
書名 著者名 出版社

1 心理学研究法〔補訂版〕 : 心を見つめる科学のまなざし 高野陽太郎,岡隆【編】 有斐閣

2 心理統計学の基礎 : 統合的理解のために 南風原朝和 有斐閣

3 続・心理統計学の基礎 : 統合的理解を広げ深める 南風原朝和 有斐閣

4 箱庭療法 : 基礎的研究と実践 木村晴子 創元社

5 伝えるための心理統計 : 効果量・信頼区間・検定力 大久保街亜,岡田謙介 勁草書房

6 非認知能力 : 概念・測定と教育の可能性 小塩真司 北大路書房

7 行動データの計算論モデリング : 強化学習モデルを例として 片平健太郎 オーム社

8 よくわかる！　短期療法ガイドブック　新版 若島孔文,長谷川啓三 金剛出版

9
授業のユニバーサルデザイン : 「深い学び」を目指す授業UD　学びの過程における困
難さへの対応 . Vol.11

桂聖,石塚謙二,廣瀬由美子 東洋館出版社

10 効率が10倍アップする！「時間」を生み出す教師の習慣 栗田正行 東洋館出版社

11 産業・組織心理学を学ぶ : 心理職のためのエッセンシャルズ 産業・組織心理学会【企画】,金井篤子【編】 北大路書房

12 地域で暮らせる雇用 : 地方圏の若者のキャリアを考える 阿部誠 旬報社

13 教師の学び方 澤井陽介 東洋館出版社

14 主権と自由 小野紀明,川崎修【編集代表】,川出良枝 岩波書店

15 啓蒙・改革・革命 小野紀明,川崎修【編集代表】,川出良枝 岩波書店

16 近代の変容 小野紀明,川崎修【編集代表】,川出良枝 岩波書店

17 国家と社会 小野紀明,川崎修【編集代表】,川出良枝 岩波書店

18 理性の両義性 小野紀明,川崎修【編集代表】,川出良枝 岩波書店

19 政治哲学と現代 小野紀明,川崎修【編集代表】,川出良枝 岩波書店

20 学級通信で見る！ 田中博史の学級づくり1年生 田中博史 東洋館出版社

21 教師をめざす学びのハンドブック : 教職入門から教職実践演習まで 木村裕,篠原岳司,杉浦由香里 かもがわ出版

22 教育の自律性と教育政治 : 学びを支える民主主義のかたち 荒井文昭 大月書店

23 教室でも楽しめる！みんなでZoomあそび！ 桂聖【編著】,TKB36Zoom研究会【著】 東洋館出版社

24 学習評価 田村学 東洋館出版社

25 マンゴーと手榴弾 : 生活史の理論 岸政彦 勁草書房

26 大人になる・社会をつくる : 若者の貧困と学校・労働・家族 松本伊智朗【編集代表】,杉田真衣,谷口由希子【編著】 明石書店

27 音楽とリズムと特別支援教育 齋藤一雄 東洋館出版社

28 日常生活と政治 : 国家中心的政治像の再検討 田村哲樹【編】 岩波書店

29 usaoの先生日記 usao 東洋館出版社

30 ポスト・コロナショックの学校で教師が考えておきたいこと 東洋館出版社【編】,赤坂真二,内田良　ほか【著】 東洋館出版社

31 ポスト・コロナショックの授業づくり 奈須正裕【編著】 東洋館出版社

32 スクールリーダーが知っておきたい60の心得 田中博史,土居英一,宮本博規 東洋館出版社

33 「探究」する学びをつくる : 社会とつながるプロジェクト型学習 藤原さと 平凡社

34 二院制議会の比較政治学 : 上院の役割を中心に 岩崎美紀子 岩波書店

35 分断社会と若者の今 吉川徹,狭間諒多朗【編】 大阪大学出版会

36 子どもたちをどう理解するか。 : 教師も楽になる新しい見方 金大竜 東洋館出版社

37 戦後 夜間中学校の歴史 : 学齢超過者の教育を受ける権利をめぐって 大多和雅絵 六花出版

38 失敗から学ぶ : これからの教師のための思考法 石井英真【監修】,宍戸寛昌【編著】,長瀬拓也【編著】 東洋館出版社

39 流行に踊る日本の教育 : 本当に大切なことは、私たちの足元にある！ 石井英真【編著】 東洋館出版社

40 Rによる教育データ分析入門 小林雄一郎,濱田彰,水本篤 オーム社

41 Rによる多変量解析入門 : データ分析の実践と理論 川端一光,岩間徳兼,鈴木雅之 オーム社

42 Ｒによる項目反応理論 加藤健太郎,山田剛史,川端一光 オーム社

