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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

371. 教育学、教育思想 問いからはじめる教育学 （有斐閣ストゥディア）  勝野 正章 有斐閣 2015 

371.04 教育学、教育思想 
災害と厄災の記憶を伝える ―教育学は何ができる
のか― 

山名 淳 勁草書房 2017 

371.1 教育学、教育思想 共存在の教育学 ―愛を黙示するハイデガー― 田中 智志 東京大学出版会 2017 

371.3 教育学、教育思想 
教育と社会階層 ―ESSM全国調査からみた学歴・学
校・格差― 

中村 高康 東京大学出版会 2018 

371.3 教育学、教育思想 
都市とアーキテクチャの教育思想 ―保護と人間形
成のあいだ―（教育思想双書 10） 

山名 淳 勁草書房 2015 

371.3 教育学、教育思想 
試験の社会史 ―近代日本の試験・教育・社会―増
補（平凡社ライブラリー 602） 

天野 郁夫 平凡社 2007 

371.41 教育学、教育思想 
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 北大路書房 2018 

371.42 教育学、教育思想 あたりまえを疑え! ―臨床教育学入門― 遠藤 野ゆり 新曜社 2014 

371.47 教育学、教育思想 思春期学 笠井 清登 東京大学出版会 2015 

372.1 教育史・事情 
学歴の社会史 ―教育と日本の近代―（平凡社ライ
ブラリー 526） 

天野 郁夫 平凡社 2005 

372.105 教育史・事情 
闘いを記憶する百姓たち ―江戸時代の裁判学習帳
―（歴史文化ライブラリー 454） 

八鍬 友広 吉川弘文館 2017 

373.2 
教育政策、教育制
度、教育行財政 

地方分権と教育行政 ―少人数学級編制の政策過程
― 

青木 栄一 勁草書房 2013 

374.3 
学校経営・管理、
学校保健 

新しい時代の教職入門 改訂版（有斐閣アルマ 
Interest）  

秋田 喜代美 有斐閣 2015 

374.3 
学校経営・管理、
学校保健 

教師のライフストーリー ―高校教師の中年期の危
機と再生― 

高井良 健一 勁草書房 2015 

375. 
教育課程、学習指
導、教科別教育 

カリキュラム・イノベーション ―新しい学びの創
造へ向けて― 

東京大学教
育学部カリ
キュラム・
イノベーシ
ョン研究会 

東京大学出版会 2015 

375.1 
教育課程、学習指
導、教科別教育 

授業づくりの考え方 ―小学校の模擬授業とリフレ
クションで学ぶ― 

渡辺 貴裕 くろしお出版 2019 

375.1 
教育課程、学習指
導、教科別教育 

学びの心理学 ―授業をデザインする―（放送大学
叢書 020） 

秋田 喜代美 左右社 2012 

375.2 
教育課程、学習指
導、教科別教育 

新しい時代の生活指導 （有斐閣アルマ Interest）  山本 敏郎 有斐閣 2014 

376.1 
幼児・初等・中等
教育 

0歳児 【動画】（乳幼児の発達と保育 vol.1）  

医学映像教
育センター 

医学映像教育セ
ンター 

2011 

376.1 
幼児・初等・中等
教育 

1歳児・2歳児 【動画】（乳幼児の発達と保育 
vol.2）  

医学映像教
育センター 

医学映像教育セ
ンター 

2011 

376.1 
幼児・初等・中等
教育 

3歳児・4歳児・5歳児 【動画】（乳幼児の発達と保
育 vol.3）  

医学映像教
育センター 

医学映像教育セ
ンター 

2011 

376.14 
幼児・初等・中等
教育 

園づくりのことば ―保育をつなぐミドルリーダー
の秘訣―  

井庭 崇 丸善出版 2019 

376.41 
幼児・初等・中等
教育 

格差社会の中の高校生 ―家族・学校・進路選択― 中澤 渉 勁草書房 2015 

376.413 
幼児・初等・中等
教育 

「協働の学び」が変えた学校 ―新座高校学校改革
の 10年― 

金子 奨 大月書店 2018 
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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

