
(広島大学)

No 登録番号 書名

1 50037196 人間科学のための混合研究法 : 質的・量的アプローチをつなぐ研究デザイン / J.W.クレスウェル, V.L.プラノ クラーク著 ; 大谷順子訳. -- 北大路書房, 2010.
2 50073370 ウェルビーイングの設計論 : 人がよりよく生きるための情報技術 / ラファエル・A・カルヴォ, ドリアン・ピーターズ著 ; 木村千里 [ほか] 翻訳. -- ビー・エヌ・エヌ新
3 50044112 絵本の力 / 河合隼雄, 松居直, 柳田邦男著. -- 岩波書店, 2001.
4 50044052 絵本の心理学 : 子どもの心を理解するために / 佐々木宏子著. -- 新曜社, 2000.

5 50006425
Educating the virtues : an essay on the philosophical psychology of moral development and education / David Carr ; : pbk. -- Routledge, 2012. -- (Routledge
library editions . Education ; v. 137).

6 216155 遊び : 世界の象徴として / オイゲン・フィンク著 ; 千田義光訳. -- せりか書房, 1976.
7 50065705 心という難問 : 空間・身体・意味 / 野矢茂樹著. -- 講談社, 2016.
8 50083516 こどものてつがく : ケアと幸せのための対話 / 高橋綾, 本間直樹著 ; 鷲田清一監修. -- 大阪大学出版会, 2018. -- (シリーズ臨床哲学 ; 第3巻).
9 50035217 「ひと」の現象学 / 鷲田清一著. -- 筑摩書房, 2013.

10 50054679
ソクラテス・クラブへようこそ : 子どもに学ぶ大人のための哲学教室 / ナタリー・ヴァイデンフェルト, ユリアン・ニーダ=リューメリン著 ; 岩佐倫太郎訳. -- 阪急コ
ミュニケーションズ, 2013.

11 50007639
Skillful coping : essays on the phenomenology of everyday perception and action / Hubert L. Dreyfus ; edited by Mark A. Wrathall. -- 1st ed. -- Oxford
University Press, 2014.

12 50007646 Language, ethics and animal life : Wittgenstein and beyond / edited by Niklas Forsberg, Mikel Burley and Nora Hämäläinen ; : pb. -- Bloomsbury, 2014.
13 50044038 現代形而上学 : 分析哲学が問う、人・因果・存在の謎 / 鈴木生郎 [ほか] 著. -- 新曜社, 2014. -- (ワードマップ).
14 50072339 プラグマティズムを学ぶ人のために / 加賀裕郎, 高頭直樹, 新茂之編. -- 世界思想社, 2017.
15 50054680 他者問題で解く心の科学史 / 渡辺恒夫著. -- 北大路書房, 2014. -- (心の科学のための哲学入門 ; 2).
16 50054676 現象学的身体論と特別支援教育 : インクルーシブ社会の哲学的探究 / 河野哲也著. -- 北大路書房, 2015. -- (心の科学のための哲学入門 ; 3).
17 50065411 誕生のインファンティア : 生まれてきた不思議、死んでゆく不思議、生まれてこなかった不思議 / 西平直 [著]. -- みすず書房, 2015.
18 50077084 懐疑主義 / 松枝啓至著. -- 京都大学学術出版会, 2016. -- (学術選書 ; 075).
19 50083515 感情の哲学 : 分析哲学と現象学 / 西村清和著. -- 勁草書房, 2018.
20 50065462 無心のダイナミズム : 「しなやかさ」の系譜 / 西平直著. -- 岩波書店, 2014. -- (岩波現代全書 ; 020).
21 50007645 Intellectual virtues : an essay in regulative epistemology / Robert C. Roberts and W. Jay Wood ; : pbk. -- Clarendon Press, 2009.

22 50038147
カテゴリー論 ; 命題論 / [アリストテレス著] ; 中畑正志 [ほか] 訳. -- 岩波書店, 2013. -- (アリストテレス全集 / [アリストテレス著] ; 内山勝利, 神崎繁, 中畑正
志編集委員 ; 1).

23 50072707
大道徳学 ; エウデモス倫理学 / [アリストテレス著] ; 新島龍美, 荻野弘之訳. -- 岩波書店, 2016. -- (アリストテレス全集 / [アリストテレス著] ; 内山勝利, 神崎
繁, 中畑正志編集委員 ; 16).

24 50065410 アリストテレス『ニコマコス倫理学』を読む : 幸福とは何か / 菅豊彦著. -- 勁草書房, 2016.
25 50035222 プラグマティズム : 限りなき探究 / ヒラリー・パトナム著 ; 高頭直樹訳. -- 晃洋書房, 2013.
26 50006239 Groundless grounds : a study of Wittgenstein and Heidegger / Lee Braver ; : hardcover, : [pbk]. -- MIT Press, 2012.

27 40015892
From the notebooks to philosophical grammar : the construction and dismantling of the Tractatus. -- Routledge, 1996. -- (Ludwig Wittgenstein : critical
assessments / edited by Stuart Shanker v. 1).

28 40019884
The early Wittgenstein : from the Notebooks to the Philosophical grammar / edited by Stuart Shanker and David Kilfoyle. -- Routledge, 2002. -- (The
Routledge critical assessments of leading philosophers . Ludwig Wittgenstein ; 2nd ser. ; v. 1).

29 40015893
From Philosophical Investigations to On Certainty : Wittgeinstein's later philosophy. -- Routledge, 1996. -- (Ludwig Wittgenstein : critical assessments /
edited by Stuart Shanker v. 2).

30 40019885
The later Wittgenstein : from Philosophical investigations to On certainty / edited by Stuart Shanker and David Kilfoyle. -- Routledge, 2002. -- (The
Routledge critical assessments of leading philosophers . Ludwig Wittgenstein ; 2nd ser. ; v. 2).

31 40015894
From the Tractatus to Remarks on the Foundations of Mathematics : Wittgenstein on the philosophy of mathematics. -- Routledge, 1996. -- (Ludwig
Wittgenstein : critical assessments / edited by Stuart Shanker v. 3).

32 40019886
Meaning and mind : Wittgenstein and the sciences of mind / edited by Stuart Shanker and David Kilfoyle. -- Routledge, 2002. -- (The Routledge critical
assessments of leading philosophers . Ludwig Wittgenstein ; 2nd ser. ; v. 3).

33 40015895
From theology to sociology : Wittgeinstein's impact on contemporary thought. -- Routledge, 1996. -- (Ludwig Wittgenstein : critical assessments / edited by
Stuart Shanker v. 4).

34 40019887
Culture and context : Wittgenstein and the human sciences / edited by Stuart Shanker and David Kilfoyle. -- Routledge, 2002. -- (The Routledge critical
assessments of leading philosophers . Ludwig Wittgenstein ; 2nd ser. ; v. 4).

