
設置年月 書名
年
号

著者 編・訳者 発行

ＦＤ- 1 '03-4
ＦＤ（ファカルティ･ディベロップメント）が大学教育
を変える
  ―大学教員と授業改善  その実践と課題―

2002
三尾忠男
吉田  文

文葉社

ＦＤ- 2 '03-4
ガイドブック
大学授業の改善

1999 伊藤秀子／大塚雄作 有斐閣選書

ＦＤ- 4 '03-4 語りあい  見せあい  大学授業 1996
和光大学授業研究
会

大月書店

ＦＤ- 5 '03-4 教授が変われば大学は変わる 2000 岩田年浩 毎日新聞社

ＦＤ- 6 '03-4
授業のワザ一挙公開～大学生生き残りを突破す
る授業づくり

2002 浅野 誠 大月書店

ＦＤ- 7 '03-4 授業を変えれば大学は変わる 1999
安岡高志／滝本 喬
／三田誠広／香取
草之助/生駒俊明

原 孝 プレジデント社

ＦＤ- 8 '03-4
授業をどうする！
カリフォルニア大学バークレー校の授業改善のた
めのアイデア集

1995 香取草之助 東海大学出版会

ＦＤ- 9 '03-4
立教大学〈全カリ〉のすべてーリベラル・アーツの
再構築ー

2001
寺崎昌男/絹川正吉
(監修)

立教大学全カリの記録編
集委員会

東信堂

ＦＤ- 10 '03-4
成長するティップス先生～授業デザインのための
秘訣集～

2001
池田輝政／戸田山
和久    近田政博／
中井俊樹

玉川大学出版部

ＦＤ- 11 '03-4
大学開発の担い手～ディベロップメント・オフィ
サー

1997
M.J.ワース
J.W.アプスⅡ

山田礼子 玉川大学出版部

ＦＤ- 12 '03-4 大学教育の新しい展開を目指して 1993
和光学園実践シリーズ出
版委員会

星林社

ＦＤ- 13 '03-4 大学教育の創造ー歴史・システム・カリキュラム 1999 寺崎昌男 東信堂

ＦＤ- 14 '03-4 大学授業の研究 1989 片岡徳雄　・  喜多村和之 玉川大学出版部

ＦＤ- 15 '03-4 大学生の学習テクニック 1995 森 靖雄 大月書店

ＦＤ- 16 '03-4 大学の教育・授業をどうするーＦＤのすすめ 1999 日本私立大学連盟 東海大学出版会

ＦＤ- 17 '03-4
大学の教育・授業の改革と創造ー教育から学習
へ

1999 日本私立大学連盟 東海大学出版会

ＦＤ- 18 '03-4 大学の教育・授業の未来像ー多様化するＦＤ 2001 日本私立大学連盟 東海大学出版会

ＦＤ- 19 '03-4 大学の授業 1999 宇佐美 寛 東信堂

ＦＤ- 20 '03-4 大学力を創る：ＦＤハンドブック 1999 （財）大学セミナーハウス 東信堂

ＦＤ- 21 '03-10 授業の道具箱 2003
光澤舜明／安岡高
志　　吉川政夫

香取草之助 東海大学出版会

ＦＤ- 22 '03-10 大学授業研究の構想―過去から未来へ― 2003
京都大学高等教育教授シ
ステム開発センター

東信堂

ＦＤ- 23 '03-10
学生参加型の大学授業　共同学習への実践ガイ
ド

2003
D.W.ジョンソン/R.T.
ジョンソン/K.A.スミス

関田一彦 玉川大学出版部

ＦＤ- 24 '03-10 私語への教育指導―大学授業の生態誌２― 2003 島田博司 玉川大学出版部

ＦＤ- 25 '04-3 コーチングのプロが教える「ほめる」技術 2002 鈴木義幸 日本実業出版社

ＦＤ- 26 '04-3 学習意欲の心理学　自ら学ぶ子どもを育てる 1997 桜井茂男 誠信書房

ＦＤ- 27 '07-4 大学改革の現在 2003
有本　章／山本　眞
一

東信堂

ＦＤ- 28 '04-5 大学教育学 2003 山本　格
京都大学高等教育教授シ
ステム開発センター

培風館

ＦＤ- 29 '04-5 大学授業を活性化する方法 2004
杉江修治／関田一
彦/安永　悟／三宅
なほみ

玉川大学出版部

ＦＤ- 30 '04-6 学生の学びを支援する大学教育 2004 溝上　慎一 東信堂

ＦＤ- 31 '04-11
大学授業の生態誌　「要領よく」生きようとする学
生

2001 島田　博司 玉川大学出版部

ＦＤ- 32 '04-11 メール私語の登場－大学授業の生態誌３－ 2002 島田　博司 玉川大学出版部

ＦＤ- 33 '04-11
大学授業のフィールドワーク   京都大学公開実
験授業

2001
京都大学高等教育教授シ
ステム開発センター

玉川大学出版部

分類
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ＦＤ- 34 '04-11
知へのステップ
－大学生からのスタディ・スキルズ－

