
書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

転換する大学政策 現代の高等教育 1 舘昭 玉川大学出版部 1995．4．10

近未来の大学像 現代の高等教育 3 金子元久 玉川大学出版部 1995．4．10

何のための大学評価か 東海高等教育研究所 大月書店 1995．2．23

現代アメリカ高等教育論
―1960年代から1990年代へ―

喜多村和之 東信堂 1994．9．10

現場でつながる！地蔵と大学 友成真一 東洋経済新報社 2004．1．29

国際シンポジウムの記録　いま、なぜ女子大学か？
女子高等教育の新しい役割

平安女学院大学 三学出版有限会社 2000．5．20

高等教育と生涯学習　‐日本の社会教育　第42集‐ 日本社会教育学会　　　年報編集委員会 ㈱東洋館出版社 1998．9．25

教育の21世紀へ 天野郁夫 ㈱有信堂高文社 2000．9．30

地域における大学の役割 清成忠男・岡本義行 日本経済評論社 2000.3．31

大学評価とその将来 大学の研究教育を考える会 丸善㈱ 1999．12．25

大学で教育と文化を語る 山住正己 エイデル研究所 1995．8．25

私立大学の財務と進学者
椙山女学園大学研究
叢書

4 丸山文裕 ㈱東信堂 1999．4．20

大学教育研究の課題　‐改革動向への批判と提言‐ 一般教育学会 玉川大学出版部 1997．6．1

アメリカのリベラルアーツ・カレッジ
伝統の小規模教養大学事情

宮田敏近 玉川大学出版部 1991．11．15

学問論　ポストモダニズムに抗して 佐々木力 東京大学出版会 1997．3．10

学問の社会学 新堀通也 東信堂 1984．7．20
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

新版　大学生のための研究の進め方・まとめ方 田代菊雄 ㈱大学教育出版 1992．4．10

大学博物館―理念と実践と将来と 西野嘉章 東京大学出版会 1996．11．20

日本の研究者養成 塚原修一・小林信一 玉川大学出版部 1996．12．25

大学生の時間的展望
―構造モデルの心理学的検討―

都築学 中央大学出版部 1999．1．15

キリスト教名句名言事典 編訳：　小塩節・　　　　　濱崎史朗・山形和美 ㈱教文社 1999．1．25

学歴貴族の栄光と挫折 日本の近代 12 竹内洋 中央公論新社 1999．4．5

増訂　お雇い米国人科学教師 渡辺正雄 ㈱北泉社 1996．12．25

ナチス・ドイツの社会と国家
民族共同体の形成と展開

南利明 ㈱勁草書房 1998．10．20

新版　世界各国史　ポーランド・ウクライナ・バルト史 新版　世界各国史 20 伊東孝之　井内敏夫　　中井和夫　野澤伸平 ㈱山川出版社 1998．12．5

矢内原忠雄伝 矢内原伊作 みすず書房 1998．7．23

日本国学監　デイビッド・マレー　その生涯と業績 吉家定夫 玉川大学出版部 1998．1．25

大学地理教育とレポート 浮田典良 古今書院 1994．8．9

事典　現代のドイツ
加藤雅彦　麻生建　　　木村直司　古池好
高木浩子　辻通男

㈱大修館書店 1998．6．1

大衆国家と独裁　恒久の革命 シグマンド・ノイマン 岩永健吉郎　岡義達　高木誠 みすず書房 1960．1．15

ドイツ社会民主党の戦後史　国民政党の実践と課題 ペーター・レッシェ＋フランツ・ヴァルター 岡田浩平 ㈱三元社 1996．3．25

人権の新しい地平　―共生に向けて― 岡村達雄　玉田勝郎 学術図書出版社 2003．2．28
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

グローバル・ポリティクス
世界の再構造化と新しい政治学

小林誠　遠藤誠治 有信堂高文社 2000．10．15

ロシア世界 21世紀の世界政治 4 編者：猪口孝　　　　　　　著者：下斗米信夫 ㈱筑摩書房 1999．1．25

ロースクール教育論
新しい弁護技術と訴訟運営

遠藤直哉 信山社出版㈱ 2000．11．15

法科大学院を中核とする法曹養成制度の在り方
財団法人日本法律家協会　　　法曹養成問題委
員会

㈱商事法務 2003．6．24

ウィナー・テイク・オール
　「ひとり勝ち」社会の到来

ロバート・Ｈ・フランク　、フィリップ・Ｊ・クック 香西泰 日本経済新聞社 1998．6．12

知的財産制度とイノベーション 後藤晃　長岡貞男 東京大学出版会 2003．6．20

ハーバード・ビジネス・スクールの経営教育 デイビッド・Ｗ・ユーイング 茂木賢三郎 ㈱ティビーエス・ブリタニカ 1993．2．20

人材活用と企業内教育
明治大学企業内教育研究会編

明治大学企業内教育　研究会 ㈱日本経済評論社 2000．7．1

21世紀の会計教育 藤田幸男 ㈱白桃書房 1998．9．16

大学の入口と出口 大学から高等教育へ 5 天城勲 ㈱サイマル出版会 1981.2

異文化コミュニケーションと教育 青木順子 ㈱溪水社 1996．3．1

異文化コミュニケーション教育
　―他者とのコミュニケーションを考える教育―

青木順子 ㈱溪水社 1999．4．1

国際文化学と英語教育 阿部美哉 玉川大学出版部 1992．4．1

文化と教養　―比較文学　講演の旅― 新田義之 ㈱大学教育出版 2000．5．25

日本の学歴エリート 麻生誠 玉川大学出版部 1991．9．1

ドイツ社会政策・中間層政策史論　Ⅱ 川本和良 ㈱未来社 1999．1．30
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

ドイツ住宅問題の政治社会史
　―ヴァイマル社会国家と中間層―

後藤俊明 ㈱未来社 1999．2．10

日本労働社会学会年報　第9号
　―労働組合に未来はあるか―

日本労働社会学会編集委員会 ㈱東信堂 1998．12．30

日本の女性学教育 内海崎貴子 ㈱東信堂 1999．9．30

近代ドイツ女性史　市民社会・女性・ナショナリズム 田村雲供 ㈱阿吽社 1998．10．26

女性学教育の挑戦　　理論と実践
渡辺和子　金谷千慧子　女性学教育ネットワー
ク

㈱明石書店 2000．5．31

阪神・淡路大震災　その時 留学生は
　―神戸が好きになりました―

鈴木正幸 (有)川島書店 1996.8

世界の社会福祉２　ロシア・ポーランド 編集委員会代表　　　　中村優一　一番ヶ瀬康子 旬報社 1998．11．25

教育改革のゆくえ　自由化と個性化を求めて 天野郁夫 東京大学出版会 1995．5．10

人は学ぶことができるか　―教師と弟子― 喜多村和之 玉川大学出版部 1995．12．10

教育への問い　―現代教育学入門― 天野郁夫 東京大学出版会 1997．2．14

｢学び｣とはなにか　学力づくりを考える ｢悠｣編集部 ㈱ぎょうせい 2001．8．30

文部統計要覧（平成13年版） 文部省 大蔵省印刷局 2000．12．25

国際化時代日本の教育と文化 沼田裕之 ㈱東信堂 1998．11．10

教職課程新書　『教育ビッグバン』の時代を生きる 下村哲夫 共同出版 2000．2．20

公教育の変容と教育経営システムの再構築 教育の経営 1 日本教育経営学会 玉川大学出版部 2000．12．20

自律的学校経営と教育経営 教育の経営 2 日本教育経営学会 玉川大学出版部 2000．12．20
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

大学・高等教育の経営戦略 教育の経営 3 日本教育経営学会 玉川大学出版部 2000．12．20

生涯学習社会における教育経営 教育の経営 4 日本教育経営学会 玉川大学出版部 2000．12．20

教育経営研究の理論と軌跡 教育の経営 5 日本教育経営学会 玉川大学出版部 2000．12．20

諸外国の教育改革と教育経営 教育の経営 6 日本教育経営学会 玉川大学出版部 2000．12．20

教育学講義 Ｆ・シェライエルマッハー 長井和雄・西村晧 玉川大学出版部 1999．7．20

比較教育学の理論と方法 ユルゲン・シュリーバー 馬越徹・今井重孝 ㈱東信堂 2000．11．10

教育改革　二十世紀の衝撃　イェーナ大学連続講義 アンドレーアス・フリットナー 森田孝 玉川大学出版部 1994．10．20

コモン・グッドへの教育　カリキュラムの道徳哲学 Ｐｈ．H．フェニックス 岡本道雄・市村尚久 玉川大学出版部 1995．4．20

一般教育学 ヴィルヘルム・フリットナー 玉川大学出版部 1988．7．20

技術的思考と人間陶冶 テオドール・リット 訳者：小笠原道雄 玉川大学出版部 1996．10．20

知の扉を開く　教育における知性の質を問う Ｄ．Ｍ．スローン 市村尚久 玉川大学出版部 2002．9．20

近代日本の教育機会と社会階層 菊池城司 東京大学出版会 2003．1．20

教育社会の設計 矢野眞和 東京大学出版会 2001．3．15

在外子弟教育の研究 小島勝 玉川大学出版部 2003．2．25

帰国生の特性が生きる　国際理解教育 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校 明治図書出版㈱ 1991.5

教育の効果 市川昭午 東信堂 1987．5．30
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

教育評価を考える 長尾彰夫・浜田寿美男 ㈱ミネルヴァ書房 2000．2．15

一般教育科学 Ｈ．レールス 長谷川守男 玉川大学出版部 1990．8．10

異文化間教育学序説―移民・在留民の比較教育民
族誌的分析

江淵一公 九州大学出版会 1994．2．28

多文化教育の国際比較　エスニシティへの教育の対
応

江原武一 玉川大学出版部 2000．2．25

世界の教育改革の思想と現状 黒沢惟昭・佐久間孝正 理想社 2000．9．20

世界の教育改革　21世紀への架け橋 佐藤　三郎 東信堂 1999．3．1

多文化教育の比較研究　―教育における文化的同
化と多様化―

小林哲也・江淵一公 九州大学出版会 1985．2．28

教育と近代化　日本の経験 天野郁夫 玉川大学出版部 1997．9．15

少数ができない大学生 岡部恒治・戸瀬信之・　西村和雄 東洋経済新報社 2000．3．23

ドイツの職業教育・労働教育
―インターンシップ教育の1つの源流―

寺田盛紀 大学教育出版 2000．11．30

ドイツの学校と大学 クリストフ・フュール 天野正治・木戸裕・長島啓記 玉川大学出版部 1996．3．15

ドイツの教育 天野正治・結城忠・　　　別府昭郎 東信堂 1998．7．20

イギリスの教育―歴史との対話 Ｒ・オルドリッチ 松塚俊三・　安原義仁 玉川大学出版部 2001．9．15

地方教育史論考 篠田弘・加藤詔士 大学教育出版 2000．3．26

日本庶民教育史 石川謙 玉川大学出版部 1998．6．25

占領下日本の教科書改革 Ｈ・Ｊ・ワンダーリック 土持ゲーリー法一 玉川大学出版部 1998．9．22
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

改訂新版　生のための学校　―デンマークで生まれ
たフリースクール｢フォルケスコーレ｣の世界―

清水満 ㈱新評社 1993．9．30

新版　変革期のアメリカ教育　大学変> 金子忠史 東信堂 1994．5．10

カリキュラム開発をめざすアメリカの挑戦 現代アメリカ教育研究会（代表・金子忠史） ㈱教育開発研究所 1998・2・25

教育改革と公共性 小玉重夫 東京大学出版会 1999．7．9

アメリカ教育の変動
アメリカにおける人間形成システム

椙山正弘 福村出版㈱ 1997．8．10

カリキュラム・ポリティックス
現代の教育改革とナショナル・カリキュラム

マイケル・Ｗ・アップル　ジェフ・ウィッティ　　　　長
尾彰夫

東信堂 1994．6．30

教育改革の方向と大学教育
―鹿児島の教育風土と進路指導―

皆村武一・采女博文 高城書房 1998．3．31

教育政策の課題 西田亀久夫 玉川大学出版部 1996．11．15

教育体制分析の基礎理論 高橋聡 風間書房 2000．3．15

教育行政学 平原春好 東京大学出版会 1993．11．20

教育財政の政策と法制度　―教育財政入門― 小川正人 エイデル研究所 1996．3．22

高等教育の変貌と財政 市川昭午 玉川大学出版部 2000．3．25

分権・生涯学習時代の教育財政
価値相対主義を越えた教育資源配分システム

白石裕 京都大学学術出版会 2000．2．28

授業料の解像力　教育における＜近代＞の　　分析 田原宏人 東京大学出版会 1993．11．10

アメリカ教師教育の展開
―教師の資質向上をめぐる諸改革―

赤星晋作 東信堂 1993．10．5

変動社会の教師教育 今津孝次郎 名古屋大学出版会 1996．1．20
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

教育実習の理論と実践
―教師教育の望ましい在り方をめざして―

岡田忠男・大森正・　　　　吉田辰雄 文化書房博文社 1995．10．16

ＯＥＣＤ教育改革論　　　　―教授と教師の質― 佃和朋・木村憲太郎 学芸図書㈱ 1998．8．10

いま、授業成立の原則を問う 教育方法 22 日本教育方法学会 明治図書出版㈱ 1993.1

近代日本カリキュラム政策史研究 水原克敏 風間書房 1997．3．5

授業を変える学校が変わる
総合学習からカリキュラムの創造へ

佐藤学 小学館 2000．8．10

教育における文化的多元主義の研究 田中圭治郎 ナカニシヤ出版 2000．6．20

新教育課程の授業　研究のポイントはここだ 福島大学教育学部附属小学校 明治図書出版㈱ 2000.6

現象学から授業の世界へ
―対話における教師と子どもの生の解明―

中田基昭 東京大学出版会 1997．2．20

特色ある教育活動展開のための実践事例集
‐「総合的な学習の時間」の学習活動の展開‐
（中学校・高等学校編）

文部省 大日本図書㈱ 2000．1．27

ＩＴの授業革命『情報とコンピュータ』 永野和男・田中喜美　　村松浩幸 東京書籍 2000．12．14

ジェンダー・トラック
―青年期女性の進路形成と教育組織の社会学―

中西祐子 東洋館出版社 1998．2．28

歴史教育の歴史 ＵＰ選書 海後宗臣 東京大学出版会 1969．2．10

日本の高校　成功と代償 Ｔｈｏｍａｓ　Ｐ　Ｒｏｈｌｅｎ 友田泰正 サイマル出版会 1983

日本の算数・数学教育1998
算数・数学カリキュラムの改革へ

日本数学教育学会 産業図書㈱ 1999．3．17

新版　ドイツの職業教育・キャリア教育
デュアルシステムの伝統と変容

寺田盛紀 大学教育出版 2000．11．30

キャリア教育の理論と実践 福地守作 玉川大学出版部 1995．10．10
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

ドイツ職業社会の伝統と変容
職業教育のドイツ的システムの歴史・組織・展望

ヴォルフ・ディートリッヒ・グライネルト 晃洋書房 1998．10．10

日本の英語学力評価　―回顧と展望― 田中正道 教育出版 1998．8．15

多文化共生社会の教育 天野正治・村田翼夫 玉川大学出版部 2001．10．1

専門学校教育論　　理論と方法 梶原宣俊 学文社 1993．1．14

大学「ＡＯ入試」とは何だ 小野博 毎日新聞社 2000．11．30

大学改革の現在
講座「21世紀の大学・
高等教育を考える」

第1巻 有本章・山本眞一 東信堂 2003．9．10

日本的大学像を求めて 天野郁夫 玉川大学出版部 1991．5．10

科学技術社会と大学
エリック・アシュビー講演集

Ｅ・アシュビー 宮田敏近 玉川大学出版部 2000．9．25

学問生産の研究
―研究活動の高等教育研究―

相原総一郎 渓水社 1995．2．25

比較高等教育論　「知」の世界システムと大学 Ｐ・Ｇ・アルトバック 馬越徹 玉川大学出版部 1994．3．31

大学院教育の研究 バートン・クラーク 潮木守一 東信堂 1999．5．30

高等教育システム
―大学組織の比較社会学―

バートン・Ｒ・クラーク 有本章 東信堂 1994．4．28

大学教育の再生をめざす
―ＦＤ実践事例に学ぶ―

清水一彦 紫峰図書 2001．1．1

大学改革論の国際的展開
ユネスコ高等教育勧告宣言集

東京高等教育研究所・日本科学者会議 青木書店 2002．7．10

大学再生の条件　―大学教育に新しい風を― 東海高等教育研究所 大月書店 1991．12．12

大学教育改革のための提案20条 高坂正顕・吉田富三 創文社 1969．9．15
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

新しい大学観の創造 大学から高等教育へ 1 天城勲 サイマル出版会 1978

世界に通用する大学 大学から高等教育へ 4 天城勲 サイマル出版会 1980

動きはじめた大学改革 天城勲 サイマル出版会 1979

大学校の研究 市川昭午 玉川大学出版部 1993．11．1

大学の多様な発展を目指してⅡ　―「平成5年度以降
の高等教育計画」と「大学院の整備充実」

高等教育研究会 ぎょうせい 1991．9．20

大学の多様な発展を目指してⅢ　―設置基準の解説
とＱ＆Ａ

高等教育研究会 ぎょうせい 1992．7．20

大学の多様な発展を目指してⅣ　―大学改革の進展 高等教育研究会 ぎょうせい 1995．8．25

大学審議会全28答申・報告集　―大学審議会14年間
の活動の軌跡と大学改革―

高等教育研究会 ぎょうせい 2002．3．20

学問が情報と呼ばれる日 変貌する大学 Ⅲ 巨大情報システムを考える会 ㈱社会評論社 1997．1．10

大学教育の目的 Ｋ・Ｅ・エブル 高橋靖直 玉川大学出版部 1987．5．1

都市型大学―新しい高等教育像への挑戦 Ｐ・Ｇ・エリオット 岩田弘三 玉川大学出版部 1999．12．25

「学問中心地」の研究　―世界と日本にみる学問的生
産性とその条件―

有本章 東信堂 1994．2．28

現代の大学院教育 市川昭午・喜多村和之 玉川大学出版部 1995．9．1

学ぶということ 現代教育101選 12 林竹二 国土社 1990．7．25

不思議の国の「大学改革」 変貌する大学 Ⅰ 巨大情報システムを考える会 ㈱社会評論社 1994．6．30

国際化と「大学立国」 変貌する大学 Ⅱ 巨大情報システムを考える会 ㈱社会評論社 1995．5．30
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

戦間期日本の高等教育 伊藤彰浩 玉川大学出版部 1999．3．15

未来形の大学 高等教育シリーズ 市川昭午 玉川大学出版部 2001．4．20

大学への期待 木田宏 サイマル出版会 1991.3

現代の大学・高等教育　　教育の制度と機能 喜多村和之 玉川大学出版部 1999．3．1

現代大学の変革と政策　―歴史的・比較的考察 高等教育シリーズ 105 喜多村和之 玉川大学出版部 2001．3．30

高等教育概論　‐大学の基礎を学ぶ‐ ＭＩＮＥＲＶＡ教職講座 16 有本章・羽田貴史・山野井敦徳 ミネルヴァ書房 2005．5．10

高等教育論 牟田博光
財団法人　放送大学教育振
興会

1993．3．20

21世紀の大学像を求めて
―競争・管理から共同・自治の大学づくりの提言

日本科学者会議大学問題委員会 水曜社 2000．6．15

廃墟のなかの大学 叢書・ウニベルシタス 661 ビル・レディングズ 青木健・斉藤信平 法政大学出版局 2000．6．30

リフレッシュ教育　‐社会人に開かれた大学ガイド‐（学
部編）

文部省 ㈱ぎょうせい 1994．1．20

平成の大学改革を斬る 21世紀の教育学 1 清水一彦 協同出版 1999．10．20

大学は何を学ぶところか 桜井邦朋 地人書館 2000．3．10

ハード・アカデミズムの時代 高山博 講談社 1998．6．25

高学歴社会の大学　―エリートからマスへ― ＵＰ選書 159 マーチン・トロウ 天野郁夫・喜多村和之 東京大学出版会 1976．10．1

高度情報社会の大学　マスからユニバーサルへ Ｍ．トロウ 喜多村和之 玉川大学出版部 2000．5．30

夜間大学院　‐社会人の自己再構築‐ 新堀通也 東信堂 1999．10．10
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

大学教育の革新と実践　変革の主体形成 安川寿之輔 新評論 1998．3．15

高等教育の経済分析と政策 矢野眞和 玉川大学出版部 1996．10．15

クロス学歴のすすめ
あなたにあった大学院進学・編入学

安井みすず 創元社 1990．4．10

大学の使命 Ｊ・オルテガ・イ・ガゼット 井上正 玉川大学出版部 1996．12．25

大学に教育革命を 天野郁夫 有信堂高文社 1997．5．25

大学改革のゆくえ　模倣から創造 高等教育シリーズ 108 天野郁夫 玉川大学出版部 2001．7．30

大学の社会的責任
大学における学問・教育・人材育成

大学の研究教育を考える会
野村浩康・前田正史

丸善 2001．1．10

大学の理念
Ｍ．ｱｲｹﾞﾝ、Ｈ．Ｇ．ｶﾞﾀﾞﾏｰ、　Ｊ．ﾊｰﾊﾞﾞﾏｽ、Ｗ．ﾚ
ﾍﾟﾆｰｽ、Ｈ．ﾘｭｯﾍﾞ、Ｋ．Ｍ．ﾏｲﾔー・ｱﾋﾞｯﾋ

赤刎弘也 玉川大学出版部 1993.7．20

大学に｢卒業｣は無用
‐学校教育活性化のための提案‐

藤田整 人文書院 2000．11．10

大学で勉強する方法 Ａ．Ｗ．ｺｰﾝﾊｳｻﾞｰ 山口栄一 玉川大学出版部 1995．9．20

21世紀の大学像ー歴史的・国際的視点からの検討 関正夫 玉川大学出版部 1995．2．28

キャンパスは変わる 現代の高等教育 2 苅谷剛彦 玉川大学出版部 1995．4．10

大学の変革‐内と外 現代の高等教育 4 天城勲 玉川大学出版部 1995．4．10

大学論　大学｢改革｣から｢大学｣改革へ‐ ＪＵＡＡ選書 4 青木宗也 大学基準協会 1996．7．20

大学設置・評価の研究 大学基準協会叢書 飯島宗一・戸田修三・　西原春夫 東信堂 1990．6．30

大学改革を探る
‐大学改革に関する全国調査の結果から‐

ＪＵＡＡ選書 5 青木宗也・示村悦二郎 大学基準協会 1996．12．31
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

大学改革と大学評価 ＪＵＡＡ選書 1 青木宗也 大学基準協会 1995．6．14

異議あり　新しい｢国立大学法人｣像 日本科学者会議 青木書店 2002．6．10

いま、大学の臨時的定員を考える ＪＵＡＡ選書 9 大南正瑛 大学基準協会 1999．3．20

新版　大学評価とはなにか
‐自己点検・評価と基準認定‐

喜多村和之 東信堂 1993．6．30

新しい大学教育を創る 梶田叡一 有斐閣 2000．4．30

これからの大学と大学運営 ＪＵＡＡ選書 11 丹保憲仁 大学基準協会 2000．3．31

〈大学基準協会創立50周年記念企画〉
資料にみる大学基準協会五十年の歩み

ＪＵＡＡ選書 7 大学基準協会事務局高等教育研究部門 大学基準協会 1997．7．8

私立大学の財政分析ができる本 野中郁江・山口不二夫・梅田守彦 大月書店 2001．5．24

〈大学基準協会創立50周年記念企画〉
大学の質を問う

ＪＵＡＡ選書 6 木村孟 大学基準協会 1997．7．8

大学評価とアカウンタビリティ 佐藤誠二 森山書店 2003．1．15

大学力　‐真の大学改革のために‐ 有本章・北垣郁雄 ミネルヴァ書房 2006．10．25

大学の講義法 Ｄ．Ａ．ブライ 山口栄一 玉川大学出版部 1985．10．15

カリキュラム論争‐アメリカ一般教育の歴史 Ｗ・Ｂ・カーノカン 丹治めぐみ 玉川大学出版部 1996．2．5

大学教育の新しい展開を目指して
和光学園実践シリー
ズ

5 和光学園実践シリーズ出版委員会　和光大学 星林社 1993．11．20

大学授業のフィールドワーク‐京都大学公開実験授業 京都大学高等教育教授システム開発センター 玉川大学出版部 2001．3．20

大学授業の研究 片岡徳雄・喜多村和之 玉川大学出版部 1989．11．10
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

