658-8 2019.03
アネット・ブロー著
東洋館出版社

ハリー・ウォン著

取組と考え方を徹底解説する。

DL不可 EPUB

*1030988321*
戦後教員養成改革と
「教養教育」

教育

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 6,820円 + 税
分類◎373.7 件名◎教員養成－歴史 ヤ
「一般教養を重視して師範タイプ（戦前の師範学校で養成された小学校教員）を セ 284p
克服する」という戦後教員養成の理念に着目。この理念が、教員養成系大学・学 冊子版 978-4-86617-023-7 2017.01
山崎奈々絵
（やまざき・ななえ）
著
六花出版

部では発足当初から実質がともなわなかったことを明らかにする。

*1031843692*
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「社会に開かれた教育課程」
を実現する学校づくり
具体化のためのテーマ別実践事例15

貝ノ瀬滋
（かいのせ・しげる）
監修
学事出版

稲井達也
（いない・たつや）
編著

地域との協働で作り上げる防災授業、
「観光教育」を取り入れた社会科指導など、
「社会に開かれた教育課程」を進める学校づくりの実践事例15件を紹介。その実
現に向けた教育委員会との連携の在り方や校長の役割等も概説する。

47のエピソードで学ぶ学校のリスクマネジメント

日常的なトラブルへの実践的対応
櫻井靖久
（さくらい・やすひさ）
著
学事出版

生徒の盗撮事件、落下事故、DV 被害生徒の転校、飴玉覚醒剤事件、実力派
教師のいい加減さ、書籍強要への対処…。学校のリスクマネジメントについて、
自身が経験・見聞した事例を総括を添えて紹介する。

IT 超初心者のための edumap 活用スピードガイド
edumap 公式マニュアル

教育
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎374 件名◎学校経営 ■シ 119p
冊子版 978-4-7619-2521-5 2018.12

*1030910496*
教育
同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 4,455円 + 税
分類◎374 件名◎学校経営 サヨ 175p
冊子版 978-4-7619-2554-3 2019.04

*1030910501*
教育

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎ 件名◎学校経営－データ処理 ア
ア 107p
学校向けウェブ サイト無償提供 サービス『edumap』の活用ガイド。申込みから 冊子版 978-4-7649-0616-7 2020.08
新井紀子
（あらい・のりこ）
編著
近代科学社

教育のための科学研究所監修

学校ウェブサイトの構築、情報発信までをわかりやすく解説するほか、標準設定以
上の操作スキルを身につけたい中級者向けの使い方も説明する。

スクールリーダーが知っておきたい60の心得
田中博史
（たなか・ひろし）
著
東洋館出版社

土居英一
（どい・えいいち）
著

若手もベテランも活躍できるようにするには、どうすればいいのか。働き方改革をど
う考えるか。日々の学級づくりの工夫は…。最強の4人の教師が若きスクールリーダー
に向け、学校を元気にする秘策を語る。

*1032310353*
教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎374 件名◎学校経営 ■ス 181p
冊子版 978-4-491-03575-8 2018.08
DL不可 EPUB

*1030988341*
学校をおもしろくする思考法 卓越した企業の失敗と成功に学ぶ

教育

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎374 件名◎学校経営 セガ 186p
子どもたちのために、よりよい学校にするには? Google、スターバックス、星野リゾー 冊子版 978-4-7619-2565-9 2019.07
妹尾昌俊
（せのお・まさとし）
著
学事出版

ト、トップ 棋士など、優れた企業等の先行事例や失敗を参考にしながら、日本の学
校が学べることをまとめる。

*1030910504*
「発問」する技術

発問の基本 ルール ASK の法則で、子どもの反応が驚くほど変わる!

栗田正行
（くりた・まさゆき）
著
東洋館出版社

「発問」には、子どもを成長させる力がある。Accept（受け入れる）、Seek（見
つけ出す）、Know（知る）の法則をもとに、アクティブ・ラーニングに活かせる発
問テクニックを多数紹介する。

マインドセット学級経営 子供の成長を力づける1年にする

教育
同時アクセス1 5,775円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎374.1 件名◎学級経営 クハ
185p
冊子版 978-4-491-03328-0 2017.03
DL不可 EPUB

*1030988328*
教育

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎374.1 件名◎学級経営 ブマ
学びに限界なんてない! 成長志向の学級づくりに関心がある教師の手引きとなるよう、 345,9p
毎月のマントラ（標語）や目標、レッスンプラン、アクティビティなど、具体的方略 冊子版 978-4-491-03665-6 2019.04

アニー・ブロック著
東洋館出版社

ヘザー・ハンドレー著

を紹介する。書き込み欄あり。

DL不可 EPUB

*1030988323*
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学級経営の教科書 Creative Classroom Management
白松賢
（しらまつ・さとし）
著
東洋館出版社

指導の手順は「見える化」する。
「みんな仲良しの学級」でなくていい。全員で「や
り抜く力」を育む…。イメージや経験ではなく、理論的に学ぶ学級経営の教科書。
小・中・高を貫く「学級経営の充実」の視点を示す。

教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎374.1 件名◎学級経営 シガ
237p
冊子版 978-4-491-03341-9 2017.03
DL不可 EPUB

*1030988336*
教職・情報機器の操作 教師のための ICTリテラシー入門

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎374.1 件名◎学級経営－データ
教職を目指す学生ならびに現職教員の ICT 活用による指導力の向上を目的としたテ 処理 ■キ 152p
キスト。校務文書や教材、ビデオアルバムの作成や成績処理等に役立つノウハ 冊子版 978-4-339-02855-3 2016.02

高橋参吉
（たかはし・さんきち）
共著
コロナ 社

下倉雅行
（しもくら・まさゆき）
共著

ウを解説する。Office 2013対応。

DL不可

*1031840274*
通常学級のユニバーサルデザインスタートダッシュQ＆A55
阿部利彦
（あべ・としひこ）
編著
東洋館出版社

授業・教室環境・人的環境のユニバーサルデザイン（UD）化で、より多くの子ど
もたちの「わかる・できる」を実現 ! 教育の UD 化についてQ＆A 形式で解説した
包括的な入門書。ケーススタディ、事例紹介などを盛り込む。

教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎374.1 件名◎学級経営 アツ
123p
冊子版 978-4-491-03419-5 2017.09

*1032352943*
通常学級のユニバーサルデザインプランZero 2 授業編

教育

〈授業の UD Books〉

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
阿部利彦
（あべ・としひこ）
編著
分類◎374.1 件名◎学級経営 アツ
東洋館出版社
150p
優れた授業には「5つのテクニック」がある! 授業をユニバーサルデザイン（UD） 冊子版 978-4-491-03157-6 2015.09

化する5つのテクニックとその実践アイディア、UD 化された授業の基本形と授業で
の子どもの反応の活かし方などを紹介する。

通常学級のユニバーサルデザインプランZero 気になる子の

「周囲」にアプローチする学級づくり 〈授業の UD Books〉
阿部利彦
（あべ・としひこ）
編著
東洋館出版社

授業のユニバーサルデザイン研究会湘南支部著

クラスを構成している人的環境に目を向け、発達が気になる子だけでなく、その周
囲にいる子どもたちの問題行動についての対処法を解説。周囲の子から広げる学
級づくりも具体的に紹介する。

「かかわり言葉」でつなぐ学級づくり

DL不可 EPUB

*1030988319*
教育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎374.1 件名◎学級経営 アツ
129p
冊子版 978-4-491-03055-5 2014.09
DL不可 EPUB

*1032352992*
教育

同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 アカ
学校で、さまざまな経験や手立てを通して〈コミュニケーション力〉〈学習〉〈基本 188p
的な生活習慣〉を付けてあげることで、子どもの総合的な人間力を養う。その際に 冊子版 978-4-491-03541-3 2019.06
青山由紀
（あおやま・ゆき）
著
東洋館出版社

助けとなる「かかわり言葉」を紹介する。

DL不可 EPUB

*1030988317*
「みんな」の学級経営 伸びるつながる 1年生
安部恭子
（あべ・きょうこ）
編著
東洋館出版社

稲垣孝章
（いながき・たかふみ）
編著

「学校が楽しい」と子供たち全員が思えるように、学級経営を学ぼう! 小学校1年生
の教室環境づくりから、学級づくりのコツ、教科別授業のコツ、学級遊びまでを、
イラストを交えて分かりやすく解説する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 ■ミ
134p
冊子版 978-4-491-03495-9 2018.03

*1032352974*
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「みんな」の学級経営 伸びるつながる 2年生
安部恭子
（あべ・きょうこ）
編著
東洋館出版社

稲垣孝章
（いながき・たかふみ）
編著

「学校が楽しい」と子供たち全員が思えるように、学級経営を学ぼう! 小学校2年生
の教室環境づくりから、学級づくりのコツ、教科別授業のコツ、学級遊びまでを、
イラストを交えて分かりやすく解説する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 ■ミ
134p
冊子版 978-4-491-03496-6 2018.03

*1032352975*
「みんな」の学級経営 伸びるつながる 3年生
安部恭子
（あべ・きょうこ）
編著
東洋館出版社

石川隆一
（いしかわ・りゅういち）
編著

「学校が楽しい」と子供たち全員が思えるように、学級経営を学ぼう! 小学校3年生
の教室環境づくりから、学級づくりのコツ、教科別授業のコツ、学級遊びまでを、
イラストを交えて分かりやすく解説する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 ■ミ
134p
冊子版 978-4-491-03497-3 2018.03

*1032352976*
「みんな」の学級経営 伸びるつながる 4年生
安部恭子
（あべ・きょうこ）
編著
東洋館出版社

石川隆一
（いしかわ・りゅういち）
編著

「学校が楽しい」と子供たち全員が思えるように、学級経営を学ぼう! 小学校4年生
の教室環境づくりから、学級づくりのコツ、教科別授業のコツ、学級遊びまでを、
イラストを交えて分かりやすく解説する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 ■ミ
134p
冊子版 978-4-491-03498-0 2018.03

*1032352977*
「みんな」の学級経営 伸びるつながる 5年生
安部恭子
（あべ・きょうこ）
編著
東洋館出版社

橋谷由紀
（はしたに・ゆき）
編著

「学校が楽しい」と子供たち全員が思えるように、学級経営を学ぼう! 小学校5年生
の教室環境づくりから、学級づくりのコツ、教科別授業のコツ、学級遊びまでを、
イラストを交えて分かりやすく解説する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 ■ミ
134p
冊子版 978-4-491-03499-7 2018.03

*1032352978*
「みんな」の学級経営 伸びるつながる 6年生
安部恭子
（あべ・きょうこ）
編著
東洋館出版社

橋谷由紀
（はしたに・ゆき）
編著

「学校が楽しい」と子供たち全員が思えるように、学級経営を学ぼう! 小学校6年生
の教室環境づくりから、学級づくりのコツ、教科別授業のコツ、学級遊びまでを、
イラストを交えて分かりやすく解説する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 ■ミ
134p
冊子版 978-4-491-03500-0 2018.03

*1032352979*
「学びに向かう力」
を鍛える学級づくり
松村英治
（まつむら・えいじ）
著
東洋館出版社

相馬亨
（そうま・とおる）
著

新しい学習指導要領が求める「学級経営の姿」とは。子どもたちの「学びに向か
う力」を育てる授業の在り方、その結果育まれる学級文化、授業力を磨く同僚との
関係性の在り方について、実践に基づいた考え方や方法をまとめる。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 ママ
207p
冊子版 978-4-491-03321-1 2017.03
DL不可 EPUB

*1030988330*
「追い込む」指導 主体的な子どもを育てる方法

教育

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 クオ
無駄を省いて学習効果を上げる! 適度な緊張感をもたせる! 子どもたちが素早く物事 167p
に取りかかり、集中して行うようになるための「追い込む」 指導のコツを伝える。そ 冊子版 978-4-491-03338-9 2017.03
楠木宏
（くすき・ひろし）
著
東洋館出版社

れらを実行する上で気を付けたいことも紹介。

DL不可 EPUB

*1032353012*
36

学級づくりこれだけ! 面倒なことは一切なし!

教育

同時アクセス1 6,534円 + 税
同時アクセス3 19,602円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 クガ
学級づくりは、はじめが肝心。始業式前、始業式当日、2日目、3日目～1週間目、 181p
4月末までの ToDoリストを示し、学級づくりで大切なことを紹介する。5月以降のリ 冊子版 978-4-491-03659-5 2019.03
楠木宏
（くすき・ひろし）
著
東洋館出版社

カバリー術も掲載。チェック欄あり。

DL不可 EPUB

*1030988322*
学級経営は
「問い」
が9割 Empowerment for Children
澤井陽介
（さわい・ようすけ）
著
東洋館出版社

子供の思考をアクティブにする問いの指導とは ? 教師と子供の関係づくりの基本姿
勢、学級経営の基本姿勢、集団の学力を高める学級づくり、子供の心に届く指導
などについて伝える。

教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 サガ
214p
冊子版 978-4-491-03204-7 2016.03
DL不可 EPUB

*1030988340*
指示は1回 聞く力を育てるシンプルな方法
楠木宏
（くすき・ひろし）
著
東洋館出版社

長年、小学校の教師を務めてきた著者が、話を聞く子どもを育てる方法、またその
ための話し方のコツをはじめ、気になる子どもとその保護者との付き合い方、日常の
ルールを守れる子どもを育てるのに効果的な方法などを紹介する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 クシ
173p
冊子版 978-4-491-03200-9 2016.03
DL不可 EPUB

*1032352991*
心理テクニックを使った! 戦略的な学級経営
阿部真也
（あべ・しんや）
著
東洋館出版社

心理学の知見をかりながら、児童の心理を図り、学級経営に戦略をもって子どもた
ちを導く「戦略的学級経営術」を紹介する。子ども一人ひとりが安心・安全に生
活できる学級に変わる心理テクニックが満載。

教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 アシ
149p
冊子版 978-4-491-04035-6 2020.03

*1032352987*
3年間を見通せる中学校学級経営コンプリート

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎374.13 件名◎学級経営 ■サ
中学校における行事ごとに、これだけは押さえたい1～3年生の指導のポイントとア 191p
イデアを解説。ほか、保護者対応、いじめ、不登校についても詳説。「前年度か 冊子版 978-4-491-04047-9 2020.03
冨山哲也
（とみやま・てつや）
編著
東洋館出版社

杉本直美
（すぎもと・なおみ）
編著

らの申し送り」「ふりかえり」などを書き込む欄あり。

*1032352988*
「女教員」
と
「母性」 近代日本における〈職業と家庭の両立〉問題
齋藤慶子
（さいとう・けいこ）
著
六花出版

戦前期における小学校女性教員の「職業と家庭の両立」 問題に関する議論を分
析し、女性教員として求められる「母性」と家事・育児をこなすことの関係が、体
制側の論理に吸収されながら、どのように結びついたのかを考察する。

教育
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎374.3 件名◎教員－歴史 サジ
275p
冊子版 978-4-905421-68-9 2014.06

*1031389225*
教師の学びを科学する データから見える若手の育成と熟達のモデル

教育

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎374.3 件名◎教員 ワキ 233p
ベテランの一斉退職と若手の大量採用で、経験の浅い教員の割合が増加－。こ 冊子版 978-4-7628-2897-3 2015.05
脇本健弘
（わきもと・たけひろ）
著
北大路書房

町支大祐
（ちょうし・だいすけ）
著

の問題に取り組む横浜市が実施した、初任者から経験10年次が対象の大規模調
査から、成長を促す経験や関わりを分析。若手育成と熟達の仕組みを探る。

*1031853768*
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教務主任の仕事整理術 限られた時間で最大限の効果を生み出す!

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎374.3 件名◎教務主任 ヤキ
教務主任だからこそできる仕事を創り出し、その醍醐味を味わってみませんか。教 181p
務主任の本当の仕事とは何かを解き明かし、著者自身の教務主任時代のエピソー 冊子版 978-4-491-03251-1 2016.07
安野功
（やすの・いさお）
著
東洋館出版社

ドを織り交ぜつつ、教務主任の仕事整理術を伝えます。

DL不可 EPUB

*1032352994*
「時間」
を生み出す教師の習慣 効率が10倍アップする!
栗田正行
（くりた・まさゆき）
著
東洋館出版社

貴重な時間をコントロールしよう。多忙な教師に向けて、効率的・効果的な仕事の
やり方、子どもたちや保護者との時間の使い方、上手に時間を活用するための環
境づくりなどを紹介する。

教育
同時アクセス1 5,775円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎374.35 件名◎教員 クジ 196p
冊子版 978-4-491-02989-4 2014.02
DL不可 EPUB

*1032353022*
できる教師の PDCA 思考

クラスをまとめる
「黄金のサイクル」
を身に付ける
栗田正行
（くりた・まさゆき）
著
東洋館出版社

教室環境、学級活動、保護者対応、グループづくり…。PDCAを自在に操れば、
すべてが上手くいく! 教育効果や仕事の効率を上げる「栗田流 PDCA」の具体的
な手法を紹介。使える「PDCAシート」活用術も伝授する。

わかる
「板書」伝わる
「話し方」

教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎374.35 件名◎教員 クデ 244p
冊子版 978-4-491-03480-5 2018.02
DL不可 EPUB

*1032353028*
教育

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎374.35 件名◎教員 クワ 173p
著者が独自に編み出した板書の基本スキル「CHALK」の法則や、子ども向けお 冊子版 978-4-491-02947-4 2013.07
栗田正行
（くりた・まさゆき）
著
東洋館出版社

話会や大人向けセミナー講師から学ぶ、伝わる
「話し方」など、授業づくりのプロが「板
書」「話し方」の極意を伝授する。

DL不可 EPUB

*1030988339*
成功する校内研修の進め方 平成29年版小学校学習指導要領対応
赤井利行
（あかい・としゆき）
編著
東洋館出版社

テーマの立て方、講師依頼の仕方、授業改善の取り組み方、公開研究会の進め
方…。校内研修を進めていく上での様々なポイントを、現役教師らの経験をもとに、
実例を挙げながら紹介する。平成29年版小学校学習指導要領に対応。

教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎374.35 件名◎教員研修 アセ
137p
冊子版 978-4-491-03490-4 2018.03

*1032352981*
戦後女性教員史

日教組婦人部の労働権確立運動と産休・育休の制度化過程
跡部千慧
（あとべ・ちさと）
著
六花出版

女性教員職において結婚・出産後の継続就労が可能になった過程を、日教組婦
人部の産休代替制定運動および育児休業法制定運動に着目しながら明らかにす
る。テキストデータ引換券付き。

「伊勢参宮旅行」
と
「帝都」の子どもたち

教育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 6,380円 + 税
分類◎374.37 件名◎教員 アセ 212p
冊子版 978-4-86617-081-7 2020.01

*1031843690*
教育

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎ 件名◎修学旅行－歴史 ハイ
1930年代東京市で実施された参宮旅行を対象に、拡大から終焉までを構造的に 350p
把握し、その教育的意味を分析。天皇制と教育の関係にかかわる一側面を解明 冊子版 978-4-86617-092-3 2020.07
橋本萌
（はしもと・めぐみ）
著
六花出版

する。ジャケットそでにテキストデータの引換券付き。

*1032282646*
38

わかる・使える学校法人会計テキスト
杉野泰雄
（すぎの・やすお）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

「この本さえあればひとりで学校の決算・分析ができる!」をテーマにした実務書。
学校法人会計について図表をふんだんに用いて解説し、具体的な事例・仕訳を示
す。監査対策用のチェックリストも収録。

教育
同時アクセス1 13,750円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎374.5 件名◎学校会計 スワ
483p
冊子版 978-4-502-28731-2 2019.05

*1031274401*
日本教育事務学会年報 第5号

特集・
「事務をつかさどる」
（ 法改正）
と教育経営

日本教育事務学会年報編集委員会編集
学事出版

教育事務の第一線の研究論文を収録。

教育
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎374.5 件名◎学校事務 ■ニ
103p
冊子版 978-4-7619-2535-2 2018.12

*1030910498*
理不尽な保護者への対応術

関係を悪化させず教師が疲弊しないためのガイド

教育

同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 4,455円 + 税
分類◎374.6 件名◎家庭と学校 サリ
143p
理不尽な保護者の言動を「教師の心を踏みにじるクレーム」「トンチンカンな要求」 冊子版 978-4-7619-2551-2 2019.03
齋藤浩
（さいとう・ひろし）
著
学事出版

「クレームや要求は伴わないがモラルのない言動」の3グループ8パターンに分類。
教師が疲弊しないための対応術を、具体例を交えて紹介する。

学校における安全教育・危機管理ガイド

あらゆる危険から子供たちを守るために

*1030910500*
教育

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎374.92 件名◎学校安全 ■ガ
81p
大阪教育大学附属池田小学校の安全教育カリキュラムの年間計画・実践事例を、 冊子版 978-4-491-03426-3 2017.11
大阪教育大学附属池田小学校著
東洋館出版社

板書例や他教科との関わりをふまえ分かりやすく解説。また、安全管理・不審者対
応訓練から、安全対策の基本を伝える。

カリキュラム・マネジメント入門

「深い学び」の授業 デザイン。学びをつなぐ7つのミッション。
田村学
（たむら・まなぶ）
編著
東洋館出版社

どのような点に配慮してカリキュラムをマネジメントすれば「資質・能力」が育成さ
れるのか。新学習指導要領の要となる「深い学び」を実現する7つのミッションを、
具体的な実践事例とともに解説する。

授業のビジョン TEACHING WITH A NEW VISION

*1032352966*
教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375 件名◎教育課程 タカ 252p
冊子版 978-4-491-03320-4 2017.03
DL不可 EPUB

*1030988331*
教育

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375 件名◎総合学習 オジ 315p
授業のビジョンの持ち方から、ゴールの明確化、プロセスの精緻化、教師のポリシー 冊子版 978-4-491-03699-1 2019.06
小川雅裕
（おがわ・まさひろ）
著
東洋館出版社

まで、新学習指導要領を根拠にしながら、総合的な学習の時間における実践をメ
インにして授業づくりのエッセンスを明らかにする。

DL不可 EPUB

*1030988325*
小学校のための法教育12教材
一人ひとりを大切にする子どもを育む

日本弁護士連合会市民のための法教育委員会編著
東洋館出版社

法的なものの考え方を身に付け、一人ひとりを大切にする子どもを育む、小学生を
対象とした法教育の教材集。話し合いと約束、トラブル解決法、リーダーの選び方、
公平な分け方、三角ロジックなどが学べる全12教材を収録。

教育
同時アクセス1 9,075円 + 税
同時アクセス3 27,225円 + 税
分類◎375 件名◎法教育 ■シ 176p
冊子版 978-4-491-03394-5 2017.09

*1032352944*
39

福井発プロジェクト型学習 未来を創る子どもたち

教育

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375 件名◎総合学習 ■フ 245p
自主的、協働的に課題解決に取り組む、児童・生徒の姿勢はどのように醸成されて 冊子版 978-4-491-03616-8 2018.11
秋田喜代美
（あきた・きよみ）
著
東洋館出版社

福井大学教育学部附属義務教育学校研究会著

きたのか。教科の枠を越えて学年全体で課題解決に取り組む、福井大学教育学
部附属義務教育学校でのプロジェクト型学習の実践記録。

DL不可 EPUB

*1030988326*
平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 総合
的な学習の時間 まるごと早わかり
黒上晴夫
（くろかみ・はるお）
編著
東洋館出版社

小学校新学習指導要領の「総合的な学習の時間」は「何が」
「どのように」変わっ
たのか、今次の改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わった
執筆陣が解説する。小学校学習指導要領（抄）も収録。

「アクティブ・ラーニング」
を考える

教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375 件名◎総合学習 クヘ 163p
冊子版 978-4-491-03408-9 2017.09

*1032352960*
教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ■ア
子供たちが未来の創り手となるために求められる資質・能力を育む「主体的・対話 268p
的で深い学び」の実現へ。文部科学省職員、中教審委員、研究者、教員など様々 冊子版 978-4-491-03185-9 2016.08
教育課程研究会編著
東洋館出版社

な執筆者が、アクティブ・ラーニングの全容を徹底解説する。

DL不可 EPUB

*1032353014*
Round Study 教師の学びをアクティブにする授業研究

授業力を磨く! アクティブ・ラーニング研修法
石井英真
（いしい・てるまさ）
編著
東洋館出版社

原田三朗
（はらだ・さぶろう）
編著

教師同士の自由闊達な対話を生み出すアクティブ・ラーニング 研修法「Round
Study」。その方法をガイドし、9つの小・中学校で取り組んだRound Studyの模様や、
研修効果と今後の可能性などを紹介する。

学びに向かって突き進む!1年生を育てる
GOING FOR THE FUTURE!

