
シラバス関連図書明細

科目名 タイトル 著者名 出版社 請求番号

博物館資料保存論 人文系博物館資料保存論 青木　豊 雄山閣 069.4/AO

博物館展示論 博物館展示の研究 青木　豊 雄山閣 069.5/A

心理統計
よくわかる心理統計(やわらかアカデミズム・「わかる」
シリーズ )

山田剛史, 村井潤
一郎

ミネルヴァ書房 140.7/YA

自己理解のための心理学 人間理解のための心理学 浅井潔 日本文化科学社 140/ＡＳ

心理学基礎演習A はじめて出会う心理学 長谷川寿一 有斐閣アルマ 140/H

社会心理学特講3（自我・自己） エゴレジリエンスでメゲない自分をつくる本 小野寺敦子 一藝社 140/ON

発達心理学(幼児・児童) 手にとるように発達心理学がわかる本 小野寺敦子 かんき出版 143/O

臨床心理地域援助論 心理職による地域コンサルテーションとアウトリーチ 船越知行 金子書房 146.8/FU

現代の社会2 占の文化誌　ウラの世界の不思議 棚木恵子 三弥井書店 148/T

アジア地域論 現代世界の女性リーダーたち 石井貫太郎 ミネルヴァ書房 280.4/IS

政治のしくみ(政治学) 現代の政治理論 石井貫太郎 ミネルヴァ書房 311/I

国際関係論 現代の政治理論 石井貫太郎 ミネルヴァ書房 311/I

政治のしくみ(政治学) リーダーシップの政治学 石井貫太郎 東信堂 311/I

地域社会学応用演習Ⅰ・Ⅱ 現代国際政治理論　増補改訂版 石井貫太郎 ミネルヴァ書房 319/I

国際関係論 現代国際政治理論　増補改訂版 石井貫太郎 ミネルヴァ書房 319/I

政治のしくみ(政治学) 21世紀の国際政治理論 石井貫太郎 ミネルヴァ書房 319/ＩＳ

地域社会学応用演習Ⅰ・Ⅱ 21世紀の国際政治理論 石井貫太郎 ミネルヴァ書房 319/ＩＳ

国際関係論 21世紀の国際政治理論 石井貫太郎 ミネルヴァ書房 319/ＩＳ

アジア地域論 21世紀の国際政治理論 石井貫太郎 ミネルヴァ書房 319/ＩＳ

企業法 リーガルベイシス民法入門 道垣内弘人 日本経済新聞社 324/DO

犯罪学入門 入門犯罪心理学 原田隆之 筑摩書房 326.34/ＨＡ

金融経済論 アナリストのための経済 寺崎克志 同文館 330.7/T

国際経済論 新版国際経済論 寺崎克志 大原出版 330.8/T

マクロ経済 解説マクロ経済学 寺崎克志 同文館 331/T

ミクロ経済 解説ミクロ経済学 寺崎克志 同文館 331/T

ミクロ経済 会計士ミクロ経済 寺崎克志 大原出版 331/TE

マクロ経済 公務員マクロ経済学入門 寺崎克志 大原出版 331/TE

ミクロ経済 公務員ミクロ経済学入門 寺崎克志 大原出版 331/TE

国際経済論 国際経済開発論 寺崎克志 学文社 333.6/H

国際経済論 国際公共経済学：国際公共財の理論と実際 寺崎克志 創成社 333.6/I

市場経済概念論 解説ミクロ経済学 寺崎克志 三恵社 333.6/T

市場経済概念論 会計士ミクロ経済 寺崎克志 三恵社 333.6/T

市場経済概念論 公務員ミクロ経済学入門 寺崎克志 三恵社 333.6/T

国際経済論 国際公共経済論 寺崎克志 杉山書店 333.6/T

市場経済概念論 国際政治経済学 寺崎克志 三恵社 333.6/T

経営学概論Ⅰ ゼミナール経営学入門 第3版
伊丹敬之, 加護野
忠男

日本経済新聞社 335.1/I

金融経済論 経営経済学のフロンティア 寺崎克志 大原出版 335.1/T

ホスピタリティ・マネジメント論Ⅰ ホスピタリティ・リーダーシップ　（第5刷） 吉原敬典 白桃書房 336.49/YO

ビジネス社会セミナーⅠ
秘書検定クイックマスター準1級 : keyフレーズとイラス
トで覚える / 実務技能検定協会編 -- 改訂新版

早稲田大学教育出
版

早稲田大学教育出
版

336.5/JI

マクロ経済 会計士マクロ経済 寺崎克志 大原出版 336.97/TE

ホスピタリティ・マネジメント論Ⅰ 開放系のマネジメント革新　(第4版） 吉原敬典 同文館出版 336/Y
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金融経済論 アナリスト経済 寺崎克志 大原出版 338.15/T

メディア実践特講1 地域メディア・エコロジー論 牛山佳菜代 芙蓉書房出版 361.453/US

カウンセリング領域特講3(キャリ
ア)