35 40015896 A Wittgenstein bibliography / edited by V.A. and S.G. Shanker. -- Routledge, 1996. -- (Ludwig Wittgenstein : critical assessments / edited by Stuart Shanker
36 50044039 規則の力 : ウィトゲンシュタインと必然性の発明 / ジャック・ブーヴレス [著] ; 中川大, 村上友一訳. -- 法政大学出版局, 2014. -- (叢書・ウニベルシタス ;
37 50006260 The black book : Wittgenstein and race / Richard A. Jones ; : clothbound. -- University Press of America, 2013.
38 50006237 A Wittgensteinian perspective on the use of conceptual analysis in psychology / edited by Timothy P. Racine and Kathleen L. Slaney. -- Palgrave Macmillan,
39 50065545 ウィトゲンシュタイン『秘密の日記』 : 第一次世界大戦と『論理哲学論考』 / L.ウィトゲンシュタイン著 ; 丸山空大訳. -- 春秋社, 2016.
40 50065528 ラスト・ライティングス / ルートウィヒ・ウィトゲンシュタイン著 ; 古田徹也訳. -- 講談社, 2016.
41 40088332 エクリチュ-ルと差異 / ジャック・デリダ[著] 若桑毅[等]訳 ; 上, 下. -- 法政大学出版局, 1977. -- (叢書・ウニベルシタス).
42 40088333 エクリチュ-ルと差異 / ジャック・デリダ[著] 若桑毅[等]訳 ; 上, 下. -- 法政大学出版局, 1977. -- (叢書・ウニベルシタス).
43 40088334 有限責任会社 / ジャック・デリダ [著] ; 高橋哲哉, 増田一夫, 宮〓裕助訳. -- 法政大学出版局, 2002. -- (叢書・ウニベルシタス ; 752).
44 40095344 言葉と物 : 人文科学の考古学 / ミシェル・フーコー [著] ; 渡辺一民, 佐々木明訳. -- 新潮社, 1974.
45 18908092 快楽の活用 / ミシェル・フーコー [著] ; 田村俶訳. -- 新潮社, 1986. -- (性の歴史 / ミシェル・フーコー著 ; 2).
46 19202152 自己への配慮 / ミシェル・フーコー [著] ; 田村俶訳. -- 新潮社, 1987. -- (性の歴史 / ミシェル・フーコー著 ; 3).
47 19713041 インファンス読解 / ジャン=フランソワ・リオタール著 ; 小林康夫 [ほか] 訳. -- 未来社, 1995. -- (ポイエーシス叢書).
48 18908619 見えるものと見えないもの : 付・研究ノート / メルロ=ポンティ[著] 滝浦静雄,木田元訳. -- みすず書房, 1989.
49 40054142 眼と精神 / M.メルロ=ポンティ [著] ; 滝浦静雄, 木田元訳. -- みすず書房, 1966.
50 40054139 知覚の現象学 / M.メルロー=ポンティ [著] ; 竹内芳郎, 小木貞孝訳 ; 1, 2. -- みすず書房, 1967.
51 40054140 知覚の現象学 / M.メルロー=ポンティ [著] ; 竹内芳郎, 小木貞孝訳 ; 1, 2. -- みすず書房, 1967.
52 50073331 ポジティブ心理学 : 21世紀の心理学の可能性 / 島井哲志編. -- ナカニシヤ出版, 2006.
53 50035426 心を名づけること : 心理学の社会的構成 / カート・ダンジガー著 ; 上, 下. -- 勁草書房, 2005. -- (シリーズ認知と文化 ; 1-2).
54 50035427 心を名づけること : 心理学の社会的構成 / カート・ダンジガー著 ; 上, 下. -- 勁草書房, 2005. -- (シリーズ認知と文化 ; 1-2).
55 40070633 魂 (ソウル) から心 (マインド) へ : 心理学の誕生 / エドワード・S・リード著 ; 村田純一, 染谷昌義, 鈴木貴之訳. -- 青土社, 2000.

56 50038138
倫理 : 人類のアフォーダンス / 河野哲也編. -- 東京大学出版会, 2013. -- (知の生態学的転回 = The ecological turn : new philosophical and psychological
perspectives on human studies ; 第3巻).

57 50037200 臨床・社会編 / 能智正博, 川野健治編. -- 東京図書, 2007. -- (はじめての質的研究法 : 事例から学ぶ / 秋田喜代美, 能智正博監修).
58 50072613 関係の中で人は生きる : 「接面」の人間学に向けて / 鯨岡峻著. -- ミネルヴァ書房, 2016.
59 50062318 質的心理学ハンドブック / やまだようこ [ほか] 編. -- 新曜社, 2013.
60 50083555 しあわせ仮説 : 古代の知恵と現代科学の知恵 / ジョナサン・ハイト著 ; 藤澤隆史, 藤澤玲子訳. -- 新曜社, 2011.
61 50083557 情動の哲学入門 : 価値・道徳・生きる意味 / 信原幸弘著. -- 勁草書房, 2017.
62 50006235 The self and its shadows : a book of essays on individuality as negation in philosophy and the arts / by Stephen Mulhall. -- Oxford University Press, 2013.
63 50054774 ナラティヴ・セラピー : 社会構成主義の実践 / S.マクナミー, K.J.ガーゲン編 ; 野口裕二, 野村直樹訳. -- 遠見書房, 2014.

64 50011910
Developing moral sensitivity / edited by Deborah S. Mower, Phyllis Vandenberg, and Wade L. Robison ; : pbk. -- Routledge, 2017. -- (Routledge studies in
ethics and moral theory ; 31).

65 50011909
The moral psychology handbook / John M. Doris and the Moral Psychology Research Group ; [contributors] Fiery Cushman ... [et al.] ; : pbk. -- Oxford
University Press, 2012.

66 50083556 社会はなぜ左と右にわかれるのか : 対立を超えるための道徳心理学 / ジョナサン・ハイト [著] ; 高橋洋訳. -- 紀伊國屋書店, 2014.

67 50011911
The righteous mind : why good people are divided by politics and religion / Jonathan Haidt ; : pbk. -- Penguin, 2013. -- (Penguin books . Penguin
psycholory/politics).

68 50083695 依存的な理性的動物 : ヒトにはなぜ徳が必要か / アラスデア・マッキンタイア [著] ; 高島和哉訳. -- 法政大学出版局, 2018. -- (叢書・ウニベルシタス ; 1076).
69 50035216 道徳の言語 / R. M. ヘア著 ; 小泉仰, 大久保正健訳. -- 勁草書房, 1982. -- (双書プロブレーマタ ; 1).
70 50065007 グローバル時代の幸福と社会的責任 : 日本のモラル、アメリカのモラル / ケヴィン・ライアン [ほか] 編著. -- 麗澤大学出版会, 2012.
71 50035231 道徳的に考えること : レベル・方法・要点 / R.M.ヘア著 内井惣七,山内友三郎監訳. -- 勁草書房, 1994.

72 50005023
Following Kohlberg : liberalism and the practice of democratic community / Donald R.C. Reed. -- University of Notre Dame Press, 1997. -- (Revisions : a
series of books on ethics).