2004 学習技術研究会 くろしお出版

ＦＤ- 35 不明 大学授業の病理　ＦＤ批判 2004 宇佐美 寛 東信堂

ＦＤ- 36 '05-4
遺伝子が明かす脳と心のからくり－東京大学超
人気講義録

2004 石浦 章一 羊土社

ＦＤ- 37 '05-4
東大教授の通信簿　「授業評価」で見えてきた東
京大学

2005 石浦 章一 平凡社

ＦＤ- 38 '05-5 学ぶ意欲の心理学 2001 市川　伸一 ＰＨＰ新書

ＦＤ- 40 '06-3 言語表現ことはじめ 2005 筒井 洋一 ひつじ書房

ＦＤ- 41 '06-5 大学教授とＦＤ 2006 有本　章 東信堂

ＦＤ- 42 '06-5 現代大学教育論－学生・授業・実施組織－ 2006 山内　乾史 東信堂

ＦＤ- 43 '07-4 大人数授業をどう改革するか 2006
追手門学院大学
教育研究所

アスカ文化出版

ＦＤ- 44 '06-5 授業改善を改善せよ 2006 塚本　榮一
株式会社ジャストシ
ステム

ＦＤ- 45 '06-5 大学授業改善の手引き 2006 木野　茂 ナカニシヤ出版

ＦＤ- 46 '06-11 大学教育の思想 2006 絹川　正吉 東信堂

ＦＤ- 47 '07-1 大学授業の心得 2006 Ｓ．Ｇ．クランツ 蓮井敏 玉川大学出版部

ＦＤ- 48 '07-1 大学は歴史の思想で変わる　ＦＤ・評価・私学 2006 寺崎昌男 東信堂

ＦＤ- 49 '08-1 学士課程教育の改革 2006 絹川正吉／舘　昭 東信堂

ＦＤ- 50 '07-1 大学再生への具体像 2006 潮木守一 東信堂

ＦＤ- 51 '07-1 大学力　真の大学改革のために 2006 有本章／北垣郁雄 有本章／北垣郁雄 ミネルヴァ書房

ＦＤ- 52 '07-1 授業評価に基づくティーチングアップ法 2006 谷口守 技報堂出版

ＦＤ- 53 '07-1 新しい大学教育を創る　全入時代の大学とは 2006 梶田叡一 有斐閣選書

ＦＤ- 54 '07-2 授業研究の病理 2006 宇佐美　寛 東信堂

ＦＤ- 55 '07-2 自信力が学生を変える 2006 河地和子 平凡社

ＦＤ- 56 '07-2 大学のエスノグラフィティ 2006 船曳建夫 有斐閣

ＦＤ- 57 '07-2
大学生からのスタディ・スキルズ　知へのステップ
改訂版

2006 学習技術研究会 くろしお出版

ＦＤ- 59 '07-7
学習支援を「トータル・プロデュース」する－ユニ
バーサル化時代の大学教育ー

2005
谷川裕稔・山口昌
澄・下坂剛

明治図書

ＦＤ- 60 '07-12 初年次教育　歴史・理論・実践と世界の動向 2006 絹川　正吉 地域科学研究会

ＦＤ- 61 '07-12
大学教育のエクセレンスとガバナンス～絹川学
長の教学経営ハンドブック～

2006
濱名　篤／川嶋　太
津夫

丸善株式会社

ＦＤ- 62 '08-4 インストラクショナルデザインの原理 2007
R.M.ガニェ／W.W.ウェイ
ジャー／K..C.ゴラス／
J.M.ケラー

鈴木克明／岩崎信 北大路書房

ＦＤ- 63 '07-4 大学授業の技法 1997 赤堀 有斐閣

ＦＤ- 64 '07-4
日本の教育と基礎学力ー危機の構造と改革への
展望ー

2006
東京大学大学院
教育学研究科
基礎学力研究開発センター

明石書店

ＦＤ- 66 '08-7 学生をやる気にさせる歴史の授業 2008 森谷公俊 青木書店

ＦＤ- 67 '08-9
初年次教育ハンドブック―学生を「成功」に導くた
めに―

2007 山田礼子 丸善株式会社

ＦＤ- 68 '08-10
新しい学士をめざして－実践的学修のガイドブッ
ク－

2008
（独）大学評価・学位授与
機構学位審査研究部

ぎょうせい

ＦＤ- 69 '09-2 学生と変える大学教育－ＦＤを楽しむという発想 2009
清水亮／橋本勝／
松本美奈

ナカニシヤ出版

ＦＤ- 70 '09-10
魅力ある授業のために　-共通教育賞受賞者に
よる教育実践集

2007
大阪大学教育出版セン
ター

大阪大学出版社

ＦＤ- 71 '09-10 あっと驚く授業改善　　－山形大学実践編ー 2008
授業改善ハンドブック編集
委員会

山形大学教育方法
等改善委員会

ＦＤ- 72 '10-2 ＦＤハンドブック　【新任教育編】 2010
京都ＦＤ開発セン
ター

ＦＤ- 73 '10-2
関係性の学び方　-「学び」のコミュニティとサービ
スラーニング

2010
セラ・コナリー／マー
ジット・Ｍ・ワッツ

山田一隆
井上泰夫

晃洋書房
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ＦＤ- 74 '10-6
大學教育　研究と改革の３０年　-大學教育の視
点から-

2010
大学教育会３０周年記念
誌編集委員会

東信堂

ＦＤ- 75 '11-4 大学教育のネットワークを創る　ＦＤの明日へ 2011
松下佳代（編集代
表）

京都大学高等教育教授シ
ステム開発センター

東信堂

ＦＤ- 78 '11-10
アカデミック・スキルズ　大学生のための知的技
法入門

2011
湯川武　横山千晶
近藤明彦

佐藤望
慶応義塾大学出版
会

ＦＤ- 79 '11-10 大学教員準備講座 2010
夏目達也　近田政博
中井俊樹　斎藤芳子

玉川大学出版部

ＦＤ- 80 '11-10 おせっかい教育論 2010
鷲田清一　内田樹
釈徹宗　平松邦夫

図書印刷(株)

ＦＤ- 81 '11-10 現代の教育改革と教育行政 2010 小川正人
放送大学教育振興
会

ＦＤ- 82 '11-11 学習経験をつくる大学授業法 2011 Ｌ．ディー・フィンクス 土持ゲーリー法一 多摩川大学出版

ＦＤ- 83 '12-1 デジタル教材の教育学 2010 山内　祐平 東京大史学出版

ＦＤ- 84 '12-3 ＜新しい能力＞は教育を変えるのか 2010 松下佳代 ミネルヴァ書房

ＦＤ- 85 '12-3 教育の社会学理論 2011
バジル・バーンスティ
ン

久冨　善之他 法政大学出版局

ＦＤ- 86 '12-3 GPA制度の研究 2011 半田 智久  大学教育出版

ＦＤ- 87 '12-3 データによる大学教育の自己改善 2011 沖清豪・岡田聡志 学文社

ＦＤ- 88 '12-4 学びを共有する大学授業 2012 島田　博司 玉川大学出版部

ＦＤ- 89 '12-5 生成する大学教育学 2012
京都大学高等教育研究開
発推進センター

ナカニシヤ出版

ＦＤ- 90 '12-5 理工学系学生のための大学入門 2012
金田　徹
長谷川裕一

ナカニシヤ出版

ＦＤ- 91 '12-5 学士課程教育の質保証へむけて 2012 山田　礼子 東信堂

ＦＤ- 92 '12-5 知識の創造・普及・活用 2012
OECD教育研究革新セン
ター

明石書店

ＦＤ- 93 '12-5 学生の納得感を高める大学授業 2012
山地弘起
橋本健夫

ナカニシヤ出版

ＦＤ- 94 '12-5 大学の授業【新訂版】 2012 宇佐美　寛 東信堂

ＦＤ- 95 '12-6 基礎演習ハンドブック　改訂新版 2012 関西学院大学総合政策部
関西学院大学出版
会

ＦＤ- 96 '12-9 大学のカリキュラムマネジメント　-理論と実際- 2012 中留　武昭 東信堂

ＦＤ- 97 '12-9 大学における学習支援への挑戦 2012
日本リメディアル教
育学会

ナカニシヤ出版

ＦＤ- 99 '13-2 これから研究を書くひとのためのガイドブック 2013
佐渡島沙織
吉野亜矢子

ひつじ書房

ＦＤ- 100 '13-2 大学と教養教育　戦後日本における模索 2013 吉田文 岩波書店

ＦＤ- 101 '13-4 学生ＦＤサミット奮闘記 2013 木野　茂 梅村　修 ナカニシヤ出版

ＦＤ- 102 '13-4
思考し表現する学生を育てるライティング指導の
ヒント

2013
関西地区ＦＤ連絡協会
京都大学高等教育研究開
発推進センター

ミネルヴァ書房

ＦＤ- 103 '13-5 大学教員のためのＦＤ手帳 2013 村上　裕美 中西　健夫 ナカニシヤ出版

ＦＤ- 104 '13-6 文章チュータリングの理念と実践 2013
佐渡島紗織
太田裕子

ひつじ書房

ＦＤ- 105 '13-1 大学教育の再構築 2013 金子元久 小原芳明 玉川大学出版部

ＦＤ- 106 '13-2 ＦＤハンドブック　【授業奮闘編】 2013
制作
京都精華大学事業
推進室

作画
キノシタヒロシ

大学コンソーシアム
京都

ＦＤ- 107 '14-7 ピアチューター・トレーニング 2014
谷川裕稔
石毛　弓

津嘉山 淳子/山里 絹子/
長尾 佳代子/下坂 剛/壁
谷 一広

ナカニシヤ出版

ＦＤ- 108 '14-7 学士力を支える学習支援の方法論 2012 谷川 裕稔
長尾 佳代子/壁谷 一広/
中園 篤典/堤 裕之

ナカニシヤ出版
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ＦＤ- 110 '14-7
学生と楽しむ大学教育―大学の学びを本物にす
るＦＤを求めて