大学改革論の国際的展開
ユネスコ高等教育勧告宣言集

東京高等教育研究所・日本科学者会議 青木書店 2002．7．10

大学の教育・授業の未来像
大学の教育・授業を
考える

3 日本私立大学連盟 東海大学出版会 2001．3．20

大学政策　改革への軌跡 高等教育シリーズ 116 黒羽亮一 玉川大学出版部 2002．10．1

ガイドブック　大学授業の改善 伊藤秀子・大塚雄作 有斐閣選書 1999．5．30

開かれた大学授業をめざして‐京都大学公開実験授
業の一年間

京都大学高等教育教授システム開発センター 玉川大学出版部 1997．9．25

大学のカリキュラムと学際化 井門富二夫 玉川大学出版部 1991．3．5

学生参加型の大学授業‐協同学習への実践ガイド 高等教育シリーズ 110
Ｄ．Ｗ．ジョンソン・　　　Ｒ．Ｔ．ジョンソン・
Ｋ．Ａ．スミス

玉川大学出版部 2001．12．25

授業を変えれば大学は変わる
安岡高志・滝本喬・　　　三田誠広・香取草之助・
生駒俊明

プレジデント社 1999．11．9

大学教員｢教育評価｣ハンドブック 高等教育シリーズ 121 ラリー・キ‐グ　　　　　　マイケル・Ｄ・ワガナー 高橋靖直 玉川大学出版部 2003．1．30

大学授業の生態誌‐｢要領よく｣生きようとする学生 高等教育シリーズ 107 島田博司 玉川大学出版部 2001．6．15

大学改革　日本とアメリカ 舘昭 玉川大学出版部 1997．12．24

大学評価ハンドブック 高等教育シリーズ 115 Ａ．Ｉ．ﾌﾛｰｲﾝｽﾃｨﾝ 米澤彰純・福留東土 玉川大学出版部 2002．9．1

教養教育の系譜
～アメリカ高等教育にみる専門主義との葛藤～

Ｓ．ロスブラット 吉田文・杉谷祐美子 玉川大学出版部 1999．12．25

大学カリキュラムの再編成　‐これからの学士教育‐ 清水畏三・井門富二夫 玉川大学出版部 1997．1．20

大学の授業 宇佐美寛 東信堂 1999．12．10

大学の授業‐岡山大学における実践の記録‐ 神立春樹 大学教育出版 1998．4．10
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

ラーニング革命
‐ＩＴ＝情報技術によって変わる高等教育

ＯＥＣＤ 香取一昭 エルコ 2000．3．21

立教大学〈全カリ〉のすべて
教養教育改革ドキュ
メント

立教大学全カリの記録編集委員会 東信堂 2001．2．14

私語研究序説 新堀通也 玉川大学出版部 1992．10．20

ＩＣＴを活用した大学授業 高等教育シリーズ 118 小原芳明 玉川大学出版部 2002．12．10

大学経営とリーダーシップ ロバート・バーンバウム 高橋靖直 玉川大学出版部 1992．5．20

大学評価‐理論的考察と事例 新堀通也 玉川大学出版部 1993．12．25

大学評価と大学創造
‐大学自治論の再構築に向けて‐

細井克彦・林昭・　　　　千賀康利・佐藤春吉 東信堂 1999．1．5

大学個性化の戦略‐高等教育のＴＱＭ Ｄ．Ｔ．セイモア 舘昭・森利枝 玉川大学出版部 2000．6．30

大学教育行政の法理論 田中舘照橘 信山社出版 2000．9．20

高等教育とＩＴ　‐授業改善へのメディア活用とＦＤ‐ 高等教育シリーズ 124 山地弘起・佐賀啓男 玉川大学出版部 2003．10．20

大学教育改革と保健体育の未来像
‐大学体改革のための必読資料集‐

日本体育学会　　　　　　体育原理専門分科会編 不昧堂出版 1991．9．17

大学生の学習テクニック 森靖雄 大月書店 1995．2．23

学生参画授業論
‐人間らしい｢学びの場づくり｣の理論と方法‐

林義樹 学文社 1994．11．5

大学教授の移動研究 山野井敦徳 東信堂 1990．2．28

大学マネージメントの理論と実際 太田和良幸 黎明書房 2003．6．10

大学の授業を変える１６章 浅野誠 大月書店 1994．1．11
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

大学教師の自己改善‐教える勇気 高等教育シリーズ 101 Ｐ．Ｊ．パーマー 吉永契一郎 玉川大学出版部 2000．11．1

［事例編］大学・短大の改組転換・増設の実際［上］ 大学改組転換増設 地域科学研究会 1998．3．12

日米の大学単位制度の比較史的研究 清水一彦 風間書房 1998．3．5

アカデミック・ウーマン　‐女性学者の社会学‐ 加野芳正 東信堂 1988．10．30

大学評価の理論と実際　　　　　　　　　　　　　　　‐自己
点検・評価ハンドブック‐

Ｈ．Ｒ．ケルズ 喜多村和之・舘昭・　　　坂本辰朗 東信堂 1998．10．10

大学開発の担い手　　　　　　　　　　　　　　　　　‐ディベ
ロップメント・オフィサー

Ｍ．Ｊ．ワース　　　　　　　Ｊ．Ｗ．アスプⅡ 山田礼子 玉川大学出版部 1997．10．20

戦後改革と大学基準協会の形成 ＪＵＡＡ選書 2 田中征男 大学基準協会 1995．12．15

大学力を創る：ＦＤハンドブック 大学セミナー・ハウス 東信堂 1999．3．31

授業の道具箱 バーバラ・グロス・デイビス 香取 草之助 石津製本所 2002．7．20

成長するティップス先生
‐授業デザインのための秘訣集‐

高等教育シリーズ 104 池田輝政・戸田山和久・近田政博・中井俊樹 玉川大学出版部 2001．4．15

メール私語の登場　‐大学授業の生態誌3‐ 高等教育シリーズ 114 島田博司 玉川大学出版部 2002．4．25

大學関係法令の沿革（第一分冊）
明治元年‐大正七年

文部省調査局 1946.1

大學関係法令の沿革（第二分冊）
大正八年‐昭和六年

文部省調査局 1946.3

大學関係法令の沿革（第三分冊）
昭和七年‐昭和十八年

文部省調査普及局調査課 1946.12．30

大學関係法令の沿革（第四分冊）
昭和十九年‐昭和二十三年

文部省調査普及局調査課 1947.3．15

大学教授職の使命　‐スカラーシップ再考‐ Ｅ．Ｌ．ボイヤー 有本章 玉川大学出版部 1996．3．15
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

大学の倫理
蓮實重彦、　　　　　　　　アンドレアス・ヘルドリ
ヒ、広渡清吾

東京大学出版会 2003．3．10

イェール大学の教育システム 石田剛 渓水社 1986．6．10

イェール大学における学問開発システム 石田剛 渓水社 1987．2．10

研究計画書の考え方 妹尾堅一郎 ダイヤモンド社 1999．3．18

１　大学の教育・授業をどうする‐ＦＤのすすめ
大学の教育・授業を
考える

日本私立大学連盟 東海大学出版会 1999．3．20

2　大学の教育・授業の変革と創造
‐教育から学習へ

大学の教育・授業を
考える

日本私立大学連盟 東海大学出版会 1999．.3．20

大学の授業をつくる　発想と技法 経済学教育学会 青木書店 1998．4．25

大学教授職の国際比較 有本章・江原武一 玉川大学出版部 1996．7．15

高等教育における教授活動‐評定と訓練 香取草之助 東海大学出版会 1989．2．20

大学のカリキュラム改革 有本章 玉川大学出版部 2003．9．20

大学教授のためのティーチングガイド Ｋ・Ｅ・エブル 玉川大学出版部 1988．2．10

イギリス高等教育と専門職社会 Ｈ．Ｊ．パーキン 有本章・安原義仁 玉川大学出版部 1998．4．15

アメリカ高等教育の大変貌　1960‐1980年 クラーク・カー
小原芳明・高橋靖直・　加澤恒雄・
今尾佳生

玉川大学出版部 1996．12．1

アメリカ高等教育　試練の時代（1990‐2010年） クラーク・カー 喜多村和之 玉川大学出版部 1998．1．20

大学経営と社会環境 ‐大学の効用［増補第3版］ クラーク・カー 箕輪成男・鈴木一郎 玉川大学出版部 1994．11．25

アメリカ高等教育の歴史と未来 21世紀への展望 クラーク・カー 喜多村和之 玉川大学出版部 1998．1．20
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

学ばず教えずの大学はもういらない 大宮知信 草思社 2000．3．30

学術研究の動向と大学 ＪＵＡＡ選書 第8巻 鳥居泰彦 大学基準協会 1999．3．20

大学教育の本質 絹川正吉 ユーリーグ(株) 1995．9．6

規制緩和と大学の将来
日本教育行政学会年
報

20 日本教育行政学会 教育開発研究所 1994．10．1

学習社会の大学 木田宏 玉川大学出版部 1995．10．30

大学をリシャッフルする
‐活性化への組織・行動改革‐

西田耕三 近未来社 2000．6．26

独断的大学論 山口昌男 ジーオー企画出版 2000．10．20

日本の大学 大久保利謙 玉川大学出版部 1997．6．23

大学は変わる 大学セミナー・ハウス 国際書院 1989．7．10

21世紀への大学改造計画
他業種以上に深刻な大学の構造不況脱却のために

藤渡辰信 大学教育研究所 2000．1．1

大学‐変革の時代 天野郁夫 東京大学出版会 1994．3．21

新版　学生消費者の時代　‐バークレイの丘から 喜多村和之 玉川大学出版部 1996．6．10

岐路に立つ私立大学　‐改革への展望‐ 国庫助成に関する全国私立大学教授会連合 東信堂 1992．12．15

旧制官立高等教育機関の沿革粗描 出口晋 文芸社 2000．2．15

続・大学は変わる　大学教員懇談会10年の軌跡 大学セミナー・ハウス 国際書院 1995．7．8

学問の自由と大学の自治 伊ヶ崎暁生 三省堂 2001．10．1
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

大学倒産 中村忠一 東洋経済新報社 2000．5．11

高等教育の変貌　1860‐1930
‐拡張・多様化・機会開放・専門職化‐

コンラート・ヤーラオシュ 望田幸男・安原義仁・橋本伸也 昭和堂 2000．10．25

先端科学技術と高等教育　‐アメリカ多元社会展望 桑原雅子 学陽書房 1994．12．8

アメリカ大学史 Ｆ・ルドルフ 阿部美哉・阿部温子 玉川大学出版部 2003．2．5

ドイツの高等教育システム Ｈ．パイザート／　　　　Ｇ．フラムハイン 小松親次郎／長島啓記 玉川大学出版部 1997．12．24

大学‐挑戦の時代 ＵＰ選書 276 天野郁夫 東京大学出版会 1999．2．25

大学‐試練の時代 ＵＰ選書 260 天野郁夫 東京大学出版会 1988．4．25

大学生の常識 新潮選書 鈴木雄雅 新潮社 2001．11．15

高等教育の日本的構造 天野郁夫 玉川大学出版部 1986．4．1

先端科学技術と高等教育‐アメリカ多元社会　展望 桑原雅子 学陽書房 1994．12．8

高等教育の変貌　1860‐1930
‐拡張・多様化．機会開放．専門職化‐

コンラート．ヤーラオシュ 望田幸男・　安原義仁・橋本伸也 昭和堂 2000．10．25

世界の大学　ハーバート シャロン・ゾウ 成文堂 1997．9．1

科学革命と大学 Ｅ．アシュビー 島田雄次郎 玉川大学出版部 1995．7．25

ソビエト高等教育の社会政策的研究 相原次男 風間書房 1994．2．28

アメリカ大学の優秀戦略
ギリー，Ｊ．Ｗ．／　　　　フルマー，Ｋ．Ａ．／
リースリングシューファー，Ｓ．Ｊ．

小原芳明・高橋靖直・田中義郎 玉川大学出版部 1991．5．15

恐るべきお子さま大学生たち
‐崩壊するアメリカの大学

ピーター・サックス 後藤将之 草思社 2000．3．24
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

ドイツにおける大学教授の誕生 別府昭郎 創文社 1998．3．31

現代アメリカの大学‐ポスト大衆化をめざして 江原武一 玉川大学出版部 1994．2．25

ハーバード大学の戦略 Ｄ．Ｃ．ボック 小原芳明 玉川大学出版部 1989．2．15

大衆社会における大学教育
‐オレゴン州ポートランド地域のケース‐

京都学園大学ビジネ
スサイエンス研究所
叢書

15 波多野進・竹熊耕一・　浜野潔・内藤登世一 晃洋書房 2002．7．20

大学界改造要綱 アレゼール日本 藤原書店 2003．4．25

アメリカ大学史とジェンダー 坂本辰朗 東信堂 2002．1．10

大学はどこから来たか、どこへ行くのか 永井道雄 玉川大学出版部 1995．6．15

大学改革とは何か　‐大学人からの報告と提言 藤原書店編集部 藤原書店 1993．7．15

大学院教育の国際比較 高等教育シリーズ 117 Ｂ．Ｒ．クラーク 有本章 玉川大学出版部 2002．11．25

文化学術立国をめざして　‐国立大学は訴える‐ 国立大学協会 東京大学出版会 1995．11．20

現代学校論　＝アメリカ高等教育のメカニズム＝ 舘昭 放送大学教育振興会 1995．3．20

アメリカの小さな大学町‐クオリティー・オブ・ライフ‐ 浦田誠親 玉川大学出版部 1994．11．25

プロフェッショナルスクール　‐アメリカの専門職養成 山田礼子 玉川大学出版部 1998．12．25

大学再生への挑戦　‐アメリカの大学改革論 ロバート・ソロモン　／ジョン・ソロモン 山谷洋二 玉川大学出版部 1997．8．10

グローバル化のなかの大学‐根源からの問い 変貌する大学 Ⅴ 巨大情報システムを考える会 社会評論社 2000．10．15

大学の地域配置と遠隔教育 牟田博光 多賀出版 1994．2．28
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

大学崩壊 川成洋 宝島社新書 2000．6．24

日本に大学らしい大学はあるのか 川上正光 共立出版 1989．6．20

高等教育と政策評価 喜多村和之 玉川大学出版部 2000．8．1

新版　戦後大学政策の展開 高等教育シリーズ 102 黒羽亮一 玉川大学出版部 2001．1．25

大学紛争の社会学
‐パリ五月革命以降の欧米の大学はいかに変革され
たか‐

ハンス・ダールデル／　エドワード・シルス 藤崎千代子 現代書館 1990．2．15

韓国近代大学の成立と展開　‐大学モデルの伝播研
究‐

馬越徹 名古屋大学出版会 1995．2．28

現代中国高等教育の成立 大塚　豊 玉川大学出版部 1996．1．25

新制大学の誕生　戦後私立大学政策の展開 土持ゲーリー法一 玉川大学出版部 1996．1．20

大学を語る　22人の学長 天野郁夫 玉川大学出版部 1997．9．25

大学の国際文化学 阿部美哉 玉川大学出版部 1989．5．20

アメリカの大学・カレッジ〈改訂版〉
‐大学教育改革への提言‐

Ｅ．Ｌ．ボイヤー 喜多村和之・舘昭・　　　伊藤彰浩 玉川大学出版部 1996．10．1

公立大学に関する研究
‐地域社会志向とユニバーサリズム‐

村田鈴子 多賀出版 1994．2．28

戦後大学改革 羽田貴史 玉川大学出版部 1999．1．31

21世紀の大学教育改革
創立者が語る東京福祉大学の挑戦

中島恒雄 ミネルヴァ書房 2000．1．20

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 2003．2．15

イギリスの大学改革　1809‐1914 Ｍ．サンダーソン 安原義仁 玉川大学出版部 2003．1．30
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

アメリカの大学・ニッポンの大学
＊　ＴＡ・シラバス・授業評価

苅谷剛彦 玉川大学出版部 1992．9．15

大学改革　課題と争点
青木昌彦／澤昭裕／　大東道郎『通産研究レ
ビュー』編集委員会

東洋経済新報社 2001．2．22

アメリカの女性大学：危機の構造 坂本辰朗 東信堂 1999．6．30

大学史をつくる　‐沿革史編纂必携 寺崎昌男・別府昭郎・　中野実 東信堂 1999．6．30

大学のアメリカ・モデル‐アメリカの経験と日本 江原武一 玉川大学出版部 1994．12．25

現代アメリカ大学生群像
‐希望と不安の世代‐

Ａ．レヴィーン／　　　　Ｊ．Ｓ．キュアトン 玉川大学出版部 2000．3．31

アメリカの高等教育　‐質的低下克服への道 ケネス・Ｈ・アシュワース 高木英明／井口千鶴／秦由美子 教育開発研究所 1997．3．31

飛び入学　‐日本の教育は変われるか 小林哲夫 日本経済新聞社 1999．6．17

大学論‐アメリカ・イギリス・ドイツ 高等教育シリーズ 134 エイブラハム・フレックスナー
坂本辰朗・羽田積男・　渡辺かよ
子・犬塚典子

玉川大学出版部 2005．11．25

大学の崩壊　‐対談　この危機を救う道はあるか！‐ 鵜川昇・野田一夫 ＩＮ通信社 2000．5．29

短期大学の将来展望　‐日米比較を通して‐ 金子忠史 東信堂 1994．11．20

リベラルアーツ・カレッジ
＊繁栄か，生き残りか，危機か

Ｄ．Ｗ．ブレネマン 宮田敏近 玉川大学出版部 1996．9．9

ヨーロッパの大学 島田雄次郎 玉川大学出版部 1990．3．20

アメリカ社会と高等教育
Ｐ．Ｇ．アルトバック／Ｒ．Ｏ．バーダール／
Ｐ．Ｊ．ガムポート

高橋靖直 玉川大学出版部 1998．2．25

いま女子教育を問う　日本近代女子高等教育史考 山田昇 大空社　出版部 1999．3．30

大学の自己変革とオートノミー　‐点検から創造へ‐ 寺崎昌男 東信堂 1998．11．5
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

大学教育の創造　歴史・システム・カリキュラム 寺崎昌男 東信堂 1999．3．20

大学教育の国際化 増補版‐外からみた日本の大学 喜多村和之 玉川大学出版部 1984．12．1

戦後大学政策の展開 黒羽亮一 玉川大学出版部 1993．3．20

危ない大学 中村忠一 三五館 1996．10．4

変革期ベトナムの大学 デイヴィッド・スローパー 大塚豊 東信堂 1998．9．10

大学の誕生と変貌‐ヨーロッパ大学史断章 横尾壮英 東信堂 1999．6．20

大学改革と生涯学習 宮坂広 明石書店 1997．4．30

授業をどうする！
カリフォルニア大学バークレー校の授業改善のため
のアイデア集

香取草之助 東海大学出版会 1995．12．20

近代日本高等教育研究 天野郁夫 玉川大学出版部 1989．3．25

学長　大学改革への挑戦 高等教育シリーズ 100 天野郁夫 玉川大学出版部 2000．9．30

大学"象牙の塔"の虚像と実像 丸善ブックス 066 藤井かよ 丸善 1997．10．30

日本の大学教育改革 関正夫 玉川大学出版部 1988．10．10

大学改革　 前線‐改革現場と授業現場 藤原書店編集部 藤原書店 1995．12．30

ロソフスキー教授の大学の未来へ
‐ハーヴァード流大学人マニュアル

ヘンリー・ロソフスキー ティビーエス・ブリタニカ 1992．12．29

学校と大学のパートナーシップ　理論と実践 Ｊ．Ｉ．グッドラッド／　　　Ｋ．Ａ．シロトニック 中留武昭 玉川大学出版部 1994．2．20

日本・中国　高等教育と入試
二一世紀への課題と展望

中島直忠 玉川大学出版部 2000．2．29

23 / 86
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変わるニッポンの大学　‐改革か迷走か 苅谷剛彦 玉川大学出版部 1998．11．25

生涯学習時代の短期高等教育 阿部美哉 玉川大学出版部 1991．4．10

旧制専門学校論 天野郁夫 玉川大学出版部 1993．2．1

短期大学教育　再考 伊藤順啓 国際書院 2000．5．20

現代日本の専門学校
‐高等職業教育の意義と課題

韓民 玉川大学出版部 1996．12．20

短大はどこへ行く　‐ジェンダーと教育‐ 松井真知子 勁草社 1997．12．20

アメリカ　コミュニティカレッジの補習教育 谷川裕稔 大学教育出版 2001．4．25

短大ファーストステージ論 高鳥正夫・舘昭 東信堂 1998．4．30

教員採用の過去と未来 山崎博敏 玉川大学出版部 1998．4．１

大学の学生指導‐成長モデルの理論と実践 Ｆ．Ｂ．ニュートン／　　Ｋ．Ｌ．エンダー 岡国巨・中川米造 玉川大学出版部 1986．8．25

カウンセリングへの道
‐高等教育における日米二国間のプロジェクトの報告

ウェズリーＰ．ロイド 福原真知子 風間書房 1999．1．15

アメリカ留学のすすめ　‐自由な心を求めて‐ 斉藤文彦 明石書店 1991．11．20

大学は出会いの場
インターネットによる教授のメッセージと学生の反響

稲場秀明 大学教育出版 2003．4．10

教育交流論序説 井上雍雄 玉川大学出版部 1994．12．20

アメリカ有名大学院留学 九鬼博 三修社 1999．12．25

国際化時代の日本の学生 坪井健 学文社 1994．3．10
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文化系短大生のための　スタディ・スキルズ 谷川裕稔・真宮美奈子 大学教育出版 2001．4．20

学歴産業‐学位の信用をいかに守るか Ｄ．Ｗ．スチュワート／Ｈ．Ａ．スピル
喜多村和之・加澤恒雄・坂本真理
子・石塚公康

玉川大学出版部 1990．10．15

大学国際化の研究 江淵一公 玉川大学出版部 1997．8．15

留学生アドバイザーという仕事
　‐国際教育交流のプロフェッショナルとして‐

ゲーリー・アルセン 服部まこと・三宅政子 東海大学出版会 1999．12．5

アメリカの学生と海外留学 Ｂ．Ｂ．バーン 井上雍雄 玉川大学出版部 1998．8．25

女子学生の職業意識 神田道子　　　　　　　　　女子教育問題研究会 勁草書房 2000．10．20

「大学」は、ご臨終。 大磯正美 徳間書店 1996．9．30

「大学紛争」を語る 大﨑仁 有信堂高文社 1991．8．25

留学‐日本の教育のすきまを埋める 松本淳 ｴｲﾃﾞﾙ研究所 1994．2．26

主体形成の教育学 鈴木敏正 お茶の水書房 2000．11．10

生涯学習の文化経済学 文化経済学ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ ⑤ 野田邦弘 芙蓉書房出版 2000．9．25

21世紀の生涯学習 佐々木力 福村出版 2000．12．20

日本現代教育基本文献叢書
　社会・生涯教育文献集Ⅰ　別冊　　解説

小川利夫／寺﨑昌男／平原春好 日本図書ｾﾝﾀｰ 1999．10．25

生涯学習の創造　　アンドラゴジーの視点から 西岡正子 ナカニシヤ出版 2000．6．20

日本現代教育基本文献叢書　　　　　　　　　　　社会・
生涯教育文献集Ⅰ　10　　　　　　　　　　　社会教育と
国民の学習権　生涯学習

小川利夫／寺﨑昌男／平原春好 日本図書ｾﾝﾀｰ 1999．10．25

日本現代教育基本文献叢書　　　　　　　　　　　社会・
生涯教育文献集Ⅰ　9　　　　　　　　　　　　生涯教育論
生涯教育論‐その構想と批判

小川利夫／寺﨑昌男／平原春好 日本図書ｾﾝﾀｰ 1999．10．25
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日本現代教育基本文献叢書　　　　　　　　　　　社会・
生涯教育文献集Ⅰ　８　　　　　　　　　　　　生涯教育