73 50010710 責任という原理 : 科学技術文明のための倫理学の試み / ハンス・ヨナス 著 ; 加藤尚武監訳 ; : 新装版. -- 東信堂, 2010.
74 50044057 人格 : 応用倫理学の基礎概念 / ミヒャエル・クヴァンテ著 ; 後藤弘志訳. -- 知泉書館, 2013.
75 50044056 夢幻のドイツ田園都市 : 教育共同体ヘレラウの挑戦 / 山名淳著. -- ミネルヴァ書房, 2006. -- (MINERVA歴史叢書クロニカ ; 4).
76 50072640 20世紀アメリカ国民秩序の形成 / 中野耕太郎著. -- 名古屋大学出版会, 2015.
77 50039593 「近代規範」の社会史 : 都市・身体・国家 / 樋口映美, 貴堂嘉之, 日暮美奈子編. -- 彩流社, 2013.
78 50036186 普遍主義対共同体主義 / D.ラスマッセン編 ; 菊池理夫, 山口晃, 有賀誠訳. -- 日本経済評論社, 1998.
79 50065409 スタシス : 政治的パラダイムとしての内戦 / ジョルジョ・アガンベン著 ; 高桑和巳訳. -- 青土社, 2016.

80 50005677
Bíos : biopolitics and philosophy / Roberto Esposito ; translated and with an introduction by Timothy Campbell ; : pbk. -- University of Minnesota Press, 2008.
-- (Posthumanities ; 4).

81 50005678 Immunitas : the protection and negation of life / Roberto Esposito ; translated by Zakiya Hanafi ; : pbk. -- English ed. -- Polity, 2011.
82 50035235 他者の権利 : 外国人・居留民・市民 / セイラ・ベンハビブ [著] ; 向山恭一訳. -- 法政大学出版局, 2006.
83 50054675 平等の方法 / ジャック・ランシエール [述] ; 市田良彦 [ほか] 訳. -- 航思社, 2014.
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(広島大学)

No 登録番号 書名

84 50035238 事実性と妥当性 : 法と民主的法治国家の討議理論にかんする研究 / ユルゲン・ハーバーマス著 ; 河上倫逸, 耳野健二訳 ; 上, 下. -- 未來社, 2002.
85 50035239 事実性と妥当性 : 法と民主的法治国家の討議理論にかんする研究 / ユルゲン・ハーバーマス著 ; 河上倫逸, 耳野健二訳 ; 上, 下. -- 未來社, 2002.
86 50081187 監獄のなかの子どもたち : 児童福祉史としての特別幼年監、感化教育、そして「携帯乳児」 / 倉持史朗著. -- 六花出版, 2016.
87 50038139 「優生」・「優境」と社会政策 : 人口問題の日本的展開 / 杉田菜穂著. -- 法律文化社, 2013.
88 50022383 NLPでコーチング : 最高の人生を生きるためのライフ・コーチング実践ガイド / ジョセフ・オコナー, アンドレア・ラゲス著 ; 小林展子, 石井朝子共訳. -- チーム医
89 50059262 エスノメソドロジー : 社会学的思考の解体 / ハロルド・ガーフィンケル他著 ; 山田富秋, 好井裕明, 山崎敬一編訳. -- 第5刷(新装). -- せりか書房, 2004.
90 50059263 エスノメソドロジーを学ぶ人のために / 串田秀也, 好井裕明編. -- 世界思想社, 2010.
91 50059425 会話分析基本論集 : 順番交替と修復の組織 / H.サックス, E.A.シェグロフ, G.ジェファソン [著] ; 西阪仰訳. -- 世界思想社, 2010. -- (Sekaishiso seminar).
92 50089309 社会科学と因果分析 : ウェーバーの方法論から知の現在へ / 佐藤俊樹著. -- 岩波書店, 2019.
93 50055315 社会の道徳 / ニクラス・ルーマン著 ; 馬場靖雄訳. -- 勁草書房, 2015.
94 50059292 分散する身体 : エスノメソドロジー的相互行為分析の展開 / 西阪仰著. -- 勁草書房, 2008.
95 50059290 会話分析・ディスコース分析 : ことばの織りなす世界を読み解く / 鈴木聡志著. -- 新曜社, 2007. -- (ワードマップ).
96 50054684 アイスブレイク : 出会いの仕掛け人になる / 今村光章著. -- 晶文社, 2014.
97 50044139 いじめの社会理論 : その生態学的秩序の生成と解体 / 内藤朝雄著. -- 柏書房, 2001.
98 50065413 ルールリテラシー : 共働のための技術 / 佐藤裕著. -- 新曜社, 2016.
99 50073352 地方暮らしの幸福と若者 / 轡田竜蔵著. -- 勁草書房, 2017.

