
本館図書展示リスト

資料番号 書誌情報 請求記号 所在名称

0180863017 教育の不平等 / 小内透編著. -- 日本図書センター, 2009.2. -- vii, 367p : 挿図 ; 22cm. -- (リーディングス日本の教育と社会 ; 13). 370/REA 本館・展示(2階)

0181429172 学校を改革する : 学びの共同体の構想と実践 / 佐藤学著. -- 岩波書店, 2012.7. -- 62p : 挿図 ; 21cm. -- (岩波ブックレット ; No. 842). 080/842 本館・展示(2階)
0181931967 家庭教育は誰のもの? : 家庭教育支援法はなぜ問題か / 木村涼子著. -- 岩波書店, 2017.5. -- 63p ; 21cm. -- (岩波ブックレット ; No. 965). 080/965 本館・展示(2階)
0110069542 橋のない川 / 住井すゑ著 ; 第1部 - 第7部. -- 新潮社, 1981-. -- 7冊 ; 15-16cm. -- (新潮文庫 ; 草-137-2-7, す-1-2?す-1-7, す-1-12). 080/す-1-2 本館・展示(2階)
0110069553 橋のない川 / 住井すゑ著 ; 第1部 - 第7部. -- 新潮社, 1981-. -- 7冊 ; 15-16cm. -- (新潮文庫 ; 草-137-2-7, す-1-2?す-1-7, す-1-12). 080/す-1-3 本館・展示(2階)
0110069564 橋のない川 / 住井すゑ著 ; 第1部 - 第7部. -- 新潮社, 1981-. -- 7冊 ; 15-16cm. -- (新潮文庫 ; 草-137-2-7, す-1-2?す-1-7, す-1-12). 080/す-1-4 本館・展示(2階)
0110069575 橋のない川 / 住井すゑ著 ; 第1部 - 第7部. -- 新潮社, 1981-. -- 7冊 ; 15-16cm. -- (新潮文庫 ; 草-137-2-7, す-1-2?す-1-7, す-1-12). 080/す-1-5 本館・展示(2階)
0110069586 橋のない川 / 住井すゑ著 ; 第1部 - 第7部. -- 新潮社, 1981-. -- 7冊 ; 15-16cm. -- (新潮文庫 ; 草-137-2-7, す-1-2?す-1-7, す-1-12). 080/す-1-6 本館・展示(2階)
0110069597 橋のない川 / 住井すゑ著 ; 第1部 - 第7部. -- 新潮社, 1981-. -- 7冊 ; 15-16cm. -- (新潮文庫 ; 草-137-2-7, す-1-2?す-1-7, す-1-12). 080/す-1-7 本館・展示(2階)

0180834524 社会化した脳 / 村井俊哉著. -- エクスナレッジ, 2007.9. -- 190p : 挿図 ; 19cm. 302/MUR 本館・展示(2階)

0181355468 社会心理学 / 山岸俊男監修. -- 新星出版社, [2011.10]. -- 191p ; 21cm. -- (カラー版徹底図解). 302/SHA 本館・展示(2階)

0173900850 階級・ジェンダー・エスニシティ : 21世紀の社会学の視角 / 笹谷春美, 小内透, 吉崎祥司編著. -- 中央法規出版, 2001.12. -- 249p : 挿図 ; 21cm. 305/SAS 本館・展示(2階)

0780196764 スポーツと帝国 : 近代スポーツと文化帝国主義 / アレン・グットマン著 ; 谷川稔 [ほか] 訳. -- 昭和堂, 1997.8. -- vii, 233, xxxxvip : 挿図 ; 22cm. 306.483/GUT 本館・展示(2階)

0182143180 ともに生きるための教育学へのレッスン40 : 明日を切り拓く教養 / 北海道大学教育学部 [ほか] 編. -- 明石書店, 2019.8. -- 193p : 挿図 ; 21cm. 370.1/HOK 本館・展示(2階)

0182023195 教師教育研究ハンドブック = Handbook of research on teacher education / 日本教師教育学会編. -- 学文社, 2017.9. -- v, 418p : 挿図 ; 27cm. 370.711/NIH 本館・展示(2階)

0181863590 障がい者が学び続けるということ : 生涯学習を権利として / 田中良三, 藤井克徳, 藤本文朗編著. -- 新日本出版社, 2016.3. -- 223p : 挿図 ; 19cm. 371.91/TAN 本館・展示(2階)

0173773765 人がすき村がすき保育がすき / 近藤幹生著. -- ひとなる書房, 2000.2. -- 236p ; 19cm. 372.216/KON 本館・展示(2階)
0181653232 なぜ日本の公教育費は少ないのか : 教育の公的役割を問いなおす / 中澤渉著. -- 勁草書房, 2014.6. -- vi, 369, xxvp : 挿図 ; 20cm. 379.52/NAK 本館・展示(2階)

0780190290 統合失調症をほどく. -- ラグーナ出版, 2016.9. -- 255p ; 20cm. -- (中井久夫と考える患者シリーズ / 中井久夫監修・解説 ; 2). 616.898/NAK 本館・展示(2階)