小川利夫／寺﨑昌男／平原春好 日本図書ｾﾝﾀｰ 1999．10．25

日本現代教育基本文献叢書　　　　　　　　　　　社会・
生涯教育文献集Ⅰ　7　　　　　　　　　　　　社会教育

小川利夫／寺﨑昌男／平原春好 日本図書ｾﾝﾀｰ 1999．10．25

日本現代教育基本文献叢書　　　　　　　　　　　社会・
生涯教育文献集Ⅰ6　　　　　　　　　　　　　近代日本社
会教育史の研究

小川利夫／寺﨑昌男／平原春好 日本図書ｾﾝﾀｰ 1999．10．25

日本現代教育基本文献叢書　　　　　　　　　　　社会・
生涯教育文献集Ⅰ5　　　　　　　　　　　　　現代社会教
育　社会教育講義

小川利夫／寺﨑昌男／平原春好 日本図書ｾﾝﾀｰ 1999．10．25

日本現代教育基本文献叢書　　　　　　　　　　　社会・
生涯教育文献集Ⅰ4　　　　　　　　　　　　　社会教育学

小川利夫／寺﨑昌男／平原春好 日本図書ｾﾝﾀｰ 1999．10．25

日本現代教育基本文献叢書　　　　　　　　　　　社会・
生涯教育文献集Ⅰ3　　　　　　　　　　　　　社会教育論
村の社会教育

小川利夫／寺﨑昌男／平原春好 日本図書ｾﾝﾀｰ 1999．10．25

日本現代教育基本文献叢書　　　　　　　　　　　社会・
生涯教育文献集Ⅰ2　　　　　　　　　　　　　占領期日本
の社会教育改革

小川利夫／寺﨑昌男／平原春好 日本図書ｾﾝﾀｰ 1999．10．25

日本現代教育基本文献叢書　　　　　　　　　　　社会・
生涯教育文献集Ⅰ１　　　　　　　　　　　　　社会教育‐
教育の社会計画をどうたてるか

小川利夫／寺﨑昌男／平原春好 日本図書ｾﾝﾀｰ 1999．10．25

生涯学習と社会参加　　　　　　　　　　　　　　　　おとな
が学ぶことの意味

佐藤一子 東京大学出版会 1998．10．15

学びのスタイル　生涯学習入門 赤尾勝己・山本慶裕 玉川大学出版部 1996．10．15

学びのデザイン　生涯学習方法論 赤尾勝己・山本慶裕 玉川大学出版部 1998．6．15

広がる学び　開かれる大学 小野元之・香川正弘 ミネルヴァ書房 1998．2．10

国際成人教育論‐ユネスコ・開発・成人の学習 Ｈ．Ｓ．ボーラ 東信堂 1997．7．10

生涯学習と通信教育 白石克己 玉川大学出版部 1990．10．1

イギリス成人教育の展開 明石ライブラリー 16 マイケル・Ｄ・スティーヴンス 渡邊洋子 明石書店 2000．3．31

生涯学習と高等教育
ワセダ・オープンカ
レッジ双書

2 奥島孝康・原輝史 早稲田大学出版部 1998．6．25
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生涯学習の社会学 赤尾勝己 玉川大学出版部 1998．11．15

学ぶ社会人がめざす大学院・大学・短期大学　通信
教育ガイド［2001年版］

宮本雄一郎 三修社 2000．6．10

変動する社会と成人教育 Ｊ．ヴァインベルク 三輪建二 玉川大学出版部 1995．10．5

メディアと生涯学習 笹井宏益・山本慶裕 玉川大学出版部 2000．6．30

大学授業の心得　‐　数学の教え方をとおして Ｓ．Ｇ．クランツ 蓮井敏 玉川大学出版部 1998．5．20

学問業績の評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐科学
におけるエポニミー現象

新堀通也 玉川大学出版部 1985．12．10

大学土木教育のフロンティア　　　　　　　　　　　‐教育
改革、情報化、国際化‐

土木学会大学土木教育委員会 土木学会 1997．3．25

現場でつながる！　地域と大学 友成真一 東洋経済新報社 2004．1．29

アメリカ　大学技術移転入門　　　　　　　　　　　　ＡＵＴ
Ｍ（米国大学技術管理者協会）教本

山田清志 東海大学出版会 2004．1．20

産官学協同の比較研究
‐日本・中国・韓国の実態を探る‐

京都学園大学総合研
究所叢書

1 三箇山清・金鍾斗・　　　長谷川正・李健 晃洋書房 2003．9．30

大学生のことわざ創り 穴田義孝 遊戯社 1996．6．5

工学教育論‐理念と実践の基礎研究 王沛民・顧建民・　　　　劉偉民 関正夫・大塚豊 玉川大学出版部 1998．10．15

殺人と狂気　　　世紀末の医学・法・社会 ルース・ハリス 中谷陽二 みすず書房 1997．8．8

大学医学部の危機 保阪正康 講談社 1997．3．18

21世紀のドイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐旧東
ドイツの都市と農村の再生と発展‐

小林浩二 大明堂 1998．5．12

大学改革とナノテクノロジーの未来　　　　　　　　‐阪
大ＦＲＣの挑戦‐

阪大フロンティア研究機構 アドスリー 2002．8．8
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言語テストの基礎知識 Ｊ．Ｄ．ブラウン 和田稔 大修館書店 1999．2．10

外国語教育学大辞典 Ｋ・ジョンソン，　　　　　Ｈ・ジョンソン 岡秀夫 大修館書店 1999．9．10

このままでよいか大学英語教育　　　　中・韓・日３か
国の大学生の英語学力と英語学習実態

宮原文夫、名本幹雄、　山中秀三、村上隆太、
木下正義、山本廣基

松柏社 1997．6．5

奇跡と呼ばれた学校　　　　　　　　　　　　　　　　国公
立大合格者30倍のひみつ

朝日新書 25 荒瀬克己 朝日新聞社 2007．1．30

大学でなにを学ぶか 岩波ジュニア新書 38 隅谷三樹男 岩波書店 1981．11．20

大学入試の戦後史　受験地獄から全入時代へ 中公新書ﾗｸﾚ 243 中井浩一 中央公論新社 2007．4．10

だまされない〈議論力〉 講談社現代新書 1855 吉岡友治 講談社 2006．8．20

ﾈｯﾄ時代の反論術 文春新書 531 仲正昌樹 文藝春秋 2006．10．20

いい学校の選び方　　　　　　　　　　　　　　　　　　子ど
ものニーズにどう応えるか

中公新書 1760 吉田新一郎 中央公論新社 2004．8．25

他人を見下す若者たち 講談社現代新書 1827 速水敏彦 講談社 2006．2．20

「分かりやすさ」の罠‐アイロニカルな批評宣言 ちくま新書 596 仲正昌樹 筑摩書房 2006．5．10

大学病院のウラは墓場　医学部が患者を殺す 幻冬舎新書 5 久坂部羊 幻冬舎 2006．11．30

聴覚障害学生をサポートする　　　　　　　　　　　大学
ノートテイク入門

吉川あゆみ　太田晴康　広田典子　白澤麻弓 人間社 2001．3．27

高大連携とは何か　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐高校
教育から見た現状・課題・展望‐

勝野頼彦 学事出版 2004．9．23

大学3年になったらすぐ読む本　　　　　　　　　　　面接
試験「自己ＰＲ」の準備と実践

檜谷芳彦 大和書房 2007．1．15

高学府はバカだらけ　　　　　　　　　　　　　　　全入
時代の大学「崖っぷち」事情

石渡嶺司 光文社 2007．9．20
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大学生の学力を診断する 岩波新書 756 戸瀬信之　西村和雄 岩波書店 2001．11．20

日本の大学教授市場 高等教育シリーズ 142 山野井敦徳 玉川大学出版部 2007.9

大学評価文化の展開‐わかりやすい大学評価の技法
大学評価・学位授与
機構大学評価シリー
ズ

川口昭彦 株式会社ぎょうせい 株式会社ぎょうせい 2006．６．20

私立大学学生生活白書2007
学生委員会学生生活実態調査分科会　分科会
長　中川勝雄

（社）日本私立大学連盟 2007.7

理系学部に合格ったら読む本‐大学生活応援ガイド 井手弘人　内藤克浩　　　根本泰雄 （株）化学同人 2007．5．1

よくわかる大学の認証評価 早田幸政・船戸高樹 ｴｲﾃﾞﾙ研究所 2007．1．15

聴覚障害学生をサポートする　　　　　　　　　　　大学
ノートテイク入門

吉川あゆみ　太田晴康　広田典子　白澤麻弓 2001．3．27

私たちの『自分と向き合う知の方法』を求めて　‐教養
的科目｢自分と向き合う知の方法｣学生論集‐　　1999
年度版

青野　透 2000．3．31

私たちの『自分と向き合う知の方法』を求めて　‐教養
的科目｢自分と向き合う知の方法｣学生論集‐　　2000
年度版

青野　透 2001．3．31

私たちの『自分と向き合う知の方法』を求めて　‐教養
的科目｢自分と向き合う知の方法｣学生論集‐　　2001
年度版

青野　透 2002．3．31

私たちの『自分と向き合う知の方法』を求めて　　‐金
沢大学教養的科目／総合科目｢自分と向き合う知の
方法｣世紀をまたぐ5年間の学生論集‐

青野　透 2003．3．31

｢学生による授業企画の試み｣ 青野　透 2003．3．31

ようこそきこえない娘たちー監督、この映画に字幕を
付けてください

佐原　郁代 2004．3．20

障害者の権利条約　‐国連作業部会草案‐ 長瀬修　　　　　　　　　　川嶋聡 2004．4．30

知へのステップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐大学
生からのスタディ・スキルズ‐

学習技術研究会 2002．4．1
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サーナ　就職活動準備号Ｖｏｌ．３２ 株式会社　イフ 2005．12．22

学問への誘い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐大学
で何を学ぶか‐

2002年度版『学問への誘い』　　　　編集専門委員会
神奈川大学　　　　　広報委
員会

神奈川大学 2001．12．15

学問への誘い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐大学
で何を学ぶか‐

2003年度版『学問への誘い』　　　　編集専門委員会
神奈川大学　　　　　広報委
員会

神奈川大学 2002．12．20

学問への誘い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐大学
で何を学ぶか‐

2004年度版『学問への誘い』　　　　編集専門委員会
神奈川大学　　　　　広報委
員会

神奈川大学 2003．12．20

学問への誘い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐大学
で何を学ぶか‐

2005年度版『学問への誘い』　　　　編集専門委員会
神奈川大学　　　　　広報委
員会

神奈川大学 2004．12．15

学問への誘い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐大学
で何を学ぶか‐

2006年度版『学問への誘い』　　　　編集専門委員会
神奈川大学　　　　　広報委
員会

神奈川大学 2005．12．15

成長するティップス先生　　授業デザインのための秘
訣習

高等教育　　　シリー
ズ

104 池田輝政　戸井山和久　近田政博　中井俊樹 玉川大学出版部 玉川大学 2001．4．15

心をつかむ話し方　うまい先生へたな先生 関根正明 1989．5．25

高校生のための文章読本 梅田卓夫　清水良典　　服部左右一　松川由博 1986．3．25

はいすくーる落書 多賀たかこ 1986．2．10

臨教審と大学の危機 畠山英高 1987．5．15

大学の教育・授業をどうする　‐ＦＤのすすめ
大学の教育・授業を
考える

1 日本私立大学連盟 東海大学出版会 1999．3．20

授業をどうする！　　カリフォルニア大学バークレー校
の授業改善のためのアイデア集

ＡＢＣ’ｓ　ｏｆ　Ｔｅａｃｈｉｎｇ　ｗｉｔｈ　Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ
Ｂ．Ｇ．Ｄａｖｉｓ，Ｌ．Ｗｏｏｄ　ａｎｄ　Ｒ．Ｗｉｌｓｏｎ　Ｔｅ
ａｃｈｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉ

香取草之助　監訳 1995．12．20

顔のある文章の作り方 轡田隆史 1988．2．15

論文執筆ルールブック 中村健一 1988．5．20

大学授業を活性化する方法
高等教育　　　シリー
ズ

125 杉江修治　関田一彦　　安永　悟　三宅なほみ 玉川大学出版部 2004．3．15

私語への教育指導　　　　　　　　　　　　　　　　　‐大学
授業の生態誌2‐

高等教育　　　シリー
ズ

113 島田博司 玉川大学出版部 2002．3．25

私語への教育指導　　　　　　　　　　　　　　　　　‐大学
授業の生態誌2‐

高等教育　　　シリー
ズ

113 島田博司 玉川大学出版部 2002．3．25

大学教室革命
リ・エンタテインメント教育のすすめ

横山征次 2003．5．15
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メール私語の登場　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐大学
授業の生態誌3‐

高等教育　　　シリー
ズ

114 島田博司 玉川大学出版部 2002．4．25

教授が変われば大学は変わる 岩田　年浩 毎日新聞社 2000．11．30

大学授業の生態誌　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐｢要
領よく｣生きようとする学生

高等教育　　　シリー
ズ

107 島田博司 玉川大学出版部 2001．6．15

大学生論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐戦後
大学生論の系譜をふまえて‐

溝上慎一 2002．10．10

大学生の自己と生き方　　　　　　　　　　　　　　　‐大学
生固有の意味世界に迫る大学生心理学‐

溝上慎一 2001．10．10

現代大学生論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐ユニ
バーシティ・ブルーの風に揺れる‐

ＮＨＫブックス 995 溝上慎一 2004．4．25

大学新入生に薦める１０１冊の本 広島大学総合科学部　101冊の本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ篇 2005．3．18

大学は学生に何ができるか 増田晶文 2003．12．18

キャンパスライフの今
高等教育　　　シリー
ズ

123 武内清 玉川大学出版部 2003．10．10

自分と向き合う｢知｣の方法　　　　　　　　　　　　　　‐考
える力をどう磨くか

森岡政宏 1997．6．19

［市販本］新しい歴史教科書 西尾幹二ほか13名 2001．6．10

高等学校学習指導要領解説　数学編　理数編 文部科学省 2005．2．20

高等学校学習指導要領解説　公民編 文部科学省 2005．1．30

高等学校学習指導要領解説　総則編 文部科学省 2005．8．5

高等学校学習指導要領解説　情報編 文部科学省 2005．5．31

国立大学法人化の衝撃と私大の挑戦 清成忠男　監修　　　　　　　　　　早田幸政　編 2005．2．14

日本語の森を歩いて　　　　　　　　　　　　　　　　　‐フラ
ンス語から見た日本語学

フランス・ドルヌ＋小林　康夫 2005．8．20

論理思考の鍛え方 小林公夫 2004．7．20

授業の復権 森口朗 2004．3．20
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文章添削トレーニング　‐八つの原則 古郡廷治 1999．2．20

受講ノートの録り方　　　　　　　　　　　　　　　　　大学・
短大で学ぶひとのために

斉藤喜門 1983．12．15

学者の値打ち 鷲田小彌太 2004．7．10

２１世紀の学校はこうなる 寺脇研 2001．1．10

医療人の情意教育の現在と将来
教育研修　　　シリー
ズ

植村研一 1989．6．30

発表する技術　もとめる・伝える・見せる 日向茂男 1985．11．25

伝わる・揺さぶる！文章を書く ＰＨＰ新書 180 山田ズーニー 2001．11．29

ぎりぎり合格への論文マニュアル 山内志朗 2001．9．19

うまい！といわれる文章はどう書くか 能戸清司 1986．10．5

こうすれば論文はできあがる　　　　　　　　　　　　｢Ａ｣
のとれる着想とまとめ方

花井等 1988．10．31

大学サバイバル　　　　‐再生への選択 古沢由紀子 2001．12．19

ビジネスチャンス発見の技術 岩波アクティブ新書 102 大澤幸生 2004．2．5

あの人と和解する　‐仲直りの心理学 井上孝代 2005．10．19

ウィンドウズのファイル操作術 高橋浩子 2000．1．22

教育問答 なだいなだ 1977．12．20

メンタルヘルス　　学校で、家庭で、職場で 藤本修 2006．11．25

ビジネスマンのための書き方入門 日経文庫 465 野村正樹 1992．11．10

話し方のバイブル Ⅰ 江川ひろし 1996．7．15

巧みな説明ができる人できない人 中島孝志 2001．9．10
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知の編集術　発送・思考を生み出す技法 講談社現代　新書 1485 松岡正剛 2000．１．20

大学生のためのレポート・論文術 講談社現代　新書 1603 小笠原喜康 2002．4．20

巧みな質問ができる人できない人 中島孝志 2001．2．10

就職迷子の若者たち 集英社新書 0359E 小島貴子 2006．9．20

大学崩壊！ 宝島社新書 川成洋 2000．6．24

組織変革のビジョン 光文社新書 金井壽宏 2004．8．20

現場から見た教育改革 ちくま新書 349 永山彦三郎 2002．6．20

教養としての｢死｣を考える 新書ｙ 108 鷲田清一 2004．4．21

｢速く・わかりやすく｣書く技術 ベスト新書 89 栗田昌裕 2005．5．1

文章をダメにする三つの条件 丸善ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 327 宮部修 2000．9．20

自分で決められない人たち 中公新書ﾗｸﾚ 149 矢幡洋 2004．9．10

ハンディキャップ論 新書ｙ 95 2003．9．22

法律家のためのキャリア論　　　　　　　　　　　　変わり
はじめた弁護士・役人・学者の世界

ＰＨＰ新書 375 村上政博 2005．12．2

生と死の心模様 岩波新書 163 大原健士郎 1991．3．20

大学は生まれ変われるか 中公新書 1631 喜多村和之 2002．3．15

勉強力をつける　‐認識心理学からの発想 ちくま新書 165 梶田正巳 1998．7．20

東大教授の通信簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｢授
業評価｣で見えてきた東京大学

平凡社新書 263 石浦章一 2005．3．10

世界の大学危機　　　新しい大学像を求めて 中公新書 1764 潮木守一 2004．9．25

グロテスクな教養 ちくま新書 539 高田里惠子 2005．6．10
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学校って、なんだろう 産経新聞　『じゅく～る』取材班 2002．4．1

子どもの社会力 岩波新書 648 門脇厚司 1999．12．20

大学大競争　｢トップ３０｣から｢ＣＯＥ｣へ 中公新書ﾗｸﾚ 91 読売新聞大阪本社 2003．6．10

文学部唯野教授
同時代　　　　　　ﾗｲﾌﾞ
ﾗﾘｰ

97 筒井康隆 1992．3．16

仕事文をみがく 岩波新書 795 高橋昭男 2002．7．19

日本の教育を考える 岩波新書 566 宇沢弘文 1998．7．21

日本人の発想、日本語の表現 中公新書 1416 森田良行 1998．5．25

教えることの復権 ちくま新書 399 大村はま　　　　　　　　　苅谷剛彦・夏子 2003．3．10

議論術速成法　‐新しいトピカ ちくま新書 275 香西秀信 2000．12．20

カウンセリング心理学入門 ＰＨＰ新書 53 國分康孝 1998．9．4

若者はなぜ怒らなくなったのか 中公新書ﾗｸﾚ 95 荷宮和子 2003．7．1

徹底検証　大学法人化 中公新書ﾗｸﾚ 147 中井浩一 2004．9．10

大学はどこへ行く
講談社　　　　現代新
書

1590 石弘光 2002．2．20

ゆとり教育から個性浪費社会へ ちくま新書 451 岩木秀夫 2004．1．10

なぜ教育論争は不毛なのか　　　　　　　　　　　　学力
論争を超えて

中公新書ﾗｸﾚ 88 苅谷剛彦 2003．5．1

アカデミック・プレゼンテーション 小林ひろみ・　　　　　　　小林めぐみ　訳 2003．11．30

ネットワークと教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐学び
を拓くインターネット‐

中川一史 2000．2．25

Ｅｘｃｅｌ　２００３　Ｖｉｓｕａｌ　Ｍａｓｔｅｒ エクスメディア 2004．1．6

かんたん図解　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ　２００３　基本操作
【Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ対応】

牧村あきこ 2003．12．15
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ　で作る！　　　　　　　　　　　　　成功す
るプレゼンの決め手

朝倉朱美 2002．10．1

すぐに解決！プレゼンテーション ロス・ジェイ　著　　　　　　有賀裕子　訳 2003．12．11

アカデミックライティング入門　　　　　　　　　　　　英語
論文作成法

磯貝友子 1998．11．5

2008年度版　大学ランキング 朝日新聞社出版本部　　｢大学｣編集室 朝日新聞社 2007．5．1

大学講義の改革　‐ＢＲＤ方式の提案‐ 宇田　光 2005．5．30

大学生の学び・入門　　　　　　　　　　　　　　　　　‐大学
での勉強は役に立つ‐

溝上慎一 2006．3．31

脱マニュアル小論文　　　　　　　　　　　　　　　　作文と
論文をつなぐ指導法

中井浩一 2006．8．10

アカデミック・スキルズ　　　　　　　　　　　　　　　大学生
のための知的技法入門

佐藤望　湯川武　　　　　横山千晶　近藤明彦 2006．10．20

知のツールボックス　新入生援助集 専修大学出版企画委員会 専修大学出版局 専修大学　 2006．4．15

日本現代教育史 教育学叢書 第1巻 仲新 第一法規出版 1969．11．

世界の教育改革 教育学叢書 第2巻 山内太郎 第一法規出版 1967.1

教育革新の動向 教育学叢書 第3巻 岡津守彦 第一法規出版 1969．1．

教育計画 教育学叢書 第4巻 清水義弘　天城勲 第一法規出版 1968．2．

教育と経済 教育学叢書 第5巻 嘉治元郎 第一法規出版 1970.11

学校制度 教育学叢書 第6巻 仲新　持田栄一 第一法規出版 1967.11

日本の高等教育 教育学叢書 第7巻 清水義弘 第一法規出版 1968.8

産業と教育 教育学叢書 第8巻 岩井龍也　松原治郎 第一法規出版 1967.12

教育課程 教育学叢書 第9巻 岡津守彦 第一法規出版 1971.11

教授と学習 教育学叢書 第10巻 東洋 第一法規出版 1968．11．
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教育指導 教育学叢書 第11巻 続有恒　高瀬常男 第一法規出版 1971．4．

教育経営 教育学叢書 第12巻 河野重男 第一法規出版 1969.5

就学前教育 教育学叢書 第13巻 川口勇 第一法規出版 1968.9

英才教育 教育学叢書 第14巻 清水義弘　向坊隆 第一法規出版 1969.9

大学における学生部活動の理論と実際　　　　　‐大学
における人間形成‐

加藤頼三郎 拓殖大学学生部 1990．3．

大学教育論 新堀通也　片岡徳雄　　　森しげる みすず書房 1961.1

学校と大学のパートナーシップ Ｊ．Ｉ．グッドラッド　　　　Ｋ．Ａ．シロトニック 中留武昭 玉川大学出版部 1994.2

世界教育事典 平塚益徳 帝国地方行政学会 1772.1

大学設置審査要覧 菴谷利夫 財団法人　文教協会 2007

《平成19年度改訂版》　　　　　　　　　　　　　　　　大学
の設置等に係る提出書類の作成の手引き（参考）大
学設置の認可制度に関するＱ＆Ａ

菴谷利夫 財団法人　文教協会 2007

大学への期待 木田宏 サイマル出版会 1991

大学のティーチング Ｊ．ローマン 阿部美哉 玉川大学出版部 1987

大学改革と学生参加　　　　　　　　　　　　　　　　諸大
学の実例・資料と解説

有倉遼吉 成文堂 1969

大学評価の研究 慶伊富長 東京大学出版会 1984

大学を創る　‐多摩大学の１０００日‐ 野田一夫 紀伊國屋書店 1991

大学教育とカウンセリング 日本学生相談学会 芸林書房 1981

大学の学生指導　‐　成長モデルの理論と実践 Ｆ．Ｂ．ニュートン　　　　Ｋ．Ｌ．エンダー 岡国臣　中川米造 玉川大学出版部 1986

変革期の大学像　日本の高等教育の未来 天野郁夫
日本リクルートセンター出版
部

1980

アメリカの大学十八講
沖原豊　石田孝子　　　馬越徹　池
田悦国

葵書房 1967
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世界教育史大系　　日本教育史Ⅰ 1 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1976