100 50044044 差別の境界をゆく : 生活世界のエスノグラフィー / 岸衛, 桜井厚著. -- せりか書房, 2012.
101 50062317 質的研究入門 : 「人間の科学」のための方法論 / ウヴェ・フリック著 ; 小田博志 [ほか] 訳. -- 新版. -- 春秋社, 2011.
102 50035237 公共性の構造転換 : 市民社会の一カテゴリーについての探究 / ユルゲン・ハーバーマス著 ; 細谷貞雄, 山田正行訳. -- 第2版. -- 未來社, 1994.
103 50072642 福祉国家変革の理路 : 労働・福祉・自由 / 新川敏光著. -- ミネルヴァ書房, 2014.
104 50035224 実践知 : エキスパートの知性 / 金井壽宏, 楠見孝編. -- 有斐閣, 2012.
105 50039904 母性愛という制度 : 子殺しと中絶のポリティクス / 田間泰子著. -- 勁草書房, 2001.
106 19702483 「子供」の誕生 : アンシァン・レジーム期の子供と家族生活 / フィリップ・アリエス [著] ; 杉山光信, 杉山恵美子訳. -- みすず書房, 1980.
107 50039625 概説子ども観の社会史 : ヨーロッパとアメリカにみる教育・福祉・国家 / ヒュー・カニンガム著 ; 北本正章訳. -- 新曜社, 2013.
108 50073371 二十一世紀の若者論 : あいまいな不安を生きる / 小谷敏編. -- 世界思想社, 2017.
109 50039908 アシュリー事件 : メディカル・コントロールと新・優生思想の時代 / 児玉真美著. -- 生活書院, 2011.
110 50045486 保護と遺棄の子ども史 / 橋本伸也, 沢山美果子編. -- 昭和堂, 2014.
111 50081135 赤ちゃんポストと緊急下の女性 : 未完の母子救済プロジェクト / 柏木恭典著. -- 北大路書房, 2013.
112 147633 教育科学の基礎概念 : 分析・批判・提案 / W.ブレツィンカ著 ; 小笠原道雄[ほか]訳. -- 黎明書房, 1980.
113 50032179 教育的思考のトレーニング / 相馬伸一著. -- 東信堂, 2008.
114 50035234 子ども理解 : 臨床教育学の試み / 田中孝彦著. -- 岩波書店, 2009.
115 50054841 ワークで学ぶ教育学 / 井藤元編. -- ナカニシヤ出版, 2015.
116 50079005 教育思想事典 / 教育思想史学会編. -- 増補改訂版. -- 勁草書房, 2017.
117 50065527 「甘え」と「自律」の教育学 : ケア・道徳・関係性 / 下司晶編 , 下司晶 [ほか著]. -- 世織書房, 2015.
118 50032100 「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 / 松下佳代編著. -- ミネルヴァ書房, 2010.
119 50035236 メディアの教育学 : 「教育」の再定義のために / 今井康雄著. -- 東京大学出版会, 2004.
120 50032177 子どもと教育の未来を考える / 岡部美香編著. -- 北樹出版, 2009.
121 50035424 これは教育学ではない : 教育詩学探究 / 鈴木晶子編. -- 冬弓舎, 2006. -- (叢書konTakt ; 1).
122 50054682 教育/福祉という舞台 : 動的ドラマトゥルギーの試み / 藤川信夫編著. -- 大阪大学出版会, 2014.
123 50031951 教育人間学のために / 西平直著. -- 東京大学出版会, 2005.
124 50035200 創造現場の臨床教育学 : 教師像の問い直しと教師教育の改革のために / 田中孝彦, 森博俊, 庄井良信編著. -- 明石書店, 2008.
125 19608898 教育的日常の再構築 / 和田修二編. -- 玉川大学出版部, 1996.
126 50006264 Making sense of education : an introduction to the philosophy and theory of education and teaching / David Carr ; : pbk. -- Routledge/Falmer, 2003.
127 50004986 Concepts of indoctrination : philosophical essays / edited by I. A. Snook ; : pbk. -- Routledge, 2012. -- (International library of the philosophy of education ; v.
128 50069915 教育思想のポストモダン : 戦後教育学を超えて / 下司晶 [著]. -- 勁草書房, 2016. -- (教育思想双書 ; 2-1).
129 50072614 エイミー・ガットマンの教育理論 : 現代アメリカ教育哲学における平等論の変容 / 平井悠介著. -- 世織書房, 2017.
130 50039913 教育哲学の現場 : 物語りの此岸から / 西村拓生著. -- 東京大学出版会, 2013.
131 63204 現代教育の倫理 : その基礎的分析 / R.S.ピーターズ著 ; 三好信浩, 塚崎智共訳. -- 黎明書房, 1971.
132 50006263 The RoutledgeFalmer reader in philosophy of education / edited by Wilfred Carr ; : pbk, : hbk. -- RoutledgeFalmer, 2005. -- (Readers in education).
133 50077083 共存在の教育学 : 愛を黙示するハイデガー / 田中智志著. -- 東京大学出版会, 2017.
134 50032125 教育思想史で読む現代教育 / 森田尚人, 森田伸子編著. -- 勁草書房.
135 40045057 日本の教育人間学 / 皇紀夫, 矢野智司編. -- 玉川大学出版部, 1999.
136 50065529 西洋教育思想史 / 眞壁宏幹編. -- 慶應義塾大学出版会, 2016.
137 50072338 ヨハネス・コメニウス : 汎知学の光 / 相馬伸一著. -- 講談社, 2017. -- (講談社選書メチエ ; 646).
138 50040424 社会統治と教育 : ベンサムの教育思想 / 小松佳代子著. -- 流通経済大学出版会, 2006.
139 50072643 カントの世界市民的地理教育 : 人間形成論的意義の解明 / 広瀬悠三著. -- ミネルヴァ書房, 2017.
140 40065879 ヴァルター・ベンヤミンの教育思想 : メディアのなかの教育 / 今井康雄著. -- 世織書房, 1998.
141 50031934 存在論と宙吊りの教育学 : ボルノウ教育学再考 / 井谷信彦著. -- 京都大学学術出版会, 2013. -- (プリミエ・コレクション ; 29).
142 19004188 判断力養成論研究序説 : ヘルバルトの教育的タクトを軸に / 鈴木晶子著. -- 風間書房, 1990.
143 50072635 パンパイデイア : 生涯にわたる教育の改善 / J.A. コメニウス [著] ; 太田光一訳. -- 東信堂, 2015. -- (コメニウスセレクション).
144 50054593 コメニウスの世界観と教育思想 : 17世紀における事物・言葉・書物 / 北詰裕子著. -- 勁草書房, 2015.
145 50072636 覚醒から光へ : 学問、宗教、政治の改善 / J.A.コメニウス [著] ; 太田光一訳. -- 東信堂, 2016. -- (コメニウスセレクション ; 3).
146 40069795 教育改革と公共性 : ボウルズ=ギンタスからハンナ・アレントへ / 小玉重夫著. -- 東京大学出版会, 1999.
147 19307025 デュ-イ教育思想の形成 / 森田尚人著. -- 新曜社, 1986.
148 50068715 教育支援と排除の比較社会史 : 「生存」をめぐる家族・労働・福祉 / 三時眞貴子 [ほか] 編. -- 昭和堂, 2016.

149 50005406
The social neuroscience of education : optimizing attachment and learning in the classroom / Louis Cozolino ; foreword by Daniel J. Siegel ; ; hard.. -- Norton,
2013. -- (Norton books in education).

150 50006236 Educational neuroscience / edited by Denis Mareschal, Brian Butterworth, Andy Tolmie ; : pbk. -- Wiley Blackwell, 2013.
151 50035232 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.

152 50008365
Learning, creating, and using knowledge : concept maps as facilitative tools in schools and corporations / Joseph D. Novak ; : pbk, : hbk. -- 2nd ed. --
Routledge, Taylor & Francis Group, 2010.

153 50008364
Making thinking visible : how to promote engagement, understanding, and independence for all learners / Ron Ritchhart, Mark Church, Karin Morrison ; : pbk. --
Jossey-Bass, 2011.

154 50005407
Mind, brain, & education : neuroscience implications for the classroom / David A. Sousa, editor ; Daniel Ansari ... [et al.]. -- Solution Tree Press, 2010. --
(Leading edge ; 6).

155 50044053 学校へ行く意味・休む意味 : 不登校ってなんだろう? / 滝川一廣著. -- 日本図書センター, 2012. -- (どう考える?ニッポンの教育問題).
156 50040270 なぜ、人は平気で「いじめ」をするのか? : 透明な暴力と向き合うために / 加野芳正著. -- 日本図書センター, 2011. -- (どう考える?ニッポンの教育問題).
157 50044114 いじめ防止対策推進法の解説と具体策 : 法律で何が変わり、教育現場は何をしなければならないのか / 小西洋之著. -- WAVE出版, 2014.
158 50072670 エピソード教育臨床 : 生きづらさを描く質的研究 / 大塚類, 遠藤野ゆり編著 ; 大石英史, 川崎徳子, 磯崎祐介著. -- 創元社, 2014.
159 18803718 社会史のなかの子ども : アリエス以後の「家族と学校の近代」 / 宮沢康人編. -- 新曜社, 1988.
160 19609318 テクストの子ども : ディスクール・レシ・イマージュ / 森田伸子著. -- 世織書房, 1993.
161 50038915 意味が躍動する生とは何か : 遊ぶ子どもの人間学 / 矢野智司著. -- 世織書房, 2006.
162 50032127 学校における対話とコミュニティの形成 : コールバーグのジャスト・コミュニティ実践 / 荒木寿友著. -- 三省堂, 2013.
163 50009436 Character and moral education : a reader / edited by Joseph L. DeVitis, Tianlong Yu ; :pbk. -- P. Lang, 2011.
164 50059265 道徳の時代をつくる! : 道徳教科化への始動 / 押谷由夫, 柳沼良太編著 ; 新井浅浩 [ほか] 著. -- 教育出版, 2014.

