
学情センター2F企画展示2009/1/16～2/19
展示図書リスト（文）

所属 推薦教員 書名・著者・出版年・出版社等 配置場所 請求記号

文/哲学歴
史学科

美濃正 岩波講座哲学 / 飯田隆 [ほか] 編集,  岩波書店, 2008（全15巻） 3F開架新体系 108//I95//6602

文/哲学歴
史学科

中才敏郎 論理学 / グレアム・プリースト [著] ; 菅沼聡訳. -- 岩波書店, 2008.2. --
(1冊でわかる).

3F開架新体系 116//P93//1527

文/アジア
都市文化学

高坂史朗 東アジアと哲学 / 藤田正勝, 卞崇道, 高坂史朗編. -- ナカニシヤ出版,
2003.2.

3F開架新体系 120.2//F67//2479

文/アジア
都市文化学

高坂史朗 『季刊日本思想史』66号（2004） 東アジアの儒教と近代の「知」　 日本思
想史懇話会発行 . ぺりかん社

 B1和雑誌96- J12//Wキ//1523000

文/アジア
都市文化学

高坂史朗 世界のなかの日本の哲学 / 藤田正勝, ブレット・デービス編. -- 昭和堂,
2005.6

3F開架新体系 121.6//F67//4232

文/アジア
都市文化学

高坂史朗 知の座標軸 : 日本における哲学の形成とその可能性 / 藤田正勝編. --
晃洋書房, 2000.9. -- (シリーズ・近代日本の知 ; 第1巻).

3F開架新体系 121.6//F67//5277

文/アジア
都市文化学

高坂史朗 近代という躓き / 高坂史朗著. -- ナカニシヤ出版, 1997.6. 3F開架新体系 121.6//KO82//2441

文/アジア
都市文化学

高坂史朗 西周と日本の近代 / 島根県立大学西周研究会編. -- ぺりかん社,
2005.5.

3F開架新体系 121.6//SH42//7198

文/哲学歴
史学科

中才敏郎 哲学の歴史/内山勝利他責任編集. 中央公論新社 , 2007年-（全12巻+別
巻1巻）

3F開架新体系 130.2//TE86//1351他

文/哲学歴
史学科

美濃正 哲学の歴史/内山勝利他責任編集. 中央公論新社 , 2007年-（全12巻+別
巻1巻）

3F開架新体系 130.2//TE86//1351他

文/哲学歴
史学科

中才敏郎 イギリス哲学・思想事典 / 日本イギリス哲学会編. -- 研究社, 2007.11. 2F参考（一般） 133.1//N71//8588

文/言語文
化学科

井狩幸男 心を生みだす遺伝子 / ゲアリー・マーカス著 ; 大隅典子訳. -- 岩波書
店, 2005.3.

3F開架新体系 141.92//MA51//5962

文/人間行
動学科

添田晴雄 日本人のしつけと教育 : 発達の日米比較にもとづいて / 東洋著. -- 東京
大学出版会, 1994.10. -- (シリーズ人間の発達 ; 12).

3F開架新体系 143//A99//1834

文/言語文
化学科

小林直樹 戦場の精神史 : 武士道という幻影 / 佐伯真一著. -- 日本放送出版協会,
2004.5. -- (NHKブックス ; 998).

3F開架新体系 156//SA14//5853

文/アジア
都市文化学

多和田裕
司

タイの僧院にて / 青木保著 -- 中央公論社, 1979.2 -- (中公文庫). ※絶版のため入手不能。
大阪市立図書館から取り
寄せできます。

文/哲学歴
史学科

平田茂樹 歴史学入門 / 福井憲彦著. -- 岩波書店, 2006.1. -- (岩波テキストブック
ス ; α).

3F開架新体系 201//F76//5955

文/哲学歴
史学科

早瀬晋三 未来と対話する歴史 / 早瀬晋三著. -- 法政大学出版局, 2008.10. 3F開架新体系 204//H47//1403

文/言語文
化学科

荒木映子  時間と空間の文化 : 1880-1918年/スティーヴン・カーン著 ; 浅野敏夫
訳.  -- 上, 下.-- 法政大学出版局, 1993.1. -- (りぶらりあ選書 ）

3F開架新体系 209.6//KE57//2264(
上）、2657(下）

文/アジア
都市文化学

高坂史朗 「脱」の世界 : 正常という虚構 = The realm of transcendance / 近畿大学
日本文化研究所編. -- 風媒社, 2007.2. -- (近畿大学日本文化研究所
叢書 ; 2).