世界教育史大系　　日本教育史Ⅱ 2 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1975

世界教育史大系　　日本教育史Ⅲ 3 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1976

世界教育史大系　　中国教育史 4 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1975

世界教育史大系　　朝鮮教育史 5 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1975

世界教育史大系　　東南アジア教育史 6 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1976

世界教育史大系　　イギリス教育史Ⅰ 7 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1974

世界教育史大系　　イギリス教育史Ⅱ 8 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1974

世界教育史大系　フランス教育史Ⅰ 9 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1975

世界教育史大系　フランス教育史Ⅱ 10 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1975

世界教育史大系　ドイツ教育史Ⅰ 11 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1976

世界教育史大系　ドイツ教育史Ⅱ 12 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1977

世界教育史大系　イタリア・スイス教育史 13 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1977

世界教育史大系　北欧教育史 14 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1976

世界教育史大系　ロシア・ソビエト教育史Ⅰ 15 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1976

世界教育史大系　ロシア・ソビエト教育史Ⅱ 16 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1977

世界教育史大系　アメリカ教育史Ⅰ 17 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1975

世界教育史大系　アメリカ教育史Ⅱ 18 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1976

世界教育史大系　　ラテン・アメリカ教育史Ⅰ 19 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1975
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世界教育史大系　　ラテン・アメリカ教育史Ⅱ 20 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1976

世界教育史大系　幼児教育史Ⅰ 21 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1974

世界教育史大系　幼児教育史Ⅱ 22 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1975

世界教育史大系　初等教育史 23 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1975

世界教育史大系　中等教育史Ⅰ 24 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1975

世界教育史大系　中等教育史Ⅰ 25 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1976

世界教育史大系　大学史Ⅰ 26 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1981

世界教育史大系　大学史Ⅱ 27 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1981

世界教育史大系　義務教育史 28 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1977

世界教育史大系　教育財政史 29 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1976

世界教育史大系　教員史 30 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1976

世界教育史大系　体育史 31 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1975

世界教育史大系　技術教育史 32 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1978

世界教育史大系　障害児教育史 33 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1974

世界教育史大系　女子教育史 34 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1977

世界教育史大系　農民教育史 35 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1977

世界教育史大系　社会教育史Ⅰ 36 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1974

世界教育史大系　社会教育史Ⅱ 37 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1975

世界教育史大系　道徳教育史Ⅰ 38 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1976
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世界教育史大系　道徳教育史Ⅱ 39 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1977

世界教育史大系　世界教育史事典 40 世界教育史研究会 梅根悟 講談社 1978

特殊教育 教育学叢書 第１５巻 三木安正 第一法規出版 1971

社会教育 教育学叢書 第１６巻 碓井正久 第一法規出版 1970

教育生理学 教育学叢書 第１７巻 猪飼道夫　須藤春一 第一法規出版 1968

精神発達と教育 教育学叢書 第１８巻 続有恒 第一法規出版 1968

身体発達と教育 教育学叢書 第１９巻 猪飼道夫　高石昌弘 第一法規出版 1967

情操・意志・創造性の教育 教育学叢書 第２０巻 時実利彦 第一法規出版 1969

教育評価 教育学叢書 第２１巻 続有恒 第一法規出版 1969

現代の教師 教育学叢書 第２２巻 鈴木重信　池田進 第一法規出版 1968

現代教育思潮 教育学叢書 第２３巻 森昭 第一法規出版 1969

教育行政 教育学叢書 第２４巻 天城勲 第一法規出版 1970

教育法規解説 教育学叢書 別巻 天城勲 第一法規出版 1971

大学革命　　　変革の未来像 Ｄ．リースマン　　　　　　　Ｃ．ジェンクス 國弘正雄 サイマル出版会 1969

大学　　学習社会への挑戦 飯島宗一　　天野郁夫　　黒羽亮一
パン　リサーチ　インスティ
テュート

1983

大学と社会　　技術革新のなかの高等教育 天城勲　加藤秀俊 日本放送出版協会 1990

大学出の価値　　　　教育過剰時代 リチャード．Ｂ．フリーマン 小黒昌一 竹内書店新社 1977

現代選書　大学人の社会学 有本章 学文社 1981

大学改革　２０１０年への戦略 ２０１０大学改革研究会 ＰＨＰ研究所 1996
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学歴産業（ディプロマ・ミル）　　　　　　　　　　　　学位
の信用をいかに守るか

Ｄ．Ｗ．スチュワート　　　Ｈ．Ａ．スピル
喜多村和之　加澤恒雄　坂本真理
子　石塚公康

玉川大学出版部 1990

大学教授入門‐大学教育の原理と方法 ロンドン大学・大学教授法研究部 喜多村和之　馬越徹　　東曜子 玉川大学出版部 1982

高等教育研究の地平 高等教育研究 第1集
日本高等教育学会編集委員会
委員長　矢野眞和

玉川大学出版部 1998

ユニバーサル化への道 高等教育研究 第2集
日本高等教育学会編集委員会
委員長　矢野眞和

玉川大学出版部 1999

日本の大学評価 高等教育研究 第3集
日本高等教育学会編集委員会
委員長　矢野眞和

玉川大学出版部 2000

大学の組織・経営再考 高等教育研究 第5集
日本高等教育学会編集委員会
委員長　山本眞一

玉川大学出版部 2002

プロフェッショナル化と大学 高等教育研究 第7集
日本高等教育学会編集委員会
委員長　舘昭

玉川大学出版部 2004

連携する大学 高等教育研究 第9集
日本高等教育学会編集委員会
委員長　荒井克弘

玉川大学出版部 2006

論争　いま、ジャーナリスト教育 花田達朗・廣井脩 東京大学出版会 2003

私らしい生きかたを求めて‐女性と生涯学習 岩崎久美子・中野洋恵 玉川大学出版部 2002

福田歓一著作集 第九巻 福田歓一 岩波書店 1998

早稲田大学　世界への飛翔 白井克彦 東洋経済新報社 2003

英語の教え方学び方 斎藤兆史 東京大学出版会 2003

なぜ日本の教育は変わらないのですか？ グレゴリー・クラーク 東洋経済新報社 2003

大学改革の現場へ 高等教育シリーズ 111 山岸駿介 玉川大学出版部 2001

知識基盤社会と大学の挑戦　　　　　　　　　　　　国立
大学法人化を超えて

佐々木毅 東京大学 2006

大学教育の可能性‐教養教育・評価・実践‐ 寺﨑昌男 東信堂 2002
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現代教育学のフロンティア　　　　　　　　　　　　　‐新時
代の創出をめざして‐

加賀裕郎　隈元泰弘 佐野安仁 世界思想社 2003

文字の組方ルールブック　　タテ組編 日本エディタ‐スクール
日本エディタ‐スクール出版
部

2001

原稿編集のためのパソコン操作の基礎知識　　Ｗｏｒｄ
２００２対応

日本エディタ‐スクール
日本エディタ‐スクール出版
部

2003

文字の組方ルールブック　　ヨコ組編 日本エディタ‐スクール
日本エディタ‐スクール出版
部

2001

教育現象の社会学 竹内洋　徳岡秀雄 世界思想社 1995

大淘汰時代の大学自立・活性化戦略 清成忠男 東洋経済新報社 2003

続・大学は変わる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大
学教員懇談会10年の軌跡

大学セミナー・ハウス 国際書院 1995

大学・短大の自己点検、自己評価 青木宗也 中央精版印刷（株） 1992

大学発ベンチャー　ガイドブック 日本経済新聞社 日本経済新聞社 2003

産学連携‐｢中央研究所の時代｣を超えて 西村吉雄 日経ＢＰ社 2003

公設民営大学設立事情 高橋寛人 東信堂 2004

ｅラーニングが創る近未来教育　　　　　　　　　　‐ 新
ｅラーニング実践事例集‐

先進学習基盤協議会　（ＡＬＩＣ） オーム社 2003

［事例編］大学・短大の改組転換・増設の実際[下] 大学改組転換増設　　　研究会 地域科学研究会 1998

2005年度～2006年度　科学研究費補助金（研究成果
公開促進費）「研究成果公開発表（Ｃ）」　　対訳日韓
教育法令

日本教育行政学会国際交
流委員会

2005

大学評価マニュアル 大学基準協会 大学基準協会 1995

大学評価マニュアル〈改訂版〉 大学基準協会 大学基準協会 1997

21世紀にはばたくカナダの教育　　　　　　　　　（カナダ
の教育２）

小林順子　関口礼子　　浪田克之介　小川洋
溝上智恵子

東信堂 2003

世界の教員養成Ⅱ　‐欧米オセアニア編 日本教育大学協会 学文社 2005

大学の構造転換と戦略 山本眞一 ジアース教育新社 2002
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

知財立国の実現に向けて　　　　　　　　　　　　　動き出
した産学官連携

長平彰夫　　　　　　　　　　西尾好司 中央経済社 2003

世界の教員養成Ⅰ‐アジア編 日本教育大学協会 学文社 2005

大学評価の国際化‐財団法人大学基準協会主催高
等教育に関わる「国際会議」・「国際シンポジウム」の
記録‐

大学基準協会 ｴｲﾃﾞﾙ研究所 2003

岐路に立つ日本の科学教育　　　　‐21世紀の数学・
理科教育はいかにあるべきか‐

理数系学会教育問題　連絡会
学会センター関西　日本学
会事務センター

2001

あっとおどろく授業改善‐山形大学実践編‐　山形大
学教養教育改善充実特別事業　　　　　‐授業改善ハ
ンドブック‐

授業改善ハンドブック　　編集委員会
山形大学教育方法等改善
委員会

2003

校正記号の使い方 日本エディタースクール
日本エディタースクール出
版部

1999

パソコンで書く原稿の基礎知識　　　　　　　　　　Ｗｏｒｄ
2002対応

日本エディタースクール
日本エディタースクール出
版部

2003

いま、 先端の研究がおもしろい　　　　　　　　　躍動
する早稲田大学の研究活動

松岡一郎 中央公論新社 2003

現代思想
6月号第

27巻　第7
号

青土社 1999

インタビューの社会学　　　　　　　　　　　　　　　　ライフ
ストーリーの聞き方

桜井厚 せりか書房 2002

大学再生の条件‐大学教育に新しい風を 東海高等教育研究所 大月書店 1991

大学と法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐高等
教育５０判例の検討を通して‐

ＪＵＡＡ選書 第13巻 永井憲一　中村睦男 大学基準協会 2004

30年後を展望する中規模大学‐マネジメント・学習支
援・連携‐

市川太一 東信堂 2007

社会人大学院で何を学ぶか 岩波アクティブ新書 30 山田礼子 岩波書店 2002

大学授業の病理　‐ＦＤ批判‐ 宇佐美寛 東信堂 2004

大学行政論Ⅰ 川本八郎　近森節子 東信堂 2006

大学行政論Ⅱ 川本八郎　伊藤昇 東信堂 2006

現代大学生論　ユニバーシティ・ブルーの風に揺れる ＮＨＫブックス 995 溝上慎一 日本放送出版協会 2004
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

大学改革　秩序の崩壊と再編 天野郁夫 東京大学出版会 2004

ＴＡ実践ガイドブック 高等教育シリーズ 139 小笠原正明　西森敏之　瀬名波栄潤 玉川大学出版部 2006

リベラルアーツ・カレッジ　　　　　　　　　　　　　　　＊繁
栄か，生き残りか，危機か

Ｄ．Ｗ．ブレネマン 宮田敏近 玉川大学出版部 1996

変わりゆくイギリスの大学 秦由美子 学文社 2001

大学改革の社会学 高等教育シリーズ 136 天野郁夫 玉川大学出版部 2006

戦後日本の高等教育改革政策　　　　　　　　　　「教養
教育」の構築

高等教育シリーズ 135 土持ゲーリー法一 玉川大学出版部 2006

大学評価の展開（講座「21世紀の大学・高等教育を
考える」第2巻

山野井敦徳　清水一彦 東信堂 2004

大学は歴史の思想で変わる　　　　　　　　　　　　‐ＦＤ・
評価・私学‐

寺崎昌男 東信堂 2006

現代大学教育論　‐学生・授業・実施組織‐ 山内乾史 東信堂 2004

大学再生への具体像 潮木守一 東信堂 2006

大学教授の職業倫理 別府昭郎 東信堂 2005

ヨーロッパの高等教育改革 高等教育シリーズ 138 ウルリッヒ・タイヒラー 馬越徹　吉川裕美子 玉川大学出版部 2006

私学高等教育の潮流 高等教育シリーズ 128 Ｐ．Ｇ．アルトバック 森利枝 玉川大学出版部 2004

商業化する大学 高等教育シリーズ 127 デレック・ボック 宮田由起夫 玉川大学出版部 2004

原点に立ち返っての大学改革 舘昭 東信堂 2006

知識基盤社会と大学の挑戦　　　　　　　　　　　　国立
大学法人化を超えて

佐々木毅 東京大学出版会 2006

地域社会に貢献する大学 高等教育シリーズ 132 ＯＥＣＤ　　　　　　　　　（経済協力開発機構） 相原総一郎　出相泰裕　山田礼子 玉川大学出版部 2005

大学改革の海図 高等教育シリーズ 133 矢野眞和 玉川大学出版部 2005

大学の管理運営改革‐日本の行方と諸外国の動向‐ 江原武一　杉本均 東信堂 2005
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

国立大学法人化の衝撃と私大の挑戦 清成忠男　監修　　　　　　　　　　早田幸政　編 ｴｲﾃﾞﾙ研究所 2005．2．14

大学授業入門 宇佐美寛 東信堂 2007

大学教育を変える教育業績記録　　　　　　　　　‐
ティーチング・ポートフォリオ作成の手引き‐

ピーター・セルディン
独立行政法人　大学評価・学位授
与機構　　　　川口昭彦

玉川大学出版部 2007

改めて「大学制度とは何か」を問う 舘昭 東信堂 2007

大学生の就職とキャリア　　　　　　　　　　　　　「普通」
の就活・個別の支援

小杉礼子 勁草書房 2007

高学歴ワーキングプア「フリーター生産工場」としての
大学院

水月昭道 光文社 2007

大学生の職業意識とキャリア教育 谷内篤博 勁草書房 2005

もうひとつの教養教育　　　　　　　　　　　　　　　　‐職
員による教育プログラムの開発‐

近森節子 東信堂 2007

日本のティーチング・アシスタント制度　　　　　　‐大学
教育の改善と人的資源の活用‐

北野秋男 東信堂 2006

大学・カレッジ自己点検ハンドブック　　　　　　　‐
ニューイングランド地区「基準認定の手引」より‐

大学基準協会
喜多村和之　早田幸政　前田早苗
工藤潤

紀伊國屋書店 1992

憲法構造の歴史と位相 植野妙実子 南雲堂 1991

地域ガバナンスシステム・シリーズ　№２　　　　　公共
政策教育と認証評価システム　　　　　　　　‐日米の現
状と課題‐

坂本勝 公人の友社 2005

『大学病院』の罠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐福岡
大肺気腫手術訴訟をめぐって‐

仲正昌樹　山本美代子　藤井久代　白石由香 御茶の水書房 2007

大学改革の社会学 高等教育シリーズ 136 天野郁夫 玉川大学出版部 2006

生徒主体の進路学習　ドリカムプラン　　　　　　　福岡
県立城南高校の試み

福岡県立城南高校 学事出版 2002

ＡＯ型入学選考の運営と実際 高等教育シリーズ 第19集 高等教育情報センター 地域科学研究会 1999

ＡＯ型入学選抜の多様な“進化”［上］ 高等教育シリーズ 第21集 高等教育情報センター 地域科学研究会 2000

ＡＯ型入学選抜の多様な“進化”［下］ 高等教育シリーズ 第22集 高等教育情報センター 地域科学研究会 2001

44 / 86



書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

［21Ｃ］大学・短大・大学院の改組転換・増設マニュア
ル

高等教育シリーズ 第23集 大学改組転換増設研究会 地域科学研究会 2001

教員評価制度の導入と大学の活性化 高等教育シリーズ 第24集 高等教育情報センター 地域科学研究会 2003

大学・大学院通信教育の設置・運営マニュアル 高等教育シリーズ 第26集 通信・遠隔教育研究会 地域科学研究会 2004

大学における「学びの転換」とは何か　特色ある大学
教育支援プログラム（特色ＧＰ）東北大学シンポジウ
ムⅡ

東北大学高等教育開発推進センター 東北大学出版会 2008

21世紀を語る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ
ローバル化と知の共存をめざして

瀬在幸安 産経新聞出版 2007

自分と向き合う｢知｣の方法　　　　　　　　　　　　　　‐考
える力をどう磨くか

森岡正博 ＰＨＰ研究所 1997

大学における障害学生支援のあり方 日本障害者高等教育支援センター問題研究会 星の環会 2001

知の復活をめざして　21世紀の大学を考える‐瀬在幸
安対談集

瀬在幸安 朝日カルチャーセンター 1996

教育課程改革試案 福本司郎 一ツ橋書房 1976

生きた授業をつくる　体育の教材づくり 山本貞美 大修館書店 1982

劉智の自然学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐中
国イスラーム思想研究序説‐

佐藤実 佐藤実 2008

自分と向き合う「知」の方法‐考える力をどう磨くか 森岡正博 ＰＨＰ研究所 1997

夫が妻に暴力をふるうとき
ニール・ジェイコブソン　　　　　　　ジョン・ゴットマ
ン

戸田律子 講談社 1999

教員評価制度の運用と大学風土改革 高等教育シリーズ 第29集 高等教育情報センター 地域科学研究会 2008

健康・福祉工学ガイドブック 山越憲一 工業調査会 2001

学問の現在　諸学問の鳥瞰図 山口昌哉　坂本賢三　　佐和隆光　富永茂樹 駸々堂出版 1989

自分と向き合う「知」の方法‐考える力をどう磨くか 森岡正博 ＰＨＰ研究所 1997

大学とボランティア
スタッフのためのガイドブック

内外学生センター 内外学生センター 2001

日本の薬学教育 林一 日本評論社 2000
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

学問の開拓 中村元 佼成出版社 1986

いじめと不登校の社会学　　　　　　　　　　　　　　‐集団
状況と同一化意識‐

竹川郁雄 法律文化社 1993

大学は何をするところか 日高敏隆 平凡社 1993

「知の時代」へのシンキング・パス 堀紘一 朝日新聞社 1990

『国際連合と人権　1945‐1995』日本語版
国際連合ブルーブッ
ク・シリーズ

第Ⅶ巻 ブトロス・ブトロス＝ガーリ国連事務総長 横田洋三 地域改善啓発センター 1995

Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｔｏｇｈｅｒ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　4‐7『いっ
しょに学ぼう』

４‐７ スーザン・ファウンテン 国際理解教育センター 1994

ＷＯＲＬＤ　ＳＴＵＤＩＥＳ　学びかた・教えかたハンドブッ
ク

サイモン・フィッシャー　　デイヴィッド・ヒックス 国際理解教育・資料情報センター
国際理解教育・資料情報セ
ンター

1991

ＮＰＯと事業 シリーズＮＰＯ ④ 谷本寛治　田尾雅夫 ミネルヴァ書房 2002

ＮＰＯと法・行政 シリーズＮＰＯ ⑤ 山本啓　雨宮孝子　　　新川達郎 ミネルヴァ書房 2002

全国大学　社会人入学・編入学試験問題 大学入学情報図書館　ＲＥＮＡ 大洋社 1992

社会人大学院サクセスガイド【第2版】 加茂英司 中央経済社 1994

あなたの声が聴きたい　難聴・中途失聴・要約筆記 藤田保・西原泰子 文理閣 2003

東京大学公開講座　４４　　スポーツ 44 森亘 東京大学出版会 東京大学 1986

文書作成の技術　‐知的ワープロ・パソコン利用‐ 樺島忠夫 三省堂 1992

アメリカの学生獲得戦略 高等教育シリーズ 143 山田礼子 玉川大学出版部 2008

戦後日本産業界の大学教育要求‐経済団体の教育
言説と現代の教養論

飯吉弘子 東信堂 2008

大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の
方法

松本茂　河野哲也 玉川大学出版部 2007

わかる・みつかる・できる　‐学生のためのボランティ
アガイド‐

内外学生センター 内外学生センター 1999

ＩＴ時代の教育プロ養成戦略　　‐日本初のｅラーニン
グ専門家養成ネット大学院の挑戦‐

大森不二雄 東信堂 2008

46 / 86



書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

中国高等教育の拡大と教育機会の変容 王傑 東信堂 2008

大学の英語教育を変える　　　　　　　　　　　　　　‐コ
ミュニケーション力向上への実践指針

山地弘起 玉川大学出版部 2008

ベストプロフェッサー 高等教育シリーズ 145 ケン・ベイン 玉川大学出版部 2008

増補版　日本における大学自治制度の成立 寺﨑昌男 評論社 2000

大学改革　その先を読む 寺﨑昌男 東信堂 2007

アメリカの研究大学・大学院‐大学と社会の社会学的
研究

矢澤修次郎　伊藤毅 東信堂 2008

大学の多様な発展を目指してⅢ　　　　　　　　　　　　‐
設置基準の解説とＱ＆Ａ‐

高等教育研究会 ぎょうせい 1992

大学・カレッジ自己点検ハンドブック　‐米国イングラン
ド地区『基準認定の手引』より‐

大学基準協会
喜多村和之　　早田幸政
前田早苗　工藤潤

紀伊國屋書店 1992

大学の多様な発展を目指してⅠ‐大学審議会答申集
‐

高等教育研究会 ぎょうせい 1991

子どもの見方・とらえ方 ｢プロの技術」を学ぶ №１ 西村一夫 明治図書出版 2007

教材解釈・教材提示の仕方 ｢プロの技術」を学ぶ №２ 柏木英樹　山川直樹 明治図書出版 2007

発問構成・発問の仕方 ｢プロの技術」を学ぶ №３ 河田　孝文 明治図書出版 2007

板書構成・板書の仕方 ｢プロの技術」を学ぶ №４ 平松幸治郞 明治図書出版 2007

発言の取り上げ方 ｢プロの技術」を学ぶ №５ 長谷　博文 明治図書出版 2007

個と集団をかかわらせる技 ｢プロの技術」を学ぶ №６ 藤原　久雄 明治図書出版 2007

裁判判決で学ぶ日本の人権　‐中学高校授業づくり
のための判決書教材資料

梅野正信 明石書店 2006

21世紀の授業　授業分析の基礎技術 二杉幸司　藤川大祐　　上條晴夫 学事出版 2002

研究授業のやり方・見方小事典 向山洋一 明治図書出版 1998

授業成立の基礎技術‐１　　ワークショップ型授業が
子どものやる気を引き出す

上條晴夫 学事出版 2007
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

授業成立の基礎技術‐４　　子どもを注目させる指示・
発問・説明の技術

上條晴夫 学事出版 2007

授業成立の基礎技術‐５　　子どもが納得する個別対
応・フォローの技術

上條晴夫 学事出版 2007

中央教育審議会答申総覧 教育事情研究会 ぎょうせい 1981

七尾の公民館 七尾市公民館連合会 七尾市公民館連合会 1980

図解　先生のためのコーチングハンドブック　　　‐学
校が変わる・学級が変わる魔法の仕掛け‐

神谷和宏 明治図書出版 2006

学びへの誘い シリーズ学びと文化 1 佐伯胖　藤田英典　　　佐藤学 東京大学出版会 1995

科学する文化 シリーズ学びと文化 3 佐伯胖　藤田英典　　　佐藤学 東京大学出版会 1995

共生する社会 シリーズ学びと文化 4 佐伯胖　藤田英典　　　佐藤学 東京大学出版会 1995

「未来の学び」ををデザインする 美馬のゆり　山内祐平 東京大学出版会 2005

言葉という絆 シリーズ学びと文化 2 佐伯胖　藤田英典　　　佐藤学 東京大学出版会 1995

学び合う共同体 シリーズ学びと文化 6 佐伯胖　藤田英典　　　佐藤学 東京大学出版会 1996

教師たちの挑戦　‐授業を創る　学びが変わる 佐藤学 小学館 2003

デザイナーとしての教師　アクターとしての教師 子どもの発達と教育 10 吉崎静夫 金子書房 1997

授業の研究　教師の学習
レッスンスタディへのいざない

秋田喜代美　　　　　　　　キャサリン・ルイス 明石書店 2008

大学授業改善の手引き
‐双方向型授業への誘い‐

木野茂 ナカニシヤ出版 2005

はじめての質的研究法　　教育・学習編 秋田喜代美　　　　　　　能智正博
秋田喜代美　　　　　　　能智
正博

2007

教師のための教育相談の技術 吉田圭吾 金子書房 2007

授業を変える　学校が変わる 佐藤学 小学館 2000

授業デザインの 前線
理論と実践をつなぐ知のコラボレーション

高垣　マユミ 北大路書房 2005
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

知りたいやつはついてこい！
ノーベル賞をめざすスーパー授業

「創造性の育成」塾 有馬朗人 2007

学生と変える大学教育　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＤ
を楽しむという発想

清水亮　　橋本勝　　　　　松本　美奈 ナカニシヤ出版 2009

学生と変える大学教育　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＤ
を楽しむという発想

清水亮　　橋本勝　　　　　松本　美奈 ナカニシヤ出版 2009

学生と変える大学教育　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＤ
を楽しむという発想

清水亮　　橋本勝　　　　　松本　美奈 ナカニシヤ出版 2009

学生と変える大学教育　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＤ
を楽しむという発想

清水亮　　橋本勝　　　　　松本　美奈 ナカニシヤ出版 2009

学生と変える大学教育　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＤ
を楽しむという発想

清水亮　　橋本勝　　　　　松本　美奈 ナカニシヤ出版 2009

学生と変える大学教育　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＤ
を楽しむという発想

清水亮　　橋本勝　　　　　松本　美奈 ナカニシヤ出版 2009

学生と変える大学教育　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＤ
を楽しむという発想

清水亮　　橋本勝　　　　　松本　美奈 ナカニシヤ出版 2009

学生と変える大学教育　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＤ
を楽しむという発想

清水亮　　橋本勝　　　　　松本　美奈 ナカニシヤ出版 2009

学生と変える大学教育　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＤ
を楽しむという発想

清水亮　　橋本勝　　　　　松本　美奈 ナカニシヤ出版 2009

学生と変える大学教育　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＤ
を楽しむという発想

清水亮　　橋本勝　　　　　松本　美奈 ナカニシヤ出版 2009

社会科授業が対話型になっていますか 安野功 明治図書出版株式会社 2005

大学の責務 ドナルド・ケネディ
立川明　坂本辰朗　　　井上比呂
子

東信堂 2008

東京大学の歴史　大学制度の先駆け 寺﨑昌男 講談社 2007

国立大学・法人化の行方‐自立と格差のはざまで 天野郁夫 東信堂 2008

大学と社会 安原義仁　大塚豊　　　羽田貴史 放送大学教育振興会 2008

大学教育のエクセレンスとガバナンス　　　　　　～絹
川学長の教学経営ハンドブック～

絹川正吉 地域科学研究会 2006

教育の羅針盤１　「教えて考えさせる授業」を創る　基
礎基本の定着・深化・活用を促す「習得型」授業設計

市川伸一 図書文化社 2008

教師のコミュニケーション力を高めるコーチング 千々布敏弥 明治図書出版 2008
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