キャリアカウンセリング 宮城まり子
 21世紀カウンセリ
ング叢書

366.29/M

応用心理学特講4(家族) 親と子の生涯発達心理学 小野寺敦子 勁草書房 367.3/ON

人間学部
障害の理解  第2版 (最新介護福祉全書11こころとか
らだのしくみ )

谷口敏代 メヂカルフレンド 369.08/SA/11

医学知識
発達と老化の理解 / 介護福祉士養成講座編集委員
会編 -- 第3版

介護福祉士養成講
座編集委員会編集

中央法規出版 369.08/SH/11

若者への自立支援(社会福祉学) ケースワークの原則：援助関係を形成する技法 Ｆ．Ｐバイステック 誠信書房 369.16/Ｂ

障害児・者の心理学
障害児者の理解と教育・支援 : 特別支援教育/障害
者支援のガイド : 障害者との出会いと交流のために

橋本創一 金子書房 369.27/HA

児童福祉論Ⅰ 新エッセンシャル　児童・家庭福祉論　（第3版） 千葉茂明 （株）みらい 369.4/CH

児童福祉論Ⅱ 児童・家庭福祉論 千葉茂明 （株）みらい 369.4/CH

子どもと人権 子どもによる子どものための「子どもの権利条約」
小口尚子, 福岡鮎
美文

小学館 369.4/KO

児童福祉論Ⅰ 社会的養護 千葉茂明 一藝社 369.43/CH

児童福祉論Ⅱ 社会的養護内容 千葉茂明 一藝社 369.43/CH

くらしと経済(経済学) ボランティア論　共生の理念と実践 廣重剛史 ミネルヴァ書房 369.7/T

福祉行財政と福祉計画 地域福祉論 村川浩一 第一法規 369/K

カウンセリング領域特講1（教育）
指導援助に役立つスクールカウンセリングワークブッ
ク

黒沢幸子 金子書房 371.43/K

カウンセリング領域特講1（教育） 明解！スクールカウンセリング　理解編 黒沢幸子 金子書房 371.43/KU

現代の社会3 子どものいない校庭：都市戦略にゆらぐ学校空間 高久聡司 勁草書房 374.7/TA

情報科教育法1
高等学校学習指導要領解説 / 文部科学省 [著] ; 情
報編

 開隆堂出版  開隆堂出版 375.1/MO

算数
小学校学習指導要領解説 / 文部科学省 [編] ; 算数
編

 東洋館出版社  東洋館出版社 375.1/MO

社会
小学校学習指導要領解説 / 文部科学省 [編] ; 社会
編

 東洋館出版社  東洋館出版社 375.1/MO

総合学習の理論と実践
小学校学習指導要領解説 / 文部科学省 [編] ; 総合
的な学習の時間編

 東洋館出版社  東洋館出版社 375.1/MO

教育原理
小学校学習指導要領解説 / 文部科学省 [編] ; 総則
編

 東洋館出版社  東洋館出版社 375.1/MO

体育
小学校学習指導要領解説 / 文部科学省 [編] ; 体育
編

 東洋館出版社  東洋館出版社 375.1/MO

道徳教育
小学校学習指導要領解説 / 文部科学省 [編] ; 道徳
編

 東洋館出版社  東洋館出版社 375.1/MO

特別活動の理論と方法
小学校学習指導要領解説 / 文部科学省 [編] ; 特別
活動編

 東洋館出版社  東洋館出版社 375.1/MO

自己理解のための心理学 生徒指導提要 教育図書 教育図書 375.2/MO

保育原理Ⅱ
遊びを中心とした保育 : 保育記録から読み解く「援
助」と「展開 /改訂版

河邉貴子 萌文書林 376.1/K

在宅保育論
保育の心理学/1 ( 新保育ライブラリ / 民秋言 [ほか]
編集委員子どもを知る )

無藤隆, 藤崎真知
代

北大路書房 376.11/MU/1

在宅保育論
保育の心理学/2 ( 新保育ライブラリ / 民秋言 [ほか]
編集委員子どもを知る )

無藤隆, 藤崎真知
代

北大路書房 376.11/MU/2

保育内容演習(健康) データでみる幼児の基本的生活習慣 髙橋弥生 一藝社 376.11/Y

精神医学Ⅰ
専門医がやさしく語るはじめての精神医学 /改訂第2
版

渡辺雅幸 中山書店 493.7/WA

発達支援1 乳幼児　養育者の関係性：精神療法とアタッチメント 青木　豊 福村出版 493.937/AO

人間発達と福祉 乳幼児虐待のアセスメントと支援 青木　豊 岩崎学術出版 493.937/AO

ホスピタリティ・マネジメント論Ⅱ 医療経営におけるホスピタリティ価値 吉原敬典 白桃書房 498.163/YO

生活と健康(健康科学) これからの健康科学 森下玲児 金芳堂 498/ＭＯ

食品安全論 水と健康　狼少年にご用心 林　俊郎 日本評論社 518.1/HA

食・健康情報解析（ライフスタイル
と健康）

ダイオキシン情報の虚構 林　俊郎 健友館 519/H

情報科教育法1 3DCGでよくわかるパソコン解体全書 大島篤 高陵社書店 548.29/O

ファッション販売論
ファッション販売 / 日本ファッション教育振興協会編 ;
1

日本ファッション教
育振興協会

日本ファッション教
育振興協会

589.2/F/1

ファッション販売論
ファッション販売 / 日本ファッション教育振興協会編 ;
2

日本ファッション教
育振興協会

日本ファッション教
育振興協会

589.2/F/2
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Discussion and Negotiation 社内英語ワールド　サバイバル本 柴田真一 アルク 670.93/ＳＨ