松村英治
（まつむら・えいじ）
著
東洋館出版社

小学校に入学したての1年生には、思いがけない「資質・能力」の原石がある。
1年生の学びに焦点を当て、著者が挑戦してきたインタラクティブな授業づくり、学
級づくりを紹介する。

学びの資質・能力 ラーニング・トゥ・ラーン
北川達夫
（きたがわ・たつお）
著
東洋館出版社

新井健一
（あらい・けんいち）
著

「ラーニング・トゥ・ラーン」とは「学ぶことそのものをどのようにして学ぶか」という、
生涯学習のためのキー・コンピテンシーのひとつ。フィンランドでの取り組みから、
新学習指導要領における「資質・能力」を考察する。

教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.1 件名◎授業研究 ■ラ 89p
冊子版 978-4-491-03294-8 2017.01

*1030988299*
教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ママ
230p
冊子版 978-4-491-03457-7 2018.02
DL不可 EPUB

*1032353023*
教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ■マ 98p
冊子版 978-4-491-03513-0 2018.05
DL不可 EPUB

*1032353026*
学びの哲学 「学び合い」が実現する究極の授業

教育

同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 シマ
時代を超えて変わらない、誰もが認める「いい授業」がある! 小学校教員、教科 263p
調査官、大学教授など、様々な立場から学びの現場に関わってきた著者が、数々 冊子版 978-4-491-03433-1 2018.01
嶋野道弘
（しまの・みちひろ）
著
東洋館出版社

の授業や子供の姿を通して見えてくる「いま」と「これから」を綴る。

DL不可 EPUB

*1032353015*
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学習環境のイノベーション
山内祐平
（やまうち・ゆうへい）
著
東京大学出版会

学習思想の進化は技術の進化とあいまって、いま学びのかたちを決定的に変えてい
る。そのかたちはどんな内容を学習者にもたらしうるのか。第一人者が自らデザイン
した事例も交え、理論と実践の双方から解説する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ 件名◎学習指導 ヤガ 275p
冊子版 978-4-13-051354-8 2020.08

*1031873745*
鎌倉発「深い学び」のカリキュラム・デザイン

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.1 件名◎授業研究 サカ
主体的思考、共感的感情、創造的行動が自立に向かう子を育てる! アクティブ・ラー 119p
ニングとカリキュラム・マネジメントを効果的・効率的に結び付ける取組を行ってい 冊子版 978-4-491-03545-1 2018.06
澤井陽介
（さわい・ようすけ）
編著
東洋館出版社

横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校著

る、横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校の実践を紹介する。

*1032352970*
教育の方法と技術

主体的・対話的で深い学びをつくるインストラクショナルデザイン

稲垣忠
（いながき・ただし）
編著
北大路書房

授業のつくり方 =インストラクショナルデ ザインについて解説。学習指導案を実際
につくり、実践し、振り返りができるよう構成するとともに、章末問題、シラバス例、
学習指導案テンプレートも収録する。

教師にも瞬発力・対応力が必要です
学級・授業づくりと芸人さんの話から学ぶ

田中博史
（たなか・ひろし）
著
東洋館出版社

授業の命である瞬発力・対応力を鍛えるには。著者のこれまでの学級経営や授業
で培ってきた経験を中心に解説するとともに、山口智充、礼二（中川家）ら芸人た
ちとの対談から、瞬発力・対応力の極意を探る。

教師の学び方

教育
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 イキ
229p
冊子版 978-4-7628-3060-0 2019.03

*1031115513*
教育
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 タキ
163p
冊子版 978-4-491-03580-2 2018.08
DL不可 EPUB

*1030988334*
教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.1 件名◎授業研究 サキ
授業改善という変化のうねりの渦中にある教育現場。
「子供の実態」
「授業の本質」 230p
から教師は何をどのように学べばよいのか、そして学んだことをどのようにして深めて 冊子版 978-4-491-03671-7 2019.03
澤井陽介
（さわい・ようすけ）
著
東洋館出版社

いけばよいのか。教師の学び方を考える。

DL不可 EPUB

*1030988320*
見方・考え方 「見方・考え方」を働かせる真の授業の姿とは?
国語科編

中村和弘
（なかむら・かずひろ）
編著
東洋館出版社

東京学芸大学附属小学校国語研究会著

新学習指導要領を読み解く最後のピース「見方・考え方」を働かせる真の授業の
姿とは? 東京学芸大学附属小学校の実践事例を通して、
「言葉による見方・考え方」
を働かせる国語科授業について考える。

見方・考え方 「見方・考え方」を働かせる真の授業の姿とは?
社会科編

教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.1 件名◎授業研究 ■ミ
131p
冊子版 978-4-491-03476-8 2018.02

*1030988306*
教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.1 件名◎授業研究 ■ミ
171p
新学習指導要領で、深い学びの鍵になるとされている「見方・考え方」を授業に 冊子版 978-4-491-03423-2 2017.10
澤井陽介
（さわい・ようすけ）
編著
東洋館出版社

加藤寿朗
（かとう・としあき）
編著

生かす方法を解説。小・中学校の社会科の授業の実践報告、教育現場にいる先
生方の研究報告、学習指導要領における「見方や考え方」の変遷等を収録。

*1030988307*
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高校授業「学び」のつくり方

大学入学共通テストが求める
「探究学力」の育成
稲井達也
（いない・たつや）
著
東洋館出版社

高大接続改革において新たに導入される大学入学共通テスト。高校教育の「これ
まで」と「これから」を整理し、新学習指導要領が求めるコンテンツとコンピテンシー
に踏み込んだ授業の姿を紹介。新学力向上授業実践プランも収録。

子どもの思考が見える21のルーチン アクティブな学びをつくる

教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 イコ
231p
冊子版 978-4-491-03634-2 2019.01
DL不可 EPUB

*1030988332*
教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ■コ
日頃の授業での思考を手助けする単純な手立て「思考ルーチン」についてのテキ 287p
スト。なるべく多くの子どもの多様な発言を引き出すためにはどのような活動をしくみ、 冊子版 978-4-7628-2904-8 2015.09
R.リチャート著
北大路書房

M. チャーチ著

どのように問いかけるかを、手順として示す。

*1031537737*
私は
『学び合い』
をこれで失敗し、これで乗り越えました。

教育

誰もがぶつかる悩みに答える
『学び合い』
を成功させる秘訣 !

同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
西川純
（にしかわ・じゅん）
編著
分類◎375.1 件名◎学習指導 ニワ
東洋館出版社
230p
あなたの悩みは、あなたが最初に悩んだことではありません。「学び合い」を実践し、 冊子版 978-4-491-03323-5 2017.03

悩み、それを乗り越えた小・中学校、高校の教師たちの経験談を通して、「学び合
い」を成功させる秘訣を教えます。

自ら学び考える子どもを育てる教育の方法と技術

DL不可 EPUB

*1030988335*
教育

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ■ミ
学習と動機づけに関する心理学の視点から教育実践における指導の方法や技術を 255p
包括的に捉える。自己調整学習や自ら学ぶ意欲、ICTを用いた協調学習の技法な 冊子版 978-4-7628-2935-2 2016.04

自己調整学習研究会監修
北大路書房

岡田涼
（おかだ・りょう）
編著

ど、具体的な研究知見を教育現場とのつながりをもたせながら解説。

*1032326648*
自主学習ノートへの挑戦 自ら学ぶ力を育てるために

教育

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ■ジ 97p
自主学習ノートを見直すと、子ども、保護者、授業が変わる! 自主学習ノートででき 冊子版 978-4-491-03008-1 2014.03
堀哲夫
（ほり・てつお）
著
東洋館出版社

仙洞田篤男
（せんどうだ・とくお）
著

ることや、自主学習ノートに見る子どもたちの変化、自主学習ノートに対する指導の
ポイントなどについて、事例をあげて詳しく述べる。

*1032352963*
自分の学びに自信がもてる子ども 〈学び続けるシリーズ 3〉
東京学芸大学附属世田谷小学校著
東洋館出版社

子どもたちが受け身ではなく主体的に学ぶことを目指す東京学芸大学附属世田谷小
学校。「自分の学びに自信がもてる子ども」を育む学校の創造について解説し、各
教科における実践などを紹介する。

教育
同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375.1 件名◎授業研究 ■ジ
159p
冊子版 978-4-491-03554-3 2018.07

*1032352971*
授業のユニバーサルデザイン

教科教育に特別支援教育の視点を取り入れる Vol.11
「深い学び」
を目指す授業 UD 学びの過程における困難さへの対応
桂聖
（かつら・さとし）
編著
東洋館出版社

石塚謙二
（いしずか・けんじ）
編著

教科授業に特別支援教育の考え方を取り入れ、クラスの子どもたち全員が楽しく「わ
かる・できる」 授業をつくるノウハウを紹介。Vol.11は、「「深い学び」を目指す授
業 UD」などを特集する。
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教育
同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ■ジ 93p
冊子版 978-4-491-03591-8 2018.09

*1030988295*

授業のユニバーサルデザイン入門

どの子も楽しく
「わかる・できる」授業のつくり方 〈授業の UD Books〉
小貫悟
（こぬき・さとる）
著
東洋館出版社

桂聖
（かつら・さとし）
著

ユニバーサルデザインの理念や考え方、手法などをわかりやすく紹介するとともに、
実際の国語授業をもとに、授業のユニバーサルデザインの視点を解説する。著者
らの対談「教科教育と特別支援教育をつなげる」も収録。

授業を磨く

教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 コジ
156p
冊子版 978-4-491-03011-1 2014.04
DL不可 EPUB

*1030988318*
教育

同時アクセス1 6,435円 + 税
同時アクセス3 19,305円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 タジ
アクティブ・ラーニングを通した授業を目指していく中で、教師はどのようなビジョンを 153p
もち、どのように授業を磨いていけばよいのか。「探究・協同」「21世紀型学力」「イ 冊子版 978-4-491-03114-9 2015.04
田村学
（たむら・まなぶ）
著
東洋館出版社

メージ力」などをテーマに具体的に紹介する。

DL不可 EPUB

*1032353006*
授業改善8つのアクション

学び合えるチームが最高の授業をつくる!

石井英真
（いしい・てるまさ）
編著
東洋館出版社

学び合えるチームが最高の授業をつくる! 安芸高田市の美土里小学校・中学校の
「学びの変革」を目指した授業改善のストーリーと、それを可能にした8つのアクショ
ンを、ヴィジョンや理論とともに紹介する。

授業設計マニュアル 教師のためのインストラクショナルデザイン
Ver.2

稲垣忠
（いながき・ただし）
編著
北大路書房

鈴木克明
（すずき・かつあき）
編著

教育工学の中の授業設計（インストラクショナルデ ザイン）の手法に習い、授業
づくりの方法を体系的に解説する。書き込み式の授業パッケージ制作シート等も収録。
「教材設計マニュアル」の姉妹編。

週イチでできる! アクティブ・ラーニングの始め方

教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 イジ
238p
冊子版 978-4-491-03547-5 2018.07
DL不可 EPUB

*1030988333*
教育
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ■ジ
198p
冊子版 978-4-7628-2883-6 2015.02

*1031115511*
教育

同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ニシ
まずは週に1回・1時間、新しい授業を始めてみませんか ? アクティブ・ラーニング 181p
に取り組む最初の3カ月のための本。アクティブ・ラーニングの始め方から課題のつ 冊子版 978-4-491-03211-5 2016.03
西川純
（にしかわ・じゅん）
著
東洋館出版社

くり方、学校全体を巻き込む方法までを紹介する。

DL不可 EPUB

*1032352999*
小学校新学習指導要領ポイント総整理 平成29年版
新旧対照表で改訂のポイントがひと目でわかる!

東洋館出版社編集部編
東洋館出版社

平成29年3月告示と平成20年3月告示の小学校学習指導要領の新旧対照表を掲
載し、改訂 / 新設・追加された文言を中心に強調表示。改訂のポイント、各教科
等における具体的な改善事項、キーワード解説なども収録。

新学習指導要領を推進する学校マネジメント

スクールリーダーが取り組むべき8つの重要課題
現代学校経営研究会著
学事出版

新学習指導要領について、
「学校経営案作成」「カリキュラム・マネジメント」「「現
代的な教育課題」 対応のヒント」「人材育成」「PDCA」「危機管理」など、8
つの面から学校づくりの考え方と方法をまとめる。

教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導要領 ■シ
334p
冊子版 978-4-491-03358-7 2017.04

*1030988294*
教育
同時アクセス1 3,795円 + 税
同時アクセス3 5,692円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導要領 ■シ
119p
冊子版 978-4-7619-2522-2 2018.12

*1030910497*
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図解授業づくりの設計図
澤井陽介
（さわい・ようすけ）
著
東洋館出版社

深い学び、見方・考え方、学習評価、教材研究、指導技術…。小学校学習指
導要領が目指す授業の在り方を、構造図、構想図といった図とともにわかりやすく解
説する。図版のダウンロードサービス付き。

教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎ 件名◎学習指導 サズ 151p
冊子版 978-4-491-04257-2 2020.07

*1032352990*
中学校新学習指導要領ポイント総整理 平成29年版
新旧対照表で改訂のポイントがひと目でわかる!

教育

同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
東洋館出版社編集部編
分類◎375.1 件名◎学習指導要領 ■チ
東洋館出版社
308p
平成29年3月告示の新しい中学校学習指導要領は、現行の指導要領と何がどのよ 冊子版 978-4-491-03368-6 2017.06

うに変わったのか。新旧対照表で改訂のポイントを説明。各教科等における具体
的な改善事項、キーワード解説も掲載する。

インストラクショナルデザインの道具箱101
鈴木克明
（すずき・かつあき）
監修
北大路書房

市川尚
（いちかわ・ひさし）
編著

教育を中心とした学びの効果・効率・魅力を高める工夫、インストラクショナルデ
ザインに活用できる道具を、見開き2ページで紹介。道具の説明と、その道具を活
用した事例などを掲載する。

*1032352953*
教育
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎375.11 件名◎教育工学 ■イ
250p
冊子版 978-4-7628-2926-0 2016.03

*1031115512*
教育工学を始めよう ―研究テーマの選び方から論文の書
き方まで―
S.M.ロス
北大路書房

研究をデザインして実行する手順，学会に受理される発表提案の書き方，プレゼン
テーションの仕方，論文の書き方などを解説。初学者のために分かりやすく親切な
注釈を右 ページに配置。巻末にはさまざまな研究方法の解説や学会情報などを掲
載した。教育という現象が存在するさまざまなフィールドで，教育工学を始めよう
！

平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 特別
活動 まるごと早わかり

教育
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7628-2245-2

2002

*1031115514*
教育

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
杉田洋
（すぎた・ひろし）
編著
分類◎375.182 件名◎特別教育活動 ス
東洋館出版社
ヘ 153p
平成29年版の小学校新学習指導要領は、何が、どう変わったのか。特別活動に 冊子版 978-4-491-03409-6 2017.12

ついて、改訂のポイントや、カリキュラム・マネジメントなどを解説する。小学校学
習指導要領（抄）も収録。

部活はそんなに悪者なのか !? 脱ブラック部活 ! 現役教師の挑戦
猿橋善宏
（さるはし・よしひろ）
著
インプレス

大利実
（おおとし・みのる）
構成

軍隊的で理不尽な部活指導を抜け出すには。公立中学校の野球部を30年間指導
してきた著者が、学校の役割や部活動の教育的価値を問いながら、部活動ガイド
ライン、主体性を育むための指導法などを語る。

*1032352956*
教育
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎クラブ活動 サブ 251p
冊子版 978-4-295-00885-9 2020.05

*1032464517*
ICT 活用指導力アップ ! 教育の情報化

教員になるための情報教育入門

教育

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎375.199 件名◎コンピュータ教育
■ア 141p
ICT 活用指導力を初めて学ぶ、教員や教員養成課程の学生のための入門書。ア 冊子版 978-4-407-34772-2 2019.04
梅田恭子
（うめだ・きょうこ）
編著
実教出版

齋藤ひとみ
（さいとう・ひとみ）
編著

クティブラーニングの効果的な指導法に関する教育心理学や教育工学の知見を取
り入れ、情報教育について解説する。チェックリスト等の付録つき。

44

*1031814519*

小学校プログラミング教育の研修ガイドブック

教育

同時アクセス1 9,020円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎375.199 件名◎プログラミング教
小学校におけるプログラミング教育のガイドブック。指導の留意点や教員研修の 育 ■シ 111p
勘所といった知識から、校内・地域や自治体における研修事例、研修 パッケージま 冊子版 978-4-7981-5946-1 2019.03
小林祐紀
（こばやし・ゆうき）
編著・監修
翔泳社

兼宗進
（かねむね・すすむ）
編著・監修

でを解説・紹介する。資料のダウンロードサービス付き。

*1031210662*
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
（よしだ・じゅん）
著
学事出版

「荒れ」から立ち直った学校や学級には共通した「考え方」がある。生徒指導が
得意になる8つの「考え方」とその「鍛え方」を紹介。よくある生徒指導上の問題
を例にした、指導の方針と方法をつくる演習問題も収録する。

図説・例解生徒指導史

少年非行・いじめ・不登校等の歴史から学ぶ生徒指導
嶋崎政男
（しまざき・まさお）
著
学事出版

学校荒廃、少年非行、いじめ、不登校…。多様で困難な生徒指導上の問題を、
データや事例とともに解説。過去の事案に学び、新たな知見を得ることで、問題行
動等の未然防止や適切な対応に役立つ。『月刊生徒指導』連載に加筆。

実践 ! 社会科授業のユニバーサルデザイン 展開と技法
村田辰明
（むらた・たつあき）
編著
東洋館出版社

社会科授業 UD 研究会著

全員参加・理解の社会科授業へ ! 新進気鋭の10人の教師による授業事例を掲載
し、社会的な見方・考え方の成長を、「多面化」「多角化」「一般化」「具体化」
の4つの視点から整理する。

教育
同時アクセス1 2,805円 + 税
同時アクセス3 4,207円 + 税
分類◎375.2 件名◎生徒指導 ヨア
220p
冊子版 978-4-7619-2563-5 2019.06

*1030910502*
教育
同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 4,455円 + 税
分類◎375.2 件名◎生徒指導 シズ
175p
冊子版 978-4-7619-2562-8 2019.07

*1030910503*
教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.3 件名◎社会科 ムジ 156p
冊子版 978-4-491-03947-3 2019.10
DL不可 EPUB