習得・活用・探究の授業をつくる　　‐ＰＩＳＡ型「読解
力」を核としたカリキュラム・マネジメント‐

横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校 三省堂 2008

若い教師のステップアップ３　授業力 今泉博　佐藤隆　　　　　山﨑隆生　渡辺克哉 旬報社 2004

若い教師のステップアップ４　学級経営力 今泉博　佐藤隆　　　　　山﨑隆生　渡辺克哉 旬報社 2004

習熟度別指導・少人数指導を成功させる
４０のポイント

浅沼茂 教育開発研究所 2004

子どもがノッテくる　超簡単
ＩＴ活用の授業ミニネタ＆コツ１０１

上條晴夫　佐藤正寿 学事出版 2005

わかる・できる授業のための　教室のＩＣＴ環境 堀田龍也　野中陽一 三省堂 2008

授業力をグーンとＵＰさせるデジタルコンテンツ活用
法55【ＣＤ‐ＲＯＭ付き】

中川一史　前田康裕 明治図書出版 2007

学力が身に付く授業の｢技｣第2巻　　子どもとともに育
つ｢技｣

第2巻 守屋淳 ぎょうせい 2006

学力が身に付く授業の｢技｣第3巻　授業に命を吹き込
む｢技｣

第3巻 江間史明 ぎょうせい 2006

学力が身に付く授業の｢技｣第4巻　授業をデザインす
る｢技｣

第4巻 久野弘幸 ぎょうせい 2006

学力が身に付く授業の｢技｣第5巻　｢技｣を磨き合える
学校づくり

第5巻 吉村敏之 ぎょうせい 2006

大学ノートテイク支援ハンドブック　　　　　　　ノートテ
イカーの養成方法から制度の運営まで

日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク（Ｐ
ＥＰＮｅｔ‐Ｊａｐａｎ）　情報保障評価事業グループ

人間社 2007

自殺って言えなかった。 自死遺児編集委員会　　あしなが育英会 サンマーク出版 2002

Intensive Training for the TOEIC Test 【Student
Book】

宮崎　充保 成美堂 2007

食卓の向こう側　キャンパス編 西日本新聞社「食　くらし」取材班 川崎　隆生 2006

臨機応答・変問自在 森　博嗣 集英社 2001

論争・東大崩壊 竹内洋＋中公新書ラクレ編集部 中央公論新社 2001

石川県特殊教育百年史 石川県特殊教育百年史編さん委員会 石川県教育センター 1981

ポストドクター問題―科学技術人材のキャリア形成と
展望

国立教育政策研究所　日本物理学会キャリア支
援センター

高島照子 2009
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

私立大学マネジメント 日本私立大学連盟 下田勝司 2009

自然保護と景観開発 加藤睦奥雄 民主教育協会 1968

大学における支援体制の構築のために　発達障害の
ある学生支援ガイドブック　‐確かな学びと充実した生
活を目指して‐

徳永豊　佐藤克敏 ジアース教育新社 2005

ファカルティ・ディベロップメントを超えて 東北大学高等教育開発推進センター 東北大学出版会 東北大学 2009

研究・教育のシナジーとＦＤの将来 東北大学高等教育開発推進センター 東北大学出版会 東北大学 2008

学習方略の心理学 ‐賢い学習者の育て方‐ 辰野千嘉 高千穂印刷所 1997

学習方略の心理学 ‐賢い学習者の育て方‐ 辰野千嘉 高千穂印刷所 1997

学力保障時代の授業力5 意欲を高める学習方法の
進め方

小島宏　寺崎千秋 明治図書出版株式会社 2003

大学経営の事例集 ‐大学経営を成功に導くために‐ 私学経営情報センター 私学経営情報センター 2009

大学人事研究II ‐変貌する大学人事‐　教員評価の実
状と経営人材の育成

大学行政管理学会「大学人事」研究グループ 三角哲生 2009

私立大学の社会的責任に関する研究報告 私立大学社会的責任(USR)研究会 私立大学社会的責任(USR)研究会 2007

学ぶ意欲とスキルを育てる　いま求められる学力向
上策

市川伸一 小学館 2004

自己調整学習の指導 ‐学習スキルと自己効力感を高
める

バリー・J・ジマーマン　セバスチアン・ボナー ロ
バート・コーバック

塚野州一　牧野美知子 北大路書房 2008

創業五十周年記念出版　世界教育学選集35 政治と
教育

ペスタロッチ 梅根悟 明治図書出版 1972

創業五十周年記念出版　世界教育学選集39　エミー
ル１

ルソー 長尾十三二 明治図書出版 1972

創業五十周年記念出版　世界教育学選集39　エミー
ル３

ルソー 長尾十三二 明治図書出版 1969

創業五十周年記念　世界教育学選集42 マルクス＝
エンゲルス教育論１

ペ・エヌ・グルズデフ 大橋精夫 明治図書出版 1968

創業五十周年記念　世界教育学選集43 マルクス＝
エンゲルス教育論２

ペ・エヌ・グルズデフ 大橋精夫 明治図書出版 1968

創業五十周年記念　世界教育学選集45 子供の心理
と教育

ホール 岸本弘　岸本紀子 明治図書出版 1968
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創業五十周年記念　世界教育学選集46 芸術教育論 ラスキン 内藤史郎 明治図書出版 1969

創業五十周年記念　世界教育学選集48 教育哲学２ キルパトリック 村山貞夫 明治図書出版 1969

創業五十周年記念　世界教育学選集60 教育学抗議
他

カント 伊勢田耀子 明治図書出版 1971

創業五十周年記念　世界教育学選集65 フランス革
命期の教育改革構造

タレイラン 志村鏡一郎 明治図書出版 1972

情報化社会と青少年　「第2回情報化社会と青少年に
関する調査」報告書

総務庁青少年対策本部 総務庁青少年対策本部 1992

親族集団と社会構造 Ｒ・Ｍキージング 小川正恭　笠原政治　河合利光 未来社 1982

マルチカルチュラル・オーストラリア　‐多文化社会
オーストラリアの社会変動‐

関根政美 阿部耕一 1989

コミュニケーションと人間形成　‐かかわりの教育学‐ 岡田敬司 杉田信夫 1998

岩波講座　世界歴史20　アジアの<近代>
樺山紘一　川北稔　岸本美緒　斎藤修　杉山正
明　鶴間和幸　福井憲彦　古田元夫　本村凌二
山内昌之

大塚信一 1999

創業五十周年記念　世界教育学選集24 大教授学１ コメニュウス 鈴木秀勇 明治図書出版 1962

創業五十周年記念　世界教育学選集25 大教授学１ コメニュウス 鈴木秀勇 明治図書出版 1962

創業五十周年記念　世界教育学選集26 社会変革と
教育

ロバート・オーエン 渡辺義晴 明治図書出版 1963

創業五十周年記念　世界教育学選集27 市民社会と
教育

ディーステルヴェーグ 長尾十三二 明治図書出版 1963

創業五十周年記念　世界教育学選集 28 ワロン・ピア
ジェ教育論

アンリ・ワロン　　ジャン・ピアジェ 竹内良知 明治図書出版 1963

創業五十周年記念　世界教育学選集 29 日本プロテ
スタント人間形成論

武田清子 梅根悟　勝田守一 明治図書出版 1963

創業五十周年記念　世界教育学選集 30 国家‐政治
と教育‐

プラトン 山田潤二 明治図書出版 1972

創業五十周年記念　世界教育学選集 31 ルネッサン
スの教育論

ヴィーヴェス 小林博英 明治図書出版 1971

創業五十周年記念　世界教育学選集 34 国民性と教
育

ロヒョウ 田中昭徳　金子茂 明治図書出版 1965

創業五十周年記念　世界教育学選集 4 教育論 ジョン・ロック 梅崎光生 明治図書出版 1971
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創業五十周年記念　世界教育学選集 8 教育と社会
体制

ラッセル 鈴木祥蔵 明治図書出版 1964

創業五十周年記念　世界教育学選集 9 人間の教育1 フレーベル 岩崎次男 明治図書出版 1960

創業五十周年記念　世界教育学選集 10 人間の教育
2

フレーベル 岩崎次男 明治図書出版 1960

創業五十周年記念　世界教育学選集 12 労働教育論 ルナチャルスキー 矢川徳光 明治図書出版 1972

創業五十周年記念　世界教育学選集 14 科学教育論 ランジュバン 竹内良知　新村猛 明治図書出版 1961

創業五十周年記念　世界教育学選集 16 マルクス主
義教育学の方法論

スバトコーフスキー　メディンスキー 倉内史郎　鈴木秀一 明治図書出版 1975

創業五十周年記念　世界教育学選集 20 新しい児童
観

ビネー 波多野完治 明治図書出版 1972

創業五十周年記念　世界教育学選集 21 社会理想主
義

ナトルプ 篠原陽二 明治図書出版 1962

創業五十周年記念　世界教育学選集 23 公教育の原
理

コンドルセ 松島釣 明治図書出版 1962

高等教育シリーズ148 学びのティップス　大学で鍛え
る思考法

近田政博 玉川大学出版部 2009

セレクション社会心理学‐24 チームワークの心理学 ‐
よりよい集団づくりをめざして‐

山口裕幸 サイエンス社 2008

ワードマップ　グラウンデッド・セオリー・アプローチ
理論を生み出すまで

戈木クレイグビル滋子 新曜社 2006

やわらかアカデミズム・<わかる>シリーズ　よくわかる
産業・組織心理学

山口裕幸 金井篤子 ミネルヴァ書房 2007

福祉・心理・看護のテキストマイニング入門 藤井美和　小杉考司　李政元 中央法規出版 2005

経営組織心理学 松原敏浩　渡辺直登　城戸康彰 若松　満 ナカニシヤ出版 2008

構造こわし　‐組織変革の心理学‐ 古川久敬 誠信書房 1990

LD・ADHD・高機能自閉症とは？ ‐特別な教育的ニー
ズを持つ子ども達‐ 増補版

全国ＬＤ親の会 全国ＬＤ親の会 2006

<総合版>LD等の発達障害のある高校生の実態調査
報告書

全国ＬＤ親の会 全国ＬＤ親の会 2008

東大教師が新入生にすすめる本 文藝春秋 文藝春秋 2004
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東大教師が新入生にすすめる本2 文藝春秋 文藝春秋 2009

大学新入生に薦める101冊の本 新版 広島大学101冊の本委員会 岩波書店 2009

自己調整学習の指導 ‐学習スキルと自己効力感を高
める

バリー・J・ジマーマン　セバスチアン・ボナー ロ
バート・コーバック

塚野州一　牧野美知子 北大路書房 2008

研究・教育のシナジーとＦＤの将来 東北大学高等教育開発推進センター 東北大学出版会 2008

大学における学生相談・ハラスメント相談・キャリア支
援 ‐学生相談体制・キャリア支援体制をどう整備・充
実させるか‐

東北大学高等教育開発推進センター 東北大学出版会 2008

大学教員のための教室英語表現300 英語で授業シリーズ 1 中井俊樹 アルク 2008

授業改善を改善せよ ‐学習者レスポンス分析の理論
と展望‐

塚本榮一 ジャストシステム 2006

ティーチング・ポートフォリオ‐授業改善の秘訣 土持ゲーリー法一 東信堂 2007

アカデミック・ポートフォリオ ピーター・セルディン J.エリザベス.ミラー
大学評価・学位授与機構 川口昭
彦

玉川大学出版部 2009

関係の原像を描く ‐「障害：元学生との対話を重ねて 篠原睦治 現代書館 2010

高等教育質保証の国際比較 羽田貴史 米澤彰純 杉本和弘 東信堂 2009

日本の大学改革 ‐OECD高等教育政策レビュー:日本 OECD 森利枝 米澤彰純 赤石書店 2009

高校の特別支援教育・はじめの一歩 ‐これなら普通
の高校でできる、私にもできる‐

特別支援教育の新展
開

2 京都・朱雀高校 特別支援教育研究チーム 明治図書出版 2010

大学教育 研究と改革の30年‐大学教育学会の視点
から

大学教育学会30周年記念誌編集委員会 東信堂 2010

実務者のための私学経営入門（改訂版） 石渡朝男 私学経営研究会 法友社 2010

学生による授業評価の現在 東北大学高等教育開発推進センター 東北大学出版会 2010

ファカルティ・ディベロップメントを超えて 東北大学高等教育開発推進センター 東北大学出版会 2009

大学における「学びの転換」と学士課程教育の将来 東北大学高等教育開発推進センター 東北大学出版会 2010

スタッフ・ディベロップメント 高等教育研究 第13集
日本高等教育学会研究紀要編集委員会 委員
長 吉田文

玉川大学出版部 2010

54 / 86



書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

留学交流執務ハンドブック
平成14年

度版
留学交流事務研究会 第一法規出版 2002

留学交流執務ハンドブック
平成13年

度版
留学交流事務研究会 第一法規出版 2001

留学交流執務ハンドブック
平成12年

度版
留学交流事務研究会 第一法規出版 2000

留学交流執務ハンドブック
平成11年

度版
留学交流事務研究会 第一法規出版 1999

留学交流執務ハンドブック
平成10年

度版
留学交流事務研究会 第一法規出版 1998

学生による授業評価の現在 東北大学高等教育開発推進センター 東北大学出版会 2010

大学における「学びの転換」と学士課程教育の将来 東北大学高等教育開発推進センター 東北大学出版会 2010

高等教育における聴覚障害者の自立支援 ‐ユニバー
サル・インクルーシブデザインの可能性‐

MINERVA社会福祉叢
書

32 吉田仁美 ミネルヴァ書房 2010

大学評価文化の展開‐高等教育の評価と質保証
大学評価・学位授与
機構大学評価シリー
ズ

大学評価・学位授与機構 ぎょうせい 2007

大学評価文化の展開‐評価の戦略的活用をめざして
大学評価・学位授与
機構大学評価シリー
ズ

大学評価・学位授与機構 ぎょうせい 2008

大学評価文化の定着‐大学が知の創造・継承基地と
なるために

大学評価・学位授与
機構大学評価シリー
ズ

大学評価・学位授与機構 ぎょうせい 2009

大学評価文化の定着‐日本の大学教育は国際競争
に勝てるか？

大学評価・学位授与
機構大学評価シリー
ズ

大学評価・学位授与機構 ぎょうせい 2010

一歩進んだ聴覚障害学生支援‐組織で支える
日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク
聴覚障害学生支援システム構築・運営マニュア
ル作成事業グループ

生活書院 2010

発達障害が引き起こす二時障害へのケアとサポート 斉藤万比古 学研教育出版 2009

インクルージョン時代の障害理解と生涯発達支援 東京学芸大学特別支援科学講座 日本文化科学社 2009

大学関係六法<第一版> 早田幸政 エイデル研究所 2010

発達障害チェックシート できました がっこうの まいに
ちを ゆらす・ずらす・つくる

すぎむらなおみ +「しーとん」 生活書院 2010

発達障害白書2011年度版 (CD‐ROM付き) 日本発達障害福祉連盟 日本文化科学社 2010

学生主体型授業の冒険 自ら学び,考える大学生を育
む

小田隆治 杉原真晃 ナカニシヤ出版 2010
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キャリア教育概説 日本キャリア教育学会 東洋館出版 2008

大学と国家 制度と政策
リーディングス
日本の高等教育

6 村澤昌崇 玉川大学出版部 2010

大学生 キャンパスの生態史
リーディングス
日本の高等教育

3 橋本鉱市 玉川大学出版部 2010

大学と学問 知の共同体の変動
リーディングス
日本の高等教育

5 阿曽沼明裕 玉川大学出版部 2010

大学への進学 選抜と接続
リーディングス
日本の高等教育

1 中村高康 玉川大学出版部 2010

発達障害と大学進学 ‐子どもたちの進学の夢をかな
える親のためのガイド

アン・パーマー 服巻智子 クリエイツかもがわ 2007

障害者権利条約と教育 玉村公二彦 中村尚子 全国障害者っ問題研究会出版部 2008

やわらかアカデミズム・<わかる>シリーズ　よくわかる
発達障害[第2版] LD・ADHD・高機能自閉症・アスペ
ルガー症候群

小野次郎 上野一彦 藤田継道 ミネルヴァ書房 2010

<新しい能力>は教育を変えるか ‐学力・リテラシー・コ
ンピテンシー‐

松下佳代 ミネルヴァ書房 2010

若者文化のフィールドワーク ‐もう一つの地域文化を
求めて‐

伊奈正人 勁草書房 1995

社会的行為の構造/マーシャル/パレート論 社会的行為の構造 第2分冊 T・パーソンズ 稲上毅 木鐸社 1986

社会的行為の構造/デュルゲーム論 社会的行為の構造 第3分冊 T・パーソンズ 稲上毅 木鐸社 1989

社会的行為の構造/ウェーバーI 社会的行為の構造 第4分冊 T・パーソンズ 稲上毅 木鐸社 1974

社会的行為の構造/ウェーバーII 社会的行為の構造 第5分冊 T・パーソンズ 稲上毅 木鐸社 1989

リーディングス日本の社会学 5 社会構造
リーディングス
日本の社会学

5 三浦典子 盛岡淸志 佐々木衞 東京大学出版会 1986

リーディングス日本の社会学 6 農村
リーディングス
日本の社会学

6 中田実 高橋明善 坂井達朗 岩崎信彦 東京大学出版会 1986

リーディングス日本の社会学 7 都市
リーディングス
日本の社会学

7 鈴木広 高橋勇悦 篠原隆弘 東京大学出版会 1985

リーディングス日本の社会学 8 社会階層・社会移動
リーディングス
日本の社会学

8 直井優 原純輔 小林甫 東京大学出版会 1986

リーディングス日本の社会学 9 産業・労働
リーディングス
日本の社会学

9 稲上毅 川喜多喬 東京大学出版会 1987
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リーディングス日本の社会学 11 社会問題
リーディングス
日本の社会学

11 三谷鉄夫 大山信義 中川勝雄 東京大学出版会 1988

リーディングス日本の社会学 12 文化と社会意識
リーディングス
日本の社会学

12 見田宗介 山本泰 佐藤健二 東京大学出版会 1985

リーディングス日本の社会学 14 政治
リーディングス
日本の社会学

14 秋元律郎 間場寿一 東京大学出版会 1985

リーディングス日本の社会学 17 体制と変動
リーディングス
日本の社会学

17 庄司興吉 矢澤修次郎 武川正吾 東京大学出版会 1988

リーディングス日本の社会学 19 宗教
リーディングス
日本の社会学

19 宮家準 孝本貢 西山茂 東京大学出版会 1986

リーディングス日本の社会学 20 マス・コミュニケー
ション

リーディングス
日本の社会学

20 竹内郁郎 岡田直之 児島和人 東京大学出版会 1987

岩波講座 現代社会学 第1巻 現代社会の社会学
岩波講座 現代社会
学

第1巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1997

岩波講座 現代社会学 第2巻 自我・主体・アイデン
ティティ

岩波講座 現代社会
学

第2巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1995

岩波講座 現代社会学 第3巻 他者・関係・コミュニ
ケーション

岩波講座 現代社会
学

第3巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1995

岩波講座 現代社会学 第4巻 身体と間身体の社会学
岩波講座 現代社会
学

第4巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第5巻 知の社会学/言語の社
会学

岩波講座 現代社会
学

第5巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第6巻 時間と空間の社会学
岩波講座 現代社会
学

第6巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第7巻 <聖なるもの/呪われた
もの>の社会学

岩波講座 現代社会
学

第7巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第8巻 文学と芸術の社会学
岩波講座 現代社会
学

第8巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第9巻 ライフコースの社会学
岩波講座 現代社会
学

第9巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第10巻 セクシャリティの社会
学

岩波講座 現代社会
学

第10巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第11巻 ジェンダーの社会学
岩波講座 現代社会
学

第11巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1995

岩波講座 現代社会学 第12巻 こどもと教育の社会学
岩波講座 現代社会
学

第12巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第13巻 成熟と老いの社会学
岩波講座 現代社会
学

第13巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1997
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岩波講座 現代社会学 第14巻 病お医療の社会学
岩波講座 現代社会
学

第14巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第15巻 差別と共生の社会学
岩波講座 現代社会
学

第15巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第16巻 権力と支配の社会学
岩波講座 現代社会
学

第16巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第17巻 贈与と市場の社会学
岩波講座 現代社会
学

第17巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第18巻 都市と都市化の社会
学

岩波講座 現代社会
学

第18巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第19巻 <家族>の社会学
岩波講座 現代社会
学

第19巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第20巻 仕事と遊びの社会学
岩波講座 現代社会
学

第20巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1995

岩波講座 現代社会学 第22巻 メディアと情報化の社
会学

岩波講座 現代社会
学

第22巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第23巻 日本文化の社会学
岩波講座 現代社会
学

第23巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第24巻 民族・国家・エスニシ
ティ

岩波講座 現代社会
学

第24巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第25巻 環境と生態系の社会
学

岩波講座 現代社会
学

第25巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 第26巻 社会構想の社会学
岩波講座 現代社会
学