165 50006234
Enhancing personal, social and health education : challenging practice, changing worlds / edited by Sally Inman, Martin Buck and Miles Tandy ; : pbk, : hbk. --
RoutledgeFalmer, 2003. -- (School concerns series).

166 50065006 戦後道徳教育の再考 : 天野貞祐とその時代 / 貝塚茂樹著. -- 文化書房博文社, 2013.
167 50035681 道徳性の発達と道徳教育 : コールバーグ理論の展開と実践 / ローレンス・コールバーグ著 ; 岩佐信道訳. -- 広池学園出版部, 1987.
168 50083559 子供を開花させるモラル教育 : 21世紀のアリストテレス的人格教育 / クリスチャン・クリスチャンソン著 : 中山理監訳 : 堀内一史[ほか]訳. -- 麗沢大学出版会,
169 50035225 優秀で善良な学校 : 新しい人格教育の手引き / トーマス・リコーナ, マシュー・デイビッドソン著 ; 吉田誠訳. -- 慶應義塾大学出版会, 2012.
170 50035228 人格の教育 : 新しい徳の教え方学び方 / トーマス・リコーナ著 ; 水野修次郎監訳・編集. -- 北樹出版, 2001.
171 50035218 「人格教育」のすべて : 家庭・学校・地域社会ですすめる心の教育 / トーマス・リコーナ著 ; 水野修次郎, 望月文明訳. -- 麗澤大学出版会, 2005.
172 50045485 探求の共同体 : 考えるための教室 / マシュー・リップマン著. -- 玉川大学出版部, 2014.
173 50009449 Education in the moral domain / Larry P. Nucci ; : pb. -- Cambridge University Press, 2001.
174 50035233 シティズンシップと教育 : 変容する世界と市民性 / オードリー・オスラー, ヒュー・スターキー著 ; 清田夏代, 関芽訳. -- 勁草書房, 2009.
175 50035205 道徳性を発達させる授業のコツ : ピアジェとコールバーグの到達点 / J.ライマー, D.P.パオリット, R.H.ハーシュ著 ; 荒木紀幸監訳. -- 北大路書房, 2004.
176 50035229 コールバーグ理論の基底 / 佐野安仁, 吉田謙二編. -- 世界思想社, 1993. -- (Sekaishiso seminar).
177 50054683 シティズンシップ教育で創る学校の未来 / 日本シティズンシップ教育フォーラム編. -- 東洋館出版社, 2015.
178 50005254 Teaching right and wrong : moral education in the balance / ed. by Richard Smith and Paul Standish. -- Trentham Books, 1997.
179 50064990 ワークで学ぶ道徳教育 / 井藤元編. -- ナカニシヤ出版, 2016.
180 50035211 「生きる力」を育む道徳教育 : デューイ教育思想の継承と発展 / 柳沼良太著. -- 慶應義塾大学出版会, 2012.
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181 50032129 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・ハート著 ; 田中耕治監訳. -- ミネルヴァ書房, 2012.
182 50059264 一枚ポートフォリオ評価 OPPA : 教育評価の本質を問う : 一枚の用紙の可能性 / 堀哲夫著. -- 東洋館出版社, 2013.
183 50072669 コメニウス「世界図絵」の異版本 / 井ノ口淳三著. -- 追手門学院大学出版会, 2016.
184 40069207 教育学における「近代」問題 / H. -E. テノルト著. -- 玉川大学出版部, 1998.
185 50073330 若者とアイデンティティ / 浅野智彦編著. -- 日本図書センター, 2009. -- (リーディングス日本の教育と社会 ; 18).
186 50032178 思想と教育のメディア史 : 近世日本の知の伝達 / 辻本雅史著. -- ぺりかん社, 2011.

187 50006240
Evidence-based education policy : what evidence? what basis? whose policy? / edited by David Bridges, Paul Smeyers and Richard Smith ; : pbk. -- Wiley-
Blackwell, 2009.

188 50033067 イギリス学校体罰史 : 「イーストボーンの悲劇」とロック的構図 / 寺崎弘昭著. -- 東京大学出版会, 2001.
189 19013275 米国カリキュラム改造史研究 : 単元学習の創造 / 佐藤学著. -- 東京大学出版会, 1990.
190 50083277 市民を育てる学校 : アメリカ進歩主義教育の実験 / 佐藤隆之著. -- 勁草書房, 2018.
191 50044111 エビデンスに基づく教育政策 / D.ブリッジ, P.スメイヤー, R.スミス編著 ; 柘植雅義, 葉養正明, 加治佐哲也編訳. -- 勁草書房, 2013.
192 50045434 教育とエビデンス : 研究と政策の協同に向けて / OECD教育研究革新センター編著 ; 岩崎久美子 [ほか] 訳. -- 明石書店, 2009.
193 50090981 道徳教育 / 荒木寿友, 藤井基貴編著. -- ミネルヴァ書房, 2019. -- (新しい教職教育講座 / 原清治 [ほか] 監修 ; 教職教育編 ; 7).
194 50072336 学級経営の教科書 / 白松賢著. -- 東洋館出版社, 2017.
195 50044045 教師のためのケースメソッドで学ぶ実践力 / 川野司著. -- 昭和堂, 2012.
196 50072337 ワークで学ぶ教職概論 / 井藤元編. -- ナカニシヤ出版, 2017.
197 50044040 教師力を鍛えるケースメソッド123 : 学校現場で生じる事例とその対応 / 赤井悟, 柴本枝美著. -- ミネルヴァ書房, 2014.
198 50044054 学校ケースメソッドで参加・体験型の教員研修 / 安藤輝次編著. -- 図書文化社, 2009.
199 50065408 カリキュラム・イノベーション : 新しい学びの創造へ向けて / 東京大学教育学部カリキュラム・イノベーション研究会編. -- 東京大学出版会, 2015.
200 50059426 教育のグローバル化と「道徳の特別教科」化. -- 図書文化社, 2015. -- (教育方法 / 日本教育方法学会編 ; 44).
201 50008401 Concept-Map Assessments / Kenneth Plummer. -- Verlag Dr.Muller, 2008.
202 50059289 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.マクタイ著 ; 西岡加名恵訳. -- 日本標準, 2012.
203 40079560 問題解決学習で「生きる力」を育てる / 藤井千春著. -- 明治図書出版, 1997. -- (オピニオン叢書 ; 36).
204 50059260 教育目標をデザインする : 授業設計のための新しい分類体系 / R.J.マルザーノ, J.S.ケンドール著 ; 黒上晴夫, 泰山裕訳. -- 北大路書房, 2013.
205 50036155 プロジェクト活動 : 知と生を結ぶ学び / 田中智志, 橋本美保著. -- 東京大学出版会, 2012.
206 50079006 拡張する学校 : 協働学習の活動理論 / 山住勝広著. -- 東京大学出版会, 2017.
207 50083584 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, 小笠原喜康著. -- 東信堂, 2018.
208 50059291 教科と総合に活かすポートフォリオ評価法 : 新たな評価基準の創出に向けて / 西岡加名恵著. -- 図書文化社, 2003.
209 50039755 人格・価値教育の新しい発展 : 日本・アメリカ・イギリス / 武藤孝典編著. -- 学文社, 2002.

