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推薦教員

著者・書名・出版年・出版社等

篠田美紀 はじめての心理学 : 心のはたらきと
総合福
そのしくみ / 氏原寛, 松島恭子, 千
祉・心理
原雅代編. 創元社, 2000.3.
臨床科学

配置場所
3F開架新体
系

請求記号

推薦文

140//U57/ 基礎心理学から発達心理学 さらに臨床心理
/8865
学に関する広い領域を網羅した心理学の入門
書です。わかりやすい文体で、おもしろく、かつ
重要な知識を得ることができます。

篠田美紀 回想法の実際 : ライフレビューによる 3F開架新体
総合福
人生の再発見 / アン・O・フリード著 系
祉・心理
; 黒川由紀子, 伊藤淑子, 野村豊子
臨床科学
訳. 誠信書房, 1998.9

146.8//F46 日本で初めてライフレビューの実際が紹介され
//5642
た書です。何気なく、平凡だと思っていた 私の
人生 を語った日本の高齢女性たちの輝きー
ここから日本の回想法とライフレヴュー実践が始
まりました。

篠田美紀 臨床実践からみるライフサイクルの心 3F開架新体
総合福
系
理療法 / 松島恭子編. 創元社,
祉・心理
2004.2
臨床科学

146.8//MA 乳幼児期から高齢期まで、人の一生の心理的
87//9239 発達とその課題、心理的援助の実際を、それぞ
れの発達段階について、実践家が丁寧に報告
しています。

マリス博士の奇想天外な人生 / キャ 4F文庫版
リー・マリス著 ; 福岡伸一訳. -- 早川
書房, 2004.4. -- (ハヤカワ文庫 ;
NF290).

289//MU29 デート中に閃いたアイデアでノーベル賞を獲得
//7855
したサーファーの痛快物語

居住環境 生田英輔 リスク : 神々への反逆 / ピーター・ 4F文庫版
学
バーンスタイン著 ; 青山護訳. -- 上,
下. -- 日本経済新聞社, 2001.8. -(日経ビジネス人文庫).

338.15//B3 確率論の発見、リスク探求の歴史を通じて、リス
8//2505
クと人類の関係を理解学ぶ事ができます。現代
においてもリスクの概念が重要である様々な
テーマを考察する為に必読です。

服部良子 下流喰い : 消費者金融の実態 / 須 4F新書版
総合福
田慎一郎著. 筑摩書房, 2006.9. -祉・心理
(ちくま新書 ; 617).
臨床科学

338.7//SU1 高等学校、大学でお伝えできることは限られて
3//5315
います。しかし、学ぶことでcontext（論理、考え
方、つまり理論）を得ることができ、自分でそれを
形成することができると考えています。そして、さ
らに 知る ことは、 想像する力 の源泉になっ
てくれます。たぶん脳の中に考えることで 回
路 ができ、それが応用され発展し、想像力や
創造力になるのでしょう。日頃何気なくうけとっ
ているティッシュペーパーの意味を考えるとき、
日常に潜む思いがけない「落とし穴」を知ること
でしょう。大学在学中必読の書です。

服部良子 ハードワーク : 低賃金で働くというこ 4F開架新体
総合福
と / ポリー・トインビー著 ; 椋田直子 系
祉・心理
訳. 東洋経済新報社, 2005.7
臨床科学

366.4//TO ２０００年頃の民営化、改革が進んだイギリスで、
79//4162 コミュニュケーター(電話による販売職）、保育
職、介護職、そして 給食調理員・・・どんな働き
手が、どれほどの報酬で働いているか。そこに
は明日、いえいえ今日の日本の姿が垣間見え
る。
367.3//H42 「個の自立」に対して、「関係性のなかでの自
//0083
立」という視点から、情緒的自立の概念を提起。

食・健康
科学

佐伯茂

長寿社会 畠中宗一 情緒的自立の社会学 / 畠中宗一
総合科学
著. -- 世界思想社, 2007.2. -(Sekaishiso seminar).

4F開架新体
系

長寿社会 畠中宗一 自立と甘えの社会学 / 畠中宗一編. 4F開架新体
系
総合科学
-- 世界思想社, 2002.2. -(Sekaishiso seminar).

長寿社会 畠中宗一 家族支援論 : なぜ家族は支援を必
総合科学
要とするのか / 畠中宗一著. -- 世
界思想社, 2003.11. -- (Sekaishiso
seminar).
長寿社会 畠中宗一 子ども家族支援の社会学 / 畠中宗
総合科学
一著. -- 世界思想社, 2000.2. -(Sekaishiso seminar).

367.3//H42 代表的な家族問題を自立と甘えのせめぎ合いと
//1843
いう枠組みで展開。

4F開架新体
系

367.3//H42 家族が支援を必要とする理由および支援を必
//6082
要とする家族の諸側面を描く。

4F開架新体
系

367.3//H42 子どもと家族をめぐる課題群に対する臨床社会
//8144
学による処方箋を記述。

長寿社会 畠中宗一 家族臨床の社会学 / 畠中宗一著. - 4F開架新体
系
総合科学
- 世界思想社, 2000.12. -(Sekaishiso seminar).
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367.3//H42 家族臨床の対象を臨床社会学の方法で描く。
//8755
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山縣文治 ディープ・ブルー : 虐待を受けた子 4F開架新体
総合福
どもたちの成長と困難の記録 : アメリ 系
祉・心理
カの児童保護ソーシャルワーク / 粟
臨床科学
津美穂著.
太郎次郎社エディタス, 2006.12

367.653//A アメリカにおける子ども虐待分野での実践、制
97//8406 度等ついて紹介したもの。著者は、日本では
ジャーナリストとして活躍していたが、アメリカに
わたり、ソーシャルワーカーとして実践を積んで
いる。アメリカの実態については、『「虐待大国」
アメリカの苦闘』（原田綾子、ミネルヴァ書房、
2008）も興味深い。

長寿社会 畠中宗一 社会病理学と臨床社会学 : 臨床と社 4F開架新体
総合科学
会学的研究のブリッジング / 畠中宗 系
一, 清水新二, 広瀬卓爾編著. -- 学
文社, 2004.2. -- (社会病理学講座 ;
4).