第26巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1996

岩波講座 現代社会学 別巻 現代社会学の理論と方
法

岩波講座 現代社会
学

別巻
見田宗介 井上俊 上野千鶴子 大澤真幸 吉見俊
哉

岩波書店 1997

悲しき熱帯　上 レヴィ＝ストロース 川田　順造
中央公論新社　【発行所】
高橋　茂　【発行者】

1977.12.10

悲しき熱帯　下 レヴィ＝ストロース 川田　順造
中央公論新社　【発行所】
高橋　茂　【発行者】

1977.12.10

サモアの思春期 Ｍ．ミード
畑中　幸子
山本　真鳥

蒼樹書房　【発行所】
仙波喜三　【発行者】

1976.03.25

しつけ ふぉるく叢書　1 我妻　洋・原　ひろ子
（株）弘文堂 【発行所】
鯉淵　年祐　【発行者】

1974.06.25

日本の階層構造 富永　健一（編）
（財）東京大学出版会【発行
所】
加藤　一郎【発行者】

1979.2.28

大学の自治歴史 新日本新書＝14 伊ヶ崎　暁生
（株）新日本出版社【発行
所】
松宮　龍起　【発行者】

1965.10.30
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日本労働市場の構造
　‐「技術革新」と労働市場の構造的変化‐

東大社会科学　研究
叢書21

山本　潔
（財）東京大学出版会【発行
所】
加藤　一郎【発行者】

1967.02.25

社会移動の研究
東大社会科学　研究
叢書37

安田　三郎
（財）東京大学出版会【発行
所】
福武　直　【発行者】

1971.11.05

新教育社会学辞典 日本教育社会学会
（株）東洋館出版社　【発行
所】
錦織　登美夫　【発行者】

1986.11.01

社会学講義　習俗と報の物理学 エミール・デュルケム
宮島　喬
川喜多　喬　共訳

（株）みすず書房　【発行所】
北野　民夫　【発行者】

1974.08.30

教育と不平等　現代アメリカ教育制度研究 黒崎　勲
（株）新曜社　【発行所】
堀江　洪【発行者】

1989.02.15

アメリカ資本主義と学校教育
教育改革と経済制度の矛盾　Ⅰ

Ｓ．ボウルズ・Ｈ.ギンタス（著） 宇沢　弘文
（株）岩波書店　【発行所】
緑川　亨　【発行者】

1986.12.03

アメリカ資本主義と学校教育
教育改革と経済制度の矛盾　Ⅱ

Ｓ．ボウルズ・Ｈ.ギンタス（著） 宇沢　弘文
（株）岩波書店　【発行所】
緑川　亨　【発行者】

1987.01.23

社会理論と社会構造 ロバート・キング・マートン（著）
森　東吾　金沢　実
森　好夫　中島　竜太郎　共訳

（株）みすず書房　【発行所】
北野　民夫　【発行者】

1961.09.10

家族
T・パーソンズ
Ｒ・Ｆ・ベールズ　（著）

橋爪　貞雄　溝口謙三　高木　正
太郎
武藤　孝典　山村　賢明　訳

（株）黎明書房　【発行所】
高田　利彦　【発行者】

1981.09.01

社会システム理論　（上） ニクラス・ルーマン（著）
佐藤　勉　村中　知子　村田　裕志
佐久間　政広　永井　彰　小松　丈
晃

（株）恒星社厚生閣【発行
所】
佐竹　久男　【発行者】

1993.01.25

社会学事典 見田　宗介　栗原　彰　田中義久　（編）
（株）弘文堂　【発行所】
鯉淵　年祐 　【発行者】

1998.02.10

高等教育財政 高等教育研究 第15集
日本高等教育学会研究紀要編集委員会　委員
長　羽田貴史

玉川大学出版部 2012.05.30

発達障害のある大学生のキャンパスライフサポート
ブック 大学・本人・家族にできること

高橋知音 学研教育出版 2012.06.19

学生相談と発達障害 高石恭子 岩田淳子 学苑社 2012.05.25

評価を生かした カリキュラム開発と授業改善 天野正輝 晃洋書房 2008.04.15

大学教育を科学する‐学生の教育評価の国際比較 山田礼子 東信堂 2009.05.31

大学の学び 教育内容と方法
リーディングス 日本
の高等教育

2 杉谷祐美子 玉川大学出版部 2011.02.15

学びの質保証戦略 高等教育シリーズ 158 山田礼子 玉川大学出版部 2012.05.01

ポートフォリオが日本の大学を変える ―ティーチング
/ラーニング/アカデミック・ポートフォリオの活用

土持ゲーリー法一 東信堂 2011.05.31
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学生の理解を重視する大学授業 Noel Entwistle 山口栄一 玉川大学出版部 2010.11.15

学習経験をつくる大学授業法 L.Dee Fink 土持ゲーリー法一 玉川大学出版部 2011.10.15

伝えるための心理統計 大久保街亜　岡田謙介 勁草書房 2013.2.20

質問紙調査の手順 心理学基礎演習 2 小塩真司　西口利文 ナカニシヤ出版 2012.6.10

心理・教育のためのRによるデータ解析 服部環 福村出版 2011.3.30

教育実践データの統計分析 ‐学校評価とよりよい実
践のために‐

奥村太一 共立出版 2012.11.25

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‐

稲垣忠　鈴木克明 北大路書房 2012.4.15

大学のカリキュラムマネジメント ‐理論と実際‐ 中留武昭 東信堂 2012.8.20

ICTで実現する大学教育改革 ‐フランス・カナダ・日本
の事例から‐

岩手大学大学教育総合センター編 東北大学出版会 2013.4.26

高等教育研究の制度化と課題 高等教育研究 16 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 玉川大学出版部 2013.5.30

未来の大学教員を育てる 田口真奈　出口康夫 勁草書房 2013.3.25

思考し表現する学生を育てるライティング指導のヒン
ト

関西地区FD連絡協議会　京都大学高等教育研
究開発推進センター

ミネルヴァ書房 2013.3.30

「深い学び」につながるアクティブラーニング　全国大
学の学科調査報告とカリキュラム設計の課題

河合塾 東信堂 2013.4.10

大学のIR　Q&A 高等教育シリーズ 161 中井俊樹　鳥居朋子　藤井都百 玉川大学出版部 2013.9.20

大学力を高めるeポートフォリオ　エビデンスに基づく
教育の質保証をめざして

小川賀代　小村道昭 東京電機大学出版局 2013.3.20

拡張による学習　活動理論からのアプローチ ユーリア・エンゲストローム
山住勝広　松下佳代　百合草禎二
保坂裕子　庄井良信　手取義宏
高橋登

新曜社 2013.1.15

検証　大学改革　混迷の先を診る 山上浩二郎 岩波書店 2013.5.29

大学教育の再構築　学生を成長させる大学へ 高等教育シリーズ 160 金子元久 玉川大学出版部 2013.5.30

学習の支援と教育評価 ‐理論と実践の協働‐ 佐藤浩一 北大路書房 2013.4.10
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デジタル教材の教育学 山内祐平 東京大学出版会 2010.4.26

インストラクショナルデザインの原理
R.M.ガニェ　W.W.ウェイジャー　K.C.ゴラス　J.M.ケ
ラー

鈴木克明　岩崎信 北大路書房 2012.8.10

論集　日本の学力問題　上巻　学力論の変遷 山内乾史　原清治 日本図書センター 2010.5.25

論集　日本の学力問題　下巻　学力研究の 前線 山内乾史　原清治 日本図書センター 2010.5.25

法人化と大学改革のはざまで ‐金沢大学の矜持‐ 林勇二郎 北國新聞社 2009.3.10

学びの空間が大学を変える　ラーニングスタジオ／
ラーニングコモンズ／コミュニケーションスペースの展
開

山内祐平 ボイックス株式会社 2013.5.23

ラーニング・コモンズ　大学図書館の新しいかたち 加藤信哉　小山憲司 勁草書房 2013.4.10

大学教育のネットワークを創る ‐FD の明日へ‐ 松下佳代 東信堂 2011.3.25

基礎学力を問う　21世紀日本の教育への展望 東京大学学校教育高度化センター 東京大学出版会 2011.4.27

ワークショップと学び 1 まなびを学ぶ 苅宿俊文　佐伯胖　高木光太郎 東京大学出版会 2012.4.27

ワークショップと学び 1 場づくりとしてのまなび 苅宿俊文　佐伯胖　高木光太郎 東京大学出版会 2012.5.23

ワークショップと学び 1 まなびほぐしのデザイン 苅宿俊文　佐伯胖　高木光太郎 東京大学出版会 2012.9.26

勉強するのは何のため？　僕らの「答え」のつくり方 苫野一徳 日本評論社 2013.12.15

自己調整学習　‐理論と実践の新たな展開へ‐ 自己調整学習研究会 北大路書房 2012.4.20

世界はひとつの教室　「学び×テクノロジー」が起こす
イノベーション

サルマン・カーン 三木俊哉 ダイヤモンド社 2013.5.23

大学・知識・市場 高等教育研究 4
日本高等教育学会編集委員会　委員長　矢野
眞和

玉川大学出版部 2001.4.30

パフォーマンス評価入門 ‐「真正の評価」論からの提
案‐

ダイアン・ハート 田中耕治 ミネルヴァ書房 2012.1.30

授業研究と教育工学 教育工学選書 6 水越敏行　吉崎静夫　木原俊行　田口真奈 ミネルヴァ書房 2012.10.10

教育工学における学習評価 教育工学選書 8 永岡慶三　植野真臣　山内祐平 ミネルヴァ書房 2012.10.30
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

手話の社会学 ‐教育現場への手話導入における当
事者性をめぐって

金澤貴之 生活書院 2013.8.10

学生相談ハンドブック 日本学生相談学会50周年記念誌編集委員会 学苑社 2010.2.20

大学教員のための授業方法とデザイン 高等教育シリーズ 150 佐藤浩章 玉川大学出版部 2013.9.1

語りあい　見せあい　大学授業 和光大学授業研究会 大月書店 1996.5.17

学力を育てる教育学 田中耕治　井ノ口淳三 八千代出版 2013.6.20

教育工学における教育実践研究 教育工学選書 5 西之園晴夫　生田孝至　小柳和喜雄 日本教育工学会 ミネルヴァ書房 2012.11.20

グローバリゼーション，社会変動と大学 大学 1 吉田文 岩波書店 2013.3.14

学習する学校　子ども・教員・親・地域で未来の学び
を創造する

ピーター・M・センゲ　ネルダ・キャンブロン=マッ
ケイブ　ティモシー・ルカス　ブライアン・スミス
ジャニス・ダットン　アート・クライナー

リヒテルズ直子 英治出版株式会社 2014.4.11

学生支援・相談の基礎と実務～学生生活のよりよい
支援のために～

内閣府認証　特定非営利活動法人　学生文化
創造

悠光堂 2014.4.10

21 世紀型スキル　学びと評価の新たなかたち P.グリフィン　B.マクゴー　E.ケア 三宅なほみ 北大路書房 2014.1.20

教育評価と教育実践の課題―「評価の時代」を拓く 田中耕治 三学出版 2013.10.14

大学とコスト―誰がどう支えるのか 大学 3 植山隆大 岩波書店 2013.5.14

大衆化する大学―学生の多様化をどう見るか 大学 2 濱中淳子 岩波書店 2013.4.16

研究する大学―何のための知識か 大学 4 小林傳司 岩波書店 2013.7.19

教育する大学―何が求められているのか 大学 5 広田照幸 岩波書店 2013.11.27

組織としての大学―役割や機能をどうみるか 大学 6 広田照幸 岩波書店 2013.8.28

対話の向こうの大学像 大学 7 広田照幸 岩波書店 2014.2.25

理解をもたらすカリキュラム設計―「逆向き設計」の理
論と方法

G.ウィギンズ　J.マクタイ 西岡加名恵 日本標準 2014.3.10

大学再生への具体像―大学とは何か〔第二版〕 潮木守一 東信堂 2013.9.1
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アクティブラーニングでなぜ学生が成長するのか―経
済系・工学系の全国大学調査からみえてきたこと―

河合塾 東信堂 2011.6.10

学生主体のコーチング型教育―ゼミ授業で学生は成
長する―

松島桂樹 白桃書房 2014.3.31

大学教育の変貌を考える
三宅義和　居神浩　遠藤竜馬　松本恵美　近藤
剛
畑秀和

ミネルヴァ書房 2014.3.1

ファシリテーター行動指南書―意味ある場づくりのた
めに

三田地真実 中野民夫 ナカニシヤ出版 2013.5.20

「質保証」を問い直す―発達保障からのアプローチ―
大学評価学会年報
『現代社会と大学評
価』

第 8 巻 大学評価学会年報編集委員会 晃洋書房 2014.3.20

大学生の学習ダイナミクス―授業内外のラーニング・
ブリッジング―

河合亨 東信堂 2014.3.31

授業の UD Books
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

小貫悟　桂聖 明昌堂 2014.4.15

大学教育　越境の説明をはぐくむ心理学 富田英司　田島充士 ナカニシヤ出版 2014.3.30

大学教育のマネジメントと革新 高等教育研究 第 17 集
日本高等教育学会研究紀要編集委員会
委員長　伊藤彰浩

玉川大学出版部 2014.5.30

データによる大学教育の自己改善―インスティテュー
ショナル・リサーチの過去・現在・展望―

早稲田教育叢書 29 沖清豪　岡田聡志 学文社 早稲田大学 2011.3.30

データ対話型理論の発見
調査からいかに理論をうみだすか

B. G. グレイザー　A. L. ストラウス 後藤隆　大出春江　水野筋夫 新曜社 2001.8.20 (初版第7刷)

医療専門家のためのコミュニケーション技術 Ann Faulkner 篠田雅幸　エドウィン L. カーティ 診断と治療社 2000.6.30

医学統計解析テクニック 祝部大輔　陶山昭彦 BNN 1993.11.29 (第4刷)

臨床データのまとめかた―研究計画から論文作成ま
で―

三宅由子 杏林書院 1992.3.10

医学への統計学 統計ライブラリー 丹後俊郎 古川俊之 朝倉書店 1986.3.20 (第5刷)

根拠に基づく医療―EBM の実践と教育の方法― 久繁哲徳 薬業時報社 1999.3.25

米国の医学教育と医療事情 荻島秀男　下村克郎 医学書院 1970.9.1

理学療法の本質を問う 奈良勲 医学書院 2002.7.1

「学び」の質を保証するアクティブラーニング―3 年間
の全国大学調査から―

河合塾 東信堂 2014.5.31
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大学開放論―センター・オブ・コミュニティ (COC) とし
ての大学―

出相泰裕 大学教育出版 2014.6.10

新しい時代の大学入試 繁桝算男 金子書房 2014.5.30

大学における「学びの場」づくり
よりよいティーチングのための７つの原理

スーザン A. アンブローズ, マイケル W. ブリッジ
ズ
ミケーレ ディピエトロ, マーシャ C. ラベット

栗田佳代子 玉川大学出版部 2014.7.20

学習支援のツボ―認知心理学者が教室で考えたこと
―

佐藤浩一 北大路書房 2014.6.20

大学生の規範意識と社会性の発達
山形大学学生不祥事防止検討プロジェクトの取り組
みから

小倉泰憲　福島真司　奥山千尋　栗原利文　門
馬甲兒

山形大学出版会 2014.6.30

大学生の学びを育む学習環境のデザイン―新しいパ
ラダイムが拓くアクティブ・ラーニングへの挑戦―

岩崎千晶 関西大学出版部 2014.3.31

持続可能な地域実現と大学の役割 地域公共人材叢書 第３期第１巻白石克孝　石田徹 日本評論社 2014.7.25

協同と表現のワークショップ―学びのための環境デ
ザイン―　〔第２版〕

茂木一司　上田信行　苅宿利文　佐藤優香　宮
田義郎

東信堂 2014.6.30

環境教育と開発教育
実践的統一への展望 : ポスト２０１５の ESD へ

持続可能な社会のた
めの環境教育シリー
ズ

〔5〕 鈴木敏正　佐藤真久　田中治彦 阿部治　朝岡幸彦 筑波書房 2014.7.15

主体的学び　創刊号 主体的学び研究所 東信堂 2014.4.15

タブレットは紙に勝てるのか　タブレット時代の教育 赤堀侃司 ジャムハウス 2014.7.21

発達障害のある人の大学進学　どう選ぶか　どう支え
るか

高橋知音 金子書房 2014.7.31

「学ぶ力」を育てる教育になにが欠けているか―「問
い」と「吟味」の力が授業を甦らせる

武田忠 星雲社 2014.6.20

教育工学への招待　教育の問題解決の方法論 赤堀侃司 ジャストシステム出版部 2004.2.20

就職に強い大学　2015 河島光平 読売新聞社 2014.7.20

学びとコンピュータ　ハンドブック CIEC 佐伯胖 東京電機大学出版局 2008.8.1

課題解決力と論理的思考力が身につく　プロジェクト
学習の基本と手法

鈴木敏恵 教育出版 2014.3.4

大学マネジメント改革
改革の現場―ミドルのリーダーシップ

篠田道夫　教育学術新聞編集部 ぎょうせい 2014.3.31

学生サポート大作戦―寄りそう学生支援― 北九大の挑戦 1 田部井世志子　生田カツエ 北九州市立大学 九州大学出版会 2014.6.16
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学習の本質―研究の活用から実践へ CECD 教育研究革新センター 立田慶裕　平沢安政 明石書店 2014.7.14

知識の創造・普及・活用―学習社会のナレッジ・マネ
ジメント

CECD 教育研究革新センター 立田慶裕 明石書店 2012.3.30

キャリアデザイン学への招待
研究と教育実践

金山喜昭　児美川孝一郎　武石恵美子 ナカニシヤ出版 2014.1.15

教師のための「教える技術」 向後千春 明治図書出版 2014.1

看護現場で使える教育学の理論と技法―個別指導
や参加型研修に役立つ１００のキーワード

中井俊樹 メディカ出版 2014.8.10

大学教育の質的転換に向けた実践ガイドブック
大学における特色のある教育事例の把握等に関する
研究調査

文部科学省 リベルタス・クレオ 2014.8.28

大学生のための教室英語表現 300 英語で授業シリーズ 2 中井俊樹 アルク 2013.2.15

ネットで学ぶ世界の大学　MOOC 入門 重田勝介 実業之日本社 2014.8.24

今、なぜ「大学改革」か？―私立大学の戦略的経営
の必要性―

水戸英則 丸善出版 2014.9.15

教師が変わる！　授業が変わる！
「ファシリテーション・グラフィック」入門

藤原友和 明治図書出版 2011.12

ファシリテーション・グラフィック 堀公俊　加藤彰 日本経済新聞出版社 2014.6.13

臨床実践力を育てる！　看護のためのシミュレーショ
ン教育

阿部幸恵 医学書院 2013.8.1

基礎から学ぶ統計解析―Excel 2010 対応―
Introduction to statistical analysis

沢田史子　杉森公一　大藪多可志 共立出版 2014.4.1

Journalism 2014 年 4 月号 通巻２８７号松本一弥 朝日新聞出版 2014.4.10

板書の極意　ファシステーション・グラフィックで楽しく
なる会議。

八木健夫 アメニモ 2008.4.1

アクティブラーニングと教授学習パラダイムの転換 溝上慎一 東信堂 2014.9.30

LTD 話し合い学習法 安永悟　須藤文 ナカニシヤ出版 2014.10.10

看護職としての社会人基礎力の育て方
専門性の発揮を支える３つの能力・１２の能力要素

箕浦とき子　高橋恵 日本看護協会出版会 2014.5.25

キャリアデザイン支援ハンドブック
伊藤文男　上西充子　大庭さよ　金井篤子　川
喜多喬　川﨑友嗣　玄田有史　児美川孝一郎
末廣啓子　中村恵　平林正樹　堀内泰利　脇坂

ナカニシヤ出版 2014..10.10
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

科学リテラシーを育むサイエンス・コミュニケーション
―学校と社会をつなぐ教育のデザイン―

鈴木真理子　楠見孝　都築章子　鳩野逸生　松
下佳代

北大路書房 2014.3.10

教育効果測定の実践―企業の実例をひも解く― 堤宇一 日科技連出版社 2012.3.24

ピアチューター・トレーニング
学生による学生の支援へ

谷川裕稔　石毛弓 ナカニシヤ出版 2014.3.30

～ファシリテーター　インストラクター　教員に役立つ
～
講師の技術

田中久夫 マネジメントアドバイスセンター 2014.10.15

学生の学力と高等教育の質保証 I 山内乾史 学文社 2012.9.10

学生の学力と高等教育の質保証 II 山内乾史　原清治 学文社 2013.12.25

アカデミック・スキルズ　第２版―大学生のための知
的技法入門

佐藤望 慶応義塾大学出版会 2014.5.30

アカデミック・スキルズ　学生による学生のためのダメ
レポート脱出法

慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談員 慶應義塾大学教養研究センター 慶応義塾大学出版会 2014.10.30

教育システムと社会―その理論的検討 広田照幸　宮寺晃夫 世織書房 2014.8.20

高校・大学から仕事へのトランジション
変容する能力・アイデンティティと教育

溝上慎一　松下佳代 ナカニシヤ出版 2014.8.30

活躍する組織人への探求
大学から企業へのトランジション

中原淳　溝上慎一 東京大学出版会 2014.7.31

 大学自らの総合力―理念と FD そして SD 寺崎昌男 東信堂 2010.6.10

学習支援と教師の仕事
中堅大学における学生支援のための FD 2

宇田川拓雄　福田薫　吉井明 五稜出版社 2012.11.29

理解するってどういうこと？
「わかる」ための方法と「わかる」ことで得られる宝物

エリン・オリヴァー・キーン 山元隆春　吉田新一郎 新曜社 2014.10.1

大学評価学会年報 『現代社会と大学評価』 第９・１０
合併号
大学経営／若者のキャリア形成

大学評価学会年報編集委員会 晃洋書房 2014.8.30

主体的学び　２号
特集　反転授業がすべてを解決するのか

２号 主体的学び研究所 東信堂 2014.11.20

形式的アセスメントと学力―人格形成のための対話
型学習をめざして

OECD 教育研究革新センター
有本昌弘
小田勝己　小田玲子　多々納誠子

明石書店 2011.3.14

脳から見た学習―新しい学習科学の誕生 OECD 教育研究革新センター
小泉英明
小山麻紀　徳永優子

明石書店 2010.12.12

世界を変える思考力を養う　オックスフォードの教え
方

首藤由之 朝日新聞出版 2014.7.30
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

キー・コンピテンシーの実践―学び続ける教師のため
に

立田徳裕 明石書店 2014.3.28

教育工学研究の方法 教育工学選書 第３巻 清水康敬　中山実　向後千春 ミネルヴァ書房 2012.7.30

遊ぶヴィゴツキー　生成の心理学へ ロイス・ホルツマン 茂呂雄二 新曜社 2014.9.20

高校生・受験生・大学生のための中堅大学活用術 宇田川拓雄 大学教育出版 2014.10.30

教育政策立案の国際比較
ユネスコ国際教育政
策叢書

1 ワディ・D・ハダッド 北村友人 東信堂 2014.8.29

グローバリゼーションと教育改革
ユネスコ国際教育政
策叢書

2 マーティン・カーノイ 吉田和浩 東信堂 2014.8.29

紛争・災害後の教育支援
ユネスコ国際教育政
策叢書

3 マーガレット・シンクレア 小松太郎 東信堂 2014.8.29

PROG 白書 2015 PROG 白書プロジェクト
学校法人河合塾・株式会社リア
セック

学事出版 2015.1.1

大学と社会貢献―学生ボランティア活動の教育的意
義

木村佐枝子 創元社 2014.12.10

高等教育におけるつながり・協働する学習環境デザ
イン―大学生の能動的な学びを支援するソーシャル
メディアの活用―

久保田賢一 晃洋書房 2013.5.10

反転授業が変える教育の未来―生徒の主体性を引
き出す授業への取り組み

反転授業研究会 明石書店 2014.12.15

塾・受験指導の国際比較
ユネスコ国際教育政
策叢書

4 マーク・ブレイ 鈴木慎一 東信堂 2014.8.29

高校生の数学力 NOW IX―2013 年基礎学力調査報
告―

東京理科大学数学教育研究所 科学新興新社／フォーラム・A 2014.10.10

学士力を保証するための学生支援―組織的取り組み
に向けて

地域創造研究叢書 15 愛知東邦大学地域創造研究所 唯学書房 2011.3.31

学生の「力」をのばす大学教育―その試みと葛藤 地域創造研究叢書 22 愛知東邦大学地域創造研究所 唯学書房 2014.11.10

法学部は甦る！（上）―初年次教育の改革 中川孝博 現代人文社 2014.11.20

高等教育における視学委員制度の研究―認証評価
制度のルーツを探る

林透 東信堂 2014.3.15

英語化するアジア 吉田耕作 名古屋大学出版会 2014.9.15

国際学力調査と教育政策
ユネスコ国際教育政
策叢書

6 T. Neville Postlethwaite 野村真作 東信堂 2015.1.15
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

幼児教育への国際的視座
ユネスコ国際教育政
策叢書

5 David P. Weikart 浜野隆 東信堂 2015.1.15

教育分権化の国際的潮流
ユネスコ国際教育政
策叢書

8 Noel F. McGinn, Thomas Welsh 西村幹子　笹岡雄一 東信堂 2015.1.15

オープンエデュケーション　知の開放は大学教育に何
をもたらすか

重田勝介 東京電機大学出版局 2014.12.10

対話が生まれる教室
―居場所感と夢中を保障する授業―

秋田喜代美 教育開発研究所 2014.5.20

「コンピテンシー・ベース」 を超える授業づくり
人格形成を見すえた能力育成をめざして

教育の羅針盤 4 安彦忠彦 図書文化社 2014.12.25

「自分事の問題解決」 をめざす理科授業 教育の羅針盤 3 村山哲哉 図書文化社 2013.11.1

グローバル教育財移動理論―大学教育の質保証と
国際化―

鈴木典比古　村中均 文真堂 2014.12.20

協同学習ツールのつくり方いかし方―看図アプローチ
で育てる学びの力―

鹿内信善 ナカニシヤ出版 2013.1.11

リーダーシップ・チャレンジ James M. Kouzes, Barry Z. Posner 金井壽宏　(解説)　関美和 (訳) 海と月社 2014.5.6

転換期の教育改革　グローバル時代のリーダーシッ
プ

ピーター・D・ハーショック　マーク・メイソン　ジョ
ン・N・ホーキンス

島川聖一郎　高橋貞雄　小原一仁 玉川大学出版部 2011.7.1

採用基準―地頭より論理的思考力より大切なもの 伊賀泰代 ダイヤモンド社 2014.2.17

活動性を高める授業づくり―協同学習のすすめ 安永悟 医学書院 2013.7.1

科学をどう教えるか―アメリカにおける新しい物理教
育の実践

池田和博 丸善出版 2013.9.30

自己形成の心理学―他者の森をかけ抜けて自己に
なる

溝上慎一 世界思想社 2013.2.28

先生のためのアイディアブック―協同学習の基本原
則とテクニック―

ジョージ・ジェイコブズ　マイケル・パワー　ロー・
ワン・イン

関田一彦 日本協同教育学会 2014.8.24

実践・LTD 話し合い学習法 中西健夫 ナカニシヤ出版 2012.8.1

【改訂新版】　学習の輪―学び合いの協同教育入門
―

ジョンソン, D. W.　ジョンソン, R. T.　ホルベック, E.
J.