2013
清水 亮
橋本 勝

ナカニシヤ出版

ＦＤ- 111 '15-6
主体的学び 〈３号〉 特集：アクティブラーニングと
ポートフォリオ

2015 主体的学び研究所 主体的学び研究所

ＦＤ- 112 '15-6 大学教員のためのルーブリック評価入門 2014

スティーブンス，ダネ
ル〈Ｓｔｅｖｅｎｓ，Ｄａｎｎ
ｅｌｌｅ　Ｄ．〉/レビ，ア
ントニア

Ｌｅｖｉ，Ａｎｔｏｎｉａ　Ｊ．/佐藤
浩章【監訳】/井上 敏憲/
俣野 秀典【訳】

玉川大学出版部

ＦＤ- 113 '15-7
ラベルワークで進める参画型教育―学び手の発
想を活かすアクティブ・ラーニングの理論・方法・
実践

2015 林 義樹 ナカニシヤ出版

ＦＤ- 114 '15-7 大学教員のための授業方法とデザイン 2010 佐藤 浩章 玉川大学出版部

ＦＤ- 115 '15-10 学生、大学教育を問う 2015 木野　茂 ナカニシヤ出版

ＦＤ- 116 '16-4 アクティブラーニングの技法・授業デザイン 2016
安永悟・関田一彦・水野正
朗

東信堂

ＦＤ- 117 '16-5 アカデミック・スキル入門 2016 伊藤奈賀子・富原一哉 有斐閣ブックス

ＦＤ- 118 '16-5

学生が変わるプロブレム・ベースド・ラーニング実
践法
学びを深めるアクティブ・ラーニングがキャンパス
を変える

2016
ダッチ・B・J＋グロー・S・E
＋アレン・D・E

ナカニシヤ出版

ＦＤ- 119 '16-5
大学教育のネットワークを創る
FDの明日へ

2011
京都大学高等教育研究開
発推進センター
松下　佳代

東信堂

ＦＤ- 120 '16-11 シリーズ　大学の教授法3　アクティブラーニング 2015 中井　俊樹 玉川大学出版部

ＦＤ- 121 '16-11 シリーズ　大学の教授法1　授業設計 2016 中島　英博 玉川大学出版部

ＦＤ- 123 '17-6 大学力を高めるｅポートフォリオ 2016 小川賀代・小村道昭
東京電機大学出版
局

ＦＤ- 124 '17-6
学習者中心の教育　アクティブラーニングを活か
す大学授業

2017 メルリン・ワイマー 関田　一彦・山﨑　めぐみ 勁草書房

ＦＤ- 125 '17-6
大学のアクティブラーニング　-導入からカリキュ
ラムマネジメントへ－

2017 河合塾 玉川大学出版部

ＦＤ- 126 '17-6
授業に活かすマインドマップ　アクティブラーニン
グを深めるパワフルツール

2017
関田　一彦・山﨑
めぐみ・上田　誠司

ナカニシヤ出版

ＦＤ- 128 '17-8
大学教員のためのＦＤ手帳　ＭＨ式ポートフォーリ
オ：教員用

2017 村上　裕美 ナカニシヤ出版

ＦＤ- 129 '17-8 アクティブラーニング実践 2017
小林　昭文
鈴木　達哉
鈴木　映司

アクティブラーニング実践
プロジェクト

産業能率大学出版
部

ＦＤ- 130 '17-9
大学生の主体的学びを促すカリキュラム・デザイ
ン
　アクティブ・ラーニングの組織的展開にむけて

2017

日本高等教育開発
協会
ベネッセ教育総合研
究所

佐藤浩章・山田剛史・樋口
健

ナカニシヤ出版

ＦＤ- 131 '17-9
PROG白書2016　現代社会をタフに生き抜く新し
い学力の育成と評価

2017
学校法人　河合塾
（株）リアセック

ＰＲＯＧ白書プロジェクト 学事出版

ＦＤ- 132 '17-9 科学技術日本語案内（新訂版） 2017
山崎　信寿・富田
豊・平林　義彰・羽田
野　洋子

慶應義塾大学出版
会

ＦＤ- 133 '17-11
大学力アップ“珠玉の方法”
実践！実践！実践！・・・3年後に大学が変わる

2016 徳永　幸生 三冬社

ＦＤ- 134 '18-1
大学マネジメント改革　改革の現場ーミドルの
リーダーシップ

2014
篠田　道夫
教育学術新聞編集
部

日本私立大学協会　監修 ぎょうせい

ＦＤ- 135 '18-3
大学生の学びを育む学習環境のデザイン：新し
いパラダイムが拓くアクティブ・ラーニングへの挑
戦

2014 岩崎　千晶 関西大学出版部

ＦＤ- 136 '18-3
国際バカロレアとこれからの大学入試改革：知を
創造するアクティブ・ラーニング

2015 福田　誠治 亜紀書房

ＦＤ- 137 '18-3
ディープ・アクティブラーニング：大学授業を深化
させるために

2015 松下　佳代 勁草書房



設置年月 書名
年
号

著者 編・訳者 発行分類

ＦＤ- 138 '18-3
アクティブラーニングと教授学習パラダイムの転
換

2014 溝上　慎一 東信堂

ＦＤ- 139 '18-3
「学び」の質を保証するアクティブラーニング：3年
間の全国大学調査から

2014 溝上　慎一 東信堂

ＦＤ- 140 '18-3
ファシリテーションで大学が変わる：アクティブ・
ラーニングにいのつを吹き込むには

2016
中野　民夫／三田地
真実

ナカニシヤ出版

ＦＤ- 141 '18-3
アクティブラーニングとしてのＰＢＬと探求的な学
習

2016 溝上　慎一 成田　秀夫 東信堂

ＦＤ- 142 '18-3
アクティブラーニングのデザイン：東京大学の新し
い教養教育

2016 永田　敬／林　一雅 東京大学出版会

ＦＤ- 143 '18-3
アクティブ・ラーニングとしての国際バカロレア：
「覚える君」から「考える君」へ

2016 大迫　弘和 日本標準

ＦＤ- 144 '18-3
学生力を高めるｅポートフォリオ：成功への再始
動

2018
松葉　龍一・小村
道昭

東京電機大学出版
局

ＦＤ- 145 '18-3 教育分野におけるｅポートフォリオ 2017 日本教育工学会
【監修】森本　康彦／永田
智子／小川　賀代／山川
修

ミネルヴァ書房

ＦＤ- 146 '18-3 ｅポートフォリオ入門：Ｍａｈａｒａでつくる 2012

【著】ケント，デリン／
ハンド，リチャード／
ブラッドベリ，グレニ
ス／ケント，メグ

【共訳】大澤　真也／中西
大輔／吉田　光宏

海文堂出版

ＦＤ- 147 '18-6 学習成果ハンドブック 2018

高等教育のあり方研
究会
学習成果に関する
調査研究部会

公益財団法人　大
学基準協会

ＦＤ- 148 '18-10
ＰＲＯＧ白書2015　～大学生10万人のジェネリッ
クスキルを初公開～

2015
ＰＲＯＧ白書プロジェ
クト

【監修】学校法人河合塾・
株式会社リアセック

学事出版

ＦＤ- 149 '18-10
ＰＲＯＧ白書2016　現代社会をタフに生き抜く新し
い学力の育成と評価
2020年大学入試改革を見すえて

2016
ＰＲＯＧ白書プロジェ
クト

【監修】学校法人河合塾・
株式会社リアセック

学事出版

ＦＤ- 150 '18-12
「主体的学び」につなげる評価と学習方法
カナダで実践されるＩＣＥモデル

2018
Sue　Fostaty
Young・Robert
J.Wilson

土持ゲーリー法一
【訳】小野恵子

東信堂

ＦＤ- 151 '19-3
アクティブラーニングのための学習評価法
―形成的アセスメントの実践的方法―

2016 シャーリー・クラーク 安藤　輝次 関西大学出版部

ＦＤ- 152 '19-3
学習に何が最も効果的か
－メタ分析による学習の可視化◆教師編◆

2017
ジョン・ハッティ／原
田　信之

あいり出版

ＦＤ- 153 '19-3
教育の効果
メタ分析による学力に影響を与える要因の効果
の可視化

2018
ジョン・ハッティ／山
森　光陽

図書文化社

ＦＤ- 154 '19-3
今求められる学力と学びとは
～コンピテンシー・ベースのカリキュラムの光と影
（日本標準ブックレット）

2015 石井　英真 日本標準

ＦＤ- 155 '19-3 学習評価（シリーズ大学の教授法） 2018 中島　英博 玉川大学出版部

ＦＤ- 156 '19-3 研究指導（シリーズ大学の教授法） 2018
近田　政博／西野
毅朗／齋藤　芳子／
渡辺　哲司

玉川大学出版部

