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No. 書 名 （シリーズタイトル）

著者名

出版社

資料番号 請求記号 推薦者名 学部

コメント

身近な都市空間のありようを丹念に読み
解く力が、地域の個性を引き出します。建
518.8||NY 永瀬 節治 観光学部
築・都市デザイン、まちづくりに必携の一
冊です。

1 図説 都市空間の構想力

西村幸夫 他 学芸出版社

2 光のコヒーレンスと偏光理論

エミール・ウォルフ 京都大学学術出版会 120150002638

425.4||WE 野村孝徳

システム工学部

光の干渉と偏光の理解に

3 入門

陳延偉

トリケップス

120150002576

547.1||To 野村孝徳

システム工学部

画像復元や超解像の実際

4 光導波路解析入門

薮哲朗

森北出版

120150002639

547.68||YT 野村孝徳

システム工学部

光を伝える技術の理解に

5 マルチエージェントシステムの制御

東 俊一 他 コロナ社

120150002608

548.3||AS 徳田献一

システム工学部

6 たのしくできるArduino電子制御

牧野浩二

東京電機大学出版局

120150002607

548.2||MK 徳田献一

システム工学部

7 ロボット機構学

永井 清

コロナ社

120150002612

548.3||NK 徳田献一

システム工学部

8 RTMではじめるロボットアプリ開発

セック ，長瀬 雅之

工学社

120150002609

548.3||Se 徳田献一

システム工学部

9 モータ制御

西田 麻美

日刊工業新聞社 120150002613

542.13||NM 徳田献一

システム工学部
システム工学部

画質改善・画像復元・超解像技術 ~MATLAB プログラムデモでわかりやすく解説~

120150002533

10 基本からわかる 電気電子計測講義ノート

宮下 收 他 オーム社

120150002614

541.5||KS 徳田献一

11 役に立つ少年剣道指導法

山神眞一

日本武道館

120150002493

789.3||YS 池田拓人 教育学部

12 下層化する女性たち 労働と家庭からの排除と貧困

小杉礼子・宮本みち子

勁草書房

120150002610

367.21||KR 宮橋 小百合 教育学部

13 「出生前診断」を迷うあなたへ

大野明子

講談社α新書 120150002605

495.6||OA

宮橋 小百合

教育学部

朝日新書

120150002617

495.5||KR

宮橋 小百合

教育学部

15 生殖医療はヒトを幸せにするのか 生命倫理から考える 小林亜津子 光文社新書

120150002616

495.48||KA 宮橋 小百合 教育学部

16

アシュリー事件ーメディカル・コントロールと新・優生思想の時代

児玉真美

生活書院

120150002606

369.27||KM 宮橋 小百合 教育学部

17

死の自己決定権のゆくえ： 尊厳死・「無益な治療」論・臓器移植

児玉真美

大月書店

120150002532

490.15||KM 宮橋 小百合 教育学部

14 出生前診断 出産ジャーナリストが見つめた現状と未来 河合蘭

18 人間の条件 そんなものはない（よりみちパンセ） 立岩真也

イースト・プレス 120150002615

159.7||TS

19 いじめ・レイシズムを乗り越える「道徳教育」

渡辺雅之

高文研

120150002611

371.6||WM 宮橋 小百合 教育学部

20 ドイツ語様相助動詞

高橋輝和

ひつじ書房

120150002624

845||TT

兵頭 俊樹・千田まや

教育学部

21 ゲルマン語入門

清水誠

三省堂

120150002564

849||SM

兵頭 俊樹・千田まや

教育学部

22 ロマンス語入門

町田健

三省堂

120150002632

879||MK

兵頭 俊樹・千田まや

教育学部

江口正弘 編 新典社

120150002633

991||EM

兵頭 俊樹・千田まや

教育学部

23

天草版伊曽保物語 影印及び全注釈

言葉の和らげ 影印及び翻刻翻訳

1

宮橋 小百合

教育学部
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24 メディア・リテラシー教育の挑戦

坂本 旬 他

アドバンテージサーバー

120150002634

375.19||SZ 岩野清美 教育学部

25 メディアを読み解く力

小島 正美

エネルギーフォーラム

120150002625

361.45||KM 岩野清美 教育学部

26 情報から真実をすくいとる力

黒岩 祐治

青志社

120150002565

361.45||KY 岩野清美 教育学部

27 洞察力を培う初等社会科教育法

青木秀雄

明星大学出版部 120150002566 375.312||AH

28 新社会科教育の世界

森茂岳雄 他 梓出版社

岩野清美 教育学部

120150002567

375.3||MT 岩野清美 教育学部

29 単元を貫く「発問」でつくる中学校社会科授業モデル30 内藤 圭太

明治図書出版 120150002568

375.3||NK 岩野清美 教育学部

30 中学校社会科 授業を変える課題提示と発問の工夫45 青柳 慎一

明治図書出版 120150002628

375.3||AS 岩野清美 教育学部

31

北村 明裕

明治図書出版 120150002569

375.3||KA 岩野清美 教育学部

32 新しい社会科教育法

佐藤 徹

東海大学出版会 120150002635

375.3||ST 岩野清美 教育学部

33 明日の授業に使える中学校社会科 歴史

歴史教育者協議会

大月書店

120150002570

375.3||Re 岩野清美 教育学部

34 明日の授業に使える中学校社会科 地理

歴史教育者協議会

大月書店

120150002623

375.3||Re 岩野清美 教育学部

35 明日の授業に使える中学校社会科 公民

歴史教育者協議会

大月書店

120150002571

375.3||Re 岩野清美 教育学部

36 社会科授業づくりトレーニングＢＯＯＫ

学習問題づくり・教材化・単元の指導計画づくり編

澤井 陽介

明治図書出版 120150002572 375.312||SY

岩野清美 教育学部

37 社会科授業づくりトレーニングＢＯＯＫ

話合い・討論・学習のまとめ・評価問題づくり編

澤井 陽介

明治図書出版 120150002573 375.312||SY

岩野清美 教育学部

社会科授業づくりトレーニングＢＯＯＫ 板書計画・ＩＣＴ活用・ノート指導編

澤井 陽介

明治図書出版 120150002629 375.312||SY

岩野清美 教育学部

38

子ども熱中！ 中学社会「アクティブ・ラーニング」授業モデル

39 “知識の構造図”を生かす問題解決的な授業づくり 社会科指導の見える化＝発問・板書の事例研究 北 俊夫

明治図書出版 120150002630

40 澤井陽介の社会科の授業デザイン

澤井 陽介

東洋館出版社 120150002574 375.312||SY

41 ステップ解説 社会科授業のつくり方

澤井 陽介

東洋館出版社 120150002575

375.3||SY 岩野清美 教育学部

42 中等社会科の理論と実践

二谷 貞夫

学文社

120150002636

375.3||NS 岩野清美 教育学部

学文社

120150002637

375.1||IH 岩野清美 教育学部

43 子どもの姿で探る問題解決学習の学力と授業:実感的なわかり方と基礎・基本 市川博

2

375.3||KT 岩野清美 教育学部
岩野清美 教育学部
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