石田裕久　梅原巳代子 二瓶社 2012.10.31

大学教育アントレプレナーシップ
新時代のリーダーシップの涵養

日向野幹也 ナカニシヤ出版 2013.6.30

FD ガイドブック　大学教員の能力開発 ケイ J. ガレスピー　ダグラス L. ロバートソン
監訳者 : 羽田貴史
訳者 : 今野文子　串本剛　立石慎
治　杉本和弘　佐藤万知

玉川大学出版部 2014.2.25
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

大学版 IR の導入と活用の実際 佛淵孝夫 実業之日本社 2015.2.16

大学生と留学生のための論文ワークブック 浜田麻里　平尾得子　由井紀久子 くろしお出版 1998.11.1

インストラクショナルデザイン
―教師のためのルールブック―

島宗　理 米田出版 2012.4.25

大学教員準備講座 高等教育シリーズ 149 夏目達也　近田政博　中井俊樹　齋藤芳子 玉川大学出版部 2012.8.20

研修 & セミナーで教える人のための
クリエイティブ・トレーニング・テクニック・ハンドブック

ロバート・パイク
監訳者 : 中村文子
訳者 : 藤原るみ

日本能率協会マネジメントセンター 2012.10.15

大学の授業をデザインする
大学生の日本語リテラシーをいかに高めるか

成田秀夫　大島弥生　中村博幸 ひつじ書房 2014.12.26

実践！　日本型ケースメソッド教育―企業力を鍛える
組織学習装置

髙木晴夫　竹内伸一 ダイヤモンド社 2006.12.7

はじめての教育効果測定
―教育研修の質を高めるために―

堤宇一 日科技連出版社 2011.6.3

現代アメリカにおける学力形成論の展開―スタンダー
ドに基づくカリキュラムの設計

石井英真 東信堂 2011.2.20

内向型人間の時代　社会を変える静かな人の力 スーザン・ケイン 古草秀子 講談社 2014.8.12

自己評価―「自己教育論」を超えて― 安彦忠彦 図書文化社 2005.9.30

世界のラーニング・コモンズ―大学教育と 「学び」 の
空間モデルー

溝上智恵子 樹村房 2015.3.23

高等教育改革　その後の 10 年 高等教育研究 第 18 集 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 玉川大学出版部 2015.5.30

教育研修ファシリテーター 堀公俊　加留部貴行 日本経済新聞出版社 2013.3.18

学習評価 室井尚 角川新書 2015.12.10

学生が変わるプロブレム・ベースド・ラーニング実践法
学びを深めるアクティブ・ラーニングがキャンパスを変
える

ダッチ，B．J．　グロー，S．E．　アレン，D．E．
監訳：　山田康彦　津田司
訳：　三重大学高等教育創造開発
センター

ナカニシヤ出版 2016.2.29

日本の大学の系譜
源流と変遷をたどる歴史秘話と広報戦略

高橋　誠 ジアース教育新社 2015.9.5

高等教育研究におけるIR 高等教育研究 第 19 集 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 玉川大学出版部 2016.5.30

協調学習とは―対話を通して理解を深めるアクティブ
ラーニング型授業

三宅　なほみ　　東京大学CoREF 　河合塾 北大路書房 2016.3.20
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文字を手書きさせる教育―「書写」に何ができるのか 鈴木　慶子 東信堂 2015,8,31

構成主義的な学びのデザイン G.W.ギャニオン　M..コレイ 菅原　良 青山ライフ出版株式会社 2015,8,18

メタ認知の促進と育成
概念的理解のメカニズムと支援

深谷　達史 北大路書房 2016.3.20

身体と教養
身体と向き合うアクティブ・ラーニングの探求

山本　敦久 ナカニシヤ出版 2016.3.31

授業力アップ
アクティブ・ラーニング

市坪　誠 実教出版株式会社 2016,5,20

戦略的大学教員養成ハンドブック 岩田　雅明 ぎょうせい 2016,2,25

大学の戦略的経営手法 岩崎　保道 大学教育出版 2016,4,20

アクティブ・ラーニングのデザイン 永田　敬　　林　一雅 東京大学出版会 2016,2,29

大学のIR 小林雅之　山田礼子 慶應義塾大学出版会株式会社 2016.4.25

主体的学び　特集　アクティブラーニングはこれでい
いのか

主体的学び ４号 主体的学び研究所 東信堂 2016.5.20

主権者の協同社会へ
新時代の大学教育と大学生協

庄司　興吉 東信堂 2016.7.15

混ぜる教育
８０か国の学生が学ぶ立命館アジア大平洋大学APU
の秘密

崎谷　実穂　　柳瀬　博一 日経ＢＰ社 2016.5.23

PROG 白書 2016
現代社会をタフに生き抜く新しい学力の育成と評価

PROG 白書プロジェクト 学事出版株式会社 2016.6.15

大学教育の体系化 生和　秀敏・大学基準協会 東信堂 2016.10.20

高等教育機会の地域格差 朴澤　泰男 東信堂 2016.2.28

大学入試改革
海外と日本の現場から

読売新聞教育部 中央公論新社 2016.7.10

なぜ「教えない授業」が学力を伸ばすのか 山本　崇雄 日経ＢＰ社 2016.7.4

かかわりを拓くアクティブ・ラーニング
共生への基盤づくりに向けて

山地　弘起 株式会社ナカニシヤ出版 2016.8.30

世界ランキングと知の序列化
大学評価と国際競争を問う

石川　真由美 京都大学学術出版会 2016.3.31
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新制大学の誕生　下
大衆高等教育への道

天野　郁夫 名古屋大学出版会 2016.8.10

新制大学の誕生　上
大衆高等教育への道

天野　郁夫 名古屋大学出版会 2016.8.10

なぜ日本の大学には工学部が多いのか
理系大学の近現代史

功刀　滋 講談社 2016.7.22

ピア・サポート実践マニュアル　Kids Helping Kids トレバー・コール バーンズ亀山静子　矢部文 川島書店 2002.4.30

国際流動化時代の高等教育 松塚ゆかり ミネルヴァ書房 2016.6.20

大学評価の体系化 生和　秀敏・大学基準協会 東信堂 2016.10.20

超１流になるのは才能か努力か？ アンダース・エリクソン　ロバート・プール 土方奈美 文藝春秋 2016.7.30

メタ認知の教育学
生きる力を育む創造的数学力

OECD 教育研究革新センター 篠原真子　他 明石書店 2015.8.8

学びのイノベーション
21世紀型学習の創発モデル

OECD 教育研究革新センター 有本昌弘 明石書店 2016.9.22

21世紀型学習のリーダーシップ
イノベ―ティブな学習環境をつくる

OECD 教育研究革新センター 木下江美　布川あゆみ 明石書店 2016.9.28

経験資本と学習
首都圏大学生949人の大規模調査結果

岩崎　久美子　他 明石書店 2016.5.26

私立大学に何が起こっているのか
‐「成長」を超えた「発展」か、忍び寄る「破綻」か‐

岡本　史紀 成文堂 2016.7.1

職業人教育と教育工学 中山　実　　鈴木　克明 ミネルヴァ書房 2016.7.10

大正新教育の思想
生命の躍動

橋本　美保　　田中　智志 東信堂 2015.7.3

スウェーデンにおける高校の教育課程改革　専門性
に結びついた共通性の模索

本所　恵 新評論 2016.3.10

科学のミスコンダクト―科学者コミュニティの自律をめ
ざして―

黒川清　久保田弘敏　御園生誠　佐藤学　藤本
強　池内了　角田文男　ヴィルフリート・ポート
武田隆二　尾関章　森英樹　浅倉むつ子　鈴木
蔣太郎　笠木伸英

日本学術協力財団 2006.9.8

APA倫理規準による心理学倫理問題事例集 トマス・F・ネイギー 村本証司　浦谷計子 創元社 2007.9.20

大学の教育力―何を教え、学ぶか― 金子元久 ちくま新書 2007.9.10

若者はなぜ3年で辞めるのか？年功序列が奪う日本
の未来

城繁幸 光文社新書 2006.11.5
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世界大学ランキングと知の序列化　大学評価と国際
競争を問う

石川　真由美 京都大学学術出版会 2016.3.31

資質・能力と学びのメカニズム 奈須　正裕 株式会社東洋館出版社 2017.5.30

「まなび」の時代へ　地球市民への学び・３０の現場 ワークショップ・ミュー 小学館 1999.12.20

テストの科学　試験にかかわるすべての人に 池田　央 株式会社教育測定研究所 2007.12.10

学習ガイドブック　教育の技術と方法　チームによる
問題解決のために

西之園晴夫・宮田仁・望月紫帆 株式会社ミネルヴァ書房 2007.4.20

アクティブトランジション　働くためのウォーミングアッ
プ

舘野奏一・中原淳 株式会社　三省堂 2016.4.20

高等教育研究のニューフロンティア 高等教育研究 第 20 集 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 玉川大学出版部 2017.7.31

物理を教える　物理教育研究と実践に基づいたアプ
ローチ

R.Dナイト 並木雅俊 丸善出版株式会社 2017.2.28

質保証時代の高等教育　続 山本眞一 株式会社ジアーズ教育新社 2017.11

生涯学習時代の成人教育　学習支援へのアドヴォカ
シー

明石ライブラリー 42 渡邊洋子 株式会社明石書店 2002.9.30

Frames of Mind Howard Gardner BASIC BOOKS 1983

生命倫理と法Ⅱ 樋口範雄　岩田太 株式会社　弘文堂 2007.12.30

大学の教育力　何を教え学ぶか 金子元久 ちくま新書 2007.9.10

若者はなぜ3年で辞めるのか？　年功序列が奪う日
本の未来

城繁幸 株式会社光文社 2006.9.20

科学のミスコンダクト　カガクシャコミュニティの自律を
めざして

財団法人　日本学術協力財団 株式会社　ビュープロ 2006.9.8

APA倫理規準による心理学倫理問題事例集 トマス.F.ネイギー 村本詔司 株式会社創元社 2007.9.20

大学における海外体験学習への挑戦 小島進　藤原孝章 株式会社ナカニシヤ出版 2017.12.15

アクティブラーニング型授業としての反転授業 実践
編

森朋子　溝上慎一 株式会社ナカニシヤ出版 2017.5

ライト・アクティブラーニングのすすめ 橋本勝 株式会社ナカニシヤ出版 2017.12.31
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アクティブラーニング型授業としての反転授業　理論
編

森朋子　溝上慎一 株式会社ナカニシヤ出版 2017.5

主体的学び　アクティブラーニングを大学から社会へ 5 主体的学び研究所 主体的学び研究所 2017/12

現代学力テスト批判　実態調査・思想・認識論からの
アプローチ

北野秋男　下司晶　小笠原喜康 株式会社東信堂 2018.1

「学びの責任」は誰にあるのか　「責任の移行モデル」
で授業が変わる

ダグラス・フィッシャー＆ナンシー・フレイ 吉田新一郎 株式会社新評論 2017.11.25

共同学習を支えるアセスメントと評価 ジョンソン, D. W.　ジョンソン, R. T. 石田裕久 日本共同教育学会 2016.11

英語学習ポートフォリオの理論と実践　自立した学習
者をめざして

清田洋一 株式会社くろしお出版 2017.9

理想の授業づくり 上條晴夫 株式会社ナカニシヤ出版 2017/4

失敗事例から学ぶ大学でのアクティブラーニング
アクティブラーニング
シリーズ

7 亀倉正彦 株式会社東信堂 2016.3

アクティブラーニングをどう始めるか
アクティブラーニング
シリーズ

6 成田秀夫 株式会社東信堂 2016.3

高等学校におけるアクティブラーニング　事例編
アクティブラーニング
シリーズ

5 溝上慎一 株式会社東信堂 2016.3

高等学校におけるアクティブラーニング　理論編
アクティブラーニング
シリーズ

4 溝上慎一 株式会社東信堂 2016.3

アクティブラーニングの評価
アクティブラーニング
シリーズ

3 松下佳代　石井英真 株式会社東信堂 2016.3

アクティブラーニングとしてのPBLと探求的な学習
アクティブラーニング
シリーズ

2 溝上慎一　成田秀夫 株式会社東信堂 2016.3

アクティブラーニングの技法・授業デザイン
アクティブラーニング
シリーズ

1 安永悟　関田一彦　水野正朗 株式会社東信堂 2016.3

リーダーシップの探求　変化をもたらす理論と実践
スーザン・R・コミベズ　ナンス・ルーカス　ティモ
シー・R・マクマホン

早稲田大学出版部 2017.8

9プリンシブル　加速する未来で勝ち残るために 伊藤穰一　ジェフ・ハウ 山形浩生 株式会社早川書房 2017.7

専門職としての教師教育者　教師を育てる人の役
割、行動と成長

ミーケ・ルーネンベルク　ユリエン・デンヘリンク
フレット・A・J・コルトハーヘン

武田信子　山辺恵理子 玉川大学出版部 2017.11

ネオリベラル期教育の思想と構造　書き換えられた教
育の原理

福田誠治 株式会社東信堂 2017.12

学習者中心の教育　アクティブラーニングを活かす大
学授業

メルリン・ワイマー 関田一彦　山崎めぐみ 株式会社勁草書房 2017.3
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アクティブラーニングのための心理学　教室実践を支
える構成主義と社会的学習理論

アラン・プリチャード　ジョン・ウーラード 田中俊也 北大路書房 2017.3

SCHOOLS THAT LEARN Peter SENGE,Nelda CAMBRON‐McCABE Crown Business 2012

テストは何を測るのか　項目反応理論の考え方 光永悠彦 株式会社ナカニシヤ出版 2017.2

大学教育アントレプレナーシップ　いかにリーダーシッ
プ教育を導入したか

日向野幹也　松岡洋祐 ブックウェイ 2017/12

教育の方法と技術 田中俊也 株式会社ナカニシヤ出版 2017.10

創造するマネージャー‐ケース・メゾット学習法‐ 坂井正廣　吉田優治 株式会社白桃書房 1997.7

ケース・メソッドに学ぶ　経営の基礎 坂井正廣　村本芳朗 株式会社白桃書房 1993.10

ビジネスケースブック　２ 『一橋ビジネスレビュー』編集部 東洋経済新報社 2003

ケースメソッドによる学習 百海正一 学文社 2009

経営学教育の理論と実践　ケース・メソッドを中心とし
て

文眞堂現代経営学選
集

10 坂井正廣 文眞堂 1996

MBAのためのケース分析 小樽商科大学ビジネススクール 同文舘 2004

ケース・メソッド経営教育論
文眞堂現代経営学選
集

5 村本芳朗 文眞堂 1982

教師のためのケースメソッド教育 岡田加奈子　竹鼻ゆかり 少年写真新聞社 2011

ケースメソッドによる公衆衛生教育 4 矢野栄二　竹内武昭 篠原出版新社 2008

MBA流ケースメソッドで学ぶ　医療経営入門 渋谷明隆 日経BP社 2014

ケースメソッドで学ぶ　ヘルスプロモーションの政策開
発‐政策化・施策化のセンスと技術‐

石井敏弘　,  櫃本 真聿 ライフ・サイエンス・センター 2001

留学生のためのケースで学ぶ日本語　問題発見解決
能力を伸ばす

宮崎七湖 株式会社ココ出版 2016

MBA流ケースメソッドで学ぶ　医療経営入門Ⅱ 渋谷明隆 日経BP社 2015

ビジネスコミュニケーションのためのケース学習 解説編 近藤彩 株式会社ココ出版 2015
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ビジネスコミュニケーションのためのケース学習 教材編 近藤彩 株式会社ココ出版 2015

経営教育研究 19,1 日本マネジメント学会機関誌委員会 学文社 2016

ケースメソッドによる公衆衛生教育 3 矢野栄二　苅田香苗　川上憲人 篠原出版新社 2006

ケースメソッドによる公衆衛生教育 2 矢野栄二　山内泰子 新日本印刷株式会社 2003

ケースメソッドによる公衆衛生教育 5 矢野栄二　竹内武昭 篠原出版新社 2011

世界のビジネス・スクールで採用されている　ケース・
メソッド教授法

ルイスB.バーンズ　C.ローランド・クリステンセン　
アビーJ.ハンセン

高木晴夫 ダイヤモンド社 2010

世界のビジネス・スクールで採用されている　入門
ケース・メソッド学習法

ウィリアム・エレット 斎藤聖美 ダイヤモンド社 2010

次世代スクールリーダーのための　ケースメソッド入
門

日本教育経営学会実践推進委員会 花書院 2014

経営者育成の理論的基盤　‐経営技能の習得とケー
ス・メソッド‐

辻村宏和 文眞社 2001

でんでんむし　3.11東日本震災を伝える～ケースメ
ソッドで防災教育を～

穂屋下　茂 五絃社 2015

よくわかる経営理論・CSRのケースメソッド 岡部幸徳 白桃書房 2014

ハーバード流　バリュー投資 エドガー・ヴァンヘンハイム3世 藤原玄 パンローリング株式会社 2017

ケースメソッドによる土佐市の学校改革　討論授業が
中学校の授業を変える

竹内伸一 学事出版 2015

世界のビジネス・スクールで採用されている　ケース・
スタディ日本企業事例集

ハーバード・ビジネス・スクール ダイヤモンド社 2010

教師のためのケースメソッドで学ぶ実践力 川野司 昭和堂 2012

人事戦略のためのアセスメント・センター　予測・診
断・開発の理論と実践

ジョージ・C・ソーントン3世　デボラ・E・ラップ 廣瀬紳一　渡辺直登 中央経済社 2014

組織化技能論と問題発生図式 辻村宏和 成文社 1997

ケース・メソッドで学ぶ　文章上達法 松永美弘 学文社 2006

新企業体制と経営者教育 日本経営教育学会 学文社 2002
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ケースメソッド教授法入門 竹内伸一 慶応義塾大学出版会 2010

実践的経営戦略論 松永美弘 学文社 2004

専門家として教師を育てる 佐藤学 岩波書店 2015

ハーバード戦略教室 シンシア・モンゴメリー 野中香方子 文藝春秋 2014

家族農業経営の底力 金沢夏樹 農林統計協会 2003

英語で読み解くハーバードAMP 藤井正嗣 株式会社DHC 2002

ケースブック　地方発企業の挑戦 板倉宏昭 税務経理協会 2005

一橋MBA　戦略ケースブック 沼上幹 東洋経済新報社 2015

教師力を鍛えるケースメソッド１２３ 赤井悟　柴本枝美 ミネルヴァ書房 2014

CSR経営戦略
アクティブラーニング
シリーズ（ケースメソッ
ド）授業テキスト

大田住吉　佐々木公之 デザインエッグ株式会社 2017

経営戦略Ⅱ
アクティブラーニング
シリーズ（ケースメソッ
ド）授業テキスト

大田住吉　佐々木公之 デザインエッグ株式会社 2017

ものづくりと経営戦略
アクティブラーニング
シリーズ（ケースメソッ
ド）授業テキスト

大田住吉　佐々木公之 デザインエッグ株式会社 2017

ケースメソッド実践原理 L.B.バーンズ　C.R.クリステンセン　A.J.ハンセン 高木晴夫 ダイヤモンド社 1997

ケース・メソッド入門 ケースブック 1 石田英夫　星野裕志　大久保隆弘 慶應義塾大学出版会 2007

日本型ロースクールにおける教育方針 日弁連法務研究財団 商事法務 2005

人間・組織・管理 坂井正廣 文眞堂 1979

アクティブラーニングに導く　ＫＰ法実践 川嶋直　皆川雅樹 みくに出版 2016

主体的学び　アクティブラーニングを大学から社会へ 5 主体的学び研究所 主体的学び研究所 2017

メイク・スペース　スタンフォード大学dスクールが実践
する創造性を 大化する「場」のつくり方

スコット・ドーリー　スコット・ウットフト 藤原朝子 CCCメディアハウス 2012
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大学教育の在り方を問う 山田宣夫 東信堂 2016

課題解決型授業への挑戦 伊吹勇亮　木原麻子 ナカニシヤ出版 2017

思考する歴史教育への挑戦　
暗記型か、思考型か、揺れるアメリカ

川上具美 一般財団法人　九州大学出版会 2018

学生力を高める　eポートフォリオ
成功への再始動

松葉龍一　小村道昭
学校法人　東京電機大学
東京電機大学出版局

2018

大学初年次における日本語教育の実践
大学における学習支援への挑戦３

仲道雅輝　山下由美子　湯川治敏　小松川 浩 株式会社ナカニシヤ出版 2018.03.30

教育による社会的正義の現実
アメリカの挑戦（1945～1980）

ダイアン・ラヴィッチ 末藤　美津子 株式会社　東信堂 2011.05.06

高校生たちのゆくえ
学校パネル調査からみた進路と生活の30年

尾嶋史章　荒牧草平 世界思想社 2018.03.10

国立大学職員の人事システム
管理職への昇進と能力開発

渡辺恵子 株式会社　東信堂 2018.02.25

学習設計マニュアル
「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　美馬のゆり 株式会社　北大路書房 2018.03

ライティングの高大接続
高校・大学で「書くこと」を教える人たちへ

渡辺哲司　島田康行 株式会社　ひつじ書房 2017.06.23

学生とともに創る臨床実習指導ワークブック 第２版 藤岡完治　安酸史子　村島さい子　中津川順子 株式会社　医学書院 2013.02.15

看護教員のための授業設計ワークブック 藤岡完治 株式会社　医学書院 2014.09.15

看護のための教育学 中井俊樹　小林忠資 株式会社　医学書院 2015.12.01.