3F開架新体系 210.04//KI44//0949

文/アジア
都市文化学

高坂史朗 日本文化の諸相 : その継承と創造 = Aspects of Japanese culture / 近畿
大学日本文化研究所編. -- 風媒社, 2006.3. -- (近畿大学日本文化研
究所叢書 ; 1).

3F開架新体系 210.04//KI44//7908

文/哲学歴
史学科

平田茂樹 無縁・公界・楽 : 日本中世の自由と平和 / 網野善彦著. -- 増補. -- 平
凡社, 1987.5. -- (平凡社選書 ; 58).

3F開架新体系 210.4//A45//1665

文/哲学歴
史学科

平田茂樹 未来をひらく歴史 : 東アジア3国の近現代史 : 日本・中国・韓国=共同編
集 / 日中韓3国共通歴史教材委員会編著. -- 高文研, 2005.5.

3F開架新体系 210.6//N88//9171

文/アジア
都市文化学

多和田裕
司

オリエンタリズム / E.W.サイード著 ; 今沢紀子訳. -- 上, 下. -- 平凡社,
1993.6. -- (平凡社ライブラリー ; 11,12).

4F文庫版 220//SA17//2482(上）
、2481(下）
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文/哲学歴
史学科

平田茂樹 中国史 / 宮崎市定著. -- 上, 下. -- 岩波書店, 1977.6-1978.6. -- (岩
波全書 ; 295,303).

3F開架N N222.01//M1//1-

文/哲学歴
史学科

井上徹 中国歴史研究入門 / 礪波護, 岸本美緒, 杉山正明編. -- 名古屋大学出
版会, 2006.1.

3F開架新体系 222//TO63//4476

文/哲学歴
史学科

早瀬晋三 歴史研究と地域研究のはざまで : フィリピン史で論文を書くとき / 早瀬晋
三著. -- 法政大学出版局, 2004.12.

3F開架新体系 224.8//H47//2849

文/哲学歴
史学科

早瀬晋三 歴史空間としての海域を歩く / 早瀬晋三著. -- 法政大学出版局,
2008.10.

3F開架新体系 292.4//H47//1404

文/人間行
動学科

進藤雄三 危険社会 : 新しい近代への道 / ウルリヒ・ベック [著] ; 東廉, 伊藤美登里
訳. -- 法政大学出版局, 1998.10. -- (叢書・ウニベルシタス ; 609).

4F開架新体系 304//B31//8769

文/哲学歴
史学科

平田茂樹 国の理想と憲法 : 「国際環境平和国家」への道 / 野村昇平著. -- 七つ
森書館, 2007.5.

4F開架新体系 304//N95//3744

文/哲学歴
史学科

平田茂樹 定本想像の共同体 : ナショナリズムの起源と流行 / ベネディクト・アン
ダーソン著 ; 白石隆, 白石さや訳. -- 書籍工房早山. -- (社会科学の冒
険 ; 2-4).

4F開架新体系 311.3//A46//5439

文/人間行
動学科

進藤雄三 近代とホロコースト / ジークムント・バウマン著 ; 森田典正訳. -- 大月書
店, 2006.9.

4F開架新体系 316.88//B28//6095

文/人間行
動学科

谷富夫 プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 / マックス・ヴェーバー著 ;
大塚久雄訳. -- 改訳. -- 岩波書店, 1989.1. -- (岩波文庫 ; 白(34)-
209-3).（原典1904－05年）

4F文庫版 331.5//W51//2395

文/人間行
動学科

進藤雄三 近代性論再考 : パーソンズ理論の射程 / 進藤雄三著. -- 世界思想社,
2006.4. -- (Sekaishiso seminar).

4F開架新体系 361.253//SH62//0099

文/言語文
化学科

池上知子 池上知子・遠藤由美（共著）・グラフィック社会心理学【第２版】・2008年12
月刊行予定・サイエンス社

※購入手続き中です。

文/人間行
動学科

進藤雄三 逸脱と医療化 : 悪から病いへ / P.コンラッド, J.W.シュナイダー著 ; 杉田
聡, 近藤正英訳. -- ミネルヴァ書房, 2003.11. -- (MINERVA社会学叢書
; 23).

4F開架新体系 361.41//C86//5675

文/哲学歴
史学科

平田茂樹 中国人の心理と行動 / 園田茂人著. -- 日本放送出版協会, 2001.2. --
(NHKブックス ; 908).