210 50035208
社会を変える教育 : 英国のシティズンシップ教育とクリック・レポートから / バーナード・クリックほか著 ; 長沼豊, 大久保正弘編著 ; 鈴木崇弘, 由井一成訳. --
キーステージ21, 2012. -- (キーステージ21ソーシャルブックス).

211 50035230 シティズンシップ教育論 : 政治哲学と市民 / バーナード・クリック著 ; 大河原伸夫 [ほか] 訳. -- 法政大学出版局, 2011. -- (サピエンティア ; 20).
212 50065009 小・中学校道徳科 / 田沼茂紀編著. -- 東洋館出版社, 2016. -- (アクティブ・ラーニングの授業展開).
213 50006262 PSHE in the primary school : principles and practice / Gillian Goddard, Viv Smith, and Carol Boycott. -- Pearson, 2013.
214 50054685 人間としての在り方生き方をどう教えるか : 小中高12年間を通した道徳教育・キャリア教育 / 林泰成, 白木みどり著. -- 教育出版, 2010.
215 50035219 リコーナ博士のこころの教育論 : 「尊重」と「責任」を育む学校環境の創造 / トーマス・リコーナ著 ; 三浦正訳. -- 慶應義塾大学出版会, 1997.

216 50059261
「問題解決学習」と心理学的「体験学習」による新しい道徳授業 : エンカウンター、モラルスキル、問題解決学習など「理論のある面白い道徳授業」の提案 / 諸
富祥彦著. -- 図書文化社, 2015.

217 50073111
「道徳科」評価の考え方・進め方 : 新学習指導要領ポイントはここ! : 押さえておくべき知識から授業実践例・通知表文例まで / 永田繁雄編. -- 教育開発研究
所, 2017. -- (教職研修総合特集).

218 50035202 道徳教育の視点 / 佐野安仁, 荒木紀幸編著 ; 加賀裕郎 [ほか] 著. -- 第3版. -- 晃洋書房, 2012.
219 50060128 新教科・道徳はこうしたら面白い : 道徳科を充実させる具体的提案と授業の実際 / 押谷由夫, 諸富祥彦, 柳沼良太編著. -- 図書文化社, 2015.
220 50064815 「特別の教科道徳」が担うグローバル化時代の道徳教育. -- 北大路書房, 2016. -- (シリーズ「特別の教科道徳」を考える / 渡邉満, 押谷由夫, 渡辺隆信[ほか]

221 50065348
小学校における「特別の教科道徳」の実践 / 渡邉満 [ほか] 編. -- 北大路書房, 2016. -- (シリーズ「特別の教科道徳」を考える / 渡邉満, 押谷由夫, 渡辺隆信
[ほか]編 ; 2).

222 50065104
中学校における「特別の教科道徳」の実践 / [小川哲哉編]. -- 北大路書房, 2016. -- (シリーズ「特別の教科道徳」を考える / 渡邉満, 押谷由夫, 渡辺隆信[ほ
か]編 ; 3).

223 50054594 楽しく豊かな「道徳の時間」をつくる / 牧崎幸夫, 広岡義之, 杉中康平編. -- ミネルヴァ書房, 2015.
224 50059257 「わたしたちの道徳」教材別ワークシート集 : 考える道徳を創る / 荒木紀幸 [ほか] 編 ; 1・2年編 - 中学校編. -- 明治図書出版, 2015.
225 50059258 「わたしたちの道徳」教材別ワークシート集 : 考える道徳を創る / 荒木紀幸 [ほか] 編 ; 1・2年編 - 中学校編. -- 明治図書出版, 2015.
226 50059259 「わたしたちの道徳」教材別ワークシート集 : 考える道徳を創る / 荒木紀幸 [ほか] 編 ; 1・2年編 - 中学校編. -- 明治図書出版, 2015.
227 50065008 問題解決的な学習で創る道徳授業超入門 : 「読む道徳」から「考え、議論する道徳」へ / 柳沼良太著. -- 明治図書出版, 2016.
228 50065060 道徳「特別教科化」の歴史的課題 : 近代日本の修身教育の展開と戦後の道徳教育 / 行安茂著. -- 北樹出版, 2015.
229 50090178 新教科「てつがく」の挑戦 : "考え議論する"道徳教育への提言 / お茶の水女子大学附属小学校, お茶の水児童教育研究会編. -- 東洋館出版社, 2019.
230 50072612 関係発達論の構築 : 間主観的アプローチによる / 鯨岡峻著. -- ミネルヴァ書房, 1999.
231 50072611 関係発達論の展開 : 初期「子ども-養育者」関係の発達的変容 / 鯨岡峻著. -- ミネルヴァ書房, 1999.
232 50072739 ひとがひとをわかるということ : 間主観性と相互主体性 / 鯨岡峻著. -- ミネルヴァ書房, 2006.
233 50054686 子どもと教師が紡ぐ多様なアイデンティティ : カナダの小学生が語るナラティブの世界 / D.ジーン・クランディニン [ほか] 著 ; 田中昌弥訳. -- 明石書店, 2011.
234 50072641 東日本大震災と特別支援教育 : 共生社会にむけた防災教育を / 田中真理, 川住隆一, 菅井裕行編著. -- 慶應義塾大学出版会, 2016.
235 50054852 インクルーシブ授業をつくる : すべての子どもが豊かに学ぶ授業の方法 / インクルーシブ授業研究会編. -- ミネルヴァ書房, 2015.

236 50072615
地域共生社会の実現とインクルーシブ教育システムの構築 : これからの特別支援教育の役割 / 落合俊郎, 川合紀宗編著. -- あいり出版, 2017. -- (現場と結
ぶ教職シリーズ / 全体企画者小柳正司, 山崎英則 ; 8).

237 50037515
イギリス特別なニーズ教育の新たな視点 : 2005年ウォーノック論文とその後の反響 / メアリー・ウォーノック, ブラーム・ノーウィッチ著 ; ロレラ・テルジ編 ; 宮内
久絵, 青柳まゆみ, 鳥山由子監訳. -- ジアース教育新社, 2012.