*1032353021*
社会科授業のユニバーサルデザイン

全員で楽しく社会的見方・考え方を身に付ける! 〈授業の UD Books〉
村田辰明
（むらた・たつあき）
著
東洋館出版社

特別支援教育の視点を取り入れた社会科授業づくりを提案。
「社会的見方・考え方」
を獲得することをめざし、焦点化（シンプルに）
・視覚化（ビジュアルに）
・共有化（シェ
ア）する方法を解説する。具体的な問答なども掲載。

小学校社会科学習指導案文例集

教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.3 件名◎社会科 ムシ 151p
冊子版 978-4-491-02931-3 2013.05
DL不可 EPUB

*1032353018*
教育

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375.3 件名◎社会科 ■シ 182p
平成29年3月告示の新学習指導要領に対応した小学校社会科授業の実践計画を 冊子版 978-4-491-03509-3 2018.03
澤井陽介
（さわい・ようすけ）
編著
東洋館出版社

廣嶋憲一郎
（ひろしま・けんいちろう）
編著

全単元掲載。見開き2ページで構成し、主な学習活動、指導の手立て、単元目標、
単元の配慮事項、「深い学び」のポイントなどを示す。

*1032352972*
澤井陽介の社会科の授業 デザイン

どの子も輝く どの子も活躍できる!
澤井陽介
（さわい・ようすけ）
著
東洋館出版社

問い・教材化・協働的な学び・学習評価のデ ザイン、学習計画の作り方、教材
研究3つのステップ…。学習指導要領の柱である学力の3要素にも触れながら、社
会科授業のつくり方をまとめる。

教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎375.3 件名◎社会科 ササ 215p
冊子版 978-4-491-03086-9 2015.03
DL不可 EPUB

*1032352995*
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「公民的資質」
とは何か 社会科の過去・現在・未来を探る

教育

同時アクセス1 9,075円 + 税
同時アクセス3 27,225円 + 税
分類◎375.31 件名◎社会科 カコ 166p
公民的資質の観点から社会科の「過去」「現在」「未来」を探る。
「公民的資質」 冊子版 978-4-491-03283-2 2016.11
唐木清志
（からき・きよし）
編著
東洋館出版社

とは何かを定義した上で、具体的な学習指導案等を示し、理想とすべき社会科授
業の在り方を明らかにした論考などを収録。

DL不可 EPUB

*1032353004*
経済教育実践論序説

教育

同時アクセス1 2,420円 + 税
同時アクセス3 4,840円 + 税
分類◎ 件名◎社会科 ■ケ 201p
経済について本格的に学びはじめる中学校を起点として、前後の小学校と高校を 冊子版 978-4-86692-082-5 2020.05
大阪教育大学経済教育研究会編
大学教育出版

結び付ける系統性を意識した経済教育を提言する。日本の経済教育研究の特徴を
押さえつつ、課題の克服にも迫る実践の書。

*1031853780*
生活・総合「深い学び」のカリキュラム・デザイン

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.312 件名◎生活科 タセ
新学習指導要領に基づいた「生活・総合」授業デザインの実践事例集。「深い 151p
学び」とは、「知識・技能」の概念化とは何か、どうやってカリキュラムをデザイン 冊子版 978-4-491-03379-2 2017.08
田村学
（たむら・まなぶ）
編著
東洋館出版社

横浜市黒船の会著

し、マネジメントすればよいかを明らかにする。

*1032352942*
生活科で子どもは何を学ぶか キーワードはカリキュラム・マネジメント

教育

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎375.312 件名◎生活科 スセ
基本を押さえた生活科の入門書。生活科の目標やカリキュラム・マネジメント、子 210p
どもの成長を引き出す評価などの理論を解説したうえで、新学習指導要領に対応し 冊子版 978-4-491-03503-1 2018.03
須本良夫
（すもと・よしお）
編著
東洋館出版社

た授業の実践を紹介する。各章冒頭に書き込みスペースあり。

DL不可 EPUB

*1032353000*
戦後日本の道徳教育の成立 修身科の廃止から「道徳」の特設まで

教育

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 5,720円 + 税
分類◎375.35 件名◎道徳教育－歴史 ト
戦後、道徳教育はいかに行うべきと考えられたのか。教育方法の視点を取り入れて、 セ 212p
新聞や雑誌など広く史料を分析し、戦後日本における道徳教育の成立過程を考察 冊子版 978-4-86617-077-0 2019.02
佟占新
（とん・じゃんしん）
著
六花出版

する。カヴァーそでに視覚障害者向けのテキストデータ請求券付き。

*1032282649*
「特別の教科道徳」で大切なこと
赤堀博行
（あかぼり・ひろゆき）
著
東洋館出版社

「道徳の特別の教科化」の背景と経緯、具体的な道徳授業の在り方についてわか
りやすく解説。道徳科の特質を生かした授業の創造や道徳科の多様な展開、評
価の在り方などを示す。

教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎375.352 件名◎道徳教育 アト
221p
冊子版 978-4-491-03427-0 2017.11
DL不可 EPUB

*1030988338*
「分けて比べる」道徳科授業

教育

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.352 件名◎道徳教育 サワ
目標と内容、教材・発問・学習過程、多様な指導方法…。「分けて比べる」こと 209p
で深まる道徳科授業のユニバーサルデ ザインを、「道徳授業のユニバーサルデ 冊子版 978-4-491-03432-4 2018.01
坂本哲彦
（さかもと・てつひこ）
著
東洋館出版社

ザイン」の著者・坂本哲彦が紹介する。6つの授業例も収録。

DL不可 EPUB

*1032353013*
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加藤宣行の道徳授業実況中継 この一冊でぜんぶわかる!

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.352 件名◎道徳教育 カカ
導入から、発問、問い返し、ノート、評価まで、道徳授業の基礎基本のポイントを 96p
徹底解説。第1学年の「きいろいベンチ」、第5学年の「手品師」など定番授業 冊子版 978-4-491-03483-6 2018.02
加藤宣行
（かとう・のぶゆき）
著
東洋館出版社

10本の実況中継も写真やノートとともに収録する。

*1030988316*
小学校考え、議論する道徳科授業の新展開 低学年

教育

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎375.352 件名◎道徳教育 アシ
小学校低学年の「道徳科」の定番教材をもとに、多様な実践を「評価のポイント」 182p
とともに紹介。「登場人物への自我関与を中心とした学習」「問題解決的な学習」 冊子版 978-4-491-03472-0 2018.02
赤堀博行
（あかぼり・ひろゆき）
編著
東洋館出版社

「道徳的行為に関する体験的な学習」の工夫がひと目で分かる。

*1032352967*
小学校考え、議論する道徳科授業の新展開 中学年

教育

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎375.352 件名◎道徳教育 アシ
小学校中学年の「道徳科」の定番教材をもとに、多様な実践を「評価のポイント」 190p
とともに紹介。「登場人物への自我関与を中心とした学習」「問題解決的な学習」 冊子版 978-4-491-03473-7 2018.02
赤堀博行
（あかぼり・ひろゆき）
編著
東洋館出版社

「道徳的行為に関する体験的な学習」の工夫がひと目で分かる。

*1032352968*
小学校考え、議論する道徳科授業の新展開 高学年

教育

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎375.352 件名◎道徳教育 アシ
小学校高学年の「道徳科」の定番教材をもとに、多様な実践を「評価のポイント」 206p
とともに紹介。「登場人物への自我関与を中心とした学習」「問題解決的な学習」 冊子版 978-4-491-03474-4 2018.02
赤堀博行
（あかぼり・ひろゆき）
編著
東洋館出版社

「道徳的行為に関する体験的な学習」の工夫がひと目で分かる。

*1032352969*
道徳の評価で大切なこと

教育

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375.352 件名◎道徳教育 アド
これまでの学校における評価の考え方を学習指導要領や関連する指導資料などを 175p
基に考察した上で、道徳科における評価の在り方や基本的な考え方について明ら 冊子版 978-4-491-03578-9 2018.11
赤堀博行
（あかぼり・ひろゆき）
著
東洋館出版社

かにする。第1学年～第6学年の評価例も掲載。

DL不可 EPUB

*1030988337*
平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 特別
の教科道徳 まるごと早わかり

教育

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
永田繁雄
（ながた・しげお）
編著
分類◎375.352 件名◎道徳教育 ナヘ
東洋館出版社
168p
平成29年3月に告示された小学校新学習指導要領の「道徳」は、何が、どのよう 冊子版 978-4-491-03407-2 2017.10

に変わったのか。新学習指導要領作成に関わった執筆陣が、授業の在り方ととも
に分かりやすく解説する。小学校学習指導要領（抄）も収録。

問いで紡ぐ小学校道徳科授業づくり

学びのストーリーで「自分ごと」の道徳学びを生み出す

田沼茂紀
（たぬま・しげき）
編著
東洋館出版社

子どもが「自分ごとの問い」を見つける課題探求型道徳科授業の考え方や、道徳
科授業を活性化するパッケージ型 ユニットなどについて解説し、全13実践の全時
展開と板書、子ども自身の振り返り、考えの変容等を掲載する。

*1032352959*
教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎ 件名◎道徳教育 タト 170p
冊子版 978-4-491-04258-9 2020.07

*1032352986*
47

中学校「動き」のある道徳科授業のつくり方
磯部一雄
（いそべ・かずお）
著
東洋館出版社

杉中康平
（すぎなか・こうへい）
著

「道徳的行為に関する体験的な学習」の充実が挙げられている中学校の道徳科授
業。場面の再現化やホワイトボード・マグネットを活用し、簡単に実践できて、効
果的な「動き」のある授業手法を紹介する。

教育
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎ 件名◎道徳教育 イチ 206p
冊子版 978-4-491-03764-6 2020.06

*1032352946*
『データの活用』の授業

小中高の体系的指導で育てる統計的問題解決力

お茶の水女子大学附属学校園連携研究算数・数学部会編著
東洋館出版社

子どもの “これまで”と“これから” の学びをつなぐ、全学校種の教員のための統計指
導の解説書。小・中・高の全学年の統計の授業例を、教育課程全般にわたること、
校種間の接続への注意も含めて収録する。

算数・数学教育と数学的な考え方 その進展のための考察 復刻版

教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.41 件名◎数学科 ■デ
159p
冊子版 978-4-491-03458-4 2018.02
DL不可 EPUB

*1032353011*
教育

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 34,650円 + 税
分類◎375.41 件名◎数学教育 ナサ
算数・数学にふさわしい創造的な活動を自主的に行う「数学的な考え方」を育成 255p
するには。「統合的発展的な考察」ならびに「関数の考え」の活用にかかわるこ 冊子版 978-4-491-03130-9 2015.07
中島健三
（なかじま・けんぞう）
著
東洋館出版社

とを重点として取り上げ、具体的な事例を示す。

*1030988311*
「見方・考え方」
を働かせる算数授業

領域を貫く10の数学的な見方・考え方の提案

教育

同時アクセス1 6,534円 + 税
同時アクセス3 19,602円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 タミ
175p
学習指導要領で求められている「数学的な見方・考え方」とは何か、授業改善に 冊子版 978-4-491-03550-5 2018.07
瀧ケ平悠史
（たきがひら・ゆうし）
編著
東洋館出版社

本創研著

向けて何をしなければならないのか等を述べ、「子どもが数学的な見方・考え方を
働かせ、主体的に学ぶ算数授業づくり」を具体的な実践をもとに説明。

3つの “ 感 ”でつくる算数授業 安心感 期待感 納得感

*1032352962*
教育

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 モミ
小学校教諭である著者が、「安心感」「期待感」「納得感」の3つの “ 感 ” でつく 200p
る算数授業を紹介。3つの“ 感 ”を巡る子どもたちとのやりとりを具体的に綴るとともに、 冊子版 978-4-491-03702-8 2019.12
森寛暁
（もり・ひろあき）
著
東洋館出版社

3つの “ 感 ”を支える教師の見方・考え方を述べる。

DL不可 EPUB

*1032353033*
すべての子どもを算数好きにする
「しかけ」
と
「しこみ」

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ヤス
「しかけ」で子どもの考えや発言を引き出し、「しこみ」で数学的な見方・考え方を 117p
育てる! すべての子どもを算数好きにする「しかけ」と「しこみ」の具体例として1 冊子版 978-4-491-03380-8 2017.08
山本良和
（やまもと・よしかず）
編著
東洋館出版社

子どもの心に「こだま」する算数授業研究会著

年生から6年生までの25本の実践事例を紹介する。

*1032352948*
すべての子どもを算数好きにする
「データの活用」の「しかけ」
と
「しこみ」

教育

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
山本良和
（やまもと・よしかず）
編著 子どもの心に「こだま」する算数授業研究会著
分類◎375.412 件名◎算数科 ヤス
東洋館出版社
129p
「しかけ」で子どもの考えや発言を引き出し、「しこみ」で数学的な見方・考え方を 冊子版 978-4-491-03552-9 2018.07

育てる! データを多面的に把握し、事象を批判的に考察する力の育成を目指す算
数授業の具体例として、1年生から6年生までの実践事例を紹介。
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*1032352949*

わかる算数科指導法

MATHEMATICS METHOD OF INSTRUCTION

赤井利行
（あかい・としゆき）
編著
東洋館出版社

改訂版

新木伸次
（あらき・しんじ）
ほか執筆

小学校における算数科教育の進む方向を示し、どのように指導していくかという実践
の観点から、算数科指導内容の基礎・基本を紹介。教材研究の進め方や基本的
な算数の用語についての解説も収録する。

熊本発「生活数理」の軌跡 「学びに向かう力」を育てる新たな挑戦
笠井健一
（かさい・けんいち）
編著
東洋館出版社

吉良智恵美
（きら・ちえみ）
編著

実生活の中にある課題を算数の習得内容や数学的な生活経験を生かして思考・判
断・表現する活動を重視しながら解決する学習を通し、思考力・判断力・表現力
を育成する「生活数理」。熊本県大津町立大津小学校の実践を紹介する。

教育
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 アワ
211p
冊子版 978-4-491-03504-8 2018.03
DL不可 EPUB

*1032353031*
教育
同時アクセス1 6,534円 + 税
同時アクセス3 19,602円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ■ク
135p
冊子版 978-4-491-03609-0 2018.10
DL不可 EPUB

*1032352997*
参観授業で使いたい ! 算数教材30

「ハテナ ? 」
と
「ナルホド!」で皆が活躍する授業を!

教育

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ■サ
131p
1年：10よりおおきいかず「10を見つけよう!」や、6年：特設単元「修学旅行のしお 冊子版 978-4-491-02966-5 2013.09
細水保宏
（ほそみず・やすひろ）
編著 ガウスの会執筆
東洋館出版社

りをつくろう!」など、学習者・授業者・参観者が「おもしろい !」と感じる算数教材
30を、授業の様子や板書とともに紹介する。

算数科授業づくりの基礎・基本

*1030988308*
教育

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 47,520円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ツサ
算数の授業を実践するときに重要な、授業の内容の骨となるべきところが何なのか 410p
把握できるように、基礎・基本の考え方や各学年で学ぶ内容を、事例などを含めな 冊子版 978-4-491-02988-7 2014.01
坪田耕三
（つぼた・こうぞう）
著
東洋館出版社

がら解説する。『指導と評価』連載を書籍化。

*1030988309*
算数授業のユニバーサルデザイン 全員で楽しく
「数学的な見方・

考え方」
を身に付ける! 〈授業の UD Books〉
伊藤幹哲
（いとう・よしのり）
著
東洋館出版社

算数授業を「焦点化・視覚化・共有化・オープン」にすると、子どもが楽しい! 参
加しやすい! わかりやすい! 指導内容の質的なレベルを下げずに、どの子もわかる・
できる授業を実現する「しかけ」を具体的に紹介する。

算数授業研究 Vol.120（ 2019年）

特集なぜ算数授業がうまくいかないのか ? だから授業をこう変える!

筑波大学附属小学校算数研究部企画・編集
東洋館出版社

「なぜ算数授業がうまくいかないのか？だから、わたしはこう変える」という特集で、
何を変えると算数の授業が変わるのか、授業前・授業中に教師はなにを意識する
べきか。わたしが考える「うまくいかない算数授業」とは、など、『授業を失敗しな
いための4つの問い』の先にあるものを各学年の難単元に焦点を絞り、授業の改善
ポイントを特集。

子どもが変わる授業 算数の先生が教える授業づくりの秘訣

教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 イサ
190p
冊子版 978-4-491-03097-5 2015.03
DL不可 EPUB

*1032353017*
教育
同時アクセス1 2,521円 + 税
同時アクセス3 7,563円 + 税
分類◎ Q375.412 件名◎算数科－雑誌
■サ 71p
冊子版 978-4-491-03633-5 2019.01

*1030988313*
教育

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 タコ
教師の子どもの見方、授業づくりの考え方－変化は少しだけでいい! 発問、板書・ノー 171p
ト指導、宿題の出し方、授業中の子どもとの接し方…。授業づくりで著者が大切に 冊子版 978-4-491-03088-3 2015.02
田中博史
（たなか・ひろし）
著
東洋館出版社

していることをまとめる。

DL不可 EPUB

*1032352998*
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子どもの学びを深める新しい算数科教育法
齋藤昇
（さいとう・のぼる）
編著
東洋館出版社

秋田美代
（あきた・みよ）
編著

小学校教師を目指す人に向けて、算数科教育の本質、算数科の目標や内容、「数
と計算」「図形」「測定」「変化と関係」「データの活用」の授業展開の実際等
をわかりやすく解説。平成29年告示小学校学習指導要領に対応。

教育
同時アクセス1 6,435円 + 税
同時アクセス3 19,305円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ■コ
154p
冊子版 978-4-491-03456-0 2018.04
DL不可 EPUB

*1032379101*
思考過程を大切にする愉しい算数発問・指示づくり

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ナシ
「発問」や「指示」は、子どもが自ら動き出していく意識や態度を引き出すとともに、 178p
思考の広がりや深まりを生み出す。算数の授業づくりについて、発問・指示を中心に、 冊子版 978-4-491-03459-1 2018.02
中村光晴
（なかむら・みつはる）
著
東洋館出版社

教師の反応と押さえについても解説する。

DL不可 EPUB

*1032353027*
授業で使える! 算数おもしろ問題60

教育

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ホジ
問題がおもしろければ、授業は絶対盛り上がる!「7になるひき算」「1～8で式を作ろ 126p
う」「72で割り切れる数」「中心角がわからないおうぎ形の面積」など、算数のおも 冊子版 978-4-491-03237-5 2016.06
細水保宏
（ほそみず・やすひろ）
編著 ガウスの会執筆
東洋館出版社

しろさや、考える楽しさを味わえる60問を収録する。

*1030988310*
授業改革の二大論点 算数の活動・算数の活用

〈算数授業研究シリーズ 27〉

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ■ジ
139p
算数的活動と呼ばれていたものが、
「数学的活動」に変わることで何が変わるのか。 冊子版 978-4-491-03569-7 2018.08
全国算数授業研究会企画・編集
東洋館出版社

算数を日常に活用するとはどういうことか。「算数の活動」「算数の活用」の2つの
切り口で、「数学的活動」の本質について考える。

小学校算数アクティブ・ラーニングを目指した授業展開

主体的・協働的な学びを実現する
笠井健一
（かさい・けんいち）
編著
東洋館出版社

全員が一人一人を大切にして支え合う授業、自分たちで問題をつくる授業、ふきだ
し法を活用する授業…。子供たちが主体的・協働的に学ぶヒントとなる、小学校
算数科のアクティブ・ラーニング実践を紹介する。

小学校算数科教育法
鈴木将史
（すずき・まさし）
編著
建帛社

青山和裕
（あおやま・かずひろ）
ほか共著

小学校算数科の各領域について、2017年3月改訂の小学校学習指導要領の趣旨
を踏まえ、実際の指導法を中心に理論的な側面も交えて解説。授業でも使えるよう、
「数学的活動」の具体例も紹介する。

DL不可 EPUB

*1032353016*
教育
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 カシ
158p
冊子版 978-4-491-03174-3 2015.12

*1032352952*
教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 スシ
174p
冊子版 978-4-7679-2112-9 2018.04

*1031389227*
数学的に考える資質・能力を育成する算数の授業

Before・Afterで分かる!