368.08//SH 日本社会病理学会企画の第4巻。臨床社会学
12//2187 の提案。

長寿社会 畠中宗一 社会福祉調査入門 / 畠中宗一, 木 4F開架新体
系
総合科学
村直子著. -- ミネルヴァ書房,
2004.3.

369.07//H4 演繹法に基づく社会福祉をフィールドにして展
2//2106
開した調査研究の入門書。

長寿社会 畠中宗一 老人ケアのなかの家族支援 : 各専
総合科学
門職の役割とコラボレーション / 畠
中宗一編著. -- ミネルヴァ書房,
2006.5.
長寿社会 宮野道雄 阪神大震災はや5年まだ5年 : 被災
総合科学
者たちの復旧・復興 / 産経新聞大
阪本社編集局, 大阪市立大学宮野
研究室共著. 学芸出版社, 2000.1.

4F開架新体
系

369.26//H4 老人ケアに焦点化した家族支援の展開。
2//1220

4F開架新体
系

369.31//SA 産経新聞社と共同で行った被災者調査をもとに
65//8441 書いた本。5年間の推移が明確。

山縣文治 「虐待大国」アメリカの苦闘 : 児童虐 4F開架新体
総合福
待防止への取組みと家族福祉政策 系
祉・心理
/ 原田綾子著. -- ミネルヴァ書房,
臨床科学
2008.1.

369.4//H32
//0632

4F開架新体
系

369.4//H38 子ども家庭福祉分野における家族援助の基本
//2826
的考え方、援助プロセス、援助支援、援助事例
などについてのテキスト。家族援助を理解するう
えでの入門書として、読むとよい。

長寿社会 畠中宗一 子ども家族福祉論・序説 / 畠中宗一 4F開架新体
総合科学
著. -- 高文堂出版社, 1996.11. -- 系
(生活と福祉全書).

369.4//H42 子どもに焦点化した家族福祉論の構想を展開。
//4043

長寿社会 畠中宗一 子どものウェルビーイングと家族 / 畠 4F開架新体
総合科学
中宗一, 木村直子著. -- 世界思想 系
社, 2006.2. -- (Sekaishiso seminar).

369.4//H42 「子どものウェルビーイング」という概念を指標化
//6085
し、それを規定する要因について実証。

長寿社会 畠中宗一 チャイルドマインディング : もうひとつ 4F開架新体
総合科学
の子ども家族支援システム / 畠中宗 系
一著. -- 高文堂出版社, 1997.11.

369.4//H42 英国の家庭的保育を代表するチャイルドマイン
//9666
ディングについて、その歴史的背景、制度の概
要を紹介。

山縣文治 よくわかる家族援助論 / 橋本真紀,
総合福
山縣文治編. ミネルヴァ書房,
祉・心理
2007.4.
臨床科学

山縣文治 子ども虐待ソーシャルワーク論 : 制
総合福
度と実践への考察 / 才村純著. 有
祉・心理
斐閣, 2005.8
臨床科学

4F開架新体
系

山縣文治 地域で子育て : 地域全体で子育て 4F開架新体
総合福
家庭を支えるために / 渡辺顕一郎 系
祉・心理
編著 ; 中橋恵美子, 野町文枝, 松田
臨床科学
美穂共著.川島書店 , 2006.7
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369.4//SA2 著者は、児童相談所の現場に長く従事し、その
1//7312
後、厚生労働省の専門官、子ども家庭福祉の
専門研究機関で研究に取り組んできたものであ
り、児童虐待防止法・児童福祉法の改正や制度
運営、ソーシャルワーク実践の方法などについ
て包括的に解説し、今後の課題や方向性につ
いて、ソーシャルワークの視点から論じている。
369.4//W4
6//7867

学情センター「教員専門分野図書展示」推薦図書リスト(生活科学研究科）200806
講座

推薦教員

著者・書名・出版年・出版社等

配置場所

請求記号

推薦文

山縣文治 地域子育て支援と母親のエンパワー 4F開架新体
総合福
メント : 内発的発展の可能性 / 中谷 系
祉・心理
奈津子著. -- 大学教育出版,
臨床科学
2008.1.

369.42//N4 近年、地域子育て支援事業の展開に合わせ、
3//7309
その研究も急激に進んでいるが、本著は前半で
地域子育て支援の意味、展開について整理し、
後半では調査に基づいて、ニーズとサービスの
ズレが生じている事実を明らかにし、合わせて
今後の方向を示唆している。

長寿社会 畠中宗一 よくわかる家族福祉 / 畠中宗一編. - 4F開架新体
総合科学
- ミネルヴァ書房, 2002.12. -- (やわ 系
らかアカデミズム・「わかる」シリーズ).

369//H42/ 家族福祉の入門書。
/3212

山縣文治 学級崩壊とスクールソーシャルワーク 4F開架新体
総合福
: 親と教師への調査に基づく実践モ 系
祉・心理
デル / 大塚美和子著. -- 相川書房,
臨床科学
2008.2.