238 50044041 民主主義を学習する : 教育・生涯学習・シティズンシップ / ガート・ビースタ著 ; 上野正道, 藤井佳世, 中村(新井)清二訳. -- 勁草書房, 2014.
239 50072671 教育政治学を拓く : 18歳選挙権の時代を見すえて / 小玉重夫著. -- 勁草書房, 2016.
240 50039905 イニシエーション : 儀礼的"越境"をめぐる通文化的研究 / J.S.ラ・フォンテイン著 ; 綾部真雄訳. -- 弘文堂, 2006.
241 50054677 マナーと作法の人間学 / 矢野智司編著. -- 東信堂, 2014.
242 50054678 マナーと作法の社会学 / 加野芳正編著. -- 東信堂, 2014.
243 50035255 幸福の人類学 : クリスマスのドイツ・正月の日本 / 鈴木晶子, クリストフ・ヴルフ編. -- ナカニシヤ出版, 2013. -- (シリーズ汎いのち学 : Paragrana ; 1).
244 50033457 社会はいかに記憶するか : 個人と社会の関係 / ポール・コナトン著 ; 芦刈美紀子訳. -- 新曜社, 2011.
245 50044110 虚構の「近代」 : 科学人類学は警告する / ブルーノ・ラトゥール [著] ; 川村久美子訳・解題. -- 新評論, 2008.
246 50044152 思考する動物たち : 人間と動物の共生をもとめて / ジャン=クリストフ・バイイ著 ; 石田和男, 山口俊洋訳. -- 出版館ブック・クラブ, 2013.

247 50044048
日本の動物観 : 人と動物の関係史 = Japanese attitudes toward animals : a history of human-animal relations in Japan / 石田戢 [ほか] 著. -- 東京大学出版
会, 2013.

248 50006261 Thinking animals : why animal studies now? / Kari Weil ; : pbk. -- Columbia University Press, 2012.
249 50044055 動物の権利 / キャス・R・サンスティン, マーサ・C・ヌスバウム編. -- 尚学社, 2013.
250 50006238 The Oxford handbook of animal ethics / edited by Tom L. Beauchamp and R.G. Frey ; : pbk. -- Oxford University Press, 2013. -- (Oxford handbooks).
251 50003663 生命医学倫理 / トム・L・ビーチャム, ジェイムズ・F・チルドレス著 ; 永安幸正, 立木教夫監訳. -- 成文堂, 1997.
252 50004958 Cases in bioethics : selections from the Hastings Center report / prepared by Bette-Jane Crigger. -- 3rd ed.. -- St. Martin's Press, 1998.

253 50006241
Contemporary debates in bioethics / edited by Arthur L. Caplan and Robert Arp ; : pbk, : cloth. -- Wiley Blackwell, 2014. -- (Contemporary debates in
philosophy ; 13).

254 50007233 はじめて出会う生命倫理 / 玉井真理子, 大谷いづみ編. -- 有斐閣, 2011. -- (有斐閣アルマ ; Interest).
255 50017759 ケースで学ぶ医療福祉の倫理 / 菊井和子 [ほか] 編集. -- 医学書院, 2008.
256 50054687 ドイツ医療倫理学の最前線 : 人格の生と人間の死 / ミヒャエル・クヴァンテ著 ; 高田純 [ほか] 訳. -- リベルタス出版, 2014. -- (リベルタス学術叢書 ; 4).

257 50054681
人間の尊厳と人格の自律 : 生命科学と民主主義的価値 / ミヒャエル・クヴァンテ [著] ; 小谷英生 [ほか] 訳. -- 法政大学出版局, 2015. -- (叢書・ウニベルシタ
ス ; 1024).

258 50034772 シネマの中の人間と医療 : エシックス・シアターへの招待 / 浅井篤編著. -- 医療文化社, 2006.
259 50035246 遺伝子と医療 / 玉井真理子, 松田純責任編集 ; 松田純 [ほか] 執筆. -- 丸善出版, 2013. -- (シリーズ生命倫理学 / シリーズ生命倫理学編集委員会編 ; 11).
260 50035247 先端医療 / 霜田求, 虫明茂責任編集 ; 霜田求 [ほか] 執筆. -- 丸善出版, 2012. -- (シリーズ生命倫理学 / シリーズ生命倫理学編集委員会編 ; 12).
261 50035248 生命倫理のフロンティア / 粟屋剛, 金森修責任編集 ; 金森修 [ほか] 執筆. -- 丸善出版, 2013. -- (シリーズ生命倫理学 / シリーズ生命倫理学編集委員会編 ;
262 50035240 脳死・移植医療 / 倉持武, 丸山英二責任編集 ; 倉持武 [ほか] 執筆. -- 丸善出版, 2012. -- (シリーズ生命倫理学 / シリーズ生命倫理学編集委員会編 ; 3).
263 50035242 終末期医療 / 安藤泰至, 高橋都責任編集 ; 安藤泰至 [ほか] 執筆. -- 丸善出版, 2012. -- (シリーズ生命倫理学 / シリーズ生命倫理学編集委員会編 ; 4).
264 50035243 安楽死・尊厳死 / 甲斐克則, 谷田憲俊責任編集 ; 谷田憲俊 [ほか] 執筆. -- 丸善出版, 2012. -- (シリーズ生命倫理学 / シリーズ生命倫理学編集委員会編 ;
265 50035245 生殖医療 / 菅沼信彦, 盛永審一郎責任編集 ; 菅沼信彦 [ほか] 執筆. -- 丸善出版, 2012. -- (シリーズ生命倫理学 / シリーズ生命倫理学編集委員会編 ; 6).

266 50035425
周産期・新生児・小児医療 / 家永登, 仁志田博司責任編集 ; 仁志田博司 [ほか] 執筆. -- 丸善出版, 2012. -- (シリーズ生命倫理学 / シリーズ生命倫理学編
集委員会編 ; 7).

267 50035241
高齢者・難病患者・障害者の医療福祉 / 大林雅之, 徳永哲也責任編集 ; 松田正己 [ほか] 執筆. -- 丸善出版, 2012. -- (シリーズ生命倫理学 / シリーズ生命
倫理学編集委員会編 ; 8).

268 50010860 Critical neuroscience : a handbook of the social and cultural contexts of neuroscience / edited by Suparna Choudhury, Jan Slaby ; pbk.. -- Wiley Blackwell,
269 50035227 子どもの脳を育てる教育 : 家庭と学校の脳科学 / 永江誠司著. -- 河出書房新社, 2007.
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(広島大学)

No 登録番号 書名

270 50037494 脳を繙く : 歴史でみる認知神経科学 / マックス・ベネット, ピーター・ハッカー著 ; 河村満訳. -- 医学書院, 2010. -- (神経心理学コレクション / 山鳥重 [ほか] 編
271 40039875 臨床医学の誕生 / ミッシェル・フーコー [著] ; 神谷美恵子訳. -- みすず書房, 1969.

272 50030498
ベナー看護ケアの臨床知 : 行動しつつ考えること / パトリシア ベナー, パトリシア フーパー-キリアキディス, ダフネ スタナード著 ; 阿部恭子 [ほか] 訳. -- 第2
版. -- 医学書院, 2012.

273 a40002807 考える看護 : ナースのための哲学入門 / ジャン・リード, イアン・グラウンド著 ; 原信田実訳. -- 医学書院, 2001.
274 50000708 ベッドサイドの看護倫理事例30 : 『看護者の倫理綱領』で読み解く / 医療人権を考える会著. -- 日本看護協会出版会, 2007.
275 50000761 看護倫理 / ドローレス・ドゥーリー, ジョーン・マッカーシー [著] ; 坂川雅子訳 ; 1, 2, 3. -- みすず書房, 2006.
276 50000762 看護倫理 / ドローレス・ドゥーリー, ジョーン・マッカーシー [著] ; 坂川雅子訳 ; 1, 2, 3. -- みすず書房, 2006.
277 50000763 看護倫理 / ドローレス・ドゥーリー, ジョーン・マッカーシー [著] ; 坂川雅子訳 ; 1, 2, 3. -- みすず書房, 2006.