横浜市小学校算数教育研究会編著
東洋館出版社

横浜市小学校算数教育研究会による「数学的に考える資質・能力を育成する算
数科学習」の研究内容をまとめる。数学的な見方・考え方、深い学びを取り込ん
だ24の事例を、BeforeとAfterという形で整理し紹介する。
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教育
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ■ス
194p
冊子版 978-4-491-03951-0 2019.11

*1032352983*

筑波発問題解決の算数授業

変わる自分をたのしむ算数授業づくりへの転換

筑波大学附属小学校算数教育研究部編著
東洋館出版社

平成24～26年度の筑波大学附属小学校算数教育研究部の研究成果をまとめる。
問題解決学習で悩んでいる先生に向けて、問題解決の算数授業を実現するため
のポイントや育てるべき子どもの姿を示す。

平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 算数

まるごと早わかり

清水美憲
（しみず・よしのり）
編著
東洋館出版社

齊藤一弥
（さいとう・かずや）
編著

小学校新学習指導要領の「算数」は「何が」「どのように」変わったのか、今次
の改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わった執筆陣が解
説する。小学校学習指導要領の前文・総則・算数も収録。

おもしろ理科授業の極意

未知への探究で好奇心をかき立てる感動の理科授業

左巻健男
（さまき・たけお）
著
東京書籍

子どもと一緒に自然科学をガイドに自然の秘密を解き明かし、自然をゆたかにとらえ
られるようにする理科授業をつくる方法や、心構えを伝える。「物の重さと密度」「電
流の働き」などをテーマにした実践も紹介する。

すぐにできる! 双方向オンライン授業 Zoom、Teams、Google

ソフトを活用して、質の高い講義と化学実験を実現
福村裕史
（ふくむら・ひろし）
編
化学同人

飯箸泰宏
（いいはし・やすひろ）
編

Zoom、Teams、Googleソフトを活用したオンライン授業で、質の高い講義と化
学実験を行うためのマニュアル本。オンライン授業を始めるための基本から、学生
個々人のログの取り方など高度な手法まで丁寧に解説。

科学的リテラシーを育成する理科教育の創造

教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ■ツ
177p
冊子版 978-4-491-03131-6 2015.06
DL不可 EPUB

*1032353009*
教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ■ヘ
214p
冊子版 978-4-491-03399-0 2017.09

*1032352958*
教育
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎375.42 件名◎理科 サオ 300p
冊子版 978-4-487-81054-3 2019.05

*1032267592*
教育
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,710円 + 税
分類◎ 件名◎化学教育 ■ス 87p
冊子版 978-4-7598-2043-0 2020.07

*1031983439*
教育

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎375.42 件名◎理科 ツカ 319p
「科学的リテラシー」に着目し、概念の意味を起源から探る。またそれを実現する 冊子版 978-4-86692-043-6 2019.09
鶴岡義彦
（つるおか・よしひこ）
編著
大学教育出版

ための基盤として、日本の理科教育の現状分析を行い、科学に関する豊かで深い
理解と社会参画力を育成する理科教育の創造を目指す。

*1031272476*
若い先生のための理科教育概論 4訂
畑中忠雄
（はたなか・ただお）
著
東洋館出版社

理科教育の目標と歴史、指導案の作成、観察・実験など、理科教育の基本や理
科の指導の手掛かりになる内容を実践的にまとめる。理科教師を目指す学生にも役
立つ書。平成29年版学習指導要領に対応。

教育
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎375.42 件名◎理科 ハワ 284p
冊子版 978-4-491-03566-6 2018.08
DL不可 EPUB

*1032353030*
理科授業をデザインする理論とその展開

自律的に学ぶ子どもを育てる
森本信也
（もりもと・しんや）
編著
東洋館出版社

理科授業に表れる子どものアクティブな学習をどのように評価し、どのような指導を通
して学習を定着させていくのかを、具体的な事例に基づいて考察。子どもが自律的
に学習を進める理科授業のデザインの視点を示す。

教育
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎375.42 件名◎理科 モリ 263p
冊子版 978-4-491-03330-3 2017.03
DL不可 EPUB

*1032353002*
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イラスト図解ですっきりわかる理科
鳴川哲也
（なるかわ・てつや）
著
東洋館出版社

山中謙司
（やまなか・けんじ）
著

新学習指導要領の理科が目指しているもの、授業づくりの基礎・基本、授業改善
の視点を、イラストでわかりやすく解説。授業づくりの Q＆Aも収録する。平成29
年小学校学習指導要領理科も掲載。

教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.422 件名◎理科 ■イ 149p
冊子版 978-4-491-03637-3 2019.02

*1030988314*
簡単 ! 時短 ! 理科授業の効率アップ術

観察・実験を楽々こなす方法
楠木宏
（くすき・ひろし）
著
東洋館出版社

“ 理科って大変 ” はウソだった! 忙しい先生のために、教科書の内容をきちんと教え
ながらも、観察・実験を手際よく行う方法を紹介。
「実験中に言うことを聞かない子ども」
など、陥りがちな困った状況への対処法も教えます。

小学校理科教育法
森本信也
（もりもと・しんや）
編著
建帛社

教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.422 件名◎理科 クカ 141p
冊子版 978-4-491-03506-2 2018.04
DL不可 EPUB

*1032353024*
教育

森藤義孝
（もりふじ・よしたか）
編著

教職大学等における初等教育課程の理科教育法、教科専門・理科のテキスト。
小学校理科の指導内容の背景にある基本的な科学的知識、観察・実験の方法、
有効な教材教具などを示す。平成29年公示の学習指導要領に対応。

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎375.422 件名◎理科 ■シ 220p
冊子版 978-4-7679-2110-5 2018.04

*1031389228*
理科教育入門書 平成29年版学習指導要領対応 新訂

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.422 件名◎理科 ■リ 165p
理科が苦手な私に理科の授業が教えられる? 難しい質問をされたらどうする? そん 冊子版 978-4-491-03488-1 2018.03
松森靖夫
（まつもり・やすお）
編著
東洋館出版社

森本信也
（もりもと・しんや）
編著

な、小学校教員志望学生の悩みや疑問を解消する入門書。理科の授業に関する
52の質問に、やさしく答えます。平成29年版学習指導要領対応。

DL不可 EPUB

*1032353025*
中学校「理科の見方・考え方」
を働かせる授業

新学習指導要領対応 !

山口晃弘
（やまぐち・あきひろ）
編著
東洋館出版社

江崎士郎
（えざき・しろう）
編著

中学校の新学習指導要領で目標として掲げられた、
「資質・能力」を育成するための、
「理科の見方・考え方」
を働かせる授業とは? 具体的な授業実践32事例を紹介する。

教育
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎375.423 件名◎理科 ■チ 196p
冊子版 978-4-491-03387-7 2017.08

*1032352940*
中学校理科図解でわかる
「深い学び」のプロセス

ビジュアル 解説＆ワークシート集
大久保秀樹
（おおくぼ・ひでき）
著
東洋館出版社

豊富なイラストでやさしく中学校理科授業の流れを解説。各単元の指導計画の詳
細から展開例まで幅広くカバーする。巻末にはコピーしてそのまま使えるワークシート
も収録。平成29年度学習指導要領対応。

学校でできる! 性の問題行動へのケア

子どものワーク＆支援者のためのツール
宮口幸治
（みやぐち・こうじ）
編著
東洋館出版社

國分聡子
（こくぶ・さとこ）
著

伝えにくいけれど、伝えなければならない「性」の問題。性のことを「どうやって教
えればいいかわからない」という先生や保護者に向け、コピーして使える子ども用の
ワークシートと、支援者用の性教育ツール・Q＆Aを収録する。
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教育
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎375.423 件名◎理科 オチ 127p
冊子版 978-4-491-03518-5 2018.04

*1030988315*
教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.49 件名◎性教育 ミガ 127p
冊子版 978-4-491-03945-9 2019.11

*1032352984*

「脚のつけ根軸」でコントロール ! みんなができる! 器械運動
の指導
中村賢
（なかむら・けん）
著
東洋館出版社

小学校体育を念頭に、「脚のつけ根軸を使う」という新しい指導理論をテーマに、
器械運動の指導法を紹介。脚のつけ根軸の働きをアイコンで示すほか、指導の
仕方や失敗例を写真で掲載する。動画解説が視聴できるQRコード付き。

体育授業に大切な3つの力

主体的・対話的で深い学びを実現する教師像

教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.492 件名◎保健体育科 ナア
95p
冊子版 978-4-491-04052-3 2020.03

*1032352989*
教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
平川譲
（ひらかわ・ゆずる）
著
分類◎375.492 件名◎保健体育科 ヒタ
東洋館出版社
240p
子どもを、
「今日の体育を通して、なりたい自分」に導こう。子どもに「運動感覚・技能」 冊子版 978-4-491-03487-4 2018.02

を身に付けさせることをねらいの主軸として、体育授業で「主体的・対話的で深い
学び」を実現させるために必要な3つの力を紹介する。

体育授業のユニバーサルデザイン 子どもたち全員が「かかわり

DL不可 EPUB

*1032352993*
教育

ながら、わかってできる」体育授業のつくり方 〈授業の UD Books〉

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
清水由
（しみず・ゆう）
著
分類◎375.492 件名◎保健体育科 シタ
東洋館出版社
191p
体育授業をユニバーサルデザイン化するという考え方のもと、運動が苦手な子はも 冊子版 978-4-491-03941-1 2019.11

ちろん、得意としている子も一緒になって楽しく学べる「全員参加の授業」。その秘
訣を具体的な実践例を交えて紹介します。

平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 体育

DL不可 EPUB

*1032353020*
教育

まるごと早わかり

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
岡出美則
（おかで・よしのり）
編著 植田誠治
（うえだ・せいじ）
編著
分類◎375.492 件名◎保健体育科 ■
東洋館出版社
ヘ 207p
平成29年版の小学校新学習指導要領は、何が、どう変わったのか。体育について、 冊子版 978-4-491-03405-8 2017.12

改訂のポイントや、
カリキュラム・マネジメントなどを解説する。小学校学習指導要領
（抄）
も収録。

教科書 +α絶対楽しい家庭科授業
横山みどり
（よこやま・みどり）
編著
東洋館出版社

楽しい家庭科の授業を考える会編著

教科書の題材にちょっとひと工夫。笑顔あふれる家庭科授業づくりの秘密を多数紹
介する。男性の家庭科専科教諭のコラムと座談会、平成29年版小学校学習指
導要領の家庭科改訂ポイント解説も収録。

*1032352954*
教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.52 件名◎技術・家庭科 ■キ
137p
冊子版 978-4-491-03758-5 2019.10

*1032352985*
小学校家庭科教育法
大竹美登利
（おおたけ・みどり）
編著
建帛社

教育
鈴木真由子
（すずき・まゆこ）
編著

教職課程における「各教科の指導法」（小学校家庭科）のテキスト。授業実践
例をもとに授業づくりのポイントを考える。各章末に課題も掲載。2017年告示の学
習指導要領に準拠し、2019年実施の教職課程にも対応。

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎375.52 件名◎技術・家庭科 ■シ
181p
冊子版 978-4-7679-2114-3 2018.04

*1031389231*
技術科・工業科教育法 2021・2022年度実施新教育課程対応

〈教職必修〉

教職課程研究会編
実教出版

中学校の「技術科」 教員及び高等学校の「工業科」 教員を目指す人や、同教
科の教員研修用のテキスト。各教科に関する知識と技術、学校の機能や運営上
の課題などを取り上げる。2021・2022年度実施の新教育課程に対応。

教育
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎375.53 件名◎技術・家庭科 ■ギ
238p
冊子版 978-4-407-34773-9 2019.04

*1031340546*
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アクティブ・ラーニングによるキャリア教育入門

教育

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.6 件名◎産業教育 ニア
激変する社会を生き抜く大人にするために、教師は子どもたちに何を教えるのか。子 156p
どもたちの将来を考える教育・授業を提案する。いますぐ実践できる20の課題も紹介。 冊子版 978-4-491-03188-0 2016.02
西川純
（にしかわ・じゅん）
著
東洋館出版社

DL不可 EPUB

*1032352996*
工業科教育法の研究 新しい観点と実践に基づく 改訂版

教育

同時アクセス1 7,837円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎375.6 件名◎工業教育 ■コ
大学の教職科目「工業科教育法」のテキスト。工業教育の意義・法令・歴史、教科・ 287p
工業の内容、授業設計や教育実習、学習理論、進路指導などの教育全般につい 冊子版 978-4-407-34771-5 2019.02
中村豊久
（なかむら・とよひさ）
ほか共著
実教出版

て解説。資料も収録。2018年の学習指導要領に合わせた改訂版。

*1031340547*
わくわく図工レシピ集

教育

岡田京子
（おかだ・きょうこ）
編
東洋館出版社

全国様々な地域で実践された、低学年の図画工作科の題材を紹介。短時間で取
り組めるものを中心に、造形遊び、絵、立体、工作、鑑賞の計39題材を収録し、
それぞれ材料・用具、指導と評価のポイントなどを写真とともに示す。

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎375.72 件名◎図画工作科 ■ワ
85p
冊子版 978-4-491-03122-4 2015.05

*1032352950*
学び合い高め合う
「造形遊び」 子どもスイッチ ON!!
岡田京子
（おかだ・きょうこ）
編著
東洋館出版社

小学校で「造形遊び」に取り組む際のヒントとなるよう、全国各地の実践を、材料
の特徴ごとに分類・収録。各実践の、教師の事前の準備、学習活動の流れ、材
料や用具、場所、活動の実際を、写真とともに紹介する。

教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.72 件名◎図画工作科 オマ
16,109p
冊子版 978-4-491-03133-0 2015.06

*1032352941*
小学校図画工作科教育法
山口喜雄
（やまぐち・のぶお）
編著
建帛社

佐藤昌彦
（さとう・まさひこ）
編著

2017年3月改訂の学習指導要領に準拠した、小学校図画工作科における指導の
指針。各領域の指導法を授業の実際とともに解説。図画工作科教育のベース、
個性概念と造形表現の発達なども取り上げる。

教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎375.72 件名◎図画工作科 ■シ
197p
冊子版 978-4-7679-2113-6 2018.03

*1031389229*
図画工作科・美術科教育法

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎375.72 件名◎図画工作科 ■ズ
図画工作科・美術科の教師を目指す学生のためのテキスト。学習指導要領などに 208p
見られる教育動向をふまえながら、子どもの造形表現や鑑賞についての理解を深め、 冊子版 978-4-7679-2115-0 2019.03
図画工作科・美術科教育法研究会編
建帛社

授業実践や教材開発に取り組むことができるように構成する。

*1031389230*
成長する授業 子供と教師をつなぐ図画工作

教育

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎375.72 件名◎図画工作科 オセ
図画工作科とはどのような教科なのか。指導計画の作成から授業の終末までのそ 189p
れぞれのポイントや、授業実践の具体例を紹介。指導を通して育まれる教師として 冊子版 978-4-491-03296-2 2016.12
岡田京子
（おかだ・きょうこ）
著
東洋館出版社

の力、図画工作を通して育まれる子供たちの様々な力についても考察。

DL不可 EPUB

*1032353005*
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平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 図画
工作 まるごと早わかり
阿部宏行
（あべ・ひろゆき）
編著
東洋館出版社

平成29年3月に告示された小学校新学習指導要領の「図画工作」は、何が、ど
のように変わったのか。新学習指導要領作成に関わった執筆陣が、授業の在り方と
ともに分かりやすく解説する。小学校学習指導要領（抄）も収録。

唱歌教育の展開に関する実証的研究

教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.72 件名◎図画工作科 アヘ
171p
冊子版 978-4-491-03403-4 2017.10

*1032352957*
教育

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎375.762 件名◎音楽教育－歴史
唱歌教育が開始当初の紆余曲折を経て、全国で実施されるようになるまで約40年。 シシ 268p
唱歌教材、唱歌教授細目、新聞雑誌掲載記事等を分析・検討し、日本近代教育 冊子版 978-4-7620-2853-3 2018.12
嶋田由美
（しまだ・ゆみ）
著
学文社

史における唱歌教育の展開の特殊性を明らかにする。

*1030910480*
国語授業のユニバーサルデザイン

全員が楽しく
「わかる・できる」国語授業づくり 〈授業の UD Books〉
桂聖
（かつら・さとし）
著
東洋館出版社

特別支援教育の視点を取り入れた国語授業づくりを提案。「論理」を授業の目標と
し、焦点化（シンプルに）
・視覚化（ビジュアルに）
・共有化（シェア）する方法
を解説する。具体的な問答や板書も掲載。

「Which 型課題」の国語授業 「めあて」と「まとめ」の授業が変わる

教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.8 件名◎国語科 カコ 190p
冊子版 978-4-491-02674-9 2011.02
DL不可 EPUB

*1032353019*
教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.82 件名◎国語科 カウ 126p
「○○として適切なのは A?B?」 のように、子どもが選択・判断する場面をつくる 冊子版 978-4-491-03586-4 2018.10
桂聖
（かつら・さとし）
編著
東洋館出版社

N5国語授業力研究会著

「Which 型課題」の国語授業を提案。学年別の授業展開を紹介し、
「広げる」
「深
める」ゆさぶり発問についても解説する。

*1030988301*
「見方・考え方」
を鍛える小学校国語科の「思考スキル」

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.82 件名◎国語科 イミ 186p
小学校国語科で「主体的・対話的で深い学び」の実現を図るための「見方・考え方」 冊子版 978-4-491-03443-0 2018.02
伊崎一夫
（いさき・かずお）
編著
東洋館出版社

を働かせた学習活動とは。「比較」「要約」「類別」「課題解決」など9つの「思
考スキル」を鍵として、教科書教材をもとに具体的に提案する。

*1032352945*
国語授業における
「深い学び」
を考える 授業者からの提案
全国国語授業研究会編著
東洋館出版社

筑波大学附属小学校国語研究部編著

小学校の国語科授業において、「深い学び」実現のために何が必要か、今までの
授業と何が変わるのか、などについて現場教師が考察する。奈須正裕と筑波大学
附属小国語部がこれからの授業像を語る座談会も収録。

教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.82 件名◎国語科 ■コ
136p
冊子版 978-4-491-03388-4 2017.08
DL不可 EPUB

*1032353007*
思考ツールで国語の「深い学び」
山本茂喜
（やまもと・しげき）
編著
東洋館出版社

新学習指導要領が目指す国語科の学びには、なぜ思考ツールが必要なのか、ど
のように使えば「深い学び」が実現できるのかをわかりやすく解説。授業実践20例
も具体的に紹介する。

教育
同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375.82 件名◎国語科 ヤシ 129p
冊子版 978-4-491-03440-9 2017.12

*1032352939*
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小学校国語科教育法

教育

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎375.82 件名◎国語科 ■シ
小学校国語科教育の実践や研究に役立つ書。発達の段階に応じた指導、授業 207p
デ ザイン、読書指導、評価、これからの国語科教育に求められるもの等について 冊子版 978-4-7679-2111-2 2018.03
阿部藤子
（あべ・ふじこ）
編著
建帛社

益地憲一
（ますち・けんいち）
編著

論じる。コラムも収録。

*1031389226*
白石範孝の国語授業の教科書
白石範孝
（しらいし・のりたか）
著
東洋館出版社

イメージと感覚だけの国語授業からはもう抜け出そう! 論理的に思考するための観点
を、文学作品、説明文、詩の授業ごとに解説。学級づくりと国語の授業の関係に
ついても触れる。

教育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎375.82 件名◎国語科 シシ 154p
冊子版 978-4-491-02748-7 2011.12
DL不可 EPUB

*1032353001*
平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 国語

教育

まるごと早わかり

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
吉田裕久
（よしだ・ひろひさ）
編著 水戸部修治
（みとべ・しゅうじ）
編著
分類◎375.82 件名◎国語科 ■ヘ
東洋館出版社
158p
平成29年3月に告示された小学校新学習指導要領の「国語」は、何が、どのよう 冊子版 978-4-491-03397-6 2017.10

に変わったのか。新学習指導要領作成に関わった執筆陣が、授業の在り方ととも
に分かりやすく解説する。小学校学習指導要領（抄）も収録。

「くちばし」
「じどう車くらべ」
「どうぶつの赤ちゃん」全時間・
全板書 青山由紀の授業

*1032352955*
教育

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
青山由紀
（あおやま・ゆき）
著
分類◎375.852 件名◎国語科 アク
東洋館出版社
209p
「思考」と「読み方」の系統指導をはかる入門期の説明文指導の決定版。「くち 冊子版 978-4-491-03529-1 2018.06

ばし」「じどう車くらべ」「どうぶつの赤ちゃん」の板書、単元構想、全時間の授業
を公開する。単元同士のつながりも提案する。

教材に「しかけ」
をつくる国語授業10の方法 説明文アイデア50

*1032352980*
教育

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375.852 件名◎国語科 カキ
机の端にコップが置いてあったら、「机の真ん中に置いて!」と言いたくなるように、 179p
教材の安定を崩すと、子どもたちが自ら動き、話しだす。教材にしかけをつくる方法や、 冊子版 978-4-491-02901-6 2013.04
桂聖
（かつら・さとし）
編著
東洋館出版社

授業のユニバーサルデザイン研究会沖縄支部著

説明文教材のしかけづくりのアイデアなどを紹介する。

*1030988302*
教材に「しかけ」
をつくる国語授業10の方法 文学アイデア50

教育

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375.852 件名◎国語科 カキ
楽しくて力がつく国語授業を提案。教材に、子どもが自ら動きたくなる・話したくなる「し 179p
かけ」
をつくる方法から、授業の流れ・発問・板書まで、具体的な授業実践を「Before」 冊子版 978-4-491-02900-9 2013.02
桂聖
（かつら・さとし）
編著
東洋館出版社

授業のユニバーサルデザイン研究会沖縄支部著

「After」の例を挙げビジュアルに解説。

*1030988303*
説明文理解の心理学
岸 学
北大路書房

説明文を理解し表現する技能は，おもに児童期に形成され，その獲得に小学校国
語科教育が主要な役割を担っている。本書では，児童を対象に行なった多くの実
験研究や調査研究の成果をまとめ，
「その技能はどのように発達するのか」「指導す
る際にはどのような点が重要なのか」を認知心理学・教育心理学の立場から提言
する。
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教育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7628-2413-5

*1031828330*

2004

筑波発読みの系統指導で読む力を育てる 7系列の読む力

〈初等教育学の構築を目指して Japanese〉
筑波大学附属小学校国語教育研究部編
東洋館出版社

青木伸生
（あおき・のぶお）
著

小学校の国語科の授業においてつけるべき読みの力を、文学と説明文それぞれ7
つの系列に整理し、各学年ごとに指導すべき読みの技能と用語、力をつけるため
に有効な教材を紹介する。系統指導の実際も掲載。