ＦＤ- 157 '19-3
学習設計マニュアル
「おとな」になるためのインストラクショナルデザイ
ン

2018
鈴木　克明／美馬
のゆり／竹岡　篤永
／室田　真男＆5

北大路書房

ＦＤ- 158 '19-3 インストラクショナルデザインの道具箱101 2016
市田　尚／根本　淳
子

北大路書房



設置年月 書名
年
号

著者 編・訳者 発行分類

ＦＤ- 159 '19-3
大学英語教育の質的転換
「学ぶ」場から「使う」場へ

2019
佐藤　響子／マクガ
リー,カール／加藤
千博

春風社

ＦＤ- 160 '19-3
インタラクティブ・ティーチング
-アクティブ・ラーニングを促す授業づくり－

2017
栗田　佳代子／日本
教育研究イノベー
ションセンター

河合出版

ＦＤ- 161 '19-3 大学における反転授業 2017
河村　一樹／今井
康博

大学教育出版

ＦＤ- 162 '19-3
反転授業が変える教育の未来　生徒の主体性を
引き出す授業への取り組み

2014
反転授業研究会／
芝池　宗克／中西
洋介

明石書店

ＦＤ- 163 '19-3
アクティブラーニング型授業としての反転授業（理
論編）

2017
森　朋子／溝上　慎
一

ナカニシヤ出版

ＦＤ- 164 '19-3
アクティブラーニング型授業としての反転授業（実
践編）

2017
森　朋子／溝上　慎
一

ナカニシヤ出版

ＦＤ- 165 '19-3 反転授業実践マニュアル 2014 井上　博樹 ＫＡＩＢＵＮＤＯ

ＦＤ- 166 '19-3 ティーチング・ポートフォリオ　導入・活用ガイド 2012 皆本　晃弥 近代科学社

IT- 1 '03-4  ＩＣＴを活用した大学授業 2002
飯村龍一／大藤正
／菊池重雄／斎藤
宏（他）

小原芳明 玉川大学出版部

IT- 2 '03-4
大学教育への提言
授業改善のためのＩＴの活用

2001
私立大学情報教育
協会

IT- 3 '03-4
デジタル・キャンパスーＩＴ革命で変わる新しい大
学ビジネスモデルー

2001 松岡一郎 東洋経済新報社

IT- 4 '03-4 みんなのｅ-ラーニングー体験的授業改革論 2002 生田目康子 中央経済社

IT- 5 '03-10
アメリカ高等教育におけるｅラーニング　日本への
教訓

2003 吉田　文
東京電機大学出版
局

IT- 6 '04-1 インターネットの光と影 2000
情報教育学研究会（ＩＥＣ）・
情報倫理教育研究グルー
プ

北大路書房

IT- 7 '04-1 インターネット社会を生きるための情報倫理 2002
情報教育学研究会（ＩＥＣ）・
情報倫理教育研究グルー
プ

廣済堂

IT- 8 '04-3 高等教育とＩＴ　授業改善へのメディア活用とＦＤ 2003 山地弘起／佐賀啓男 玉川大学出版部

IT- 9 '07-2
模索されるeラーニング　事例と調査データにみる
大学の未来

2006
吉田　文／田口　真
奈

東信堂

IT- 10 '07-10
大学教育への提言　　ファカルティ・デベロップメ
ントとＩＴ活用

2009
私立大学情報教育
協会

IT- 11 '19-3
情報時代の学校をデザインする
学習者中心の教育に変える6つのアイデア

2018
ライゲルース,C.M.／
カノップ,J.R.

稲垣　忠／中嶌　康二／野
田　啓子／細井　洋実／林
向達

北大路書房

ＳＣ- 1 '15-4
専門日本語ライティング教育　論文スキーマ形成
に着目して

2014 村岡　貴子 大阪大学出版会

ＳＣ- 2 '15-4
わかる！レポートのまとめかた―練習問題で確
認

2014
高梨 美穂/武田 知
子/又平 恵美子/竹
内 直也/杉本 雅子

おうふう



設置年月 書名
年
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ＳＣ- 3 '15-4
話す力・聞く力がつく発表レッスン〈２〉その気にさ
せるプレゼンテーション

2014 梅澤 実 学研教育出版

ＳＣ- 4 '15-4 学生のための文章表現法 2014 秋山　智美 八千代出版

ＳＣ- 6 '15-4 大学生のためのレポート・論文術 （新版） 2009 小笠原 喜康 講談社

ＳＣ- 7 '15-4
「論文＆レポート」の書き方―９０分でコツがわか
る！

2009 泉 忠司 青春出版社

ＳＣ- 8 '15-4 日本語の作文技術 （新装版） 2005 本多 勝一 講談社

ＳＣ- 9 '15-4 学術論文の作法―（付）小論文・答案の書き方 2011 近江 幸治 成文堂

ＳＣ- 11 '15-4
大学生のための研究ハンドブック - よくわかるレ
ポート・論文の書き方

2011
ノートルダム清心女
子大学

大学教育出版

ＳＣ- 13 '15-4
はじめての論文作成術―問うことは生きること
（３訂版）

2008 宅間 紘一 日中出版

ＳＣ- 14 '15-4 大学生のためのレポート・小論文の書きかた 2000 木下 長宏 明石書店

ＳＣ- 15 '15-4
留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現
ハンドブック

2009
二通 信子/大島 弥
生/佐藤 勢紀子/因
京子/山本 富美子

東京大学出版会

ＳＣ- 16 '15-4 レポート論文のＳｔａｒｔ　Ｌｉｎｅ―書ける自分を作る 2012
居駒 永幸/畑中 基紀/岡
崎 直也/斎藤 静隆/永野
宏志

おうふう

ＳＣ- 17 '15-4
大学生の新常識オフィス２０１０―プレゼン・レ
ポート・データ処理

2013
小川 浩/五月女 仁
子/中谷 勇介/工藤
喜美枝

ムイスリ出版

ＳＣ- 18 '15-4
情報利活用プレゼンテーション―ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２
０１３／２０１０対応

2013 山崎 紅 日経ＢＰ社

ＳＣ- 19 '15-4
よくわかる自信がつくプレゼンテーション - 引き
つけて離さないテクニック

2012
富士通エフ・オー・エ
ム株式会社

富士通エフ・オー・
エム株式会社

ＳＣ- 20 '15-4
論文作成のための文章力向上プログラム―アカ
デミック・ライティングの核心をつかむ

2013
村岡 貴子/因 京子/
仁科 喜久子

大阪大学出版会

ＳＣ- 21 '15-4
ピアで学ぶ大学生・留学生の日本語コミュニケー
ション―プレゼンテーションとライティング

2012
大島 弥生/大場 理
恵子/岩田 夏穂/池
田 玲子

ひつじ書房

ＳＣ- 22 '15-4
アカデミック・ライティングのためのパラフレーズ
演習

2014
鎌田 美千子/仁科
浩美

スリーエーネット
ワーク

ＳＣ- 23 '15-4
情報活用の「眼」―データ収集・分析、そしてプレ
ゼンテーション

2015
菊地 登志子/根市
一志/半田 正樹

共立出版

ＳＣ- 24 '15-4 プレゼンテーション＋ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２０１３ 2013
池内 健治/高澤 圭
一

実教出版

ＳＣ- 25 '15-4 論文作成ガイド―社会科学を学ぶ学生のために 2013 應和 邦昭
東京農業大学出版
会

ＳＣ- 26 '15-4 伝わる文章を書く技術―プロ書評家が教える 2014 印南 敦史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ＳＣ- 27 '15-4 「文化系」学生のレポート・卒論術 2013 渡辺 潤/宮入 恭平 青弓社
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年
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ＳＣ- 28 '15-4 プレゼンテーションの教科書 （第３版） 2015 脇山 真治 日経デザイン 日経ＢＰ社