371.43//O8 学校問題については、スクールカウンセラーの
8//7849
取り組みが進んでいるが、心理的支援だけでは
対応できない問題が家族関係の中で起こって
いる。スクールソーシャルワークについては、文
科省でも今年度から予算化されたところである。
本著は、スクールソーシャルワークに関する理
論書であるだけでなく、科学的根拠に基づいた
実践を紹介している。スクールソーシャルワーク
については、 『スクールソーシャルワークの可能
性：学校と福祉の協働・大阪からの発信』（山野
則子・峯本耕治編、ミネルヴァ書房、2007）も面
白い。

山縣文治 スクールソーシャルワークの可能性 : 4F開架新体
総合福
学校と福祉の協働・大阪からの発信 系
祉・心理
/ 山野則子, 峯本耕治編著. -- ミネ
臨床科学
ルヴァ書房, 2007.8. -- (ニュー
ウェーブ子ども家庭 福祉)

371.43//Y3
8//5813

長寿社会 堀智晴
総合科学

障害のある子の保育・教育 : 特別支 4F開架新体
援教育でなくインクルーシヴ教育へ 系
/ 堀智晴著. -- 明石書店, 2004.10.

378//H87/
/5316

長寿社会 堀智晴
総合科学

ちがうからこそ豊かに学びあえる : 特 4F開架新体
別支援教育からインクルーシヴ教育 系
へ / 堀智晴編著. -- 明治図書出版,
2004.9.

378//H87/
/9182

長寿社会 堀智晴
総合科学

保育実践研究の方法 : 障害のある 4F開架新体
子どもの保育に学ぶ / 堀智晴著. -- 系
川島書店, 2004.10.

378//H87/
/9959

居住環境 永村一雄 新微分方程式対話 : 固有値を軸とし B2中央旧
学
て / 笠原晧司著. 現代数学社,
1970. -- (数学リーブル ; 1).

410.8//S30 微積の発展として微分方程式を学ぶことが多
//1F
い。できれば、形としての展開よりも、学んだ線
形代数を活かしたい。本書は、そういう視点が生
きている。

居住環境 永村一雄 線形代数学 /中村郁著. 限定第2版. 3F開架新体
学
-- 数学書房, 2007.4
系

411.3//N37 全国の大学で、理系学部の教養課程で、線形
//7286
代数は必ず学ぶ科目になっている。 なぜすべ
ての学生が学ぶ必要があるのか、その理由が本
書に書いてある。 大学で学ぶ考え方の根幹を
なす筋道を、この本から読み取ってほしい。

居住環境 永村一雄 入門統計解析 / 松原望著. 医学・自 3F開架新体
学
然科学編. -- 東京図書, 2007.10
系

417//MA73 マガイモノの多い統計本のなかで、入門ならコ
//7745
レが安心。

居住環境 永村一雄 地球温暖化 : 埋まってきたジグソー 3F開架新体
学
パズル / 伊藤公紀著. 日本評論社, 系
2003.1. -- (シリーズ地球と人間の環
境を考える ; 01).

451.85//I89 温暖化に対して、こういう見方もあるってこと、
//3608
知ってた?
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長寿社会 西川禎一 生命科学 = Life science / 東京大学 3F開架新体
総合科学
教養学部理工系生命科学教科書編 系
集委員会編. 羊土社, 2006.2.
食・健康
科学

佐伯茂

二重らせん / ジェームス・D.ワトソン 4F文庫版
著 ; 江上不二夫, 中村桂子訳. 講
談社, 1986.3. -- (講談社文庫).

請求記号
460//TO46
//2473

464.27//W 生命の鍵をにぎるDNAモデルの発見にまつわ
48//2240 る感動のドキュメント

長寿社会 西川禎一 はじめに線虫ありき : そして,ゲノム研 3F開架新体
総合科学
究が始まった / アンドリュー・ブラウ 系
ン著 ; 長野敬, 野村尚子訳. 青土社,
2006.2.

467.3//B77
//6538

長寿社会 西川禎一 線虫 : [1000細胞のシンフォニー] / 3F開架新体
総合科学
小原雄治編. 共立出版, 1997.4. -- 系
(ネオ生物学シリーズ : ゲノムから見
た新しい生物像 ; 第5巻).

483.7//KO
27//9897

長寿社会 西川禎一 生命はどのようにして死を獲得したか 3F開架新体
総合科学
: 老化と加齢のサイエンス / ウィリア 系
ム・R.クラーク著 ; 小浪悠紀子訳. 共
立出版, 2003.10.

491.358//C
76//4295

長寿社会 西川禎一 長寿学 : 老化を防ぐ科学知識 / 藤 4F新書版
総合科学
本大三郎著.
筑摩書房, 2000.3. -- (ちくま新書 ;
240).

491.358//F
62//9340

長寿社会 西川禎一 老化時計 : 寿命遺伝子の発見 / 白 4F新書版
総合科学
澤卓二著. -- 中央公論新社,
2002.7. -- (中公新書ラクレ ; 55).

491.358//S
H85//7865

長寿社会 西川禎一 長寿と遺伝子 / 白澤卓二著. -- 日 3F開架新体
総合科学
経BP社, 2005
系

491.358//S
H85//7866

3F開架新体
系

491.358//S
U38//7334

長寿社会 西川禎一 老化と遺伝子 / 杉本正信, 古市泰
総合科学
宏著. 東京化学同人, 1998.11. -(科学のとびら ; 32).

居住環境 酒井英樹 Color appearance models / Mark D. 3F開架新体
系
学
Fairchild. -- 2nd ed. -- J. Wiley,
c2005. -- (Wiley-IS&T series in
imaging science and technology).

食・健康
科学

菊崎泰枝 味のなんでも小事典 : 甘いものはな 4F新書版
ぜ別腹? / 日本味と匂学会編. 講談
社, 2004.4. -- (ブルーバックス ; B1439).