アクティブラーニングをこえた看護教育を実現する
与えられた学びから　意志ある学びへ

鈴木敏恵 株式会社　医学書院 2016.08.01

グローバル社会における高度教養教育を求めて 羽田貴史 東北大学出版 2018.03.27

たのしい著作権法 国立大学法人　山口大学 有限会社　山口ティー・エル・オー 2018.03.20

21世紀の学習者と教育の４つの次元 C.ファデル M.ビアリック　B.トリリング 岸　学　関口貴裕　細川太輔 株式会社　北大路書房 2016.09.10

適（OPTIMAL)モデルによるインストラクショナルデ
ザイン　ブレンド型eラーニングの効果的な手法

鄭仁星　久保田賢一　鈴木克明
学校法人　東京電機大学
東京電機大学出版局

2008.04.30

学習の本質　研究の活用から実践へ OECD 教育研究革新センター 立田慶裕　平沢安政、他 明石書店 2013.03.27
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課題解決力と論理的思考力が身につく
プロジェクト学習の基本手法

鈴木敏恵 教育出版 2012.02.08

大学生の主体的学びを促すカリキュラム・デザイン
アクティブ・ラーニング組織的展開にむけて

佐藤浩章・山田剛史・樋口健 ナカニシヤ出版 2016.06.30

ティール組織
マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現

フレデリック・ラルー 鈴木立哉 英治出版 2018.01.31

これからの大学経営
ガバナンス、マネジメント、リーダーシップ

山﨑その　宮嶋恒二　伊多波良雄 晃洋書房 2018.02.20

えんたくん革命　
１枚の段ボールがファシリテーションと
対話と世界を変える

川嶋　直　
中野　民夫

株式会社　みくに出版 2018.04.30

越境的学習のメカニズム
実践共同体を住環しキャリア構築する
ナレッジ・ブローカーの実像

石山　恒貴 福村出版 2018.01.25

私たちは子どもに何ができるのか ポール・タフ 高山　真由美 英治出版株式会社 2017.09.10

アクティブ・ラーニングの理論と実践 行安　茂 株式会社　北樹出版 2018.0401

アンビエント・ファインダビリティ
ウェブ、検索、そしてコミュニケーションをめぐる旅

peter Morville 浅野　紀予 株式会社　オライリー・ジャパン 2006.04.24

看護教育実践シリーズ2
授業設計と教育評価

看護教育実践シリー
ズ

2 中井俊樹　服部律子 医学書院 2018.03.01

看護教育実践シリーズ3
授業方法の基礎

看護教育実践シリー
ズ

3 中井俊樹　小林忠資 医学書院 2017.08.15

IP　インタープロフェッショナル
保健・医療・福祉専門職の連携教育と・実践
①IPの基本と原則

ラーニングシリーズ 藤井博之 株式会社　共同医書出版社 2018.03.27

IP　インタープロフェッショナル
保健・医療・福祉専門職の連携教育と・実践
②教育現場でIPを実践し学ぶ

ラーニングシリーズ 矢谷令子 株式会社　共同医書出版社 2018.03.27

IP　インタープロフェッショナル
保健・医療・福祉専門職の連携教育と・実践
③連携を学びはじめる人のためのIP入門

ラーニングシリーズ 大嶋伸雄 株式会社　共同医書出版社 2018.03.27

IP　インタープロフェッショナル
保健・医療・福祉専門職の連携教育と・実践
④臨床現場でIPを実践し学ぶ

ラーニングシリーズ 藤井博之 株式会社　共同医書出版社 2018.03.27

IP　インタープロフェッショナル
保健・医療・福祉専門職の連携教育と・実践
⑤地域における連携・協働　事例集　
対人援助の臨床から学ぶIP

ラーニングシリーズ 吉浦　輪 株式会社　共同医書出版社 2018.03.27

リベラル・アーツの源泉を訪ねて 絹川　正吉 東信堂 2018.06.20

教育実践演習　ワークブック
ポートフォリオで教師力アップ

西岡加名恵　石井英真　川地亜弥子　北原琢也 ミネルヴァ書房 2013.06.10
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

学校改善マネジメントと教師の力量形成 八尾坂　修 第一法規 2004.07.30

研修開発入門
研修転移の理論と実践

中原　敦　島村公俊　鈴木英智佳　関根雅泰 ダイヤモンド社 2018.06.20

ビデオによるリフレクション入門　
実践の多義創発性を拓く

佐伯　胖　刑部郁子　苅宿俊文 東京大学出版会 2018.05.23

社会情動的スキル　学びに向かう力 経済協力開発機構（OECD) 明石書店 2018.05.12

リーダーシップ教育のフロンティア　【研究編】
高校生・大学生・社会人を成長させる
「全員発揮のリーダーシップ」

舘野　泰一　高橋俊之 中原　淳 北大路書房 2018.06.10

リーダーシップ教育のフロンティア　 【実践編】
高校生・大学生・社会人を成長させる
「全員発揮のリーダーシップ」

舘野　泰一　高橋俊之 中原　淳 北大路書房 2018.06.10

対話的組織開発
：その理論的系譜と実践

ジャルヴァース・R・ブッシュ
ロバート・J・マーシャク

英治出版 2018.07.07

真正の学び/学力
質の高い知をめぐる学校再建

フレッド・M・ニューマン 春風社 2018.02.07

ナレッジ・ブローカー
組織内専門人材のキャリアと学習
‐組織を越境する新しい材像‐

石山　恒貴
公益財団法人　日本生産性
本部
生産性労働情報センター

22013.12

授業づくりネットワーク
越境する授業　オルタナティブ教育に学ぶ

№27
通巻335

藤川　大祐 学事出版株式会社 2017.10.01

人と組織の「アイデア実行力」を高める
OST　オープンスペーステクノロジー
実践ガイド

香取　一昭 英治出版株式会社 2018.06.18

平成29年度　全国大学一覧 文部科学省
（株）地域科学研究会　
高等教育情報センター

2018.04.25

学習科学ハンドブック　［第二版］　
基礎/方法論

学習科学ハンドブック 第1巻 R.Kソーヤー
秋田喜代美　森敏昭　大島順　白
水始

（株）北大路書房 2018.06.20

学習科学ハンドブック　［第二版］　
効果的な学びを促進する実践/共に学ぶ

第2巻 R.Kソーヤー
秋田喜代美　森敏昭　大島順　白
水始

（株）北大路書房 2016.10.10

学習科学ハンドブック　［第二版］　
領域専門知識を学ぶ/学習科学研究を教室に持ち込
む

第3巻 R.Kソーヤー
秋田喜代美　森敏昭　大島順　白
水始

（株）北大路書房 2017.09.10

成績をハックする
評価を学びにいかす10の方法

スターサックシュタイン 高瀬裕人　吉田新一郎 株式会社　新評論 2016.06.30

新しい教育評価入門
人を祖育てる評価のために

西岡加名恵　石井英真　田中耕治 有斐閣コンパクト 2015.04.01

みんなで「深い学び」を達成する授業
形成的アセスメントで子どもが自ら学びを把握し改善
する

安藤輝次 株式会社　図書文化社 2018.03.31

大学辞典
児玉善仁　赤羽良一　岡山茂　川島啓二　木戸
裕
斎藤泰雄　舘昭　立川明

株式会社平凡社 2018.6.22
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書名 シリーズ名 巻号 編著者 監・訳者 発行所 大学名 発行年

高等教育研究
学生多様化の現在

高等教育研究 第 21 集 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 玉川大学出版部 2018.05.25

深い学びを促進する
ファシリテーションを学校に！

青木将幸 ほんの森出版株式会社 2018.07.07

PBL(Problem‐based Learning)
学びに可能性ひらく授業づくり
日常生活の問題から確かな学力を育成する

L.トープ　セ‐ジ 伊藤通子　定村誠　吉田新一郎 （株）北大路書房 2017.09.10

知識社会の学校と教師
不安定な時代における教育

アンディ・ハーグリーブス 木村優　篠原岳司　秋田喜代美 金子書房 2015.02.23

グローバル教育の授業設計とアセスメント 石森　広美 学事出版株式会社 2013.12.21

大学教育再生とは何か
大学教授職の日米比較

有本　章 玉川大学出版部 2016.11.01

カリキュラムと目的　学校教育を考える デッカー・F・ウォーカー　ジョナス・F・ソルティス 佐藤隆之　森山賢一 玉川大学出版部 2015.03.25

世界のイノベーターはどう育つのか
子供の可能性を伸ばすもの・つぶすもの

トニー・ワグナー 藤原朝子 英治出版 　2014.05.15

反教養の理論
大学改革の錯誤

叢書・ウニベルシタス 1061 コンラート・パウル・リースマン 斎藤成夫/齋藤直樹 法政大学出版局 2017.07.14

グローバリゼーションとカリキュラム革命
海外の研修者が見た「総合的な学習の時間」

ラリー・マクドナルド 下田勝司 （株）東信堂 2016.02.26

学校インターンシップの科学
大学の学びと現場の実践をつなぐ教育

田島充士　中村直人　溝上慎一　森下覚 ナカニシヤ出版 2016.03.30

アメリカの高等教育
HIGHER　EDUCATION　IN　AMERICA

高等教育シリーズ 168 デレック・ボック 宮田由紀夫 玉川大学出版部 2015.07.10

ファシリテーター・トレーニング　第2版
自己実現を促す教育ファシリテーションへのアプロー
チ

津村俊充　石田裕久 南山大学人文学部心理人間学科 ナカニシヤ出版 2010.12.25

プロセス・エデュケーション
学びを支援するファシリテーションの理論と実際

　 津村俊充 金子書房 2012.10.31

世界のエリートが今一番入りたい大学　ミネルバ
Minerva Schools at KGI

山本秀樹 ダイヤモンド社 2018.07.11

あなたの心配ごとを話しましょう
Taking up One's Worries 響きあう対話の世界へ

トム・エーリク・アーンキル　エサ・エーリクソン 髙橋睦子 日本評論社 2018.07.25

対話のことば　
オープンダイアローグに学ぶ
問題解消のための対話の心得

井庭崇　長井雅史 丸善出版株式会社 2018.07.20

U理論［第二版］　
過去や偏見にとらわれず、
本当に必要な「変化」を生み出す技術

C・オットー・シャーマー 中土井　僚　由佐美加子 英治出版 2017.12.25

大学教育における教員の省察
持続可能な教授活動改善の理論と実践

大山牧子 ナカニシヤ出版 2018.03.31
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主体的・対話的で深い学びの環境とICT
アクティブ・ラーニングによる資質・能力の育成

久保田賢一　今野貴之 東信堂 2018.06.20

グローバル社会における日本の大学教育
全国大学調査からみえてきた現状と課題

河合塾 東信堂 2018.03.20

学習評価
シリーズ　大学の教
授法4

中島英博 玉川大学出版部 2018.0610

アクティブラーニング批判的入門
大学における学習支援への挑戦4

中園篤典　谷川裕稔 ナカニシヤ出版 2018.08.31

研修デザインハンドブック 中村文子　ボブ・パイク 日本能率協会マネジメントセンター 2018.06.10

主体性育成の観点から
アクティブラーニングを考え直す

後藤文彦 ナカニシヤ出版 2018.08.31

文系大学教育は仕事の役に立つのか
職業的レリバンスの検討

本田由紀 ナカニシヤ出版 2018.08.31

コミュニティ・オブ・プラクティス 
: ナレッジ社会の新たな知識形態の実践

エティエンヌ・ウェンガー, リチャード・マクダーモッ
ト, ウィリアム・M・スナイダー

 櫻井祐子 翔泳社 2002.12.17

イギリス大学経営人材の養成 高野篤子 東信堂 20180220

学びと成長の講話シリーズ第2巻
学習とパーソナリティ
「あの子はおとなしいけど成績いいんですよね！」を
どう見るか

学びと成長の講話シ
リーズ

第2巻 溝上慎一 東信堂 2018.10.15

カレッジ（アン）バウンド
‐米国高等教育の現状と近未来のパノラマ‐

ジェフリー・J・セリンゴ 船守美穂 東信堂 2018.08.30

看護教育実践シリーズ4
アクティブラーニングの活用

看護教育実践シリー
ズ

4 小林忠資　鈴木玲子 医学書院 2018.09.01

グループワーク　その達人への道 三浦真琴 医学書院 2018.08.15

大学生白書2018
いまの大学教育では学生を変えられない

溝上慎一 東信堂 2018.08.10

大学生白書2018
いまの大学教育では学生を変えられない

溝上慎一 東信堂 2018..08.10

大学生のためのディベート入門
倫理的思考を鍛えよう

内藤真理子　西村由美 ナカニシヤ出版 2018.09.30

これから研究を書くひとのためのガイドブック 佐渡島紗織 吉野亜矢子 ひつじ書房 2008.05.20

文章チューターリングの理念と実践
早稲田大学ライティング・センターでの取り組み

佐渡島紗織 太田裕子 ひつじ書房 2013.03.28

ＬｅａｒｎＢｅｔｔｅｒ　
頭の使い方が変わり、学ぶが深まる　6つのステップ

アーリック・ボーザー 月谷真紀 英治出版 2018.07.26
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学修成果への挑戦
地方大学からの教育改革

濱名　篤 東信堂 2018.09.29

研究指導
シリーズ　大学の教
授法5

5 近田政博 玉川大学出版部 2018.03.25

大学教学マネジメントの自律的構築
主体的学びへの大学創造20年史

関西国際大学編　濱名　篤 東信堂 2018.09.29

ワークショップをとらえなおす 加藤 文俊 ひつじ書房 2018.06.26

教育と比較の眼 江原 武一 東信堂 2018.06.10

看護教育に活かす
ルーブリック評価　実践ガイド

森田敏子　上田伊左子 メヂカルフレンド社 2018.04.25

越境する対話と学び
異質な人・組織・コミュニティをつなぐ

香川秀太　青山征彦 新曜社 2015.05.15

組織開発の探究
理論に学び、実践に活かす

中村 淳　中村和彦 ダイヤモンド社 2018.10.17

EdTechが変える教育の未来
Education×Technology

佐藤昌宏 株式会社インプレス 2018.10.21

今えらぶなら、地方小規模私立大学！
偏差値による進路選択からの脱却

案澤真央 株式会社レゾンクリエイト 2018.10.19

主体的に学び意欲を育てる
数学改善のすすめ

林徳治　藤本光司　若杉翔太 ぎょうせい 2018.04.15

進化する初年次教育 初年次教育学会 世界思想社 2018.09.20

思考を鍛える大学の学び入門
理論的な考え方・書き方からキャリアデザインまで

井下千以子 株式会社キャップス 2017.04.28

未来を創る「プロジェクト学習」のデザイン 美馬のゆり　冨永敦子　田柳恵美子 公立はこだて未来大学 2018.09.30

学生・教職員・自治体職員・地域住民のための
地域連携PBLの実践

田中　優 ナカニシヤ出版 2018.12.31

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 (株)北大路書房 2019.03.20

大学教育における高次の統合的な能力の評価
量的vs.質的、直接vs.間接の二項対立を超えて

斉藤　有吾 株式会社東信堂 2019.03.28

子どもと教師のためのカリキュラム論 金井香里　佐藤英二　岩田一正　高井良健一 株式会社　成文堂 2019.03.30

Appleのデジタル教育 ジョン・カウチ　ジェイソン・ダウン 花塚恵 かんき出版 2019.03.18
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大学卒業研究ゼミの質的研究　先輩・後輩関係がつ
くる学びの文化への状況的学習論からのアプローチ

山田嘉徳 ナカニシヤ出版 2019.03.30

研修アクティビティハンドブック参加者のモチベーショ
ンを引き出す学習テクニック

中村文子　ボブ・パイク 日本能率協会マネジメントセンター 2019.03.30

「主体的・対話的で深い学び」をデザインする「学びの
再構成」

新潟大学教育学部附属新潟中学校研究会 東信堂 2019.03.28

大学入試における「主体性」の評価
‐その理念と現実‐

高等教育ライブラリ 15 東北大学高度教養教育・学生支援機構 東北大学出版会 2019.03.22

リフレクティブ・プラクティス入門 玉井健　渡辺敦子　浅岡千利世 ひつじ書房 2019．03.15

大学職員論叢 第7号 公益財団法人大学基準協会 公益財団法人大学基準協会 2019.03.31

長期学外学習のデザインと実習
学生をアクティブにする

澤邊　潤　　木村裕斗　　松井克浩 東信堂 2019．05.10

グローバルに問われる日本の大学教育成果 加藤真紀　喜始照宣 東信堂 2019．03.05

クリエイティブ・ラーニング　創造社会の学びと教育 鈴木寛　岩瀬直樹　今井むつみ　市川力 慶應義塾大学出版会 2019．04.10

教師の勝算強い嫌いを好きにする9の法則 Daniel T. Wilingham 恒川　正志 東洋経済新報社 2019．05.01

アクティブラーニングを支えるカウンセリング24の基本
スキル

小林昭文 ほんの森出版株式会社 2016.07.10

失敗から学ぶ
大学生のレポート作成法

近藤裕子　由井恭子　春日美穂 株式会社　ひつじ書房 2019.04.01

高等教育と金融市場 高等教育研究 第22集 日本高等教育学会研究紀要編集委員会 玉川大学出版部 2019.05.31

測りすぎ　なぜパフォーマンス評価は失敗するのか？
The Tyranny of Metrics

ジュリー・Z・ミュラー 松本裕 株式会社　みすず書房 2019.06.21

Active Learning
医療・福祉をめぐる法と制度

岡野大輔 学術研究出版 2019.03.28

SCRUM BOOT CAMP THE BOOK 西村直人　永瀬美穂　吉羽龍太郎 株式会社　翔泳社 2019.02.05

大学総合研究センターの今
教育改革に挑む早稲田

姉川恭子　石井雄隆　山田晃久 株式会社　早稲田大学出版部 2019.03.15

授業を活性化するLTD
協同を理解し実践する紙上研修会

安永 悟 株式会社　医学書院 2019.09.15

看護教育のためのパフォーマンス評価
ルーブリック作成からカリキュラム設計へ

糸賀暢子　元田貴子　西岡加名恵 株式会社　医学書院 2019.04.01
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主体的・対話的で深い学びに導く
学習科学ガイドブック

大島純　千代西尾祐司 （株）北大路書房 2019.09.20

体験学習の展開
看護教育実践シリー
ズ

5 高橋平徳　内藤知佐子 株式会社　医学書院 2019.08.01

教育のワールドクラス
21世紀の学校システムをつくる

アンドレアス・シュライヒャー　経済協力開発機構　
ベネッセコーポレーション

鈴木寛　秋田喜代美 明石書店 2019.09.08

教育プログラム評価ハンドブック 公益財団法人　大学基準協会 公益財団法人　大学基準協会 2019.09，05

理学療法学教育論 奈良勲 医歯学出版株式会社 2004．03.25

大学の組織と運営 中井俊樹 玉川大学出版部 2019.08.20

グローバル化時代の教育改革
教育の質保証とカバナンス

東京大学教育部教育ガバナンス研究会 東京大学出版会 2019.08.30

理学療法概論　Physiotherapy Concept 奈良勲　高橋哲也　内山靖 医歯学出版株式会社 2019.03．10

環境教育から環境まちづくりへ
ファシリテーター入門

エコ・コミュニケーシオンセンター つげ書房新社 2006.07.20

専門職連携教育プログラム
地域包括ケアを担うためのヒント

柴崎智美　米岡裕美　古室牧子 ミネルヴァ書房 2019.06．30

大学教育の国際化への対応 池田圭子 関西大学出版部 2019.03.31

Minevar初めて学ぶ教職別巻
現代の教育改革

徳永保 ミネルヴァ書房 2019.07.30

大学論の組み替える 広田照幸 名古屋大学出版会 2019.10.25

学び合う場の作り方 中野民夫 岩波書店 2019.01.07

深い学びを紡ぎだす
教育と子どもの視点から

グループ・ディダクティカ 勁草書房 2019.01.20

参加系で伝える12のものの見方・考え方 ERIC国際理解教育センター 国際理解教育センター 1997.04.01

レッツ・コミュニケーション！
今、この地球を共に生きる者たちとの交歓、共感、未
来の共有のために

角田尚子・ERIC国際理解教育センター ERIC国際理解教育センター 2001.10.30

大学なんか行っても意味はない？
教育反対の経済学

ブライアン・カプラン 月谷真紀 みすず書房 2019.07.16

変えよう！日本の学校
カナダ人英語教師が提唱するエンパワーメント（活力
を与える）教育

ピーター・ハウレット ハヌル・ハウレット 株式会社　柏艪舎 2018.08.20
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教育研究の新章（ニュー・チャプター） 教育学年報 11
下司昌　丸山英樹　青木栄一　濱中淳子　仁平
典宏　石井英真　岩下誠

（株）世織書房 2019.08.06

教育のあり方を問い直す
学校教育と社会教育

福島裕俊　松本大　森本洋介 株式会社　東信堂 2019.10.10

大学業務の実践方法 大学SD講座 3 中井俊樹　宮林常崇 玉川大学出版部 2019.10.15

2040年　大学教育の展望
-21世紀型学習成果をベースに-

山田礼子 株式会社　東信堂 2019.10.20

教師のための説明実践の心理 山本博樹 株式会社ナカニシヤ出版 2019.10.10

2040年　大学よ甦れ
-カギは自律的改革と創造的連携にある

田中弘充　佐藤博明　田原博人 株式会社　東信堂 2019.10.20

教育のプロがすすめる選択する学び
教師の指導も、生徒の意欲も向上！

マイク・エンダーソン 吉田新一郎 株式会社　新評論 2019.06.25

学生・新人看護師の目の色が変わるアイスブレイク
30

内藤知佐子, 宮下ルリ子, 三科志穂著 医学書院 2019.10.15

日本の協同学習 日本協同教育学会編 ナカニシヤ出版 2019.10.20

学長リーダーシップの条件 両角亜希子編著 東信堂 2019.12.10

大学生のためのクリティカルシンキング : 学びの基礎
から教える実践へ

レスリー‐ジェーン・イールズ‐レイノルズ [ほか] 
著 ; 楠見孝, 田中優子訳

北大路書房 2019.11.20

シラバス論 芦田宏直 晶文社 2019.12.15

組織における成人学習の基本 : 成人の特徴を理解
し、主体的な学習を支援する

ウィリアム・ロスウェル著 ; 嶋村伸明訳 Human value 2017.06.07

101デザインメソッド : 革新的な製品・サービスを生む
「アイデアの道具箱」

ヴィジェイ・クーマー著 ; 渡部典子訳 英治出版 2018.12.20

ハーバード法理学アプローチ : 高校生に論争問題を
教える

ドナルド・W・オリバー, ジェームス・P・シェーバー
著 ; 渡部竜也 [ほか] 訳

東信堂 2019.01,15

組織の壁を越える : 「バウンダリー・スパニング」6つ
の実践

クリス・アーンスト, ドナ・クロボット=メイソン著 ; 
三木俊哉訳

英治出版 2018.12.28

平成30年度　全国大学一覧 文部科学省
（株）地域科学研究会　
高等教育情報センター

2019.03.25

平成30年度　全国短期大学一覧 文部科学省
（株）地域科学研究会　
高等教育情報センター

2019.03.25

平成30年度　全国高等専門学校一覧 文部科学省
（株）地域科学研究会　
高等教育情報センター

2019.03.25
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平成30年度　文部科学大臣諸葛学校法人一覧 文部科学省
（株）地域科学研究会　
高等教育情報センター

2019.03.25

歴史教育「再」入門 : 歴史総合・日本史探究・世界史
探究への挑戦

前川修一, 梨子田喬, 皆川雅樹編著 清水書院 2019.12.12

大学のFD Q&A 佐藤浩章 [ほか] 編 玉川大学出版部 2018.06.20
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