ＳＣ- 29 '15-4
学生のレポート・論文作成トレーニング―スキル
を学ぶ２１のワーク （改訂版）

2015 桑田 てるみ 実教出版

ＳＣ- 31 '15-4
大学生のための成功する勉強法―タイムマネジ
メントから論文作成まで

2008 Ｂａｒｎｅｓ，Ｒｏｂ 畠山 雄二/秋田 カオリ 丸善出版

ＳＣ- 32 '15-4 論文の書き方―わかりやすい文章のために 2007 小笠原 喜康 ダイヤモンド社

ＳＣ- 33 '15-4 大学生の論文執筆法 2006 石原 千秋 筑摩書房

ＳＣ- 34 '15-4
就活生・新社会人のためのプレゼンテーション入
門―自己紹介からはじめるプレゼンテーションス
キル

2014 赤堀 勝彦 保険毎日新聞社

ＳＣ- 35 '15-4 これからレポート・卒論を書く若者のために 2007 酒井 聡樹 共立出版

ＳＣ- 37 '15-4 学術論文の作法―（付）小論文・答案の書き方 2011 近江 幸治 成文堂

ＳＣ- 38 '15-4
英文ライティングのための実践英文法―基礎か
ら応用まで

2014
サーマン，スーザン
〈Ｔｈｕｒｍａｎ，Ｓｕｓａ
ｎ〉/シェア，ラリー

伊藤 淳一 バベル・プレス

ＳＣ- 40 '15-4 テクニカル・ライティング必須ポイント５０ 2011
Ｂｌａｋｅ，Ｇａｒｙ/Ｂｌｙ，
Ｒｏｂｅｒｔ　Ｗ．

畠山 雄二/大森 充香 丸善出版

ＳＣ- 41 '15-4
どんな論文でも書けてしまう技術―１億人の知的
生産講座

2014 鷲田 小彌太 言視舎

ＳＣ- 42 '15-4
重要度順「伝わる文章」を書く技術―だれでも・今
すぐ実践できるコツ６０

2015 飯間 浩明【監修】 新星出版社

ＳＣ- 43 '15-4 プレゼンテーション概論―実践と活用のために 2012
柴岡 信一郎/渋井
二三男

朝倉書店

ＳＣ- 44 '15-4
ピアで学ぶ大学生の日本語表現―プロセス重視
のレポート作成 （第２版）

2014

大島 弥生/池田 玲子/
大場 理恵子/加納 なお
み/高橋 淑郎/岩田 夏
穂

ひつじ書房

ＳＣ- 46 '15-4 大学生からのプレゼンテーション入門 2012 中野 美香 ナカニシヤ出版

ＳＣ- 47 '15-4
アカデミック・ライティング―日本文・英文による論
文をいかに書くか

2007 桜井 邦朋 朝倉書店

ＳＣ- 48 '15-4
文章チュータリングの理念と実践―早稲田大学ラ
イティング・センターでの取り組み

2013 佐渡島 紗織/太田 裕子 ひつじ書房

ＳＣ- 50 '15-4
パワー・ライティング入門―説得力のある文章を
書く技術

2013 入部 明子 大修館書店

ＳＣ- 51 '15-4
大学生のための研究ハンドブック - よくわかるレ
ポート・論文の書き方

2011 ノートルダム清心女子大学 大学教育出版

ＳＣ- 52 '15-4 文章ベタな人のための論文・レポートの授業 2014 古郡 延治 光文社

ＳＣ- 53 '15-4
ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の
書き方

2011 石井 一成 ナツメ社

ＳＣ- 54 '15-4
学生・院生のためのレポート・論文の作成マニュ
アル

2011 滝川 好夫 税務経理協会
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ＳＣ- 55 '15-4 伝える技法―プロが教える苦手克服文章術 2015 高田 昌幸 旬報社

ＳＣ- 56 '15-4
論文の書き方マニュアル―ステップ式リサーチ戦
略のすすめ （新版）

2014 花井 等/若松 篤 有斐閣

ＳＣ- 57 '15-4 学術論文の技法 （新訂版） 2005 斉藤 孝/西岡 達裕
日本エディタース
クール出版部

ＳＣ- 58 '15-4 論文の教室―レポートから卒論まで （新版） 2012 戸田山 和久 ＮＨＫ出版

ＳＣ- 59 '15-4
Ｗｒｉｔｉｎｇ　ｆｏｒ　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｕｒｐｏｓｅｓ―英作文
を卒業して英語論文を書く

2010
田地野 彰/スチュワート，
ティム〈Ｓｔｅｗａｒｔ，Ｔｉｍ〉/ダ
ルスキー，デビッド

ひつじ書房

ＳＣ- 60 '15-4
論文作成デザイン―テーマの発見から研究の構
築へ

2008 細川 英雄 東京図書

ＳＣ- 61 '15-4
仕事の基本
 正しい報告書・レポートの書き方

2012 下條 一郎【監修】
日本能率協会マネ
ジメントセンター

ＳＣ- 62 '15-4 学生による学生のためのダメレポート脱出法 2014

慶應義塾大学教養
研究センター【監修】
/慶應義塾大学日吉
キャンパス学習相談
員【著】

慶応義塾大学出版
会

ＳＣ- 63 '15-4 英語アカデミック・ライティングの基礎 2015
一橋大学英語科【編
著】

研究社

ＳＣ- 65 '15-6
大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベー
ト」の方法 （改訂第２版）

2015 松本 茂/河野 哲也 玉川大学出版部

SC- 66 '15-5
大学生の文章術
レポート・論文の書き方

2015 川村　陶子 旺文社

SC-
(予備)

66

'15-6
大学生の文章術
レポート・論文の書き方

2015 川村　陶子 旺文社

SC- 67 '15-6
大学生のための
リサーチリテラシー入門　-研究のための８つの
力-

2013 山田剛史／林　創 ミネルヴァ書房

SC- 68 '15-6
やわらかアカデミズム・＜わかる＞シリーズ　よく
わかる学びの技法　第2版

2012 田中　共子 ミネルヴァ書房

SC- 69 '16-5 ベッカー先生の論文教室 2012 ハワード・S・ベッカー 小川　芳範
慶応義塾大学出版
会

SC- 70 '16-5
【増補改訂版】はじめての英語論文
パターン表現＆引ける　使える　文例集

2015 和田　朋子 すばる舎

SC- 71 '16-5
リーディングとライティングの理論と実践
英語を主体に「読む」・「書く」

2014
木村　博是・木村　友保・
氏木　道人

大修館書店

SC- 72 '16-5
英文校正会社が教える
英語論文のミス”１００”

2016 エディテージ 熊沢　美穂子 The　Japan　Times

SC- 73 '16-5 パーフェクト攻略　IELTS　ライティング 2015
川端　淳治、Geoff
Tozer

テイエス企画

SC- 74 '16-5
論文・プレゼンの科学
増補改訂版

2016 河田　聡 アドスリー

SC- 75 '16-5
留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現
ハンドブック
レポート・論文表現ハンドブック

2015
二通信子・大島　弥
生・佐藤　勢紀子・因
京子・山本　富美子

東京大学出版会
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SC- 76 '16-5
教育プレゼンテーション
目的・技法・実践

2015
渡辺　淳＋獲得型教育研
究会

旬報社

SC- 77 '16-5
伝えるプレゼンテーション
魅せる工夫

2015 池田　龍二 PILAR　PRESS

SC- 78 '16-5
プロジェクトとしての論文執筆ー修士論文・博士
論文の執筆計画

2016
大阪正弘／砂原美
佳／關谷武司

関西学院大学出版
会

SC- 79 '16-5 伝え方教室－調べる・発表する 2015 大重　史朗 旬報社

SC- 80 '16-5 大学1年生のための伝わるレポートの書き方 2016 都筑　学 有斐閣

SC- 81 '16-5 これだけ！プレゼンの本質 2014 野村　尚義 すばる舎

SC- 82 '16-5 思考を鍛えるレポート・論文作成法（第2版） 2016 井下　千以子
慶應義塾大学出版
会

SC- 83 '16-5
アカデミック･スキルズ　資料検索入門ーレポー
ト・論文を書くために

2014
上岡　真紀子／保坂
睦

市古　みどり
慶應義塾大学出版
会

SC- 84 '16-5 レポート・論文をさらによくする「書き直し」ガイド 2015
佐渡島　紗織／坂本
麻裕子／大野　真澄

大修館書店

SC- 85 '16-5
大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベー
ト」の方法（改訂第2版）