278 50000709
看護倫理を教える・学ぶ : 倫理教育の視点と方法 / Anne J. Davis, Verena Tschudin, Louise de Raeve編集 ; 和泉成子, 江藤裕之訳 ; 小西恵美子監訳. -- 日
本看護協会出版会, 2008.

279 50018295 看護倫理の事例検討 : ケアを深める / 医療人権を考える会著. -- 日本看護協会出版会, 2011.
280 50000765 ケアリング : 看護婦・女性・倫理 / ヘルガ・クーゼ著 ; 竹内徹, 村上弥生監訳. -- メディカ出版, 2000.
281 40095343 狂気の歴史 : 古典主義時代における / ミシェル・フーコー [著] ; 田村俶訳. -- 新潮社, 1975.
282 50039594 自閉症の倫理学 : 彼らの中で、彼らとは違って / デボラ・R・バーンバウム著 ; 重松加代子訳. -- 勁草書房, 2013.
283 50039912 生殖技術 : 不妊治療と再生医療は社会に何をもたらすか / 柘植あづみ [著]. -- みすず書房, 2012.
284 50039906 受精卵診断と出生前診断 : その導入をめぐる争いの現代史 / 利光惠子著. -- 生活書院, 2012.
285 50065412 ケアと人間 : 心理・教育・宗教 / 西平直編著. -- ミネルヴァ書房, 2013. -- (講座ケア : 新たな人間-社会像に向けて ; 3).
286 50000710 裁判例から読み解く看護師の法的責任 / 荒井俊行 [ほか] 著. -- 日本看護協会出版会, 2010.
287 40140510 看護師の臨床の「知」 : 看護職生涯発達学の視点から / 佐藤紀子著. -- 医学書院, 2007.
288 50040271 「生きるに値しない命」とは誰のことか : ナチス安楽死思想の原典を読む / カール=ビンディング, アルフレート=ホッヘ著 ; 森下直貴, 佐野誠訳・著. -- 窓社,
289 50039911 アメリカの中絶問題 : 出口なき論争 / 緒方房子著. -- 明石書店, 2006. -- (明石ライブラリー ; 89).
290 50040269 母体保護法とわたしたち : 中絶・多胎減数・不妊手術をめぐる制度と社会 / 齋藤有紀子編著 ; 市野川容孝 [ほか著]. -- 明石書店, 2002.
291 50033734 ビルディングタイプの解剖学 / 五十嵐太郎, 大川信行著. -- 王国社, 2002.
292 50044046 屠場文化 : 語られなかった世界 / 桜井厚, 岸衛編. -- 創土社, 2001.
293 50044115 解体新書「捕鯨論争」 / 石井敦編著. -- 新評論, 2011.
294 50064814 死後に生きる者たち : 「オーストリアの終焉」前後のウィーン展望 / マッシモ・カッチャーリ [著] ; 上村忠男訳. -- みすず書房, 2013.

295 50040276
ルンゲ《ヒュルゼンベック家の子どもたち》 : ロマン主義の芸術作品における無垢なものへの省察について / イエルク・トレーガー著 ; 伊東多佳子訳. -- 三元社,
2003. -- (作品とコンテクスト).

296 18905437 ブリューゲルの「子供の遊戯」 : 遊びの図像学 / 森洋子著. -- 未来社, 1989.
297 50044050 絵本の絵を読む / ジェーン・ドゥーナン著 ; 正置友子, 灰島かり, 川端有子訳. -- 玉川大学出版部, 2013.
298 50083276 童謡の百年 : なぜ「心のふるさと」になったのか / 井手口彰典著. -- 筑摩書房, 2018. -- (筑摩選書 ; 0157).
299 50031950 世阿弥の稽古哲学 / 西平直著. -- 東京大学出版会, 2009.
300 50054853 「わざ」を生きる身体 : 人形遣いと稽古の臨床教育学 / 奥井遼著. -- ミネルヴァ書房, 2015.
301 50072644 一般言語学の諸問題 / エミ-ル・バンヴェニスト著 岸本通夫監訳. -- みすず書房, 1983.
302 50044058 名前に何の意味があるのか : 固有名の哲学 / 藤川直也著 = What's in a name? : philosophy of proper names / by Naoya Fujikawa. -- 勁草書房, 2014.
303 50078152 「国際会議・研究発表・学術イベント」書くための英語表現 / 石井隆之, 松本恵美子著. -- ベレ出版, 2017.

304 50007622
A companion to the philosophy of literature / edited by Garry L. Hagberg and Walter Jost ; : pbk. -- Wiley-Blackwell, 2015. -- (Blackwell companions to
philosophy ; 45).

305 50006233 Open secrets : literature, education, and authority from J-J. Rousseau to J.M. Coetzee / Michael Bell. -- Oxford University Press, 2007.
306 50044113 児童文学論 / リリアン H. スミス[著] ; 石井桃子, 瀬田貞二, 渡辺茂男訳. -- 岩波書店, 1964.
307 50035223 行きて帰りし物語 / 斎藤次郎著. -- 日本エディタースクール出版部, 2006.
308 50039910 隔離の文学 : ハンセン病療養所の自己表現史 / 荒井裕樹著. -- 書肆アルス, 2011.
309 50035226 日記をつづるということ : 国民教育装置とその逸脱 / 西川祐子著. -- 吉川弘文館, 2009. -- (ニューヒストリー近代日本 ; 6).
310 50044049 牛を屠る / 佐川光晴著. -- 解放出版社, 2009. -- (シリーズ向う岸からの世界史).
311 50006275 J.M. Coetzee and the ethics of reading : literature in the event / Derek Attridge ; : hbk, : paper. -- University of Chicago Press, 2004.
312 50044140 J・M・クッツェーの世界 : 「フィクション」と「共同体」 / 田尻芳樹編. -- 英宝社, 2006.
313 50044051 ベケットを見る八つの方法 : 批評のボーダレス / 岡室美奈子, 川島健編. -- 水声社, 2013.
314 50044047 ベケットとその仲間たち : クッツェーから埴谷雄高まで / 田尻芳樹著. -- 論創社, 2009.
315 50035215 地上の迷宮と心の楽園 / J.A. コメニウス [著] ; 藤田輝夫訳. -- 東信堂, 2006. -- (コメニウスセレクション).
316 50006267 Doubling the point : essays and interviews / J.M. Coetzee ; edited by David Attwell ; : hbk, : pbk. -- Harvard University Press, 1992.
317 50004822 Disowning knowledge in seven plays of Shakespeare / Stanley Cavell ; : pbk. -- Updated ed. -- Cambridge University Press, 2003.
318 17282 Policy, Politics, Health and Medicine Ser. v. 1 Health and Medical Care in the U. S.
319 17283 Policy, Politics, Health and Medicine Ser. v. 2 Organization of Health Workers and Labor Conflict.
320 17700 文化としての妊娠中絶

合計 320冊
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