食・健康
科学

佐伯茂

小さな小さなクローディン発見物語 : 3F開架新体
若い研究者へ遺すメッセージ / 月田 系
承一郎著. -- 羊土社, 2006.2.

491.374//F 液晶テレビ，デジカメ，カラープリンタなど，近年
12//7856 の色再現技術の進歩には目を見張るものがあ
る。本書は，それら最新技術を，第一線で活躍
する研究者自らが分かりやすく，かつ，詳細に
解説した必読の本である。
491.377//N たとえば表題の「甘いものはなぜ別腹？」のよう
71//3697 に食べ物の味と匂いに関する身近な疑問や謎
を科学的根拠をもとに、かつわかりやすく解説し
た書。「おいしさ」に関して一般の教科書には記
載されていない情報が満載です。
491.42//TS 抗癌治療をやめて研究を続けた月田先生が、
64//7294 亡くなるひと月前に遺した渾身の書き下ろし

4F新書版

491.7//KA
37//3883

長寿社会 西川禎一 ヒトは細菌に勝てるのか / 吉川昌之 4F新書版
総合科学
介著. 丸善, 2001.7. -- (丸善ライブ
ラリー ; 344).

491.7//Y89
//5190

長寿社会 西川禎一 好きになる免疫学 : 「私」が「私」であ 3F開架新体
系
総合科学
るしくみ / 萩原清文著. 講談社,
2001.11.

491.8//H14
//7318

長寿社会 西川禎一 免疫と腸内細菌 / 上野川修一著.
総合科学
平凡社, 2003.9. -- (平凡社新書 ;
195).
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長寿社会 西川禎一 食品とからだ : 免疫・アレルギーのし 3F開架新体
総合科学
くみ / 上野川修一編集. 朝倉書店, 系
2003.1

491.8//KA
37//4514

長寿社会 西川禎一 粘膜免疫 : 腸は免疫の司令塔 / 清 3F開架新体
総合科学
野宏, 石川博通, 名倉宏編. 中山書 系
店, 2001.3

491.8//KI8
8//7331

篠田美紀 回想法ハンドブック : Q&Aによる計 3F開架新体
総合福
画、スキル、効果評価 / 回想法・ライ 系
祉・心理
フレヴュー研究会編. -- 中央法規出
臨床科学
版, 2001.2.

493.758//K 回想法の実践をしたいけれど、どうしていいかわ
A21//7329 からないという読者に、Q＆A形式でわかりやす
く、答えてくれます。

篠田美紀 回想法とライフレヴュー : その理論と 3F開架新体
総合福
技法 / 野村豊子著. 中央法規出版, 系
祉・心理
1998.2.
臨床科学

493.758//N 近年 高齢者への心理援助として注目されてい
95//2557 る回想法について、その理論と技法を綿密に知
ることができます。また著者の長年の回想法の
実践から、その実際を知ることができます。

篠田美紀 痴呆老人からみた世界 : 老年期痴 3F開架新体
総合福
呆の精神病理 / 小澤勲著. 岩崎学 系
祉・心理
術出版社, 1998.6
臨床科学

493.758//O 理解不能とされた、認知症高齢者の行動や症
97//7296 状について、主観的体験を重視し、その世界に
添うことの大切さを知ることができます。

長寿社会 西川禎一 現代の感染症 / 相川正道, 永倉貢 4F新書版
総合科学
一著. 岩波書店, 1997.6. -- (岩波新
書 ; 新赤版 513).

493.8//A25
//2372

長寿社会 西川禎一 疫病の時代 / 酒井シヅ編 ; 村上陽 3F開架新体
系
総合科学
一郎 [ほか] 著. -- 大修館書店,
1999.2.

493.8//SA2
9//7293

長寿社会 西川禎一 結核という文化 : 病の比較文化史 / 4F新書版
総合科学
福田眞人著. 中央公論新社,
2001.11. -- (中公新書 ; 1615).

493.89//F7
4//7790

食・健康
科学

推薦教員

春木敏

著者・書名・出版年・出版社等

3F開架新体
実践ヘルスプロモーション :
Precede-proceedモデルによる企画と 系
評価 / ローレンス W.グリーン, マー
シャル W.クロイター著 ; 神馬征峰
訳. 医学書院, 2005.11

長寿社会 西川禎一 地域づくり型保健活動のすすめ / 岩 3F開架新体
総合科学
永俊博著. -- 医学書院, 1995.9.
系

食・健康
科学

市川直樹 管理栄養士コースで学ぶ! : キャリア 3F開架新体
デザインのために / 奥田豊子 [ほか] 系
編著. -- 同文書院, 2007.4.

498.1//G82 ヘルスプロモーションの最新のテキストである。
//7288
アセスメント，プラン，プラクティスの各プロセス
で評価を踏まえてすすめていく事の重要性がよ
く理解できる。人々の健康に関わる事象全てを
網羅した新しい健康教育の指南書である。
498.1//I95/
/7332

498.14//O5 本学生活科学部では、古くから管理栄養士の
4//7290
養成、教育に携わってきました。本書は食品栄
養科学科の教員や卒業生が中心になって執筆
した、管理栄養士コースの入門書です。本書か
らは、管理栄養士の仕事、必要な知識ばかりで
なく、卒業生のみなさんのその後の進路（活躍）
も読みとることができます。管理栄養士課程の
学生さんは本書を自らのキャリアデザインにも役
立てることができるでしょう。

長寿社会 西川禎一 管理栄養士コースで学ぶ! : キャリア 3F開架新体
総合科学
デザインのために / 奥田豊子 [ほか] 系
編著. -- 同文書院, 2007.4.

498.14//O5
4//7290

長寿社会 西川禎一 健康ブームを問う / 飯島裕一編著. 4F新書版
総合科学
岩波書店, 2001.3. -- (岩波新書 ;
新赤版 723).