2014
松本　茂／河野　哲
也

玉川大学出版部

SC- 86 '16-5 これから論文を書く若者のために 2015 酒井　聡樹 共立出版

SC- 87 '16-5 学生のためのプレゼンテーショントレーニング 2015
プレゼンテーション
研究会

実数出版

SC- 88 '16-5 大学生からのスタディ・スキルズ　知へのステップ 2015 学習技術研究会 くろしお出版

SC- 89 '16-5 大学1年生のための日本語技法 2015
長尾　佳代子／村上
昌孝

ナカニシヤ出版

SC- 90 '16-5 レポート作成のためのコンピュータリテラシー 2015 椎原　正次 ムイスリ出版

SC- 91 '16-5 グループワークによる情報リテラシー 2015 魚田　勝臣 共立出版

SC- 92 '16-5 英語論文の書き方入門 2012 迫　桂／徳永　聡子
慶應義塾大学出版
会

SC- 93 '16-5 表とグラフを使おう！ 2015 渡辺　美智子 汐文社

SC- 94 '17-4
文章力の基本の基本：分かりやすく書くための３
３の大切なヒント

2015 阿部　紘久 日本実業出版社

SC- 95 '17-4
非論理的な人のための論理的な文章の書き方入
門

2008 飯間　浩明
ディスカバー・トゥエ
ンティワン

SC- 96 '17-4 思考を鍛えるレポート・論文作成法　第2版 2013 井下　千以子
慶應義塾大学出版
会

SC- 97 '17-4
学生・研究者のための使える！ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔスラ
イドデザイン
伝わるプレゼン１つの原理と３つの技術

2009 宮野　公樹 化学同人

SC- 98 '17-4
知のナヴィゲーター：情報と知識の海ｰ現代を航
海するための

2007
中澤　務
森　貴史
本村　康哲

くろしお出版

SC- 99 '17-4
アカデミック･スキルズ　クリティカル・リーディング
入門

2015 大出　敦
慶應義塾大学出版
会

SC- 100 '17-4 レポート・論文をさらによくする「書き直し」ガイド 2015
佐渡島　紗織
坂本　麻裕子
大野　真澄

大修館書店

SC- 101 '17-4 書く力は、読む力 2014 鈴木　信一 祥伝社新書
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SC- 102 '17-4
スタディスキルズ・トレーニング　大学で学ぶため
の２５のスキル

2011

吉原　恵子
間淵　泰尚
冨江　英俊
小針　誠

実教出版

SC- 103 '17-4
伝わる！文章力が豊かになる本　語彙力・表現
力が身につく！

2015 小笠原　信之 高橋書店

SC- 104 '17-4 伝わる！図表のつくり方が身につく本 2015 永山　嘉昭 高橋書店

SC- 105 '17-4
できる研究者の論文作成メソッド　書き上げるた
めの実践ポイント

2016
ポール・Ｊ・シルヴィ
ア

高橋さきの 講談社

SC- 106 '17-4
英語で書く力　７０のサンプル・ライティングで鍛え
る！

2016
長尾　和夫
トーマス・マーティン

三修社

SC- 107 '17-4
大学生のためのアカデミック英文ライティング　検
定試験対策から英文論文執筆まで

2016 中谷　安男 大修館書店

SC- 108 '17-4
ランゲージアーツ　学校・教科・生徒をつなぐ６つ
の言語技術

2016
パメラ・Ｊ・ファリス
ドナ・Ｅ・ウェルデリッ
ヒ

高橋　邦年　監訳
渡辺　雅仁
田島　祐規子
満尾　貞行

玉川大学出版部

SC- 109 '17-4
かかわりを拓くアクティブ・ラーニング　共生への
基盤づくりに向けて

2016 山地　弘起　編著 ナカニシヤ出版

SC- 110 '17-4 学術論文の作法 2011 近江　幸治 成文堂

SC- 111 '17-4 たった一行で人を動かす文章術 2016 潮凪　洋介 総合法令出版

SC- 112 '17-4 思考ツールを利用した日本語ライティング 2017 脇田　里子 大阪大学出版会

SC- 113 '17-4
ここがポイント！レポート・論文を書くための日本
語文法

2016
小森　万里
三井　久美子

くろしお出版

SC- 114 '17-10
アカデミック・スキルズ　データ収集・分析入門
社会を効果的に読み解く技法

2013
西山　敏樹・鈴木
亮子・大西　幸周

慶應義塾大学教養研究セ
ンター　監修

慶應義塾大学出版
会

SC- 115 '18-3
論文作成ガイド：社会科学を学ぶ学生のために：
新版

2018 應和　邦昭
東京農業大学出版
会

SC- 116 '18-3
文献調査法：調査・レポート・論文作成必携　情報
リテラシー読本　第7版

2018 毛利　和弘
毛利和弘（発売：日
本図書館協会）

SC- 117 '18-3
論文を書く技法：時間がなくても、お金がなくて
も、英語が苦手でも、

2016 木下　晃吉 中外医学社

SC- 118 '18-3
卒業論文・修士論文作成の要点整理実践マニュ
アル

2014 滝川　好夫 税務経理協会

SC- 119 '18-3
知へのステップ：大学生からのスタディ・スキルズ
第４版

2015 学習技術研究会 くろしお出版

SC- 120 '18-3
これからレポート・卒論を書く若者のために　第２
版

2017 酒井　聡樹 共立出版

SC- 121 '18-3
ＰＴ・ＯＴ学生の文章力を育てる！レポートの書き
方：ー正しく学ぼう「書く基本」「文章の組み立て」

2016 高谷　修 金芳堂

SC- #### '18-5
思考し表現する学生を育てるライティング指導の
ヒント

2015
関西地区ＦＤ連絡協議会
京都大学高等教育研究開
発推進センター

ミネルヴァ書房

SC- 125 '18-5 勉強法がよくわかる！大学生学びのハンドブック 2015 世界思想社編集部 世界思想社

SC- 126 '19-3 これから研究を書くひとのためのガイドブック 2019
佐渡島　紗織／吉野
亜矢子

ひつじ書房

SC- 127 '19-3 大学と社会をつなぐライティング教育 2018
村岡　貴子／鎌田
美千子／仁科　喜久
子

東信堂
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SC- 128 '19-3
大学におけるライティング支援　どのように〈書く
力〉を伸ばすか