定番教材で考える
「深い学び」
をうむ国語授業
全国国語授業研究会編
東洋館出版社

筑波大学附属小学校国語研究部編

国語の教科書に掲載されている多くの文学作品や説明文を取り上げながら、「深い
学び」の実現に向けた実践を具体的に解説。また、「深い学び」をうむ国語授業
の実際も、写真で紹介する。

教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.852 件名◎国語科 ■ツ
179p
冊子版 978-4-491-03197-2 2016.02
DL不可 EPUB

*1032353008*
教育
同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375.852 件名◎国語科 ■テ
133p
冊子版 978-4-491-03568-0 2018.08

*1030988304*
白石範孝集大成の授業「モチモチの木」全時間・全板書
白石範孝
（しらいし・のりたか）
著
東洋館出版社

教材をいかに読み、子どもの言葉の力につなげるか。白石メソッドを凝縮した、「モ
チモチの木」全時間の授業記録を公開。教材分析、全板書、単元計画なども収録。
「ごんぎつね」「やまなし」の授業動画が見られるURL 付き。

教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎375.852 件名◎国語科 シシ 79p
冊子版 978-4-491-03205-4 2016.03

*1030988305*
物語の「脇役」から迫る全員が考えたくなるしかける発問36

小学校国語

長崎伸仁
（ながさき・のぶひと）
編著
東洋館出版社

長崎ゼミナール 著

作品をドラマチックにする脇役を通して物語を読むことで、小学校の国語で教えたい
「登場人物同士の関係」「主人公の心情の変化」などによりよく迫ることができる。
脇役に光を当てた文学の授業と、具体的な授業展開を紹介する。

論理が身につく
「考える音読」の授業文学アイデア50

教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.852 件名◎国語科 ナモ
188p
冊子版 978-4-491-03250-4 2016.08

*1032352964*
教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.852 件名◎国語科 カロ
文章を正確に、様子・心情を思い描き、作品を論理的に読み解くための音読を提案。 169p
文学の授業で使えるアイデア50を紹介するほか、Q＆A、実践例、文学の5つの 冊子版 978-4-491-02676-3 2011.02
桂聖
（かつら・さとし）
編著 「考える音読」の会著
東洋館出版社

読み方なども掲載。

*1030988296*
文学 主体的・対話的に読み深める 〈シリーズ国語授業づくり 中学校〉

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.853 件名◎国語科 ■ブ
授業づくりの入門からステップアップまで、国語授業づくりの基礎・基本を解説。中 130p
学校文学の授業づくりの基礎・基本をQ＆A 形式で説明し、文学の授業づくりのポ 冊子版 978-4-491-03528-4 2018.08

日本国語教育学会監修
東洋館出版社

飯田和明
（いいだ・かずあき）
編著

イントや、単元展開例を紹介する。

DL不可 EPUB

*1032353010*
小・中学校で英語を教えるための必携テキスト

コア・カリキュラム対応

中村典生
（なかむら・のりお）
監修
東京書籍

鈴木渉
（すずき・わたる）
著

小・中学校英語教育の実践と理論をカバーした一冊。小・中学校における外国語
の指導法と、英語科に関する専門的事項を解説する。各章末にある問題の解答
例を確認するための QRコードも掲載。コア・カリキュラム対応。

教育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎375.893 件名◎英語教育 ■シ
303p
冊子版 978-4-487-81146-5 2019.03

*1031629258*
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小学校英語の文字指導 リタラシー指導の理論と実践

教育

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎375.893 件名◎英語教育 アシ
児童英語教育の実践者として試みた公立小学校での活動を紹介。
「聞く」
「読む」 207p
「話す」「書く」を系統的に育てる、音を大切にした50種類の楽しい活動を、ワー 冊子版 978-4-487-81206-6 2019.03
アレン玉井光江著
東京書籍

クシート例とともに収録する。

*1031629257*
平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 外国
語 まるごと早わかり

教育

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
大城賢
（おおしろ・けん）
編著
分類◎375.893 件名◎英語教育 オヘ
東洋館出版社
156p
平成29年版の小学校新学習指導要領は、何が、どう変わったのか。外国語活動・ 冊子版 978-4-491-03406-5 2017.10

外国語科について、改訂のポイントや、カリキュラム・マネジメントなどを解説する。
小学校学習指導要領（抄）も収録。

高校英語授業における文法指導を考える

「文法」
を
「教える」
とは? 〈アルク選書シリーズ〉
金谷憲
（かなたに・けん）
編著
アルク

臼倉美里
（うすくら・みさと）
著

活動中心の授業ではどうやって文法を「教える」のか ? 活動中心で文法は定着す
るのか ? 高校英語授業での現状を探るために行った、現場の教師へのインタビュー
などの調査・分析から、これからの文法指導の方向性を提言する。

戦後日本の教科書問題
石田雅春
（いしだ・まさはる）
著
吉川弘文館

昭和20～50年頃までの教科書に関する諸問題を、占領期・講和独立後・家永教
科書裁判提訴後にわけて分析。占領期の文部省とCI＆E、中教審と国民意識、
日教組と文部省という対立構図に着目し、教科書問題の実態に迫る。

*1032352961*
教育
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎〈375.893〉 件名◎英語教育 カコ
219p
冊子版 978-4-7574-3628-2 2020.06

*1032290709*
教育
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎375.9 件名◎教科書－歴史 イセ
222,8p
冊子版 978-4-642-03887-4 2019.11

*1031274381*
10の姿で保育の質を高める本 〈これからの保育シリーズ 7〉
汐見稔幸
（しおみ・としゆき）
著
風鳴舎

中山昌樹
（なかやま・まさき）
著

10の姿とは、保育所保育指針・幼稚園教育要領・認定こども園教育保育要領で「幼
児期の終わりまでに育ってほしい姿」と表現されている育ちの視点や目標像のこと。
21世紀型の保育の実際を、10の姿と絡めて丁寧に説明する。

教育
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎376.1 件名◎保育 シジ 159p
冊子版 978-4-907537-17-3 2019.05

*1030910467*
うしろすがたが教えてくれた
清水玲子
（しみず・れいこ）
著
かもがわ出版

子どもが個性を伸ばせる環境としての保育園・保育士とは。おとなと子どもを結ぶ信
頼感が育つ場としての「保育」とは。実践の記録をとおして、読者といっしょに考える。
『福祉のひろば』連載を加筆し書籍化。

教育
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎376.1 件名◎保育 シウ 199p
冊子版 978-4-7803-1083-2 2020.04

*1031843686*
求めあい認めあい支えあう子どもたち
乳幼児期の集団づくり視点と実践

全国幼年教育研究協議会・集団づくり部会編著
かもがわ出版

「民主的でみんながしあわせになれる社会」に向かい、「その社会を担う人間を育
成する」
ことを大きな目標として、乳児期から意図的・計画的に指導する
「集団づくり」。
0歳児～5歳児の集団づくりの考え方と方法を提起する。
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教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎376.1 件名◎保育 ■モ 213p
冊子版 978-4-7803-1065-8 2020.01

*1031843673*

子どもが育つ遊びと学び

保幼小の連携・接続の指導計画から実践まで

教育

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
高櫻綾子
（たかざくら・あやこ）
編
分類◎376.1 件名◎幼小連携 ■コ
朝倉書店
136p
「子どもの生活をつなぐ」という視点から、長期的な子どもの発達と学びのプロセス 冊子版 978-4-254-65007-5 2019.04

を解説。発達の段階ごとに章とコラムを設定し、保育・教育の実践事例をもとに具
体的に説明する。

子育てをめぐる公私再編のポリティクス

幼稚園における預かり保育に着目して
清水美紀
（しみず・みき）
著
勁草書房

子育ては、誰がどのように担うべきなのか。幼稚園での預かり保育に焦点を当て、
政策言説の分析、保育者と親への調査・インタビューから、子育てをめぐってせめ
ぎ合う、公的領域 / 私的領域の再編のポリティクスを解明する。

先輩が教えてくれる! 新人保育士のきほん

DL不可

*1031616185*
教育
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎376.1 件名◎保育 シコ 276p
冊子版 978-4-326-60320-6 2019.08

*1030990064*
教育

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎376.1 件名◎保育 ナセ 157p
保育者に必要な現場での知識をその対象や場面ごとに、6つのチャプターに分けて 冊子版 978-4-7981-4669-0 2016.11
中野悠人
（なかの・ゆうと）
著
翔泳社

山下智子
（やました・ともこ）
著

解説。右 ページでは内容をより理解しやすいように図解する。想いが伝わる連絡帳
の書き方など、ベテランの先生の仕事のテクニックがわかる。

*1031579503*
先輩に学ぶ乳児保育の困りごと解決 BOOK 0歳児クラス編
波多野名奈
（はたの・なな）
著
中央法規出版

横山洋子
（よこやま・ようこ）
監修

保育現場でよくある「困った!」を解決するヒントを伝授する本。0歳児クラスの困
りごとをとりあげ、経験豊富な先輩保育者たちの実体験をもとにしたアドバイスを掲
載。保育の基本として押さえておきたい内容も解説する。

教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎376.1 件名◎乳児保育 ハセ
159p
冊子版 978-4-8058-5858-5 2019.04

*1030939874*
先輩に学ぶ乳児保育の困りごと解決 BOOK 1歳児クラス編
波多野名奈
（はたの・なな）
著
中央法規出版

横山洋子
（よこやま・ようこ）
監修

保育現場でよくある「困った!」を解決するヒントを伝授する本。1歳児クラスの困
りごとをとりあげ、経験豊富な先輩保育者たちの実体験をもとにしたアドバイスを掲
載。保育の基本として押さえておきたい内容も解説する。

教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎376.1 件名◎乳児保育 ハセ
159p
冊子版 978-4-8058-5859-2 2019.04

*1030939875*
先輩に学ぶ乳児保育の困りごと解決 BOOK 2歳児クラス編
波多野名奈
（はたの・なな）
著
中央法規出版

横山洋子
（よこやま・ようこ）
監修

保育現場でよくある「困った!」を解決するヒントを伝授する本。2歳児クラスの困
りごとをとりあげ、経験豊富な先輩保育者たちの実体験をもとにしたアドバイスを掲
載。保育の基本として押さえておきたい内容も解説する。

教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎376.1 件名◎乳児保育 ハセ
159p
冊子版 978-4-8058-5860-8 2019.04

*1030939876*
幼児教育と対話 子どもとともに生きる遊びの世界

教育

同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 32,670円 + 税
分類◎376.1 件名◎幼児教育 エヨ
〈教える〉関係から〈ともに育ち合える〉関係へ。40年にわたり実践研究を重ねてき 297,3p
た著者が、53の実例をもとに幼児教育のあり方を検証する。特別支援学校でのエ 冊子版 978-4-00-025473-1 2018.12
榎沢良彦
（えのさわ・よしひこ）
著
岩波書店

ピソードも収録。

*1031274391*
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1946年ロンドン講義録 〈国際モンテッソーリ協会（AMI）公認シ

リーズ‐Montessori Education‐02〉
マリア・モンテッソーリ著 アネット・ヘインズ 編
風鳴舎

「モンテッソーリ・メソッド」の創始者、マリア・モンテッソーリが第二次大戦後の
1946年にロンドンで行った、3～6歳の子どもを対象とした教師養成コースの33講
義を収録する。

子どもから始まる新しい教育

モンテッソーリ・メソッド確立の原点 〈国際モンテッソーリ協会
（AMI）
公認シリーズ‐Montessori Education‐03〉
マリア・モンテッソーリ著
風鳴舎

AMI 友の会 NIPPON 訳・監修

「モンテッソーリ・メソッド」の創始者、マリア・モンテッソーリが1938年に行った講
演の記録「教育の四段階」をはじめ、「教育の再構築」「道徳と社会教育」など
6冊の原書、小冊子を併せて書籍化。

新・育ちあう乳幼児心理学 保育実践とともに未来へ

〈有斐閣コンパクト〉

教育
同時アクセス1 10,780円 + 税
同時アクセス3 23,683円 + 税
分類◎376.11 件名◎幼児教育 モセ
335p
冊子版 978-4-907537-02-9 2016.10

*1030910470*
教育
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎376.11 件名◎幼児教育 モコ
141p
冊子版 978-4-907537-08-1 2017.08

*1030910471*
教育

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎376.11 件名◎乳幼児心理学 ■
シ 303p
保育にかかわるすべての人に向けた、乳幼児心理学のテキスト。保育や生活のな 冊子版 978-4-641-17451-1 2019.12
心理科学研究会編
有斐閣

かで子どもたちがみせる具体的なエピソードを出発点に、「育ちあい」のプロセス
を通して、乳幼児の発達を捉える視点をまとめる。

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

DL不可

*1031616164*
教育

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎376.11 件名◎幼児教育 カモ
183p
自然豊かな保育環境で過ごす幼児が、本性を見せるナチュラル・キンダーガーデン 冊子版 978-4-7803-1061-0 2019.11
金子龍太郎
（かねこ・りゅうたろう）
著
かもがわ出版

西澤彩木
（にしざわ・さいき）
著

「森のようちえん」。滋賀県で活動する自然保育「せた 森の幼稚園」の設立経過
と現状を示し、保育や幼児教育のあり方を考察する。

人間の傾向性とモンテッソーリ教育

普遍的な人間の特質とは何か? 新版 〈国際モンテッソーリ協会
（AMI）
公認シリーズ‐Montessori Education‐01〉
マリオ・M. モンテッソーリ著
風鳴舎

AMI 友の会 NIPPON 訳・監修

1956年、オランダで開催された国際会議における著者の講演録。「人は人間らし
い特徴を獲得するために後押ししてくれる特質を持って生まれてくる」というモンテッ
ソーリの思想のポイントを、親近感のある口調で語りかける。

赤ちゃん学で理解する乳児の発達と保育 第1巻
睡眠・食事・生活の基本

日本赤ちゃん学協会編集
中央法規出版

赤ちゃんの発達を科学的に解説し、発達に即した保育実践を提案する。第1巻は、
乳児の睡眠・食事・生活についての基礎知識、保育実践、プラスαの知識、発
達からみる保育のポイントを取り上げる。

赤ちゃん学で理解する乳児の発達と保育 第2巻 運動・遊び・音楽
日本赤ちゃん学協会編集
中央法規出版

赤ちゃんの発達を科学的に解説し、発達に即した保育実践を提案する。第2巻は、
乳児の運動・遊び・音楽についての基礎知識、保育実践、プラスαの知識、発
達からみる保育のポイントを取り上げる。

*1031657029*
教育
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎376.11 件名◎幼児教育 モニ
133p
冊子版 978-4-907537-01-2 2018.09

*1030910469*
教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎376.11 件名◎乳児 ■ア 137p
冊子版 978-4-8058-5418-1 2016.12

*1031889393*
教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎376.11 件名◎乳児 ■ア 159p
冊子版 978-4-8058-5419-8 2017.07

*1031889394*
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赤ちゃん学で理解する乳児の発達と保育 第3巻
言葉・非認知的な心・学ぶ力

日本赤ちゃん学協会編集
中央法規出版

赤ちゃんの発達を科学的に解説し、発達に即した保育実践を提案する。第3巻は、
言葉、
「非認知」的な心、学ぶ力についての基礎知識、保育実践、プラスαの知識、
発達からみる保育のポイントを取り上げる。

乳幼児の発達と保育 食べる・眠る・遊ぶ・繫がる
秋田喜代美
（あきた・きよみ）
監修
朝倉書店

遠藤利彦
（えんどう・としひこ）
編著

乳幼児は「食べる」「眠る」「遊ぶ」といった活動を積み重ね、発達・成長してい
く。3つの活動を科学的にとらえ、「繫げる」ことにより、日々の生活の中でそれらの
活動が相互に影響し合い、紡がれていく形を描き出す。

教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎376.11 件名◎乳児 ■ア 141p
冊子版 978-4-8058-5420-4 2019.07

*1031889395*
教育
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎376.11 件名◎乳児 ■ニ 219p
冊子版 978-4-254-65008-2 2019.08

*1032310380*
乳幼児観察入門 早期母子関係の世界

教育

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎376.11 件名◎乳幼児心理学 ■
子どもの臨床家・研究者の必読テキストを邦訳。母親が立ち去ってしまったときの ニ 323p
悲しみ、離乳が親子に引き起こした混乱など、8つの定期的な乳幼児観察の記録 冊子版 978-4-422-11723-2 2019.09

リサ・ミラー編
創元社

マーガレット・ラスティン編

を収録。乳幼児観察のエッセンスが学べる。

DL不可 EPUB

*1031325319*
忘れられた市民 子ども モンテッソーリが訴える永遠の問題 〈国際

モンテッソーリ協会（AMI）公認シリーズ‐Montessori Education‐04〉
マリア・モンテッソーリ著
風鳴舎

AMI 友の会 NIPPON 訳・監修

「モンテッソーリ・メソッド」の創始者、マリア・モンテッソーリによる子ども論。1932
年に行った講演の記録「平和と教育」や、子どもの人権を求めるメッセージ「忘れ
られた市民 子ども」などを収録。

ゴロ合わせでらくらく暗記 ! 保育士完全合格要点ブック

〈福祉教科書〉

教育
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎376.11 件名◎幼児教育 モワ
121p
冊子版 978-4-907537-09-8 2018.08

*1030910472*
教育

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎ S376.14 件名◎保育士 ■ゴ
293p
過去問を分析し、保育士試験9科目の頻出項目をポケットサイズにギュッと圧縮しま 冊子版 978-4-7981-5958-4 2019.01

サンライズ 保育士キャリアスクール 著
翔泳社

した。暗記のしやすさにトコトンこだわったサブテキストが登場です。150個以上
のゴロ合わせで最重要項目を確実に暗記できます。

園づくりのことば 保育をつなぐミドルリーダーの秘訣

*1031210683*
教育

同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎376.14 件名◎保育 ■エ 104p
主任保育者や副園長などの「ミドルリーダー」に焦点を当て、園の職員が保育に 冊子版 978-4-621-30410-5 2019.07
井庭崇
（いば・たかし）
編著
丸善出版

秋田喜代美
（あきた・きよみ）
編著

かかわり、互いに交流しながら成長していく環境をどのように作っていくのか、その実
践の知恵を27個の秘訣としてまとめる。

DL不可

*1031137171*
子どもの育ちが見える
「要録」作成のポイント

幼稚園、保育所、認定こども園対応
神長美津子
（かみなが・みつこ）
著
中央法規出版

阿部和子
（あべ・かずこ）
著

保育を通じた「子どもの育ちの姿」を次の指導者に伝える「要録」。その基本的
性格から、作成の手順とポイント、育ちつつある姿の書き方、小学校との連携での「要
録」の活かし方までを解説する。平成30年改正対応。

教育
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎376.14 件名◎幼児教育 ■コ
119p
冊子版 978-4-8058-5757-1 2018.11

*1030939878*
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先輩保育者が教えてくれる! 連絡帳の書き方のきほん

教育

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
分類◎376.14 件名◎保育 アセ 175p
保育者に向けて、保護者から信頼を得られる連絡帳を早く、正確に書くためのコツ 冊子版 978-4-7981-5854-9 2019.03
浅井拓久也
（あさい・たくや）
著
翔泳社

をまとめた一冊。連絡帳を書くときに必要な考え方とノウハウをていねいに紹介し、
先輩たちが出合った難しい質問・要望に対する文例も掲載する。

*1031210675*
特別な配慮を必要とする子どもが輝くクラス運営

教える保育からともに学ぶ保育へ
松井剛太
（まつい・ごうた）
著
中央法規出版

発達障害、被虐待、外国籍家庭、貧困家庭の子どもたちが生き生きと遊ぶ姿には、
保育の専門性があった! 特別な配慮を必要とする就学前の子どもたちの保育で配慮
すべき事柄や、彼らのいるクラスの運営について考える。

保育・教育施設における事故予防の実践
事故 データベースを活かした環境改善

教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎376.14 件名◎保育 マト 137p
冊子版 978-4-8058-5744-1 2018.09

*1032413659*
教育

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎376.14 件名◎保育所 ■ホ
185p
乳幼児・児童の傷害・事故を防ぐ方法を、科学的にアプローチ。最新のデータに 冊子版 978-4-8058-5854-7 2019.05
西田佳史
（にしだ・よしふみ）
編著
中央法規出版

山中龍宏
（やまなか・たつひろ）
編著

基づいて、効果のない方法と効果のある方法の違いは何であるか、どのようにすれ
ば予防できるのかなどを具体的に解説する。

保育現場における困りごと相談 ハンドブック
保育士・保育教諭のお悩み解決のために

木元有香
（きもと・ゆか）
著
新日本法規出版

園児が怪我をしてしまったら? 何かとクレームをつけてくる保護者がいたら? 園内で
パワハラを受けていたら? 保育士・保育教諭の困りごとを設問にし、保育教諭の
資格を有する弁護士が法的観点から回答・解説する。

保育者のための外国人保護者支援の本

*1030939877*
教育
同時アクセス1 4,455円 + 税
同時アクセス3 10,395円 + 税
分類◎376.14 件名◎保育所 キホ 264p
冊子版 978-4-7882-8630-6 2019.10

*1031115507*
教育

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎376.14 件名◎保育 ■ホ 95p
保育園・幼稚園・認定こども園の保育者に向けて、外国人保護者支援の考え方と 冊子版 978-4-7803-1067-2 2020.02

咲間まり子
（さくま・まりこ）
監修
かもがわ出版

ノウハウを、諸外国や日本の現状を踏まえながらわかりやすく解説する。コミュニケー
ションのためのリソースなども収録。

*1031843674*
幼児のからだを測る・知る 測定の留意点と正しい評価法

教育

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎376.14 件名◎幼児教育 ■ヨ
幼児の体力や運動能力を正しく把握するための測定方法と測定値の評価について 150p
平易に解説。測定対象あるいは測定の必要性や基本事項、測定現場における具 冊子版 978-4-7644-1124-1 2011.09

出村愼一
（でむら・しんいち）
監修
杏林書院

村瀬智彦
（むらせ・ともひこ）
編著

体的な留意点などを示す。

*1031843649*
幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿
無藤隆
（むとう・たかし）
編著
東洋館出版社

新しい幼児教育のキーワードである「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を10
にまとめ、3歳児未満、3歳児、4歳児、5歳児、小学校1年の13事例を掲載。生
活や遊びの姿から具体的な子どもの成長した姿を明らかにする。

教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎376.15 件名◎幼児教育 ムヨ
163p
冊子版 978-4-491-03514-7 2018.03
DL不可 EPUB

*1030988329*
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幼児のからだとこころを育てる運動遊び

元気に育てちびっ子たち!