498.3//I29/
/2580
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長寿社会 西川禎一 現代人の医食同源 / 明治製菓株式 B3保健体育
総合科学
会社広報室編. 1 - 10. -- 明治製
菓, [1984.6].

498.3//M

長寿社会 西川禎一 食べ物とがん予防 : 健康情報をど 4F新書版
総合科学
う読むか / 坪野吉孝著. 文藝春秋,
2002.4. -- (文春新書 ; 242).

498.3//TS1
7//3028

食・健康
科学

菊崎泰枝 食と健康 : 情報のウラを読む / 村上 3F開架新体
明, 森光康次郎編. 丸善, 2002.11. 系

498.5//MU 食品の機能性に関して、どういうことがどこまで
43//1375 科学的に解明されているのか研究の成果をわ
かりやすく解説し、氾濫する食情報とのズレに警
鐘をならした書。

食・健康
科学

菊崎泰枝 健康一年生 : 食の情報を先生といっ 3F開架新体
しょに考えよう / 村上明, 森光康次 系
郎共著. -- 丸善, 2008.3.

498.5//MU メディアから流れる健康食品の情報の見極め方
43//7282 をやさしく解説した入門書。

長寿社会 西川禎一 健康と食を問い直す生物学. 岩波書 3F開架新体
総合科学
店, 2003.3-. （シリーズ全７巻）
系

498.5//O74
//8868

長寿社会 西川禎一 健康食品ノート / 瀬川至朗著. 岩波 4F新書版
総合科学
書店, 2002.2. -- (岩波新書 ; 新赤
版 773).

498.51//SE
16//1221

服部良子 食品の裏側 : みんな大好きな食品 3F開架新体
総合福
添加物 / 安部司著. 東洋経済新報 系
祉・心理
社, 2005.11
臨床科学

498.519//A 著者の安部さんは、２０種類以上の添加物を加
12//0811 えて開発したヒット商品を、わが子が奪い合って
食べる様子を見て食品添加物の多用に、警鐘
をならす道をえらんだという。わが子のすがたを
見るとき人類の未来を想像する力が働いたので
すね。

長寿社会 西川禎一 食環境問題Q&A : 安全な食生活を
総合科学
守るための基礎情報 / 加藤不二男,
山口英昌編著. ミネルヴァ書房,
2003.5. -- (シリーズ・暮らしの科学 ;
20)
長寿社会 西川禎一 食環境科学入門 : 食の安全を環境
総合科学
問題の視点から / 山口英昌編著. ミ
ネルヴァ書房, 2006.9. -- (シリーズ
「環境・エコロジー・人間」 ; 別巻7).

3F開架新体
系

498.54//K
A86//6108

3F開架新体
系

498.54//Y2
4//5391

食・健康
科学

春木敏

エッセンシャル栄養教育論 / 春木敏 3F開架新体
編. 医歯薬出版, 2006.6.
系

498.55//H3 行動科学と教育学，ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ論を統合し，食
4//2553
行動に焦点をあて，健康的な食生活を築き，健
康の保持・増進とQOLの向上を目標とする栄養
教育の方法論を簡潔にまとめている．実践編で
は，栄養学や応用栄養学，臨床栄養学を基盤
とする栄養教育マネジメントの実際を学ぶことが
できる。

食・健康
科学

春木敏

管理栄養士技術ガイド : 現場で必要 3F開架新体
なすべての技術が詰まったクイック・ 系
リファレンス / 中村丁次, 山本茂編
集主幹. -- 文光堂, 2008.4.

498.55//N3 多岐にわたる管理栄養士の業務を遂行するた
7//7291
めに必要な技術に関するハンドブックである。最
新の理論に基づいており，利便性の高い専門
実用書である。

食・健康
科学

市川直樹 からだの働きからみる代謝の栄養学 3F開架新体
/ 田川邦夫著. タカラバイオ
系

498.56//TA たべものにはさまざまな栄養素が含まれている
18//5827 が、それらが体に吸収された後、どのように利用
されているのかが、エネルギー代謝を中心に、
生化学の視点から、論理的に述べられていま
す。アルコール（お酒）の代謝やスポーツ栄養
についての記述も興味深い。著者は長年、大阪
大学医学部で生化学、栄養学の研究、教育に
携わってきた人物。栄養素の働きを、分子レベ
ルで理解したい人にお勧めの一冊。
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長寿社会 西川禎一 健康長寿のための食生活 : 腸内細 4F新書版
総合科学
菌と機能性食品 / 光岡知足著. -岩波書店, 2002.12. -- (岩波アク
ティブ新書 ; 55).

498.583//M
I66//7864

居住環境 岡田 明 ユーザインタフェースデザインの実践 3F開架新体
学
: 応用人間工学の視点に基づく / 山 系
岡俊樹, 岡田明著. -- 海文堂出版,
1999.3.

501.8//Y42 使いやすい製品や機器をいかに設計すればよ
//9993
いか．その指針をまとめた人間工学の教科書．
学生向けでもある．

居住環境 岡田 明 ユニバーサルデザイン実践ガイドライ 3F開架新体
学
ン / 日本人間工学会編. -- 共立出 系
版, 2003.6.