2019
関西大学ライティン
グラボ・津田塾大学
ライティングセンター

東信堂

その他- 1 '03-4 科学技術者の倫理ーその考え方と事例 2002 日本技術士会 丸善株式会社

その他- 2 '03-4 科学技術者倫理の事例と考察 2000 日本技術士会 丸善株式会社

その他- 3 '03-4
科学者・研究者・技術者の権利白書ーその理念
と実態ー

2001 日本科学者会議 水曜社

その他- 4 '03-4 環境と科学技術者の倫理 2000 日本技術士会環境部会 丸善株式会社

その他- 5 '03-4 キャリアカウンセリング入門－人と仕事の橋渡し 2001
渡辺  三枝子
Ｅ.Ｌ.ハー

ナカニシヤ出版

その他- 6 '03-4 人権と人間開発 2000 国際協力出版会

その他- 7 '03-4
新制大学半世紀：｢大学における教員養成」の再
検討

2000 日本教師教育学会 八千代出版

その他- 8 '03-4
大学審議会全２８答申・報告集
ー大学審議会１４年間の活動の軌跡と大学改
革ー

2002 高等教育研究会 ぎょうせい

その他- 9 '03-4 地球環境問題宣言集 1991
外務省国際連合局経済課
地球環境室

大蔵省印刷局

その他- 10 '03-4 伏見学ことはじめ 1999
聖母女学院短期大学　伏
見学研究会

思文閣出版

その他- 11 '03-4 平和を創る心理学ー暴力の文化を克服する 2001 心理科学研究会 ナカニシヤ出版

その他- 12 '03-4 利他行動に関する比較心理学的研究 1994 関口  茂久 ソフィア

その他- 13 '05-4 大学新入生に勧める１０１冊の本 2005
広島大学総合科学部　　１
０１冊の本プロジェクト

岩波書店

その他- 14 '05-7
子ども・学校・社会　「豊かさ」のアイロニーのなか
で

1991 藤田　英典 東京大学出版会

その他- 15 '05-7 教育改革－共生時代の学校づくり－ 1997 藤田　英典 岩波書店

その他- 16 '05-8 大学の倫理 2003
蓮實重彦／アンドレアス・
ヘルドリヒ／広渡清吾

東京大学出版会

その他- 17 '06-2
あたらしい教養教育をめざしてー大学教育学会２
５年の歩み　未来への提言

2004
大学教育学会２５年史編
纂委員会

東信堂

その他- 18 '08-2 完全独習　統計学入門 2006 小島　寛之 ダイヤモンド社

その他- 19 '08-2 マンガでわかる統計学 2004 高橋　信 オーム社

その他- 20 '07-4 経済学部で何を学ぶか 2004 岡地勝二 同文舘出版

その他- 21 '07-4 高等教育研究　第８集 2005
日本高等教育学会研究紀
要編集委員会

日本高等教育学会



設置年月 書名
年
号

著者 編・訳者 発行分類

その他- 22 '07-4 教養の再生のために－危機の時代の想像力 2005
加藤周一
ノーマ・フィールド
徐京植

株式会社影書房

その他- 23 '07-4 教養のためのブックガイド 2005 小林康夫・山本泰
（財）東京大学出版
会

その他- 24 '07-4 人生の教科書「ルール」 1999 藤原和博・宮台真司 筑摩書房

その他- 25 '07-4 人生の教科書「よのなか」 1998 藤原和博・宮台真司 筑摩書房

その他- 26 '07-4 人を活かす人材用語解説集 1993 野原茂 経営書院

その他- 27 '07-4
研究室から社会を変えるー躍動する早稲田大学
の研究活動ー

2006
読売新聞　大学取材
班

中央公論社

その他- 28 '09-11 現代の思想　2009年11月号　特集…大学の未来 2009 青土社

その他- 30 '10-7 市場化する大学と教養教育の危機 2009 上垣　豊 洛北出版

その他- 31 '10-7 大学ランキング 2011年版 2010 朝日新聞出版

その他- 32 '11-10 大学の約束　2011年版 2011 (株)リクルート 佐川印刷(株)

その他- 33 '12-3 学校アピールのためのレイアウト 2011 オブスキュアインク BNN新社

その他- 34 '12-4 大学の教務Ｑ＆Ａ 2012
中井　俊樹
上西　浩司

玉川大学出版部

その他- 35 '12-5 ＣＡＭＰＵＳ　ＬＩＦＥ　ＤＡＴＡ2011 2012
全国大学生活協同
組合連合会

その他- 36 '12-12 教育マーケティング理論の新展開 佐野　享子 東信堂

その他- 37 '13-4 大学の真の実力 大公開ＢＯＯＫ 2011 赤尾文夫 宮澤静也 株式会社旺文社

その他- 38 '13-4 Movable Type 5 カスタマイズブック 2010 大藤　幹 中川　信行
株式会社　毎日コ
ミュニケーションズ

その他- 39 '13-9 学生のレポート・論文作成トレーニング 2013 桑田てるみ 戸塚雄弐 実教出版

その他- 40 '13-2 ことばと表現力を育む児童文化 2013
川勝泰介　浅岡靖央
生駒幸子

服部直人
株式会社　萌文書
林

その他- 42 '14-4 戦略策定の理論と技法 2002
龍　慶昭
佐々木　亮

多賀出版

その他- 43 '14-4 SDが育てる大学経営人材 2004 山本眞一 文葉社

その他- 44 '14-4 週刊　東洋経済 2014 東洋経済新報社

その他- 45 '14-5
ナレッジ・コモンズ   グローバル人材を育むキャン
パス空間

2013 前田 明洋 日経アーキテクチュア 日経BP社
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その他- 46 '14-7 大学生活を楽しむ護身術 2012 宇田　光 ナカニシヤ出版

その他- 48 '14-11 大学の真の実力　情報公開BOOK　2015 2014 旺文社

その他- 49 '14-12 大学の真の実力　情報公開BOOK 2014 2013 旺文社

その他- 50 '15-3 大学の実力2016 2015 読売新聞社 中央公論新社

その他- 51 '15-3 大学の真の実力　情報公開BOOK　2015 2015 旺文社

その他- 52 '16-5 文明としての教育 2007 山崎　正和 新潮社

その他- 53 '16-9
Glossary　高等教育に関する質保証関係用語集
(第4版)