4F開架新体系 361.42//SO45//1059

文/人間行
動学科

石田佐恵
子

伊藤守（編）『よくわかるメディア・スタディーズ』ミネルヴァ書房（近刊） ※購入手続き中です。

文/人間行
動学科

石田佐恵
子

ポスト韓流のメディア社会学 / 石田佐恵子, 木村幹, 山中千恵編著. -- ミ
ネルヴァ書房, 2007.10. -- (叢書現代社会のフロンティア ; 10).

4F開架新体系 361.5//I81//8916

文/人間行
動学科

石田佐恵
子

文化社会学の視座 : のめりこむメディア文化とそこにある日常の文化 / 南
田勝也, 辻泉編著. -- ミネルヴァ書房, 2008.5.

4F開架新体系 361.5//MI37//6665

文/アジア
都市文化学

多和田裕
司

文化の解釈学 / C.ギアーツ著 ; 吉田禎吾 [ほか] 訳. -- 1, 2. -- 岩波書
店, 1987.5-1987.9. -- (岩波現代選書 ; 118-119).

4F開架N N361.6//G3//1-1、2

文/人間行
動学科

谷富夫 ストリート・コーナー・ソサエティ / W.F.ホワイト著 ; 奥田道大, 有里典三
訳. -- 有斐閣, 2000.4.（原典1943年）

4F開架新体系 361.6//W69//1125

文/人間行
動学科

谷富夫 社会学的想像力 / ミルズ著 ; 鈴木広訳. -- : 新装版. -- 紀伊國屋書店,
1995.4.（原典1959年）

4F開架新体系 361//MI27//2445

文/人間行
動学科

石田佐恵
子

現代文化の社会学入門 : テーマと出会う、問いを深める / 小川伸彦, 山
泰幸編著. -- ミネルヴァ書房, 2007.4.

4F開架新体系 361//O24//2917

文/人間行
動学科

石田佐恵
子

社会学ベーシックス/井上俊, 伊藤公雄編 -- 世界思想社, 2008-, 4F開架新体系 361//SH12//1166

文/人間行
動学科

谷富夫 社会学ベーシックス/井上俊, 伊藤公雄編 -- 世界思想社, 2008-, 4F開架新体系 361//SH12//1166

文/人間行
動学科

堀内達夫 大学だけじゃないもうひとつのキャリア形成 : 日本と世界の職業教育 / 平
沼高, 新井吾朗編著. -- 職業訓練教材研究会, 2008.10.

※購入手続き
中です。

文/人間行
動学科

谷富夫 自殺論 / デュルケーム著 ; 宮島喬訳. -- 中央公論社, 1985.9. -- (中公
文庫)（原典1897年）

4F文庫版 368.3//D98//2533
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文/人間行
動学科

添田晴雄 知ることの力 : 心情主義の道徳教育を超えて / 松下良平著. -- 勁草書
房, 2002.12. -- (教育思想双書 ; 2).

4F開架新体系 371.6//MA88//9494

文/人間行
動学科

添田晴雄 学校の文化 / 佐藤秀夫著. -- 阿吽社, 2005.3. -- (教育の文化史 / 佐
藤秀夫著 ; 小野雅章 [ほか] 編集委員 ; 2).

4F開架新体系 372.1//SA85//0107

文/人間行
動学科

添田晴雄 「学び」の復権 : 模倣と習熟 / 辻本雅史著. -- 角川書店, 1999.3. 4F開架新体系 372.105//TS43//9247

文/人間行
動学科

添田晴雄 近代日本の学校文化誌 / 石附実編著. -- 思文閣出版, 1992.6. 4F開架新体系 372.106//I84//1925

文/人間行
動学科

堀内達夫 教育改革の国際比較 / 大桃敏行 [ほか] 編. -- ミネルヴァ書房, 2007.9. 4F開架新体系 373.1//O63//6623

文/人間行
動学科

添田晴雄 「学級」の歴史学 : 自明視された空間を疑う / 柳治男著. -- 講談社,
2005.3. -- (講談社選書メチエ ; 325).

4F開架新体系 374.1//Y52//5560

文/人間行
動学科

堀内達夫 専門高校の国際比較 : 日欧米の職業教育 / 堀内達夫, 佐々木英一, 伊
藤一雄編. -- 新版. -- 法律文化社, 2006.4.

4F開架新体系 375.6//H89//3621

文/人間行
動学科

添田晴雄 学校文化の比較社会学 : 日本とイギリスの中等教育 / 志水宏吉著. --
東京大学出版会, 2002.9.