501.83//N7 ユニバーサルデザインを進めていくために具体
1//8480
的に何をどのように為せばよいのか，その指針
を人間工学の観点からまとめた実践書．ユニ
バーサルデザインについて学生にもわかりやす
く記載
501.84//W 安全で快適，使いやすく健康的なモノづくりを
88//5131 進めていくためのテキスト．経済産業省のプロ
ジェクトの一環として設計現場の担当者向けに
書かれているが，学生にもわかりやすい教科書
になる
518.523//T お役人やそれに群がる研究者が勝手に制度を
A59//0235 つくると、こうなる。一般の人々に、科学を正しく
伝えることが、いかに大切かがわかる。

居住環境 岡田 明 ワークショップ人間生活工学 / 人間 3F開架新体
学
生活工学研究センター編. -- 丸善, 系
2004.12-2005.5(全4巻）
居住環境 永村一雄 リサイクル幻想 / 武田邦彦著. 文藝 4F新書版
学
春秋, 2000.10. -- (文春新書 ; 131).

居住環境 小伊藤亜 安全・安心なまちを子ども達へ : 犯
学
希子
罪現場の検証と提言 / 中村攻著.
自治体研究社, 2005.10.

3F開架新体
系

518.8//N37 子どもが犯罪に会う原因を都市空間から解き明
//9992
かしてきた著者が、具体的な犯罪現場に足を運
びその問題を指摘する。子どもを犯罪から守る
ためのまちへの提言

居住環境 永村一雄 暴走する「地球温暖化」論 : 洗脳・煽 3F開架新体
学
動・歪曲の数々 / 武田邦彦 [ほか] 系
著. -- 文藝春秋, 2007.12.

519.04//TA 温暖化に対して、こういう見方もあるってこと、
59//7284 知ってた?

3F開架新体
長寿社会 西川禎一 最新暮らしの中の環境問題Q&A :
総合科学
水・空気・食品・生活・健康 / 山口英 系
昌編著. ミネルヴァ書房, 2000.2. -(シリーズ・暮らしの科学 ; 14).

519//Y24/
/8175

居住環境 小伊藤亜 誰のための、何のための建築創造か 3F開架新体
学
希子
/ 萩原正道著.東洋書店, 2006.8.
系

520.4//H14 住む人の立場に立つ、地域にねざすとは・・生
//7333
活派の建築家の職能を分かりやすく解説してい
る。将来、建築や住宅設計の仕事に携わる学生
にはぜひ読んでほしい本。

居住環境 永村一雄 建築家の仕事とはどういうものか /
学
香山寿夫著. 王国社, 1999.11

3F開架新体
系

520.4//KO 建物をたてる、の意味を理解するのによい。
97//2869

長寿社会 宮野道雄 安心の住まい学 : もしもの災害から
総合科学
家族を守る / ナショナル住宅産業株
式会社くらし文化研究所編. トー
ソー, 1995.8
居住環境 小伊藤亜 五一C白書 : 私の建築計画学戦後
学
希子
史 / 鈴木成文著. 住まいの図書館
出版局. -- (住まい学大系 ; 101).

3F開架新体
系

524.91//N5 住まいの安全について読みやすく書かれてい
7//7102
る。

3F開架新体
系

525.1//SU9 戦後の新しい日本の住まいの原点となった公営
6//7283
住宅51Ｃ型の設計を手がけた鈴木成文先生
の、建築計画学の理念と住居研究の過程を学
ぶことができます。

3F開架新体
系

526.36//O2 保育園の建築計画を研究し、実際の設計も多く
4//7869
手がけたパイオニア的女性建築家が、その軌跡
をまとめた本。具体的な調査に基づいて建築計
画の理論が導かれ、それを設計計画として実践
した論理の美しさと信念に感動します。

居住環境 小伊藤亜 子どもの生活と保育施設 / 小川信
学
希子
子著. 彰国社, 2004.7.

居住環境 小伊藤亜 女性雑誌に住まいづくりを学ぶ : 大 3F開架新体
学
希子
正デモクラシー期を中心に / 久保加 系
津代著. ドメス出版, 2002.3.
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いて、おもしろい。
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居住環境 永村一雄 図解すまいの寸法・計画事典 / 岩井 3F開架新体
学
一幸, 奥田宗幸著. 第2版. -- 彰国 系
社, 2004.9

527.1//I93/ 建物の基本は寸法。ところかまわず、コンベック
/0130
スで測りまくったらよいのだが、そうする学生は
少ない。せめて基本の寸法くらいはおさえてお
きたい。じゃないと、図面、書けないでしょ !

3F開架新体
系

527//G17/ 1985年以降の住宅作品のなかから厳選された
/7330
126件が紹介されており、近年における日本の
住宅作品の流れが豊富なビジュアルで通読で
きます。本書は、ギャラリー間の２０周年記念とし
て出版されたものです。ちなみに、ギャラリー間
とは、建築の展覧会を中心に催している、建築
系の方々御用達のギャラリーです。

居住環境 永村一雄 住まいの断熱読本 : 夏・冬の穏やか 3F開架新体
学
な生活づくり / 北海道外断熱建築協 系
議会編著. 彰国社, 2001.2.

527//H82/ あやしげな本が蔓延しているので、ちゃんとした
/7298
理屈の本を!

居住環境 小伊藤亜 子どもを育む住まい方 / 小伊藤亜希 3F開架新体
学
希子
子, 中井孝章著.大阪公立大学共同 系
出版会, 2006.3. -- (OMUPブック
レット ; No.5).

527//KO35 子どもの発達と、それを育む住まいのあり方に
//7830
ついて、前半では子どものテリトリー形成能力の
発達との関係から、後半では具体的な住み方
調査に基づいて、提言した。やさしく読みやす
い手軽なブックレット。

居住環境 永村一雄 シックハウス事典 / 日本建築学会
学
編. 技報堂出版, 2001.9.

3F開架新体
系

527//N71/ シックハウス症候群の危険は、建築基準法の改
/6712
正にともなって終息に向いつつある。悲しい歴
史を繰り返さないためにも、いまいちど、注意事
項を読もう。

居住環境 小池志保 図解ニッポン住宅建築 : 建築家の空 3F開架新体
学
子
間を読む / 尾上亮介, 竹内正明, 小 系
池志保子著. 学芸出版社, 2008.2.