377.1 
大学・高等・専門
教育、学術行政 

大学の IR ―意思決定支援のための情報収集と分析
― 

小林 雅之 
慶應義塾大学出
版会 

2016 

377.21 
大学・高等・専門
教育、学術行政 

日本の高等教育システム ―変革と創造― 天野 郁夫 東京大学出版会 2003 

377.237 
大学・高等・専門
教育、学術行政 

イタリア・アカデミックな歩きかた ―都市をめぐ
る教養散策― 

丹野 義彦 有斐閣 2015 

377.6 
大学・高等・専門
教育、学術行政 

キャンパスの国際化と留学生相談 ―多様性に対応
した学生支援サービスの構築― 

大西 晶子 東京大学出版会 2016 

377.7 
大学・高等・専門
教育、学術行政 

研究費が増やせるメディア活用術 山本 佳世子 丸善出版 2012 

377.7 
大学・高等・専門
教育、学術行政 

企業研究資金の獲得法 永井 正夫 丸善出版 2010 

379. 社会教育 
生きることとしての学び ―2010年代・自生する地
域コミュニティと共変化する人々― 

牧野 篤 東京大学出版会 2014 

379.04 社会教育 世界の生涯学習 ―現状と課題― 新海 英行 大学教育出版 2016 

379.4 社会教育 
教育政治学を拓く ―18歳選挙権の時代を見すえて
― 

小玉 重夫 勁草書房 2016 

379.6 社会教育 ワークショップデザイン論 ―創ることで学ぶ― 山内 祐平 
慶應義塾大学出
版会 

2013 

382.1 
風俗史、民俗誌、
民族誌 

菊と刀 ―日本文化の型―（平凡社ライブラリー 
793） 

ルース・ベ
ネディクト 

平凡社 2013 

383.1 衣食住の習俗 
洒落者たちのイギリス史 ―騎士の国から紳士の国
へ―（平凡社ライブラリー 8） 

川北 稔 平凡社 1993 

383.5 衣食住の習俗 
化粧の日本史 ―美意識の移りかわり―（歴史文化
ライブラリー 427） 

山村 博美 吉川弘文館 2016 

383.8 衣食住の習俗 料理の起源 （読みなおす日本史） 中尾 佐助 吉川弘文館 2012 

383.81 衣食住の習俗 
「うつわ」を食らう ―日本人と食事の文化―（読
みなおす日本史） 

神崎 宣武 吉川弘文館 2017 

383.81 衣食住の習俗 
殺生と往生のあいだ ―中世仏教と民衆生活―（歴
史文化ライブラリー 414） 

苅米 一志 吉川弘文館 2015 

383.889 衣食住の習俗 
中世の喫茶文化 ―儀礼の茶から「茶の湯」へ―
（歴史文化ライブラリー 461） 

橋本 素子 吉川弘文館 2018 

383.889 衣食住の習俗 
紅茶の文化史 【スマホ・読上】（平凡社ライブラリ
ー 782）  

春山 行夫 平凡社 2013 

384.37 
社会・家庭生活の
習俗 

江戸のパスポート ―旅の不安はどう解消されたか
―（歴史文化ライブラリー 432） 

柴田 純 吉川弘文館 2016 

384.4 
社会・家庭生活の
習俗 

江戸の親子 ―父親が子どもを育てた時代―（読み
なおす日本史） 

太田 素子 吉川弘文館 2017 

384.7 
社会・家庭生活の
習俗 

美少年尽くし ―江戸男色談義―（平凡社ライブラ
リー 826） 

佐伯 順子 平凡社 2015 

385.2 
通過儀礼、冠婚葬
祭 

江戸の乳と子ども ―いのちをつなぐ―（歴史文化
ライブラリー 441） 

沢山 美果
子 

吉川弘文館 2017 

385.6 
通過儀礼、冠婚葬
祭 

墓と葬送の社会史 （読みなおす日本史） 森 謙二 吉川弘文館 2014 

385.9 
通過儀礼、冠婚葬
祭 

大人の粋 = Adult chic （対訳ニッポン） 立川 談四楼 
ＩＢＣパブリッ
シング 

2013 

386.162 年中行事、祭礼 
中世京都と祇園祭 ―疫神と都市の生活―（読みな
おす日本史） 

脇田 晴子 吉川弘文館 2016 

388.1 
伝説、民話［昔
話］ 

幽霊近世都市が生み出した化物 （歴史文化ライブ
ラリー 433） 

高岡 弘幸 吉川弘文館 2016 

388.8 
伝説、民話［昔
話］ 

六カ国語共通のことわざ集 ―日本語・英語・フラ
ンス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語対照― 

張 福武 慧文社 2015 

391.207 戦争、戦略、戦術 日本海海戦の真実 （読みなおす日本史） 野村 實 吉川弘文館 2016 

392.1 
国防史・事情、軍
事史・事情 

大元帥と皇族軍人 明治編 （歴史文化ライブラリー 
424） 

小田部 雄次 吉川弘文館 2016 

392.1 
国防史・事情、軍
事史・事情 

大元帥と皇族軍人 大正・昭和編 （歴史文化ライブ
ラリー 429） 

小田部 雄次 吉川弘文館 2016 

392.1 
国防史・事情、軍
事史・事情 

大本営 （読みなおす日本史） 森松 俊夫 吉川弘文館 2013 

397.21 海軍 日本海軍史 （読みなおす日本史） 外山 三郎 吉川弘文館 2013 

このほかにも多数のタイトルを契約しています。 
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