43 Ｒで学ぶ　マルチレベルモデル［実践編］ : Ｍｐｌｕｓによる発展的分析 尾崎幸謙,川端一光,山田剛史【編著】 朝倉書店

44 〈ヤンチャな子ら〉のエスノグラフィー : ヤンキーの生活世界を描き出す 知念渉 青弓社

45 教育政策・行政の考え方 村上祐介,橋野晶寛 有斐閣

46 生活保護世帯の子どものライフストーリー : 貧困の世代的再生産 林明子 勁草書房

47
理科授業大全 物化生地の基礎から実験のコツまで : 物化生地の基礎から実験のコツま
で

藤嶋昭/理科授業大全編集委員会 東京書籍
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書名 著者名 出版社

48 クラスづくりで大切にしたいこと 盛山隆雄 東洋館出版社

49 現代フィリピンを知るための61章　第2版 大野拓司,寺田勇文【編著】 明石書店

50 鉱物・宝石の科学事典 日本鉱物科学会【編】,宝石学会（日本）【編集協力】 朝倉書店

51 例解　力学演習 戸田盛和,渡辺慎介 岩波書店

52 例解　電磁気学演習 長岡洋介,丹慶勝市 岩波書店

53 例解　量子力学演習 中嶋貞雄,吉岡大二郎 岩波書店

54 例解　熱・統計力学演習 戸田盛和,市村純 岩波書店

55 例解　物理数学演習 和達三樹 岩波書店

56 発光の事典 : 基礎からイメージングまで 木下修一,太田信廣,永井健治 朝倉書店

57 言葉と数式で理解する多変量解析入門 小杉考司 北大路書房

58 図説　表面分析ハンドブック 日本表面真空学会【編】 朝倉書店

59 欠測データの統計解析 阿部貴行 朝倉書店

60 誰も教えてくれなかった因子分析 : 数式が絶対に出てこない因子分析入門 松尾太加志,中村知靖 北大路書房

61 色素細胞　第２版 : 基礎から臨床へ 伊藤祥輔,柴原茂樹,錦織千佳子【監修】 慶應義塾大学出版会

62
本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるごく初歩の統計の本　全6冊【電子
書籍（合本）版】

北大路書房

63
始まりから知ると面白い物理学の授業 : 世界は物理法則で成り立っている　イラスト
図解で超わかる

左巻健男【編著】 山と溪谷社

64 物理なぜなぜ事典　増補新版 : 力学から相対論まで . 1 江沢洋,東京物理サークル【編著】 日本評論社

65 はじめてみようSTEAM教育 : 小学生からの実験とプログラミング 川村康文,前田譲治,小林尚美 オーム社

66 M-plusとRによる構造方程式モデリング入門 小杉考司,清水裕士【編】 北大路書房

67
作業療法士のための  超実践！シングルケースデザイン : 導入から統計手法まで　す
ぐに使えるExcel・Rのサンプルデータ付き

丁子雄希 金芳堂

68 物理なぜなぜ事典　増補新版 : 場の理論から宇宙まで . 2 江沢洋,東京物理サークル【編著】 日本評論社

69 半導体工学　第3版・新装版 : 半導体物性の基礎 高橋清,山田陽一 森北出版

70 半導体工学　第２版 : 基礎からデバイスまで 深海登世司 東京電機大学出版局

71 シェアする美術 森美術館のSNSマーケティング戦略 洞田貫晋一朗 翔泳社

72 アートの創造性が地域をひらく : 「創造県おおいた」の先進的戦略 日本政策投資銀行【編】 ダイヤモンド社

73 マンガビジネスの生成と発展 岡田美弥子 中央経済社

74 蚕と戦争と日本語 : 欧米の日本理解はこうして始まった 小川誉子美 ひつじ書房

75 TOEIC L&Rテスト 直前の技術 : 新形式完全対応 ロバート・ヒルキ,相澤 俊幸,ヒロ前田 アルク

76 キクタンTOEIC L&Rテスト　SCORE 600 一杉武史【編著】 アルク

77 日本語教育に役立つ心理学入門 小林明子,福田倫子,向山陽子 くろしお出版

78 沖縄語をさかのぼる 島袋盛世 白水社

79 新日本古典文学大系 : 初期俳諧集 . ６９ 森川昭,加藤定彦,乾裕幸【校注】 岩波書店
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