教育

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
出村愼一
（でむら・しんいち）
監修 宮口和義
（みやぐち・かずよし）
編著
分類◎376.157 件名◎幼児教育 ■ヨ
杏林書院
157p
現代の幼児を取り巻くさまざまな課題を科学的に検証し、幼児期における
「運動遊び」 冊子版 978-4-7644-1132-6 2012.06

の重要性および指導法について、子どもの発育と発達をふまえて、実践例をあげな
がら解説する。

戦後夜間中学校の歴史 学齢超過者の教育を受ける権利をめぐって

*1031843651*
教育

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,400円 + 税
分類◎376.31 件名◎夜間中学－歴史
15歳を過ぎてもなお「学びなおしたい」 生徒と、彼ら彼女らを応援した人々。夜間 オセ 360p
中学校の歴史的経緯と存立のメカニズムを、学齢超過者の教育を受ける権利をめ 冊子版 978-4-86617-034-3 2017.06
大多和雅絵
（おおたわ・まさえ）
著
六花出版

ぐる動きとの関係のなかで明らかにする。

*1032418953*
通信制高校のすべて 「いつでも、どこでも、だれでも」の学校

教育

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎376.4 件名◎高等学校 テツ
通信制高校の基礎知識や役割、歴史から、公立・私立・株式会社立通信制高校、 267p
サポート校、通信教育をめぐる思想などまで、各ジャンルの専門家が通信制高校 冊子版 978-4-7791-2321-4 2017.05
手島純
（てしま・じゅん）
編著
彩流社

阿久澤麻理子
（あくざわ・まりこ）
ほか著

の真実の姿を解説する。関連書籍・論文案内、座談会も収録。

*1031460170*
不登校生よ、ともに！―単位制高校の挑戦―

教育

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎
今、増え続ける不登校生たちを積極的に受け入れ、個性をのばし、大きな成果を 冊子版 978-4-88202-474-3
中井 三好
彩流社

あげた富山の元校長が書き下ろした教育課題への処方箋。

1998

*1031980143*
必ず ! 報われる勉強法

頭の使い方もスポーツと同じ、
「鍛錬」すれば上達する!

教育

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎376.8 件名◎入学試験
（大学）マ
カ 222p
有名大学に毎年数多くの合格者を送り出す、地方の小規模塾の塾長が、大学受 冊子版 978-4-416-92002-2 2019.12
眞上久実
（まがみ・くみ）
著
誠文堂新光社

験で絶対報われるための勉強法を紹介する。勉強名人になるための勉強計画の立
て方、絶対合格するための塾・予備校の選び方も掲載。

激動の高等教育 上

EPUB

*1032326735*
教育

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
分類◎ 件名◎高等教育 ヤゲ 271p
『文部科学教育通信』連載のうち2015年から4年間に書いた論稿を仕分けて編集。 冊子版 978-4-86371-545-5 2020.04
山本眞一
（やまもと・しんいち）
著
ジアース教育新社

大学の本来のあり方を論じる。上は「高等教育の変容と課題」
「混迷する大学改革」
「18歳人口と高等教育」「大学教育の機能変化」等を収録。

*1032019483*
激動の高等教育 下

教育

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
分類◎ 件名◎高等教育 ヤゲ 255p
『文部科学教育通信』連載のうち2015年から4年間に書いた論稿を仕分けて編集。 冊子版 978-4-86371-546-2 2020.04
山本眞一
（やまもと・しんいち）
著
ジアース教育新社

大学の本来のあり方を論じる。下は、「高等教育の多様化」「大学の自主・自律と
ガバナンス」「大学院問題を考える」等を収録。

*1032019484*
63

国立大学法人法コンメンタール

Kommentar National University Corporation Act

改訂版

教育

同時アクセス1 13,750円 + 税
同時アクセス3 27,500円 + 税
国立大学法人法制研究会編著
分類◎377.1 件名◎国立大学法人法 ■
ジアース教育新社
コ 790p
国立大学法人法をわかりやすく逐条解説。国立大学等の法人化の目的と改革の要 冊子版 978-4-86371-400-7 2017.01

点、国立大学法人法の特色と基本的構造などについても概説する。近年の一部
改正に対応した改訂版。

大学論の誤解と幻想

Misunderstandings and Illusions about University Education

岩井洋
（いわい・ひろし）
著
弘文堂

大学論に含まれる誤解や幻想について考察するとともに、自身の経験にもとづいて、
実践的かつ具体的な大学教育の方法を提示。激変する高等教育の生態系の中で、
大学はいかに生き残るべきか、大学教育はどうあるべきかを論じる。

18歳からの「大人の学び」基礎講座

学ぶ , 書く,リサーチする, 生きる
向後千春
（こうご・ちはる）
著
北大路書房

大学や社会において自ら学んで生きていくための「資質・能力」を身につけるテキスト。
「学ぶ」「書く」「リサーチ」「生きる」という4つの領域のスキルをわかりやすく解
説する。書き込み式の課題あり。

TBLを文系座学科目に チーム基盤型学習で理解を促進

〈広島女学院大学総合研究所叢書 第8号〉
関谷弘毅
（せきたに・こうき）
著
大学教育出版

文系座学科目にTBL（チーム基盤型学習）を取り入れた授業を紹介。大学で教
え始めた著者が、授業内で生じる問題の克服を目指し、改善と効果の検証を繰り
返してきたアクション・リサーチの過程を詳説する。

アカデミック・スキルズ 大学生のための知的技法入門 第3版

*1031875594*
教育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎377.1 件名◎大学 イダ 244p
冊子版 978-4-335-55201-4 2020.03
DL不可

*1031670243*
教育
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎377.15 件名◎大学 コジ 145p
冊子版 978-4-7628-2954-3 2016.10

*1031828333*
教育
同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎377.15 件名◎大学 セテ 130p
冊子版 978-4-86692-062-7 2020.03

*1031629248*
教育

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎377.15 件名◎大学 サア 185p
学問の目指すより幅広く深い教養を身につけるための基礎的技術、アカデミック・ス 冊子版 978-4-7664-2656-4 2020.02
佐藤望
（さとう・のぞみ）
編著
慶應義塾大学出版会

湯川武
（ゆかわ・たけし）
著

キルズ。情報収集法から本の読み方、論文の書き方、プレゼンテーションのやり方
まで、具体的かつわかりやすく伝授する。「書式の手引き」付き。

*1031507104*
アカデミック・スキル 入門 大学での学びをアクティブにする
新版 〈有斐閣ブックス 698〉

伊藤奈賀子
（いとう・ながこ）
編
有斐閣

中島祥子
（なかじま・さちこ）
編

大学での学び方を習得するための初年次教育用ワークブック。作業やグループで
の協働を通じて「学ぶ・書く・表現する技術（アカデミック・スキル）」が身につく。
ワークシート、モデル・レポートはウェブサイトから入手できる。

ケーススタディでよくわかる学生とのコミュニケーション
今日からできる! 研究指導実践マニュアル

西澤幹雄
（にしざわ・みきお）
著
化学同人

ハラスメントを避けつつ適切な研究指導を進めていくには ? 研究を指導する教員に
役立つよう、学生と教員の間で起こりうる様々なケースを取り上げ、対応のコツやヒ
ントを解説。Q＆A、研究指導チェックリストも掲載。
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教育
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎377.15 件名◎大学 ■ア 278p
冊子版 978-4-641-18445-9 2019.03
DL不可

*1031866391*
教育
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,710円 + 税
分類◎377.15 件名◎大学 ニケ 82p
冊子版 978-4-7598-1998-4 2019.08
DL不可

*1030990108*

学習設計マニュアル

教育

「おとな」になるためのインストラクショナルデザイン
鈴木克明
（すずき・かつあき）
編著
北大路書房

美馬のゆり
（みま・のゆり）
編著

人が「学ぶ」
とはどういうことかについての多くの研究に基づいて、様々な角度から
「学
び」について考え、自分の「学び」をデ ザインできるよう導くテキスト。書き込み
欄付きの練習問題を多数収録。

思考を鍛える大学の学び入門

論理的な考え方・書き方からキャリアデザインまで

第2版

井下千以子
（いのした・ちいこ）
著
慶應義塾大学出版会

これから大学で学び始める人が、基本的な学び方を身につけ、将来について考え
る礎をつくるための書。豊富な図解やイラストとともに身近な事例を取り上げ解説す
る。切り取って使える15回分のワークシートと出欠シート付き。

新・知のツールボックス 新入生のための学び方サポートブック
専修大学出版企画委員会編
専修大学出版局

大学での学び方の不安を解消 ! ノートのとり方から、レポートの書き方、プレゼンや
討論の仕方、SNSの活用法まで、大学で学ぶコツを解説した、新入生のためのサポー
トブック。取り外せる「知のワークブック」付き。

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎377.15 件名◎大学 ■ガ 226p
冊子版 978-4-7628-3013-6 2018.03

*1031115509*
教育
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎377.15 件名◎大学 イシ 145p
冊子版 978-4-7664-2651-9 2020.01

*1031507103*
教育
同時アクセス1 1,760円 + 税
同時アクセス3 2,640円 + 税
分類◎377.15 件名◎大学 ■シ 253p
冊子版 978-4-88125-326-7 2018.04

*1031726782*
大学1年生からのプロジェクト学習の始めかた
常盤拓司
（ときわ・たくじ）
著
慶應義塾大学出版会

西山敏樹
（にしやま・としき）
著

現在多くの大学で導入されている、「プロジェクトを通した学び」を徹底解説。初
めて「プロジェクト」に取り組む学生に向けて、その極意を伝授する。実践に使え
る計画書のテンプレート付き。

教育
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎377.15 件名◎大学 トダ 125p
冊子版 978-4-7664-2636-6 2019.11

*1031340597*
大学生の学び・入門 ―大学での勉強は役に立つ！―
（有斐
閣アルマ）
（※）
溝上 慎一
有斐閣

大学生はどう勉強すればよいのか。大学教育は役に立つのか。大学生の勉強（学
び）のあり方を認識と行動の2つの次元から解説する。目指すべき勉強を「自分な
りの見方や考え方をもつ」「自分を発展させる勉強」ととらえることで，新しい学びの
世界が広がる
！

大学生の学び・入門 ―大学での勉強は役に立つ！―【スマ
ホ・読上】
（ 有斐閣アルマ）
（※）
溝上 慎一
有斐閣

大学生はどう勉強すればよいのか。大学教育は役に立つのか。大学生の勉強（学
び）のあり方を認識と行動の2つの次元から解説する。目指すべき勉強を「自分な
りの見方や考え方をもつ」「自分を発展させる勉強」ととらえることで，新しい学びの
世界が広がる
！

日本近代大学史
寺崎昌男
（てらさき・まさお）
著
東京大学出版会

激変する時代・社会にあわせ、日本の高等教育、研究、そして大学の自治を模索
した試みは、それゆえに複雑な力学を内在させ、21世紀の今日なお、動揺は続く。
第一人者が一貫した視点で日本の近代大学史を活写する。

教育
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-641-12282-6

2006

DL不可

*1031314157*
教育
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-641-12282-6

2006

DL不可 EPUB

*1031314162*
教育
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 27,225円 + 税
分類◎ 件名◎大学－日本 テニ 493,22p
冊子版 978-4-13-051349-4 2020.06

*1031983413*
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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
（やまだ・ひろひさ）
編著
海青社

授業やゼミでPBL（課題解決型学習）を実践している大学教員が、大学の “ 第
三の使命 ”とされてきた社会貢献について考え、公正中立な域外他者として地域や
大学にとって真に必要な地域連携活動のあり方を提案。

教育
同時アクセス1 5,093円 + 税
同時アクセス3 7,639円 + 税
分類◎377.212 件名◎大学－日本 ヤチ
221p
冊子版 978-4-86099-353-5 2019.03

*1030866943*
韓国における大学倒産時代の到来と私立大学の生存戦略
尹敬勲
（ゆん・ぎょんふん）
著
ジアース教育新社

松本麻人
（まつもと・あさと）
監修

高等教育の分野まで構造改革やリストラなどが拡大してきている韓国。日本でも問
題視されている18歳人口の減少による大学の定員割れの問題など、両国に類似す
る点に注目し、これからの大学経営のあり方を検討する。

教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎377.221 件名◎大学－韓国 ユカ
167p
冊子版 978-4-86371-491-5 2019.08
EPUB

*1031875595*
グローバルリーダーを育てる北海道大学の挑戦

教育

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎377.28 件名◎北海道大学 ■グ
世界に躍進できる人材の育成はいかにして可能か。海外留学の義務化やフェロー 274p
制度の導入など、様々な試みが取り入れられた北海道大学の特別教育プログラム・ 冊子版 978-4-7791-2306-1 2017.05
玉城英彦
（たましろ・ひでひこ）
編著
彩流社

帰山雅秀
（かえりやま・まさひで）
編著

新渡戸カレッジの実践を紹介。

*1031460172*
大学生活を始めるときに読む本

東京電機大学新入生ガイドブック 2020

教育

同時アクセス1 5,881円 + 税
同時アクセス3 8,823円 + 税
分類◎377.28 件名◎東京電機大学 ■
ダ 118p
東京電機大学の新入生に向けたガイドブック。東京電機大学で成長するために重 冊子版 978-4-501-63240-3 2020.03
東京電機大学編
東京電機大学出版局

要なことをはじめ、カリキュラムと履修登録、計画的な単位取得と自分磨き、活用し
たい大学のさまざまなサポート、大学の歴史などを紹介します。

大阪芸大 破壊者は西からやってくる

*1032326680*
教育

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎377.28 件名◎大阪芸術大学 ム
沼なのか、大学なのか ? ナニワのサブカル・エリート養成所。それが大阪芸術大学。 オ 301p
脚本家・向井康介が自身の運命的4年間を振り返る。漫画家・魔夜峰央、女優・ 冊子版 978-4-487-81138-0 2019.08
向井康介
（むかい・こうすけ）
著
東京書籍

藤吉久美子、俳優・古田新太らの証言も収録。

DL不可 EPUB

*1032267606*
東大という思想 群像としての近代知

教育

同時アクセス1 5,775円 + 税
同時アクセス3 14,437円 + 税
分類◎ 件名◎東京大学 ■ト 332p
権威の中心、官僚養成、学歴のシンボル…。東大に貼られてきた数々のレッテル 冊子版 978-4-13-020159-9 2020.08
吉見俊哉
（よしみ・しゅんや）
編
東京大学出版会

森本祥子
（もりもと・さちこ）
編

を超える知の営みは、どこに存在したのか。日本の学知の中心を担い続けた特異
な場の、知られざる思想史的ルーツを探索する。

*1031873749*
ビジネスパーソンのためのセブ英語留学
安藤美冬
（あんどう・みふゆ）
著
東洋経済新報社

短期で英語力がアップし、留学生活も楽しい、いま注目のセブ島短期英語留学。
安藤美冬が自身の3回にわたるセブでの体験をもとに、基本情報や厳選した英語
学校を紹介する。観光ガイド、留学経験者座談会等も収録。

教育
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎377.6 件名◎留学 アビ 259p
冊子版 978-4-492-04589-3 2016.07

*1030884642*
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国外逃亡塾

普通の努力と少しばかりの勇気でチートモードな
「自由」
を手に入れる

白川寧々
（しらかわ・ねね）
著
アルク

普通の努力・経済力で可能な、海外大学への進学で「自由への鍵」を手に入れよう。
自由に生きたいと本気で考える人のために、超現実的な道標を示す。数学、英語、
リーダーシップ、現実を直視することなどを語る。

日本留学試験模擬テスト3回分 文系編
東京国際ビジネスカレッジ神戸校著
アルク

時事日本語学院著

日本留学試験模擬テスト3回分 理系編
日本留学試験は外国人が日本の大学に入学する際に受験する試験です。本書は
その「理系」の得点力を向上させるために、本試験と同レベルの模擬試験を3回
分と、無料でダウンロードできる230ページに及ぶ詳細な解説付き。「なぜこの選択
肢なのか」「なぜその解法を用いるのか」を、解説を見ながら一つひとつ確認する
ことで、どんな問題にも対応できる力が身につくはずです。

実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略

DL不可 EPUB

*1031875577*
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎ 件名◎留学 ■ニ 281p
冊子版 978-4-7574-3624-4 2020.04

*1031875568*
教育

時事日本語学院著

科研費獲得の方法とコツ

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎377.6 件名◎留学 シコ 207p
冊子版 978-4-7574-3625-1 2020.04

教育

日本留学試験は外国人が日本の大学に入学する際に受験する試験です。本書は
その「文系」の得点力を向上させるために、本試験と同レベルの模擬試験を3回
分解くことができます。また読者は230ページに及ぶ詳細な解説を無料でダウンロー
ドできます。問題を繰り返し解き、解説を丹念に読むことで、本番で通用する実戦
力が身に付きます。

東京国際ビジネスカレッジ神戸校著
アルク

教育

改訂第7版

児島将康
（こじま・まさやす）
著
羊土社

申請書の書き方を中心に、応募戦略から採択・不採択後の対応まで、科学研究
費補助金（科研費）を獲得するためのポイントやノウハウを、申請書の実例を示
して解説する。書きこみ式の To Do＆Checkリストも掲載。

就職四季報 総合版 2021年版

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎ 件名◎留学 ■ニ 377p
冊子版 978-4-7574-3637-4 2020.08
動画

*1032290698*
教育
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎ 件名◎研究助成金 コカ 298p
冊子版 978-4-7581-2107-1 2020.09

*1031986220*
教育

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎ R377.9 件名◎学生 ■シ 1151p
学生のための企業情報を5000社掲載。採用人数や新卒定着率などの重要データ 冊子版 978-4-492-97135-2 2019.12
東洋経済新報社編
東洋経済新報社

ランキングベスト100社や、地域別の採用データ3697社、会社研究1303社、海
外勤務情報など、中立・客観的就活データが満載。

*1031434019*
就職四季報女子版 2021年版

教育

同時アクセス1 6,171円 + 税
同時アクセス3 9,256円 + 税
分類◎ R377.9 件名◎学生 ■シ 1071p
女子学生のための企業情報を5000社掲載。女性採用人数や既婚率等の重要デー 冊子版 978-4-492-97235-9 2019.12
東洋経済新報社編
東洋経済新報社

タランキングベスト100社や、地域別の採用データ3773社、会社研究1227社など、
中立・客観的就活データが満載。

*1031434020*
就職四季報優良・中堅企業版 2021年版
東洋経済新報社編
東洋経済新報社

学生のための優良・中堅企業の情報を、注目企業2481社、地域別有力企業2226
社掲載。採用数や有給休暇取得といった重要データのランキングベスト100社など、
中立・客観的就活データが満載。

教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎ R377.9 件名◎学生 ■シ 1311p
冊子版 978-4-492-97266-3 2019.12

*1031434021*
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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
（さいとう・けんじ）
著
有斐閣

石垣琢麿
（いしがき・たくま）
著

学業の悩み、生活習慣の乱れ、対人関係、恋愛…。青年期や学生時代に特有
な課題を抽出し、その対処法を「ストレスマネジメント」という現代心理学のテー
マに沿って、具体的に紹介する。補足資料を利用できるQRコード付き。

教育
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎377.9 件名◎学生 ■ダ 230p
冊子版 978-4-641-17456-6 2020.04
DL不可

*1031814486*
大学生のためのキャリアガイドブック Ver.2
寿山泰二
（すやま・やすじ）
著
北大路書房

宮城まり子
（みやぎ・まりこ）
著

大学4年間を通して主体的にみずからの人生の選択・設計ができるように、大学生
の「自立」「自律」を目的とした、キャリアガイド。初年次教育、就職活動、ワー
クライフバランス、キャリアカウンセリングなどを解説する。

教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎377.9 件名◎学生 ■ダ 157p
冊子版 978-4-7628-2916-1 2016.02

*1031031539*
大学生のための実践的キャリア＆就活講座

教育

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎377.9 件名◎学生 イダ 139p
大学や短大における「キャリア教育」のテキスト。学生時代の経験から得た価値観・ 冊子版 978-4-502-32841-1 2020.01
伊藤宏
（いとう・ひろし）
著 高橋修
（たかはし・おさむ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

能力やスキル、それらを踏まえた適切な「自己理解」の観点から、「キャリア形成」
や「就職活動」について解説する。書き込みページあり。

*1031434014*
就職四季報企業研究・インターンシップ版 2022年版
東洋経済新報社編
東洋経済新報社

インターンシップに臨む就活生の、初めての企業選びを徹底 サポート! 会社分析の
やり方や就職四季報の見方などを解説するとともに、1170社のインターンシップ情報
を紹介する。チェック欄、書き込み欄あり。

教育
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎〈R377.9〉 件名◎学生 ■シ
334p
冊子版 978-4-492-97434-6 2020.06

*1031983500*
ポスト学生運動史 法大黒 ヘル 編
中川文人
（なかがわ・ふみと）
著
彩流社

外山恒一
（とやま・こういち）
聞き手

バブルに浮かれた時代の裏側で、本当にあった革命と戦争とは－。「日本の89年
革命」を牽引した「法大黒 ヘル」の元リーダーが、セクト対ノンセクトの内ゲバ
の実態と、現代に続く「共産主義崩壊」後の運動の源流を語る。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎377.96 件名◎学生運動 ナポ
275p
冊子版 978-4-7791-1487-8 2010.02

*1031980189*
TEACCHプログラムに基づく自閉症児・者のための自立課
題アイデア集 身近な材料を活かす95例
林大輔
（はやし・だいすけ）
著
中央法規出版

諏訪利明
（すわ・としあき）
監修

TEACCHプログラムのひとつ「自立課題」。重度障がい者の支援者が実際に製作・
実践した豊富な自立課題の中から選りすぐりの95例を、日課に組み込むポイントや、
製作のヒント、難易度を高くする工夫とともに紹介する。

これからの発達障害のアセスメント 支援の一歩となるために
〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉
黒田美保
（くろだ・みほ）
編著
金子書房

黒田美保
（くろだ・みほ）
ほか著

特別支援・発達障害支援を進める上で基本となるアセスメント。自閉スペクトラム
症（ASD）、注意欠如・多動症（ADHD）、学習障害（LD）のアセスメントを
はじめ、知能検査、感覚・運動の検査の内容などを紹介する。
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教育
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎378 件名◎自閉症 ハテ 149p
冊子版 978-4-8058-5837-0 2019.03

*1032413666*
教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 クコ 98p
冊子版 978-4-7608-9543-4 2015.08
DL不可 EPUB

*1031547664*

ユニバーサルデザインの視点を活かした指導と学級づくり

教育

〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
柘植雅義
（つげ・まさよし）
編著 柘植雅義
（つげ・まさよし）
ほか著
分類◎378 件名◎特別支援教育 ツユ
金子書房
97p
誰もが学びやすい授業のデザインとは? 通常学級で取り組む授業のユニバーサル 冊子版 978-4-7608-9541-0 2014.09

デザインの実践を紹介するほか、学校全体で取り組むユニバーサルデザインなど
についての考察を収録する。

よくわかる! 大学における障害学生支援 こんなときどうする?