527//O67/ 住まい手がハッピーになれる住宅とはなんで
/1433
しょう？このことを建築家がどう考えたのか、その
頭の中を本書ではかいま見れます。 ここで紹介
されているのは, 1950年代から現在までの代表
的な日本の住宅建築です。ひとつの住宅作品
を見開き１ページで解説しており、分かりやすく
読めます。

居住環境 小伊藤亜 西山夘三の住宅・都市論 : その現代 3F開架新体
学
希子
的検証 / 住田昌二, 西山夘三記念 系
すまい・まちづくり文庫編. 日本経済
評論社, 2007.5

527//SU65 戦前から戦後の日本の住宅研究を先導した西
//4083
山夘三の住宅・都市論を、直系の研究者が多
方面から解説した本。

長寿社会 宮野道雄 生活科学最前線90のトピック / 大阪 3F開架新体
総合科学
市立大学生活科学部出版編集委員 系
会編. 中央法規出版, 1999.9

590//O73/ 生活科学部創設50周年を記念して、1999年に
/2694
学部教員全員が分担執筆した。生活科学部教
員の研究分野全体の紹介に最適。

長寿社会 宮野道雄 図説テキスト住居学 / 岸本幸臣編 ; 3F開架新体
総合科学
岸本幸臣 [ほか] 著.第2版.-- 彰国 系
社, 2001.4

597//KI58/ 生活科学部の卒業生が執筆に含まれる。
/2167

居住環境 小池志保 日本の現代住宅 : 1985-2005 / 石
学
子
堂威, 小巻哲監修 ; ギャラリー・間
編. TOTO出版, 2005.12

長寿社会 宮野道雄 目でみる私たちの住まいと暮らし /
総合科学
中根芳一編著. 第2版. -- 化学同
人, 1995.10.

3F開架新体
系

597//N38/ 生活科学部元教員（名誉教授）の中根先生が
/7999
編著。著者には現役教員が多く含まれる。

服部良子 交通死 : 命はあがなえるか / 二木 4F新書版
総合福
雄策著. 岩波書店, 1997.8. -- (岩波
祉・心理
新書 ; 新赤版 518).
臨床科学

681.3//F97 交通事故で亡くなる場合、普通私たちは、 交
//4748
通事故死 という。運転しているものが死に至る
場合は該当するだろう。しかし、車にはねられた
り轢かれてなくなる場合、事故死といえない。そ
れは、自動車という凶器によって殺されたのであ
る。殺人事件の被害者なのである。亡くなった
本学の学生のお父さんである二木雄策氏は、こ
うした思いから 交通死 ということばを用いること
を主張する書物を著した。大学在学中に一読し
てください。

長寿社会 西川禎一 ドンネルの男・北里柴三郎 / 山崎光 3F開架新体
総合科学
夫著. 上, 下. -- 東洋経済新報社, 系
2003.11.

913.6//Y48
//5010

8/10

学情センター「教員専門分野図書展示」推薦図書リスト(生活科学研究科）200806
講座

推薦教員

著者・書名・出版年・出版社等
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長寿社会 西川禎一 白い航跡 / 吉村昭 [著]. -- 上, 下. 4F文庫版
総合科学
-- 講談社, 1994.5. -- (講談社文
庫).

請求記号

推薦文

913.6//Y91
//7310

長寿社会 畠中宗一 畠中宗一編集『現代のエスプリ 対 B1和雑誌96- J00//Wケ 「良い人間関係」から「ほんとうの対人関係」を提
総合科学
人関係の再発見』468(2006) 至文堂
//2662000 起。
長寿社会 畠中宗一 畠中宗一編集『現代のエスプリ 子ど B1和雑誌96- J00//Wケ 子どものウェルビーイングを実現できる社会を提
//2662000 案。
総合科学
ものウェルビーイング』453(2005) 至
文堂
長寿社会 畠中宗一 畠中宗一編集『現代のエスプリ 抵 B1和雑誌96- J00//Wケ 山根家族論における「家族の抵抗体機能」を手
//2662000 がかりにして、主体的家族論を展開。
総合科学
抗体としての家族』442(2003) 至文
堂
長寿社会 畠中宗一 畠中宗一編集『現代のエスプリ 母
総合科学
子臨床再考』420(2002) 至文堂

B1和雑誌96- J00//Wケ 母子臨床の最前線を再考。
//2662000

長寿社会 畠中宗一 畠中宗一編集『現代のエスプリ 家 B1和雑誌96- J00//Wケ 多様な家庭的保育の全体像を展開。
//2662000
総合科学
庭的保育のすすめ』401(2000) 至文
堂
長寿社会 畠中宗一 畠中宗一編集『現代のエスプリ 臨 B1和雑誌96- J00//Wケ 臨床社会学の具体像を展開。
総合科学
床社会学の展開』393(2000) 至文堂
//2662000
食・健康
科学

佐伯茂

ワトソン・組換えDNAの分子生物学 / 3F開架新体
James D. Watson [ほか] 著 ; 松橋通 系
生 [ほか] 監訳. 第2版. -- 丸善,
1993.5.

食・健康
科学

佐伯茂

ノーベル賞の決闘 / N・ウェイド著 ;
丸山工作, 林泉訳. 岩波書店,
1992.9. -- (同時代ライブラリー ;
124).

長寿社会 堀智晴
総合科学

４F開架N

「養護学校」の行方 : 義務化10年目 4F開架新体
の検証 / 藤田弘子〔ほか〕共著. -- 系
ミネルヴァ書房, 1990.3.