ビジネスコミュニケーション基礎論 社内英語ワールド　サバイバル本 柴田真一 アルク 670.93/ＳＨ

ファッション販売論
ファッション販売 / 日本ファッション教育振興協会編 ;
3 -- 改定版

日本ファッション教
育振興協会

日本ファッション教
育振興協会

673.7/N/3

ホスピタリティ・マネジメント論Ⅱ ホスピタリティ・リーダーシップ　（第5刷） 吉原敬典 白桃書房 673/YO

ホスピタリティ・マネジメント論Ⅱ 開放系のマネジメント革新　(第4版） 吉原敬典 白桃書房 673/YO

ホスピタリティ・マネジメント論Ⅱ
ホスピタリティマネジメント活私利他の理論と事例研
究

吉原敬典 白桃書房 673/YO

現代の社会1
マーケティング・オン・ビジネス　基礎からわかるマー
ケティング

長崎秀俊 新世社 675/AR

フードブランド戦略
マーケティング・オン・ビジネス　基礎からわかるマー
ケティング

長崎秀俊 新世社 675/AR

現代の社会1 イラストで理解する・ブランド戦略入門 長崎秀俊 三弥井書店 675/NA

フードブランド戦略 イラストで理解する・ブランド戦略入門 長崎秀俊 三弥井書店 675/NA

芸術と文化の理解 もっと知りたいフェルメール　生涯と作品 小林賴子 東京美術 723.359/K

保育内容演習（身体表現） DVDで楽しむみんなの手あそび 本間玖美子 日本文芸社 767.7/D

保育内容演習（身体表現） みんなで楽しい手あそび 本間玖美子 日本文芸社 767.7/MI

現代のアート2 いま、ここからの映像術　近未来ヴィジュアルの予感 瀧健太郎 フィルムアート社 778.04/TA

応用心理学特講3(スポーツ) ウェルネス・スポーツ 奈良雅之 共栄出版 780.1/N

子どもと遊び 遊びの大事典 宇田川光雄 東京書籍 790.33/M

子どもと遊び リーダーのゲーム指導法 宇田川光雄 遊戯社 790/U

授業法演習 日本語教師の役割　コースデザイン 久保田美子 ひつじ書房 810.7/Ｋ

日本語表現Ⅰ
漢字学習ステップ : 漢検 / 日本漢字能力検定協会編
2級 -- 改訂3版

日本漢字能力検定
協会

日本漢字能力検定
協会

811.79/NI

韓国語専門セミナーA 箸とチョッカラク : ことばと文化の日韓比較
任栄哲, 井出里咲
子

大修館・ドルフィン・
ブックス

829.1/IM

韓国語基礎会話 できる韓国語 /単語集 李志暎 新大久保語学院 8291.Ｉ

韓国語基礎会話 できる韓国語/初級 1 李志暎 新大久保語学院 8291.Ｉ

英語学1 関係節 長原幸雄 大修館書店 835/S

Global Perspectives through
English

英米リーダーの英語 柴田真一 コスモピア 837.8/ＴＳ

日本文学(中世)
千年の百冊 : あらすじと現代語訳でよむ日本の古典
100冊スーパーガイド

鈴木健一編 小学館 910.2/ＳＵ

モノとコトバの文化史 増補版富士山トポグラフィー 橋詰靜子 一藝社 910.26/H

近代文学 ヒトモノコトバ　明治からの文化誌 橋詰靜子 三弥井書店 910.26/HA

言語文化論 ライトノベルよ、どこへいく 山中智省 青弓社 910.264/Y

モノとコトバの文化史 作家の自伝　幸田文 橋詰靜子 日本図書センター 910.268/K

近代文学 透谷詩考 橋詰靜子 国文社 911.52/H

Oral Interpretation 増補版　わらべうたとナーサリー・ライム 鷲津名都江 求龍堂 931/Ｗ

マザーグースを通してみるイギリ
ス文化(日英文化比較論)

マザー・グースをくちずさんで 鷲津名都江 求龍堂 931/Ｗ

マザーグースを通してみるイギリ
ス文化(日英文化比較論)

マザー・グースをたずねて 鷲津名都江 筑摩書房 931/W

マザーグースを通してみるイギリ
ス文化(日英文化比較論)

ようこそマザーグースの世界へ 鷲津名都江 求龍堂 931/Ｗ

Oral Interpretation マザー・グースをくちずさんで 鷲津名都江 求龍堂 931/Ｗ

Oral Interpretation ようこそマザーグースの世界へ 鷲津名都江 求龍堂 931/Ｗ
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