DL不可 EPUB

*1031547662*
教育

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎378 件名◎障害者教育 タヨ
大学における障害学生支援の体制構築や実践の参考となるよう、障害のある学生 273p
への修学支援に関する基本的な考え方や、支援の実際、海外の現状と動向などを 冊子版 978-4-86371-469-4 2018.06

竹田一則
（たけだ・かずのり）
編著
ジアース教育新社

青木真純
（あおき・ますみ）
ほか著

わかりやすく紹介する。具体的な事例も多数掲載。

EPUB

*1031875596*
絵でわかる発達障害のある子どもたちが楽しめる自立活動
篠原弥生
（しのはら・やよい）
著
東洋館出版社

発達障害等のある児童生徒の課題に応じて、多くの学校にある教材を使いながら楽
しく取り組める自立活動の指導実践例をイラストとともに紹介。予想されるつまずきと
支援のヒント、ステップアップの方法も掲載。

教育
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 シエ 109p
冊子版 978-4-491-03156-9 2015.10

*1032352951*
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

20年以上、支援の必要な子どもたちへの読み聞かせを続けてきた「本と子どもの
発達を考える会」のメンバーがまとめた、絵本の読み方実践書。おすすめの絵本
も多数紹介。コピーして使える「しりとり絵本」のミニ本付き。

教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎378 件名◎障害者教育 ■エ 95p
冊子版 978-4-7803-1056-6 2019.12

*1031657025*
学校での ICT 利用による読み書き支援 合理的配慮のための

教育

具体的な実践 〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
近藤武夫
（こんどう・たけお）
編著 近藤武夫
（こんどう・たけお）
ほか著
分類◎378 件名◎特別支援教育 コガ
金子書房
102p
ICT（情報通信技術）で発達障害のある児童生徒・学生の学びをいかに支えるか。 冊子版 978-4-7608-9546-5 2016.06

「読み書き等に困難のある児童生徒自身」 が教室内でICTを使うことで通常のカ
リキュラムに参加するための理論と事例を紹介する。

気になる子の保育「伝わる言葉」
「 伝わらない言葉」
保育者が身につけたい配慮とコミュニケーション

守巧
（もり・たくみ）
著 にしかわたくイラスト
中央法規出版

保育者からの、気になる子への言葉かけにはちょっとしたコツが必要です。気にな
る子に「伝わる言葉」「伝わらない言葉」と、その理由を具体的に解説。明日か
らの保育に活かせるコミュニケーションの取り方を紹介します。

子どもの達成感を大切にする通級の指導

アセスメントからつくる指導のテクニックと教材

DL不可 EPUB

*1031547667*
教育
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 モキ 135p
冊子版 978-4-8058-5753-3 2018.10

*1030939879*
教育

同時アクセス1 2,860円 + 税
同時アクセス3 4,290円 + 税
分類◎378 件名◎特別支援教育 ヤコ
106p
通級指導教室とは何か。大阪府堺市で通級指導教室を20年担当した著者が、ア 冊子版 978-4-7803-1046-7 2019.09

山田充
（やまだ・みつる）
著
かもがわ出版

セスメントの重要性や指導の実際、通常の学級との連携、通級指導教室で過ご
す子どもたちの様子や成長などを提示しながら伝える。

*1031657019*
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人材紹介のプロがつくった発達障害の大学生のためのキャ
ンパスライフQ＆A
石井京子
（いしい・きょうこ）
著
弘文堂

池嶋貫二
（いけしま・かんじ）
著

「決まったクラスがないので不安です」「サークル活動で孤立してしまいました」…。
大学入学期から就職活動まで、発達障害のある大学生が、学生生活でつまずきや
すいポイントを、72問の Q＆A で徹底解説する。

発達障害の「本当の理解」
とは 医学 , 心理 , 教育 , 当事者 ,それ

ぞれの視点 〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉
市川宏伸
（いちかわ・ひろのぶ）
編著
金子書房

市川宏伸
（いちかわ・ひろのぶ）
ほか著

自閉症スペクトラムをはじめとする「発達障害の理解のあり方」について、医学、
心理、教育、当事者・保護者の視点など、幅広い視野で検討する。

発達障害のある高校生・大学生のための上手な体・手指の
使い方
笹田哲
（ささだ・さとし）
著
中央法規出版

動作のぎこちなさ、手指の不器用さ等がある高校生・大学生が、学習や生活、就
活でつまずきやすい動きを取り上げ、それらを改善するための体操、動作のポイント
を写真で紹介。教員や保護者のためのサポートのコツも盛り込む。

発達障害のある子 /ない子の学校適応・不登校対応

〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉
小野昌彦
（おの・まさひこ）
編著
金子書房

小野昌彦
（おの・まさひこ）
ほか著

小学生から高校生までの発達障害のある子も含めた学校適応・不登校の対策につ
いて、実際に現場で取り組まれてきた個別支援計画を作成できる専門家との連携な
ど、不登校対応の優れた実践を多数紹介する。

発達障害のある子の社会性とコミュニケーションの支援

〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉
藤野博
（ふじの・ひろし）
編著
金子書房

藤野博
（ふじの・ひろし）
ほか著

コミュニケーション力が求められる現代、発達障害のある子の社会性やコミュニケー
ションをどう支援するか ? 最新の理論と実践、ユニークな試みを紹介する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 ■ジ 163p
冊子版 978-4-335-65175-5 2017.06
DL不可

*1030866951*
教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 イハ 104p
冊子版 978-4-7608-9542-7 2014.11
DL不可 EPUB

*1031547663*
教育
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 サハ 135p
冊子版 978-4-8058-5648-2 2018.03

*1030939881*
教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 オハ 99p
冊子版 978-4-7608-9550-2 2017.03
DL不可 EPUB

*1031547671*
教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 フハ 100p
冊子版 978-4-7608-9547-2 2016.08
DL不可 EPUB

*1031547668*
発達障害のある人の就労支援

〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉
梅永雄二
（うめなが・ゆうじ）
編著
金子書房

梅永雄二
（うめなが・ゆうじ）
ほか著

発達障害のある人の継続的な就労を実現するために必要な考え方や支援とは。職
業リハビリテーションや教育現場、民間企業の立場から就労支援を考えるほか、
大学や障害福祉 サービスにおける就労支援などを紹介する。

発達障害のある大学生への支援

〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉
高橋知音
（たかはし・ともね）
編著
金子書房

高橋知音
（たかはし・ともね）
ほか著

大学生活の中で十分に力を発揮することができないでいる学生たちに、どのような支
援が提供できるか、すべきか。高等教育機関における教職員、支援者を対象に、
発達障害のある大学生への支援の具体的方法を紹介する。
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教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 ウハ 94p
冊子版 978-4-7608-9544-1 2015.10
DL不可 EPUB

*1031547665*
教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 タハ 102p
冊子版 978-4-7608-9548-9 2016.11
DL不可 EPUB

*1031547669*

発達障害の子どもと楽しむワークショップ

スウェーデンの作業療法士が教える
河本佳子
（こうもと・よしこ）
著
かもがわ出版

発達障害の子どもは、集団のなかで社会性を身につけるための支援が必要になる。
スウェーデンで作業療法士や幼児教員として働いてきた著者が、日本の療育現場
の改善のためにワークショップのノウハウを紹介する。

発達障害の子を育てる親の気持ちと向き合う

〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉
中川信子
（なかがわ・のぶこ）
編著
金子書房

中川信子
（なかがわ・のぶこ）
ほか著

発達障害のある子を育てる親の心に寄り添い、将来を見据えた子育て支援を進め
るために、医療・心理・福祉・教育などの確かな実践に基づく理解と支援のあり方
を紹介する。「先生に贈るありがとうBOOK」の抜粋も掲載。

発達障害の早期発見・早期療育・親支援

〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉
本田秀夫
（ほんだ・ひでお）
編著
金子書房

本田秀夫
（ほんだ・ひでお）
ほか著

発達障害の早期発見・早期療育・親支援はなぜ重要なのかを解説し、スクリーニ
ングツールの効能と限界、早期発見をめぐる親の葛藤への支援、早期療育から学
校教育への移行などを取り上げる。

平成29年版特別支援学校新学習指導要領ポイント総整理
特別支援教育 まるごと早わかり
全日本特別支援教育研究連盟編著
東洋館出版社

平成29年版の特別支援学校新学習指導要領は、何が、どう変わったのか。改訂
のポイントを解説するとともに、キーワードから新学習指導要領を読み解く。座談会「特
別支援教育の現場で大切にしたいこと」等も収録。

「9歳の壁」を越えるために 生活言語から学習言語への移行を考える

教育
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 コハ 133p
冊子版 978-4-7803-1074-0 2020.02

*1031843678*
教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 ナハ 98p
冊子版 978-4-7608-9549-6 2017.01
DL不可 EPUB

*1031547670*
教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 ホハ 105p
冊子版 978-4-7608-9545-8 2016.02
DL不可 EPUB

*1031547666*
教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎378 件名◎特別支援教育 ■ヘ
140p
冊子版 978-4-491-03579-6 2018.10
DL不可 EPUB

*1030988327*
教育

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎378.2 件名◎聴覚障害 ワキ
どの子にも見られる「9歳の壁」という現象は、聾学校でいちはやく指摘されてきた。 179,9p
聴覚障害児における「9歳の壁」に焦点をあて、その正体と必要な具体的手立て 冊子版 978-4-7628-2803-4 2013.04
脇中起余子
（わきなか・きよこ）
著
北大路書房

について考える。

*1031828335*
聴覚障害教育これまでとこれから

コミュニケーション論争・9歳の壁・障害認識を中心に

教育

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
分類◎378.2 件名◎聴覚障害 ワチ
294p
聾学校に勤める聴覚障害教員が、自身の体験を踏まえて日常生活上のバリアをイ 冊子版 978-4-7628-2690-0 2009.09
脇中起余子
（わきなか・きよこ）
著
北大路書房

ラストとともに解説しながら、聴覚障害児の「9歳の壁」の実態を具体的に紹介。
口話法と手話法を同時に視野に入れた聴覚障害教育の必要性を説く。

手話通訳者になろう

*1031828334*
教育

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎378.28 件名◎手話通訳 キシ
手話がどんな特徴をもつことばなのかを説明し、手話の学び方、手話通訳者のなり 176p
方を紹介。さまざまな分野の第一線で活躍する手話通訳者たちのインタビューも収 冊子版 978-4-560-09716-8 2019.09

木村晴美
（きむら・はるみ）
著
白水社

岡典栄
（おか・のりえ）
著

録する。手話の例文を動画で見ることができるQRコード付き。

DL不可 EPUB

*1031224190*
71

標準「病弱児の教育」テキスト
日本育療学会編著
ジアース教育新社

山本昌邦
（やまもと・まさくに）
編集

病弱教育に関する基本的な事項を、病弱教育を含めた特別支援教育の最近の動
向なども盛り込みながら解説する。大学等における講義のテキストや、教育職員免
許法認定講習等の指導資料として活用できる一冊。

教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎378.4 件名◎虚弱児 ■ヒ 161p
冊子版 978-4-86371-493-9 2019.04

*1031329046*
今日からできる! 障がいのある子のお金トレーニング

教育

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎378.6 件名◎知的障害児 シキ
福祉のプロと家計のプロが、軽度～中度の知的障がいのある人が自分で金銭管 173p
理できるようになるためのトレーニング方法と、障がいのある子をもつ家庭のマネー 冊子版 978-4-7981-4618-8 2016.07
鹿野佐代子
（しかの・さよこ）
著
翔泳社

前野彩
（まえの・あや）
著

プランをわかりやすく紹介します。

*1031579502*
知的障害教育におけるアクティブ・ラーニング
武富博文
（たけどみ・ひろふみ）
編著
東洋館出版社

松見和樹
（まつみ・かずき）
編著

近年の研究的知見を踏まえ、知的障害教育におけるアクティブ・ラーニングの視
点やキャリア発達との関係等を概説し、小学部から高等部までの授業実践を紹介。
さらに、授業の中で活用できる思考ツールやその活用例を紹介する。

教育
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎378.6 件名◎知的障害児 ■チ
131p
冊子版 978-4-491-03309-9 2017.02

*1032352965*
知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント

教育

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎378.6 件名◎知的障害児 ■チ
子供たちの教育をさらに充実・発展させるための手段であるカリキュラム・マネジメ 177p
ント。どのように考え、進めていけばよいのかを、特別支援学校や知的障害特別支 冊子版 978-4-491-03510-9 2018.05
丹野哲也
（たんの・てつや）
編著
東洋館出版社

武富博文
（たけどみ・ひろふみ）
編著

援学級での授業改善を目指した事例で解明する。参考資料も収録。

*1030988297*
知的障害特別支援学校における深い学びへのアプローチ

教育

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業実践

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
全国特別支援学校知的障害教育校長会編著
分類◎378.6 件名◎知的障害児 ■チ
東洋館出版社
109p
知的障害教育における「深い学び」とは何か。全国の特別支援学校の「主体的・ 冊子版 978-4-491-03612-0 2019.01

対話的で深い学び」の視点からの授業実践を、小学部6事例、中学部6事例、
高等部8事例の計20事例を取り上げる。

いつからでもやりなおせる子育て 新装版

*1030988298*
教育

同時アクセス1 2,420円 + 税
同時アクセス3 3,630円 + 税
分類◎379.9 件名◎家庭教育 イイ
子どものことで悩んでいるのなら、ちょっと違う角度から子育てを考えてみませんか ? 116p
子どもとのコミュニケーション、歯車の合わない子どもとの付き合い方など、家庭で 冊子版 978-4-7803-1049-8 2019.10

池添素
（いけぞえ・もと）
著
かもがわ出版

親が取り組めることを中心に紹介する。

*1031657021*
動員される母親たち 戦時下における家庭教育振興政策

教育

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎379.9 件名◎家庭教育－歴史 オ
体制側が構想する家庭教育の内実と、その構想を実現させるための運用（基盤 ド 283p
形成）の実態というふたつの枠組みを柱に、1930～1945年の間に展開した家庭教 冊子版 978-4-905421-69-6 2014.10
奥村典子
（おくむら・のりこ）
著
六花出版

育振興政策という社会的事象の特質を明らかにする。

*1031843691*
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頭のいい子に育てる3歳までに絶対やるべき幼児教育

教育

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎379.93 件名◎家庭教育 サア
絵本＆童謡を1万回読み聞かせる、1歳から公文式を始める、小学校入学前に 324p
九九を覚えさせる…。東大理Ⅲに三男一女を合格させた著者が、勉強習慣・語彙 冊子版 978-4-492-22393-2 2019.12
佐藤亮子
（さとう・りょうこ）
著
東洋経済新報社

力＆読解力、感情＆好奇心を育むために実践したメソッドを教える。

*1031340612*
子どもをじょうぶに育てる 歩育のすすめ
宮下充正
（みやした・みつまさ）
著
杏林書院

谷内迪子
（やち・みちこ）
著

ウォーキングの実践を通して、子ども達の “ 生きていく力 ”を育む「歩育」の本。乳
児のウォーキング、石川県における「歩育」の展開、調査研究事業からみる「歩
育」の可能性などを紹介する。

教育
同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎498.35 件名◎ウォーキング ■コ
84p
冊子版 978-4-7644-1590-4 2016.08

*1031843665*
北の「坊っちゃん」―やちぼうず先生奮戦記―
杉浦 , 武司
彩流社

釧路私立Ｍ高校で繰り広げられた生徒たちとの熱い交流。彼らとともに歩いた日々。
北海道を中心に何か書かなくてはという焦りにも似た思いがあった。お互いがアイデ
ンティティをもって生きることの大切さをかみしめたい。60年代の教師という生き方。
こんなにも激しく教師として生きる青春がいまあるだろうか。教育関係者必読の書。

モノのはじまりを知る事典 生活用品と暮らしの歴史

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-496-5

1997

*1032019517*
風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎382.1 件名◎日本－風俗 ■モ
かばん、手帳、テレビ…。私たちの生活に身近なモノの誕生と変化、名前の由来、 235,21p
発明者などを通史的に解説。人がモノをつくり、モノもまた人の生活と社会を変えて 冊子版 978-4-642-08368-3 2019.12
木村茂光
（きむら・しげみつ）
著
吉川弘文館

安田常雄
（やすだ・つねお）
著

きた歴史を伝える。豊富な図版や索引を収め、調べ学習にも最適。

*1031434041*
郷土に伝わる民俗と信仰 地方史誌にとりあげられた民俗文献目録

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 61,050円 + 税
同時アクセス3 109,890円 + 税
分類◎ R382.1 件名◎日本－風俗－書誌
1997年1月～2014年12月に日本各地の地方史研究雑誌、地域文化誌に発表され ■キ 1235p
た、21734の土地（地名）の民俗と信仰に関する文献65715点を収録する。地名・ 冊子版 978-4-8169-2729-4 2018.07

飯澤文夫
（いいざわ・ふみお）
監修
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

寺社名索引付き。

*1032442109*
日本のしきたり英語表現事典

The Quick Guide to Traditional Japanese Customs

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎382.1 件名◎日本－風俗 カニ
294p
毎月行われている年中行事、挨拶・贈り物・宴会などの日常の作法、人生節目の儀礼、 冊子版 978-4-621-30432-7 2019.12
亀田尚己
（かめだ・なおき）
著
丸善出版

中道キャサリン
（なかみち・きゃさりん）
著

暦や十干十二支など、日本独特の慣習やしきたりについて、英語で説明するための
表現方法や背景知識を解説する事典。和文・英文索引付き。

「本読み」の民俗誌 交叉する文字と語り
川島秀一
（かわしま・しゅういち）
著
勉誠出版

村人が集まる機会に、独特の節回しで本を読んで聞かせる人びと「ホンヨミ」。地
域社会において「本」「読むこと」「書くこと」はどのような意味を持っていたのか。
ホンヨミに触れてきた人びとへの取材から民俗社会を描き出す。

*1031533288*
風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 9,625円 + 税
同時アクセス3 13,475円 + 税
分類◎ 件名◎宮城県－風俗 カホ 297p
冊子版 978-4-585-23081-6 2020.06

*1032433691*
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知的所有権の人類学 現代インドの生物資源をめぐる科学と在来知
中空萌
（なかぞら・もえ）
著
世界思想社

豊富な薬草資源をもつインドに「知的所有権」という概念が持ち込まれたとき、現
地で何が起こるのか。文化人類学者が緻密なフィールドワークに基づき解明。未
来への責任としての所有という概念を提示する。

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 34,320円 + 税
分類◎382.25 件名◎インド ナチ 293p
冊子版 978-4-7907-1727-0 2019.02
DL不可 EPUB

*1030871150*
さらに不思議なイングリッシュネス 〈英国人のふるまいのルール 2〉

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎382.33 件名◎イギリス人 フサ
新居に招かれたら何を言うか。葬儀の席で最適の涙の量は ? 階級という堅固な地 221,9p
盤の上、イギリス人の生息するあらゆる場で、イングリッシュネスの基本的ルール 冊子版 978-4-622-08876-9 2020.01