0780195386
統合失調症は癒える / 中井久夫と考える患者制作委員会編. -- ラグーナ出版, 2017.10. -- 254p ; 20cm. -- (中井久夫と考える患者シリーズ / 中井

久夫監修・解説 ; 3).
616.898/NAK 本館・展示(2階)

0181602387 国際比較にみる世界の家族と子育て / 牧野カツコ [ほか] 編著. -- ミネルヴァ書房, 2010.4. -- xii, 204, vip ; 21cm. 649/MAK 本館・展示(2階)

0181848352 多様な身体への目覚め : 身体訓練の歴史に学ぶ / 阿部生雄, 山田理恵, 榊原浩晃編著. -- アイオーエム, 2006.10. -- 422p ; 22cm. 796.09/ABE 本館・展示(2階)

0181554540
体育・スポーツ史の世界 : 大地と人と歴史との対話 : 楠戸一彦先生退職記念論集 / 楠戸一彦先生退職記念論集刊行会編. -- 溪水社, 2012.2. -- ix,

493p, 図版1枚 : 挿図 ; 22cm.
796.09/TAI 本館・展示(2階)

0181313811 方言札 : ことばと身体 / 近藤健一郎編. -- 社会評論社, 2008.8. -- 215p ; 19cm. -- (沖縄・問いを立てる ; 2). 952.29/OKI/2 本館・展示(2階)
0190023374 橋のない川 / 住井すゑ著 ; 第1部 - 第7部. -- 新潮社, 1981-. -- 7冊 ; 15-16cm. -- (新潮文庫 ; 草-137-2-7, す-1-2?す-1-7, す-1-12). 080/SHI 本館・展示(2階)
0710364873 教育と社会. -- 国土社, 1976.10. -- 420p ; 20cm. -- (宮原誠一教育論集 / 宮原誠一著 ; 第1巻). 370.1/MIY 本館・展示(2階)
0710364884 社会教育論. -- 国土社, 1977.1. -- 438p ; 20cm. -- (宮原誠一教育論集 / 宮原誠一著 ; 第2巻). 370.1/MIY 本館・展示(2階)
0710364895 青年期教育の創造. -- 国土社, 1977.2. -- 397p ; 20cm. -- (宮原誠一教育論集 / 宮原誠一著 ; 第3巻). 370.1/MIY 本館・展示(2階)
0710364907 家庭と学校. -- 国土社, 1977.4. -- 526p ; 20cm. -- (宮原誠一教育論集 / 宮原誠一著 ; 第4巻). 370.1/MIY 本館・展示(2階)
0710364918 教師と国民文化. -- 国土社, 1977.5. -- 451p ; 20cm. -- (宮原誠一教育論集 / 宮原誠一著 ; 第5巻). 370.1/MIY 本館・展示(2階)
0710364920 教育時論. -- 国土社, 1977.8. -- 463p ; 20cm. -- (宮原誠一教育論集 / 宮原誠一著 ; 第6巻). 370.1/MIY 本館・展示(2階)

0710364931 母と子のための教育論. -- 国土社, 1977.11. -- 437p ; 20cm. -- (宮原誠一教育論集 / 宮原誠一著 ; 第7巻). 370.1/MIY 本館・展示(2階)
0780193486 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 / 大多和雅絵著. -- 六花出版, 2017.6. -- v, 360p : 挿図 ; 22cm. 374.8/OTA 本館・展示(2階)
0780181881 統合失調症をたどる. -- ラグーナ出版, 2015.11. -- 245, viip ; 20cm. -- (中井久夫と考える患者シリーズ / 中井久夫監修・解説 ; 1). 616.898/TOG 本館・展示(2階)

0780201257
統合失調症と暮らす / 中井久夫と考える患者制作委員会編. -- ラグーナ出版, 2018.12. -- 253p : 挿図 ; 20cm. -- (中井久夫と考える患者シリーズ /

中井久夫監修・解説 ; 4).
616.898/TOG 本館・展示(2階)

0173168385 民主体育の探究. -- 創文企画, 1997.10. -- 355p ; 22cm. -- (戦後体育実践論 / 中村敏雄編 ; 第1巻). 796.07/SEN/1 本館・展示(2階)
0173168396 独自性の追求 / 中村敏雄編. -- 創文企画, 1997.12. -- 365p : 挿図 ; 22cm. -- (戦後体育実践論 / 中村敏雄編 ; 第2巻). 796.07/SEN/2 本館・展示(2階)

0173168408 スポーツ教育と実践. -- 創文企画, 1998.2. -- 353p ; 22cm. -- (戦後体育実践論 / 中村敏雄編 ; 第3巻). 796.07/SEN/3 本館・展示(2階)

0171171421 戦争と民衆 / 黒羽清隆著. -- 飛鳥, 1989.6. -- 436p ; 20cm. -- (昭和史 / 黒羽清隆著 ; 加藤正彦編 ; 上). 952.033/KUR 本館・展示(2階)

0171171432 世界と平和 / 黒羽清隆著. -- 飛鳥, 1989.8. -- 399p ; 20cm. -- (昭和史 / 黒羽清隆著 ; 加藤正彦編 ; 下). 952.033/KUR 本館・展示(2階)