4F開架新体系 376.3//SH49//2293

文/言語文
化学科

井狩幸男 手話の世界へ / オリバー・サックス著 ; 佐野正信訳. -- 晶文社, 1996.2.
-- (サックス・コレクション / オリバー・サックス著).

7F新体系 378.28//SA12//2821

文/哲学歴
史学科

平田茂樹 中華料理の文化史 / 張競著. -- 筑摩書房, 1997.9. -- (ちくま新書 ;
124).

4F新書版 383.822//C52//0747

文/言語文
化学科

小林直樹 民話の思想 / 佐竹昭広著. -- 平凡社, 1973.9. -- (平凡社選書 ; 25). B2中央旧 388.1//S9//1

文/哲学歴
史学科

平田茂樹 ハーメルンの笛吹き男 : 伝説とその世界 / 阿部謹也著. -- 筑摩書房,
1988.12. -- (ちくま文庫).

4F文庫版 388.34//A12//2873

文/哲学歴
史学科

中才敏郎 科学哲学 / サミール・オカーシャ [著] ; 廣瀬覚訳. -- 岩波書店, 2008.3.
-- (1冊でわかる).

3F開架新体系 401//O45//2885

文/人間行
動学科

進藤雄三 死の予告 : 医療ケアにおける予言と予後 / N.A.クリスタキス著 ; 進藤雄
三監訳. -- ミネルヴァ書房, 2006.8.

3F開架新体系 490.14//C58//3902

文/人間行
動学科

川辺光一 脳・神経系の基本地図をたどる / フロイド・E・ブルーム他著 ; 中村克樹,
久保田競監訳. -- 講談社, 2004.1. -- (ブルーバックス ; B-1431 . 新・脳
の探検 ; 上).

4F新書版 491.371//B58//7807

文/人間行
動学科

川辺光一 脳から「心」と「行動」を見る / フロイド・E・ブルーム他著 ; 中村克樹, 久保
田競監訳. -- 講談社, 2004.1. -- (ブルーバックス ; B-1432 . 新・脳の探
検 ; 下).

4F新書版 491.371//B58//7808

文/人間行
動学科

川辺光一 ピネルバイオサイコロジー : 脳-心と行動の神経科学 / John P.J. Pinel著 ;
佐藤敬 [ほか] 訳. -- 西村書店, 2005.6.

3F開架新体系 491.371//P66//7950

文/言語文
化学科

井狩幸男 言葉を失うということ : 神経内科医のカルテから / 岩田誠著. -- 岩波書
店, 1987.1. -- (New science age ; 23).

B3生活科学 493.73//I//JIDOHOK
EN

文/言語文
化学科

井狩幸男 ヒトはなぜことばを使えるか : 脳と心のふしぎ / 山鳥重著. -- 講談社,
1998.11. -- (講談社現代新書 ; 1427).

4F新書版 493.73//Y19//9771

文/人間行
動学科

進藤雄三 医療化のポリティクス : 近代医療の地平を問う / 森田洋司, 進藤雄三編.
-- 学文社, 2006.9. -- (シリーズ社会問題研究の最前線 ; 1).

3F開架新体系 498.021//MO66//625
8

文/人間行
動学科

進藤雄三 医療と専門家支配 / エリオット・フリードソン著 ; 進藤雄三, 宝月誠訳. --
恒星社厚生閣, 1992.9.

3F開架新体系 498//F46//7279

文/人間行
動学科

堀内達夫 熟練工養成の国際比較 : 先進工業国における現代の徒弟制度 / 平沼
高, 佐々木英一, 田中萬年編著. -- ミネルヴァ書房, 2007.9. --
(MINERVA現代経営学叢書 = Modern business economics ; 31).

3F開架新体系 507.7//H66//7951

文/言語文
化学科

荒木映子 表象の芸術工学 / 高山宏著. -- 工作舎, 2002.9. -- (神戸芸術工科大
学レクチャーシリーズ).

3F開架新体系 704//TA56//2267

文/アジア
都市文化学

増田聡 事典世界音楽の本 / 徳丸吉彦 [ほか] 編. -- 岩波書店, 2007.12. 3F開架新体系 760.36//TO38//0487

文/アジア
都市文化学

増田聡 東谷護（編著）『拡散する音楽文化をどうとらえるか』、2008年、勁草書房 ※購入手続き中です。
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所属 推薦教員 書名・著者・出版年・出版社等 配置場所 請求記号

文/アジア
都市文化学

増田聡 ポピュラー・ミュージック・スタディズ : 人社学際の最前線 / ジョン・シェ
パード[ほか]編 ; 三井徹編訳. -- 音楽之友社, 2005.3.