居住環境 永村一雄 線形代数とその応用 / G.ストラング
学
著 ; 井上昭訳. 産業図書, 1978.7

3F開架N

L464.1//W 二重らせんの発見者、ワトソンが書き上げた分
48//6977 子生物学の教科書

N377.7//W 2人のノーベル賞学者が繰り広げた20年にわた
1//2
る死闘の物語

N378.4//F5
//1A

N412.3//S7 全国の大学で、理系学部の教養課程で、線形
//1
代数は必ず学ぶ科目になっている。 なぜすべ
ての学生が学ぶ必要があるのか、その理由が本
書に書いてある。 大学で学ぶ考え方の根幹を
なす筋道を、この本から読み取ってほしい。

それは失敗からはじまった : 生命分 3F開架N
子の合成に賭けた男 / アーサー・
コーンバーグ著 ; 正井久雄, 中山直
樹訳. 羊土社, 1991.5.

N464//K23 分子生物学の巨人、アーサー・コンバーグ の
//1
自伝的物語

居住環境 永村一雄 省エネルギ-住宅の考え方 / 真鍋恒 3F開架N
学
博著. 相模書房, 1979.10. -- (相模
選書).

N528//M3/ 類書はあるが、結局はこの本に還って来る。卓
/1
見。

食・健康
科学

佐伯茂

長寿社会 西川禎一 遠き落日 [映像資料] / 神山征二郎 5FAV展示架 VT//2279/
/1
総合科学
監督 ; 新藤兼人脚本 ; 新藤兼人,
渡辺淳一原作. 日本語字幕版. -松竹ホームビデオ, c1992
長寿社会 畠中宗一 畠中宗一編集『現代のエスプリ 育
総合科学
児・子育てのなかの家族支援』
479(2007) 至文堂

3F和雑誌(00)
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推薦文

山縣文治 大豆生田啓友著『支え合い、育ち合 購入手続き中
総合福
いの子育て支援−保育所・幼稚園・
祉・心理
ひろば型支援施設における子育て
臨床科学
支援実践論−』関東学院大学出版
会、2006年

地域子育て支援の必要性が社会的に認識さ
れ、制度的支援も進んでいる。著者は、その先
駆けであるNPO法人びーのびーの（横浜市港
北区）を支えてきた人であり、現場の視点をもち
つつ、理論的な整理も行なわれている。 データ
等については、『地域で子育て：地域全体で子
育て家庭を支えるために』（渡辺顕一郎編、川
島書店、2006）が参考になる。

所蔵なし(大阪
居住環境 永村一雄 コレラが街にやってくる : 本当はコ
学
ワーイ地球温暖化 / 藤田紘一郎著． 市立図書館か
らの取り寄せ
朝日新聞社 , 2002.7
は可能です）

温暖化に対して、こういう見方もあるってこと、
知ってた?

居住環境 永村一雄 田中俊六：屋上緑化考、建設通信新 ILL文献複写
学
聞、2001年9月10日〜18日(社)日本 による取り寄
せは可能で
建築学会
す。

屋上緑化の功罪をまっとうに論じた紙面に拍
手。緑がイイって勘違いしているヒト達、ちゃんと
見てね。

ILL文献複写
による取り寄
せは可能で
す。

屋上緑化の功罪をまっとうに論じた紙面に拍
手。緑がイイって勘違いしているヒト達、ちゃんと
見てね。

居住環境 永村一雄 都市気候対策小委員会：屋上緑化
学
はヒートアイランド対策として寄与す
るか?、(社)日本建築学会

長寿社会 西川禎一 病原体はどう生きているか / 益田昭 所蔵なし(大阪
総合科学
吾著．筑摩書房 , 1996.7
市立図書館か
らの取り寄せ
は可能です）
長寿社会 西川禎一 食と免疫 : 21世紀に向けて食を考え
総合科学
る / ネスレ科学振興会監修 ; 和田
昭允, 池原森男, 矢野俊正編．学会
センター関西，1999

所蔵なし(大阪
市立図書館か
らの取り寄せ
は可能です）

長寿社会 西川禎一
総合科学

購入手続き中

長寿社会 西川禎一 「がん」は予防できる / 坪野吉孝[著] 所蔵なし(大阪
総合科学
-- 講談社, 2004.1 -- (講談社+α新 市立図書館か
らの取り寄せ
書).
は可能です）

学術情報総合センター情報サービス部門 http://libweb.media.osaka-cu.ac.jp/
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国田賢
治

神経生理学 / Robert F.Schmidt編 ; 内薗 3F開架新体 491.37//S 人の運動の仕組みについて、細胞レベルから
耕二 [ほか] 訳. -- 改訂第2版第7刷. -- 系
C5//7328 脳のレベルまでの広い範囲を対象として、わかり
金芳堂, 1995.4. -- (Minor textbook).
やすく説明がなされている。

国田賢
治

藤原勝夫編著・運動・認知機能改善への 3F開架新体 494.78//F 現代における健康に関する問題点を指摘し、健
アプローチ・2008・市村出版
系
68//4101 康づくりの新しい方法論、特に運動・認知機能
の改善に焦点を当てた知見が報告されている。
第9章、第10章は国田、渡辺本学教員が分担執
筆を行っている。

国田賢
治

身体活動と体力トレーニング / 藤原勝夫, 3F開架新体 780.19//F 健康の維持・増進になぜ運動が必要なのか、身
外山寛著. 改訂. -- 日本出版サービス, 系
68//9205 体の構造や機能をどのように測定するのか、お
2000.3.
よび運動実践法がわかりやすく書かれている。
国田本学教員の大学4年生時の写真が随所に
掲載されている。

学術情報総合センター情報サービス部門 http://libweb.media.osaka-cu.ac.jp/