ケイト・フォックス著
みすず書房

北條文緒
（ほうじょう・ふみお）
訳

がどう発動されるかを徹底検証する。

*1031814478*
所有と分配の人類学 ―エチオピア農村社会の土地と富を
めぐる力学―【スマホ・読上】
（※）
松村 圭一郎
世界思想社教学社

人びとは、富をいかに分け与え、「自分のもの」として独占しているのか？ エチオ
ピアの農村社会で「所有」という装置がいかに生成・維持されているのか描き、
「私
的所有」という命題へ挑戦する、第30回発展途上国研究奨励賞、第37回澁澤
賞受賞。

刺青の真実 ―浅草彫長「刺青芸術」のすべて―改訂版

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 30,360円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7907-1294-7

2008

DL不可 EPUB

*1030871151*
風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
禁断の美に惹かれ、高校教師から彫師へ——そして「刺青世界一」に。
「和彫り」 冊子版 978-4-7791-1010-8
中野 長四郎
彩流社

の伝統を守る名匠が明かす、波瀾の半生と「刺青界」驚愕の事実。タトゥに翻弄
され、「和彫り」の将来を危惧する著者が、門外不出文書「間違いだらけの刺青」
をあえて公開！カラー口絵付き。

古代の食生活 食べる・働く・暮らす

〈歴史文化ライブラリー 507〉
吉野秋二
（よしの・しゅうじ）
著
吉川弘文館

古代日本では、誰が何をどう食べたのか。米の支給方法や調理、酒の醸造と流通、
東西の市場、酒宴の様子などからアプローチし、食事を成り立たせた社会の仕組
みを明らかにする。

知っておきたい和食の秘密

2007

*1031460165*
風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎ 件名◎食生活－歴史 ヨコ 175p
冊子版 978-4-642-05907-7 2020.09

*1032433706*
風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 2,970円 + 税
分類◎383.81 件名◎料理
（日本）ワシ
文豪たちの食の風景、卑弥呼の食卓、江戸のごはん事情…。世界を席巻する日 206p
本の豊かな食文化と、その底に流れる精神を、絶品オムライスから伝統的な日本 冊子版 978-4-585-23075-5 2020.03
渡辺望
（わたなべ・のぞむ）
著
勉誠出版

料理まで、メニューの裏側をのぞきながら探究する。

*1031959607*
日本の食文化 6 菓子と果物

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎383.81 件名◎食生活 ■ニ
古代から食されてきた栗・柿・みかん、年中行事と関わる饅頭・汁粉・柏餅、庶民 232,8p
に親しまれた飴、贈答品の和菓子、文明開化後の洋菓子…。魅力的な嗜好品であっ 冊子版 978-4-642-06841-3 2019.11
関沢まゆみ
（せきざわ・まゆみ）
編
吉川弘文館

た甘味の歴史と文化を描く。シリーズ完結。

*1031274386*
74

佐賀・酒と魚の文化地理 文化を核とする地域おこしへの提言
中村周作
（なかむら・しゅうさく）
著
海青社

佐賀県の各地で、どんな酒が飲まれているか、どんな魚料理が食べられているか ?
地酒と伝統的魚介類食が、佐賀県域でどのように根付き愛され続けてきたのかを明
らかにし、それらを活用した地域振興のあり方を考察する。

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎383.8192 件名◎食生活 ナサ
197p
冊子版 978-4-86099-339-9 2018.10

*1030866936*
中国くいしんぼう辞典
崔岱遠
（さい・たいえん）
著
みすず書房

李楊樺
（り・ようか）
画

中国各地の料理を、「家で食べる」「街角で食べる」「飯店（レストラン）で食べ
る」の3部構成で紹介。南北にわたって関わりあうさまざまな食べ物から人物、店、
故事来歴までを、素朴かつ的確なタッチのイラストとともに綴る。

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎383.822 件名◎料理
（中国）サチ
365,8p
冊子版 978-4-622-08827-1 2019.10

*1031533249*
中国料理と近現代日本 食と嗜好の文化交流史

〈慶應義塾大学東アジア研究所叢書〉
岩間一弘
（いわま・かずひろ）
編著
慶應義塾大学出版会

ユニークに発展した日本の中国料理の特色を、歴史学・文化人類学などの観点か
ら浮き彫りにし、さらに中国料理を通して見える東アジアの多様な文化交流とその
社会的背景の変容を明らかにする。

茶の世界史 中国の霊薬から世界の飲み物へ 新装版

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 16,060円 + 税
同時アクセス3 24,090円 + 税
分類◎383.822 件名◎料理
（中国）イチ
381p
冊子版 978-4-7664-2643-4 2019.12

*1031616247*
風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎383.889 件名◎茶－歴史 ホチ
水を除き、人類が最も古くから知っていた飲み物のひとつである茶が作り出してきた 283,13p
豊かな文化。その変遷の歴史を豊富な資料をもとに東西交流という観点から描く。 冊子版 978-4-560-09760-1 2020.04

ビアトリス・ホーネガー著
白水社

平田紀之
（ひらた・のりゆき）
訳

また、今日の茶貿易を取り巻く問題と状況も探る。

DL不可 EPUB

*1031889422*
色街百景 定本・赤線跡を歩く

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎384.9 件名◎遊郭－写真集 キイ
赤線、遊郭の跡を訪ね歩き、町並みや建物を記録した730枚の写真を、昔を知る 237p
人の話や資料によって得られた地域ごとの沿革とともに紹介する。「赤線跡を歩く」 冊子版 978-4-7791-1999-6 2014.06
木村聡
（きむら・さとし）
著
彩流社

三部作を再構成。

*1031980190*
日本大神楽事典 改訂増補
柳貴家 , 勝蔵
彩流社

「伊勢」「江戸」「水戸」 三流派の大神楽に関する芸能・芸態・符牒・歴史を一
冊に纏めたいという著者の強い一念が、「舞」「曲芸」「話芸」「鳴り物」などの
庶民の芸能史の事典として結実した。《大神楽の素晴らしさを後世に伝えること。
それが私の使命です！》

エイサー物語 移動する人、伝播する芸能

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7791-1256-0

2007

*1030945541*
風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎386.8199 件名◎盆踊 ツエ
沖縄の盆踊りであったエイサーが、いまや日本全土、海外にまで広がっている。芸 270p
能伝播の現場で何が起きているのか。「人の移動」をキーワードにエイサーという 冊子版 978-4-7907-1729-4 2019.03
塚田健一
（つかだ・けんいち）
著
世界思想社

芸能を読み解く試み。

DL不可 EPUB

*1030871149*
75

鬼の日本史 下 ―福は内、鬼は外 ?―

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎
鉄をめぐる古代王権の成立、産鉄と水銀の担い手土グモ衰亡の秘史を暴く問題作。 冊子版 978-4-88202-173-5
沢 , 史生
彩流社

妖怪に貶められた物言えぬ神々こそ本来の地主神である。全国に遺る鬼神や星神
の物騙りを暴き、吉野ヶ里の悲劇や丹生神と伏見稲荷の本姿を解明。

1990

*1030945514*
鬼の日本史 上 ―福は内、鬼は外 ?―

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎
鉄をめぐる古代王権の成立、産鉄と水銀の担い手土グモ衰亡の秘史を暴く問題作。 冊子版 978-4-88202-172-8
沢 , 史生
彩流社

妖怪に貶められた物言えぬ神々こそ本来の地主神である。全国に遺る鬼神や星神
の物騙りを暴き、吉野ヶ里の悲劇や丹生神と伏見稲荷の本姿を解明。

1990

*1030945513*
47都道府県・民話百科
花部英雄
（はなべ・ひでお）
編
丸善出版

風俗習慣、民俗学、民族学

小堀光夫
（こぼり・みつお）
編

47の各都道府県ごとにその土地ならではの民話を昔話、伝説、世間話の3つの分
野に分けて紹介。全国的に有名な話も各地の独自性を中心に解説する。とんち話、
悲劇、説話など、話の内容のほか、各地の風土・歴史にも言及。

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎388.1 件名◎民話－日本 ■ヨ
340p
冊子版 978-4-621-30418-1 2019.11

*1031434058*
鬼の大事典 下 ―妖怪・王権・性の解読―
沢 , 史生
彩流社

王権によって貶められた物言えぬ神々や敗者ゆえに抹殺され、妖怪とされた人々の
声を、産鉄民俗の知識で甦らせる“ 沢 ” 民俗史学の集大成。五十音順に配列した
語彙・事項（約12000）に、独自の史的解釈を加え、語源を始め、本義、王権によっ
て加えられたさまざまな語り（騙り）事を読み解き、隠蔽されてきた歴史の裏側にひ
そむ謎解きのキーワードを提供。

鬼の大事典 上 ―妖怪・王権・性の解読―
沢 , 史生
彩流社

王権によって貶められた物言えぬ神々や敗者ゆえに抹殺され、妖怪とされた人々の
声を、産鉄民俗の知識で甦らせる“ 沢 ” 民俗史学の集大成。五十音順に配列した
語彙・事項（約12000）に、独自の史的解釈を加え、語源を始め、本義、王権によっ
て加えられたさまざまな語り（騙り）事を読み解き、隠蔽されてきた歴史の裏側にひ
そむ謎解きのキーワードを提供。

鬼の大事典 中 ―妖怪・王権・性の解読―
沢 , 史生
彩流社

王権によって貶められた物言えぬ神々や敗者ゆえに抹殺され、妖怪とされた人々の
声を、産鉄民俗の知識で甦らせる“ 沢 ” 民俗史学の集大成。五十音順に配列した
語彙・事項（約12000）に、独自の史的解釈を加え、語源を始め、本義、王権によっ
て加えられたさまざまな語り（騙り）事を読み解き、隠蔽されてきた歴史の裏側にひ
そむ謎解きのキーワードを提供。

文化人類学の思考法
松村圭一郎
（まつむら・けいいちろう）
編
世界思想社

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 13,750円 + 税
同時アクセス3 20,570円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-700-3

*1030945512*
風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 13,750円 + 税
同時アクセス3 20,570円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-700-3

2001

*1030945510*
風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 13,750円 + 税
同時アクセス3 20,570円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-700-3

2001

*1030945511*
風俗習慣、民俗学、民族学

中川理
（なかがわ・おさむ）
編

文化人類学というユニークな学問が育ててきた思考の道具がたくさん詰まった「道
具箱」のような本。文化人類学の古典から最前線の研究までを見通し、答えに辿
り着くためのルートの探索法やアプローチの方法等のヒントを伝える。

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎389 件名◎文化人類学 ■ブ
213p
冊子版 978-4-7907-1733-1 2019.04
DL不可 EPUB

*1030871146*
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2001

われらみな食人種
（カニバル） レヴィ=ストロース随想集
クロード・レヴィ=ストロース著
創元社

渡辺公三
（わたなべ・こうぞう）
監訳

レヴィ=ストロースの没後編集の時評集。1989～2000の文章16編と、1952年発
表の「火あぶりにされたサンタクロース」を収録。〈未開と文明〉の固定観念を鮮
やかに破砕する、知的で大胆な評集。

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎389.04 件名◎文化人類学 レワ
255p
冊子版 978-4-422-39001-7 2019.11
DL不可 EPUB

*1031553448*
現実批判の人類学 新世代のエスノグラフィへ

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎389.04 件名◎文化人類学 ■ゲ
自然と文化、人間とモノ、主体と客体の二項対立を無効化する地平に立ち、現実 318p
が現実として構築される過程を細緻に分析することによって、世界が変わりうることを 冊子版 978-4-7907-1549-8 2011.11
春日直樹
（かすが・なおき）
編
世界思想社

示す。

DL不可 EPUB

*1030871156*
人種と歴史 / 人種と文化
クロード・レヴィ=ストロース著
みすず書房

渡辺公三
（わたなべ・こうぞう）
訳

同時代世界と向き合い、文化の多様性を断固擁護。鋭利な論理で人種主義の思
想的根拠を解体する古典的名著「人種と歴史」を第一人者の新訳で収録。文化
の多様性をふたたび断固擁護した「人種と文化」も併収する。

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎389.04 件名◎文化人類学 レジ
142p
冊子版 978-4-622-08850-9 2019.10

*1031533248*
闇の日本史 ―河童鎮魂―
沢 , 史生
彩流社

“カッパ ”をキーワードに「記紀の世界」に閉じこめられた古代史の原像に迫るべく、
神々の素姓と鎌倉権五郎や弾左衛門等の謎の人物を解明し、まつろわぬが故に妖
怪におとしめられる構造をえぐり、＜倭人の星・アマテル神＞の謎を解く。

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-100-1

1987

*1030945554*
軍事組織の知的イノベーション ドクトリンと作戦術の創造力

国防、軍事

同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎390 件名◎軍隊 キグ 247p
軍事組織における問題の解決法とは ? 米海軍兵学校を卒業し、海上自衛官となっ 冊子版 978-4-326-30287-1 2020.03
北川敬三
（きたがわ・けいぞう）
著
勁草書房

た著者が、米英日を事例として戦争の術と科学の発展過程を分析し、軍事組織の
高等教育とイノベーション、そして作戦術の革新を解明する。

*1031670279*
民間人のための戦場行動マニュアル

もしも戦争に巻き込まれたらこうやって生きのびる
S＆T OUTCOMES 著
誠文堂新光社

川口拓
（かわぐち・たく）
著

テロやさまざまな工作による国内治安の悪化、弾道ミサイル、空爆、自身に向けて
の発砲…。戦争で起こりうるさまざまなリスクに対してどう対処すればいいのか ? 自
衛隊のサバイバル教官を務めた著者が、自助方法を解説する。

私たち、戦争人間について 愛と平和主義の限界に関する考察
石川明人
（いしかわ・あきと）
著
創元社

人はなぜ、平和を祈りながら戦い続けるのか ? 戦争原因論の諸相、動物と人間の
攻撃性、飛行機と戦車の登場、ヒトラーの演説…。
「戦争」の不可解さを問い、人々
の「凡庸な悪」を正視する。

国防、軍事
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎391 件名◎戦争 ■ミ 271p
冊子版 978-4-416-51935-6 2019.06
EPUB

*1031629321*
国防、軍事
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎391.1 件名◎戦争 イワ 295p
冊子版 978-4-422-30071-9 2017.08
DL不可 EPUB

*1031325327*
77

未来の戦死に向き合うためのノート
井上義和
（いのうえ・よしかず）
著
創元社

反戦平和のために受け入れて議論すべきは、「過去と未来の戦死」。現代日本社
会分析を織り込みながら、未来の戦死に「向き合う」ことから、「条件付きで受け
入れる」ことを志向し、真に有効な戦争抑止の規範や倫理を構築する。

国防、軍事
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎391.1 件名◎戦争 イミ 286p
冊子版 978-4-422-30072-6 2019.02
DL不可 EPUB

*1031325328*
フランクフルト学派のナチ・ドイツ秘密レポート
ノイマン著 マルクーゼ著
みすず書房

冷戦構造も見据えたアメリカの戦後世界構想は、いかなるものであったか。第二
次世界大戦中にアメリカの「戦略情報局」の調査・分析部、中欧セクションで、
ノイマン、マルクーゼらが書いた秘密文書を公刊する。

国防、軍事
同時アクセス1 21,450円 + 税
同時アクセス3 32,175円 + 税
分類◎391.634 件名◎アメリカ合衆国戦
略情報部 ■フ 401,39p
冊子版 978-4-622-08857-8 2019.12

*1031670262*
核拡散時代に日本が生き延びる道 独自の核抑止力の必要性

国防、軍事

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎392.1076 件名◎日本－国防 ヤ
反日中朝の核脅威が高まる中、どうすれば日本の平和と安定を維持できるのか。極 カ 213p
めて大きな破壊力を持つ核兵器による戦争の抑止策に焦点を当てて、日本独自の 冊子版 978-4-585-23077-9 2020.04
矢野義昭
（やの・よしあき）
著
勉誠出版

核抑止力の必要性と可能性、その保有のあり方を論じる。

*1031670259*
国防態勢の厳しい現実

国防の主役たるべき国民に軍事プロが訴える自衛隊の苦しい実態
高井三郎
（たかい・みつお）
著
勉誠出版

拉致被害者、竹島、北方領土を取り返す奇策、列国軍とは違いすぎる陸自幹部、
曹士の実態、隊員の処遇改善…。戦略・戦術研究者が、今のままでは自衛隊が
独立国の軍隊として機能しないことを、鋭く剔りだす。

自衛隊創設の苦悩その実相と宿痾

警察から生まれた軍隊でない武装集団 警察予備隊・保安隊・自衛隊

横地光明
（よこち・みつあき）
著
勉誠出版

江口博保
（えぐち・ひろやす）
編集代表

半生を陸上自衛隊に捧げて幕僚監部の各種幕僚、学校教官、各レベルの部隊
指揮官を歴任した著者が、戦後の防衛体制の整備運営について考察。陸上自衛
隊史の根本問題を示し、日本の危機に警告する。

抑止力神話の先へ 安全保障の大前提を疑う

国防、軍事
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎392.1076 件名◎自衛隊 タコ
207p
冊子版 978-4-585-23078-6 2020.03

*1031670256*
国防、軍事
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 16,170円 + 税
分類◎392.1076 件名◎自衛隊 ヨジ
256p
冊子版 978-4-585-23079-3 2020.03

*1031814473*
国防、軍事

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎392.1076 件名◎日本－国防 ■
「抑止力を強化すれば日本は安全だ」ということが安全保障の自明の前提とされて ヨ 221p
いる。抑止力とは何を意味するのかを議論し、現状に対して、根源的な疑問を投 冊子版 978-4-7803-1079-5 2020.03
柳澤協二
（やなぎさわ・きょうじ）
著
かもがわ出版

加藤朗
（かとう・あきら）
著

げかけ、新しい安全保障の哲学を打ち立てる。

*1031843684*
帝国日本の大陸政策と満洲国軍

国防、軍事

同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎392.225 件名◎満州－国防 オテ
帝国日本において、満洲国軍とはいかなる存在だったのか。日露戦争期の馬賊ら 276,5p
在地勢力が、張作霖主導の奉天軍期を経て満洲国軍に組み込まれていく過程から、 冊子版 978-4-642-03889-8 2019.10
及川琢英
（おいかわ・たくえい）
著
吉川弘文館

陸士留学生の役割、対外作戦への動員と崩壊までを検証する。

*1031274389*
78

基地の消長 1968-1973

国防、軍事

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎ 件名◎アメリカ合衆国－国防－歴
1960年代後半から70年代初頭にかけて米軍の基地再編政策はなぜ、いかにして 史 カキ 231,49p
決定されたのか。米国の一次資料を紐解き、米国側の意思決定過程を分析。国 冊子版 978-4-326-30290-1 2020.06
川名晋史
（かわな・しんじ）
著
勁草書房

防総省と軍部の認識を明らかにする。

*1031983401*
軍人と自衛官 日本のシビリアン・コントロール 論の特質と問題
小出輝章
（こいで・てるあき）
著
彩流社

シビリアン・コントロール論学説史と日本の憲法解釈研究を検討し、日本的文民統
制の論理を摘出後、国家防衛における自衛隊認識とシビリアン・コントロールの関
係性を解明。旧日本軍と自衛隊との差違を明らかにする。

国防、軍事
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎393.2 件名◎シビリアン・コントロー
ル コグ 253,36p
冊子版 978-4-7791-2577-5 2019.09

*1031164237*
昭和期政軍関係の模索と総力戦構想
戦前・戦中の陸海軍・知識人の葛藤

国防、軍事

同時アクセス1 20,020円 + 税
同時アクセス3 30,030円 + 税
分類◎393.2 件名◎軍事行政 タシ
322,6p
軍事の論理 vs 政治の論理。昭和戦前期における在郷軍人と陸軍中央のせめぎあ 冊子版 978-4-7664-2671-7 2020.04
玉木寛輝
（たまき・ひろき）
著
慶應義塾大学出版会

いとは何だったのか。「統帥権の独立」は容認されるものであったか。総力戦の時
代における政治と軍事の関係を分析する。

沖縄米軍基地全史 〈歴史文化ライブラリー 501〉

*1031873877*
国防、軍事

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎ 件名◎軍事基地－歴史 ノオ
沖縄に米軍基地が集中しているのはなぜか ? 沖縄戦から現在に至るまでの通史を 221p
描き、米国・日本・沖縄社会が基地をいかに位置付けてきたのかを検討。普天間 冊子版 978-4-642-05901-5 2020.06
野添文彬
（のぞえ・ふみあき）
著
吉川弘文館

基地移設など課題を多く残す問題の淵源に迫る。

*1031873772*
日本陸軍の軍事演習と地域社会

国防、軍事

同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎396.4 件名◎陸軍－日本 ナニ
軍隊の維持に不可欠な軍事演習にあたり、陸軍と地域社会はいかなる関係を有し 248,4p
たか。日露戦後から昭和戦前期まで、演習地の負担・被害と歓迎や利益追求、 冊子版 978-4-642-03888-1 2019.10
中野良
（なかの・りょう）
著
吉川弘文館

演習地に対する陸軍の認識を考察し、両者の円満な関係構築などを描く。

*1031274387*
復刊曙光新聞 ―1975年11月-1993年11月 : フィリピン戦
線の記録と戦後の日比交流の歩み―
曙光新聞編集委員会
彩流社

第二次大戦の激戦地レイテ島のタクロバン第一収容所に捕虜となった人達がつくっ
た「曙光新聞」の読者の会が1975年11月～1993年11月まで発行したフィリピン
関係の情報・交流紙の合本843頁。紙上に載った人の詳細な人名索引を付す。

国防、軍事
同時アクセス1 47,960円 + 税
同時アクセス3 71,500円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-280-0

1993

*1030945567*

79