※購入手続き中です。

文/言語文
化学科

久堀裕朗 浄瑠璃素人講釈 / 杉山其日庵著 ; 内山美樹子, 桜井弘編. -- 上, 下. -
- 岩波書店, 2004. -- (岩波文庫 ; 緑174-1, 2, 31-174-1-2).

 4F文庫版 768.52//SU49//1249
（上）、2183(下）

文/言語文
化学科

張新民 中国映画史 / 程季華主編 ; 森川和代編訳. -- 平凡社, 1987.10. 3F開架N N778.2//T4//1

文/言語文
化学科

張新民 映画のなかの上海 : 表象としての都市・女性・プロパガンダ / 劉文兵著.
-- 慶應義塾大学出版会, 2004.12.

3F開架新体系 778.2//R98//2781

文/言語文
化学科

張新民 武侠映画の快楽 : 唐の時代からハリウッドまで、剣士たちの凄技に迫る。
/ 岡崎由美, 浦川留著 -- 三修社, 2006.10.

3F開架新体系 778.222//O48//2720

文/言語文
化学科

張新民 中国映画の100年 / 佐藤忠男著. -- 二玄社, 2006.7. 3F開架新体系 778.222//SA85//3838

文/言語文
化学科

井狩幸男 子どもはことばをからだで覚える : メロディから意味の世界へ / 正高信男
著. -- 中央公論新社, 2001.4. -- (中公新書 ; 1583).

4F新書版 801.04//MA63//3144

文/言語
文化学科

古賀哲男 アイロニーのエッジ : その理論と政治学 / リンダ・ハッチオン [著] ; 古賀
哲男訳. -- 世界思想社, 2003.12. -- (Sekaishiso seminar).

3F開架新体系 801.6//H98//5163

文/言語文
化学科

丹羽哲也 日本語の歴史 : 青信号はなぜアオなのか / 小松英雄著. -- 笠間書院,
2001.10.

3F開架新体系 810.2//KO61//2337

文/言語文
化学科

丹羽哲也 日本語の歴史 / 山口仲美著. -- 岩波書店, 2006.5. -- (岩波新書 ; 新
赤版 1018).

4F新書版 810.2//Y24//1118

文/言語文
化学科

丹羽哲也 日本語 / 金田一春彦著. -- 上, 下. -- 新版. -- 岩波書店, 1988.1-
1988.3. -- (岩波新書 ; 新赤版 2,3).

4F新書版 810//KI42//9026(上）
、9025

文/言語文
化学科

丹羽哲也 敬語 / 菊地康人著. -- 角川書店, 1994.6. 3F開架新体系 815.8//KI24//0348

文/言語文
化学科

衣笠忠司 英語コーパスと言語教育 : データとしてのテクスト / 石川慎一郎著. -- 大
修館書店, 2008.7.

3F開架新体系 830.7//I76//8640

文/言語文
化学科

衣笠忠司 英語コーパス言語学 : 基礎と実践 / 齊藤俊雄, 中村純作, 赤野一郎編.
-- 改訂新版. -- 研究社, 2005.2.

3F開架新体系 830.7//SA25//4882

文/言語文
化学科

荒木映子 文学とテクノロジー / W.サイファー著 ; 野島秀勝訳. -- 研究社出版,
1972. -- (研究社叢書).

B2中央旧 901//S12//1

文/言語文
化学科

小林直樹 今昔物語集の世界 : 中世のあけぼの / 池上洵一著 -- 以文社, 1999.3
-- (以文叢書 ; 2).

※絶版のため入手不能。
大阪市立図書館から取り
寄せできます。

文/言語
文化学科

齋藤 茂 中国文学を学ぶ人のために / 興膳宏編. -- 世界思想社, 1991.3. 3F開架N N920.2//K6//1

文/言語
文化学科

齋藤 茂 唐詩概説 / 小川環樹著. -- 岩波書店, 2005.9. -- (岩波文庫 ; 青N(38)-
109-1).

4F文庫版 921.43//O24//2141

文/言語文
化学科

荒木映子 文化と精読 : 新しい文学入門 / 富山太佳夫著. -- 名古屋大学出版会,
2003.9.

3F開架新体系 930.4//TO59//2354

文/言語
文化学科

古賀哲男 ウォレス・スティーヴンズ : 生存のための詩 / 古賀哲男著 -- 世界思想社,
2007.10.

※購入手続き
中です。

文/言語文
化学科

杉井正史 『動物農場』ことば・政治・歌 / 川端康雄著. -- みすず書房, 2005.9. --
(理想の教室).

3F開架新体系 933.7//KA91//1885

文/言語文
化学科

荒木映子 青ひげの城にて : 文化の再定義への覚書 / ジョージ・スタイナー [著] ;
桂田重利訳. -- みすず書房, 2000.3. -- (みすずライブラリー).

3F開架新体系 934.7//ST3//9219

文/人間行
動学科

森洋久 カッコウはコンピュータに卵を産む / クリフォード・ストール著 ; 池央耿訳.
-- 上, 下. -- 草思社, 1991.9.

7F新体系 936//ST7//5256他

文/アジア
都市文化学

高坂史朗 中日共同研究 : 东亚近代哲学的意义 / 卞祟道, 藤田正胜, 高坂史朗主

编. -- 沈阳出版社, 2002.8.

※購入手続き中です。
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展示図書リスト（大学教育研究センター）

大学教育研究センター

推薦教員 書名・著者・出版年・出版社 配置場所 請求記号

西垣順子 MI : 個性を生かす多重知能の理論 / ハワード・ガードナー著 ; 松村暢
隆訳. -- 新曜社, 2001.10.

3F開架新体系 141.1//G22//7488

渡邊席子 プロカウンセラーの聞く技術 / 東山紘久著. -- 創元社, 2000.9. 4F開架新体系 361.454//H55//3171

矢野裕俊 若者と仕事 : 「学校経由の就職」を超えて / 本田由紀著. -- 東京大学出
版会, 2005.4.

4F開架新体系 366.29//H84//6653

西垣順子 絶対役立つ教育心理学 : 実践の理論、理論を実践 / 藤田哲也編著. --
ミネルヴァ書房, 2007.5.

4F開架新体系 371.4//F67//3523

西垣順子 多元的知能の世界 : MI理論の活用と可能性 / Howard Gardner著 ; 中
川好幸 [ほか訳]. -- 日本文教出版.

4F開架新体系 371.4//G22//7289

西垣順子 教育と脳 : 多重知能を活かす教育心理学 / 永江誠司著. -- 北大路書
房, 2008.9.

4F開架新体系 371.4//N13//0586

西垣順子 子どもが心を理解するとき / 子安増生著. -- 金子書房, 1997.4. -- (子ど
もの発達と教育 ; 7).

4F開架新体系 371.45//KO97//4843

西垣順子 本当の「才能」見つけて育てよう : 子どもをダメにする英才教育 / 松村暢
隆著 -- ミネルヴァ書房, 2008.6.

※購入手続き中です。

矢野裕俊 教育と政治 : 戦後教育史を読みなおす / 森田尚人, 森田伸子, 今井康
雄編著. -- 勁草書房, 2003.9.

4F開架新体系 372.107//MO66//4255

西垣順子 授業デザインの最前線 : 理論と実践をつなぐ知のコラボレーション / 高
垣マユミ編著. -- 北大路書房, 2005.3.

4F開架新体系 375.1//TA29//7858

矢野裕俊 自律的学習の探求 : 高等学校教育の出発と回帰 / 矢野裕俊著. -- 晃
洋書房, 2000.3.

4F開架新体系 376.41//Y58//9074

飯吉弘子 大学改革その先を読む : 立教大学「大学教育開発・支援センター」連続
セミナー講演記録 / 寺崎昌男著. -- 東信堂, 2007.10.

4F開架新体系 377.1//TE62//9456

飯吉弘子 大学教授職の使命 : スカラーシップ再考 / E. L. ボイヤー著 ; 有本章訳.
-- 玉川大学出版部, 1996.3.

4F開架新体系 377.13//B69//1501

西垣順子 文章理解の心理学 : 認知, 発達, 教育の広がりの中で / 秋田喜代美, 久
野雅樹編著. -- 北大路書房, 2001.9.

3F開架新体系 801.04//A37//6230

都市研究プラザ

推薦教員 著者・書名・出版年・出版社等 配置場所 請求記号

水内俊雄 モダン都市の系譜 : 地図から読み解く社会と空間 / 水内俊雄, 加藤政
洋, 大城直樹著. -- ナカニシヤ出版, 2008.5.

3F開架新体系 291.0173//MI97//7806
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