2016
独立行政法人
大学改革支援・学
位授与機構

その他- 54 '16-11 大学の実力2017 2016
読売新聞教育ネットワーク
事務局

中央公論新社

その他- 55 '16-11
2017（平成29）年度用
大学の真の実力　情報公開BOOK

2016 旺文社

その他- 56 '17-10 ＰｙｔｈｏｎユーザのためのＪｕｐｙｔｅｒ「実践」入門 2017
池内　孝啓、片柳
薫子、岩尾　エマ、
＠ｄｒｉｌｌｅｒ

技術評論社

その他- 58 '18-11 本物のデータ分析力が身に付く本 2016
河村真一／日置孝
一／野寺綾／西腋
清行／山本華世

日経ＢＰ社

その他- 59 '18-11 Ｔａｂｌｅａｕデータ分析　～入門から実践まで～ 2017

Tableauユーザー会
／小野泰輔／清水
隆介／前田周輝／
三好淳一／山口将
央

秀和システム

その他- 60 '18-11 Ｔａｂｌｅａｕデータ分析　～実践から活用まで～ 2018

Tableauユーザー会
／小野泰輔／黒木
賢一／長野克也／
下山輝昌／高木洋
介

秀和システム

その他- 61 '18-12
できる100の新法則　Tableau　ビジュアルｗｅｂ分
析
　データを収益に変えるマーケターの武器

2016
木田　和廣／できる
シリーズ編集部

インプレス

その他- 62 '19-3
大学大崩壊　　リストラされる国立大、見捨てられ
る私立大

2018 木村　誠 朝日新書

その他- 63 '19-3
大学教学マネジメントの自立的構築
主体的学びへの大学創造20年史

2018 関西国際大学 東信堂

その他- 64 '19-3
大学生白書2018
　いまの大学教育では学生を変えられない

2018 溝上　慎一 東信堂

その他- 65 '19-3 世界のエリートが今一番入りたい大学ミネルバ 2018 山本　秀樹 ダイヤモンド社

その他- 66 '19-3
大学総合研究センターの今－教育改革に挑む早
稲田

2019
早稲田大学大学総
合研究センター

早稲田大学出版部



設置年月 書名
年
号

著者 編・訳者 発行分類

その他- 67 '19-3 大学の未来地図　－「知識集約型社会」を創る 2019 五神　真 筑摩書房

その他- 68 '19-3 地方創生と大学 2016
内閣府経済社会総
合研究所

公人の友社

その他- 69 '19-3 独学プログラマー 2018
コーリー・アルソフ
清水川　貴之

日経ＢＰ社

その他- 70 '19-3 データ分析ツールＪｕｐｙｔｅｒ入門 2018 掌田　津耶乃 秀和システム

その他- 71 '19-3 Ｐｙｔｈｏｎデータサイエンスハンドブック 2018
ジェイク・ヴァンダー
プラス著
菊池　彰　訳

オライリー・ジャパ
ン

諸外国- 1 '03-4
アメリカの大学・カレッジ＜改訂版＞ー大学教育
改革への提言

1996 Ｅ.Ｌ.ボイヤー
喜多村和之／舘 昭
伊藤彰浩

玉川大学出版部

諸外国- 2 '03-4
アメリカの大学・ニッポンの大学ーＴＡ・シラバス・
授業評価

1992 苅谷剛彦 玉川大学出版部

諸外国- 3 '03-4 アメリカの大学事情 2000 渡部哲光 東海大学出版版会

諸外国- 4 '03-4 イギリス高等教育の課題と展望 2001 秦　由美子 明治図書

諸外国- 5 '03-4 ドイツの高等教育システム 1997
Ｈ.パイザート／
Ｇ.フラムハイン

小松親次郎／長島啓記 玉川大学出版部

諸外国- 6 '04-5
アメリカの大学基準成立史研究ー「アクレディ
テーション」の原点と展開

2003 前田早苗 東信堂

諸外国- 7 '04-5 諸外国の高等教育 2004 文部科学省 国立印刷局

諸外国- 8 '04-6
恐るべきお子さま大学生たち―崩壊するアメリカ
の大学

2000 ピーター・サックス 後藤将之 草思社

諸外国- 9
アメリカの大学教育の現状－日本の大学教育は
どうあるべきか－

2004 橘　由加 三修社

諸外国- 10 '04-11 アジア・オセアニアの高等教育 2004 馬越　徹 玉川大学出版部

諸外国- 11 '07-2 新時代を切り拓く大学評価　日本とイギリス 2006 秦由美子 東信堂

諸外国- 12 ヨーロッパの高等教育改革 2006
ウルリッヒ・タイヒ
ラー

玉川大学出版部

諸外国- 13 '07-2 アジアの高等教育改革 2006
Ｐ．Ｇ．アルトバック
／馬越徹

諸外国- 14 '07-9 大学改革　日本とアメリカ 2003 舘　昭 玉川大学出版部

諸外国- 15 '08-4
大学の管理運営改革　日本の行方と諸外国の動
向

2005 江原武一　杉本均 東信堂

諸外国- 16 '07-4 一年次（導入）教育の日米比較 2005 山田礼子 東信堂



設置年月 書名
年
号

著者 編・訳者 発行分類

諸外国- 17 '07-4 大学論ーアメリカ・イギリス・ドイツ 2005
エイブラハム・フレッ
クスナー

坂本辰朗・羽田積男・渡辺
かよ子・犬塚典子

玉川大学出版部

諸外国- 18 '08-11
競争しても学力行き止まり－イギリス教育の失敗
とフィンランドの成功－

2007 福田誠治 朝日新聞社

諸外国- 19 '09-7
現代アメリカのコミュニティ・カレッジ　ーその実像
と変革の奇跡ー

2006 宇佐見忠雄 東信堂

諸外国- 20 '09-7 アメリカの教育改革 2004 アメリカ教育省 西村和雄・戸瀬信之
京都大学学術出版
会

諸外国- 21 '12-3 アメリカ大学管理運営職の養成 2012 高野篤子 東信堂

諸外国- 22 '12-3 変貌する世界の大学教授職 2011 有本　章 玉川大学出版

諸外国- 23 '12-3 欧州教育制度のチューニング 2012
フリア・ゴンザレス／
ローベルト・ワーヘ
ナール

深堀聡子／竹中亨 明石書店

諸外国- 24 '12-5 PISAから見る、できる国・頑張る国2 2012 経済協力開発機構 明石書店

諸外国- 25 '12-11 若者の能力開発 2012 ＯＥＣＤ 岩田克彦／上西充子 明石書店

諸外国- 26 '14-4 大学改革論の国際的展開 2002
東京高等教育研究所
日本科学者会議

青木書店

諸外国- 27 '16-5 イギリス高等教育と専門職社会 1998 H.J.パーキン
有本　章／
安原　義仁

玉川大学出版部

諸外国- 28 '16-5
イギリスの大学改革
　1809-1914

2003 M.サンダーソン 安原　義仁 玉川大学出版部

諸外国- 29 '16-5
イギリスの大学
その歴史と生態

2005
ヴィヴィアン・H.H.グ
リーン

安原　義仁／成定　薫 法政大学出版局

諸外国- 30 '19-3
ブレンディッド・ラーニングの衝撃「個別カリキュラ
ム×生徒主導×達成度基準」を実現したアメリカ
の教育改革

2017
ホーン,マイケル・Ｂ．
／ステイカー・ヘ
ザー

小松　健司 教育開発研究所

諸外国- 31 '19-3
カリキュラム・マネジメントと授業の質保証
各国の事例の比較から

2018 原田　信之 北大路書房

諸外国- 32 '19-3 高等教育質保証の国際比較 2009
羽田　貴史／米澤
彰純／杉本　和弘

東信堂

諸外国- 33 '19-3 イギリス大学経営人材の養成 2018 髙野　篤子 東信堂

大学論- 1 '03-4
 大学改革はどこへ向かうのか？／あなたが考え
る科学とは

2001 岸本  登志雄

大学論- 2 '03-4 学力低下が国を滅ぼす 2001 西村和雄 日本経済新聞社

大学論- 3 '03-4 学力低下論争 2002 市川伸一 筑摩書房

大学論- 4 '03-4 大学生の学力を診断する 2001
戸瀬 信之
西村 和雄

岩波新書

大学論- 5 '03-4 大学の生き残り戦略ー少子化社会と大学改革 2001 佐藤 進 社会評論社



設置年月 書名
年
号

著者 編・訳者 発行分類

大学論- 6 '03-4 大学の質を問う 1997 木村 孟 大学基準協会

大学論- 7 '03-4
大学の法的地位と自治機構に関する研究
    －ドイツ・アメリカ・日本の場合－

1998 高木  英明 多賀出版

大学論- 8 '03-4
大学は生まれ変われるかー国際化する大学評価
のなかで

2002 喜多村和之 中央公論新社

大学論- 9 '03-4
東大生はバカになったか－知的亡国論＋現代教
養論－

2001 立花  隆 文藝春秋

大学論- 10 '03-4 日本に大学らしい大学はあるのか 1989 川上正光 共立出版株式会社

大学論- 11 '03-4 論争・学力崩壊 2001
「中央公論」編集部
中井浩一

中央公論新社

大学論- 12 '03-12 グローバル化のなかの大学―根源からの問い 2000
巨大情報システムを考える
会

株式会社社会評論
社

大学論- 13 '04-3 大学激動　転機の高等教育 2003
朝日新聞教育取材
班

朝日新聞社

大学論- 14 '04-3 続々大学教授　予期せぬできごと 2002 桜井邦朋 地人書館

大学論- 15 '04-3 大学のカリキュラム改革 2003 有本　章 玉川大学出版部

大学論- 16 '04-3 私大改革の条件を問う 2002 岩内亮一 学文社

大学論- 18 '04-3 大学の指導法―学生の自己発見のために 2004
児玉善仁／別府昭郎
川島啓二

東信堂

大学論- 19 '04-3 大学改革がわかる 2003 朝日新聞社

大学論- 20 '04-6
現代大学生論 ユニバーシティ・ブルーの風に揺
れる

2004 溝上　慎一 日本放送出版協会

大学論- 21 '04-11 私学高等教育の潮流 2004 Ｐ．Ｇ．アルトバック 森　利枝 玉川大学出版部

大学論- 22 '05-5 学力危機　受験と教育をめぐる徹底対論 1999
市川伸一／和田秀
樹

河出書房新社

大学論- 23 '05-6 高校と大学の接続　入試選抜から教育接続へ 2005 荒井克弘／橋本照彦 玉川大学出版部

大学論- 24 '06-4 大学のマネジメント・その実践 2006 大坪檀
学法文化センター
出版部

大学論- 25 '06-4 大学改革の社会学 2006 天野郁夫 玉川大学出版部

大学論- 26 '06-9 大学行政論Ⅰ 2006 川本　八郎／近森　節子 東信堂

大学論- 27 '06-9 ＩＣＵ〈リベラル・アーツ〉のすべて 2006 絹川正吉 絹川正吉 東信堂

大学論- 28 '06-9 原点に立ち返っての大学改革 2006 舘昭 東信堂
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年
号
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大学論- 30 '06-11
ＳＤ（スタッフ・ディベロップメント）が支える強い大
学づくり

2006 山本　眞一 文葉社

大学論- 31 '07-1 知識社会と大学経営 2006 山本眞一 ジアース教育新社

大学論- 32 不明 大学改革の海図 2006 矢野眞和 玉川大学出版部

大学論- 33 '07-2 国立大学法人化の衝撃と私大の挑戦 2006 早田幸政
金沢大学大学教育
開発・支援センター
企画

大学論- 34 '07-7 大学で考える　－学力・入試・国際化 2007 慈道裕治 図書出版　文理閣

大学論- 36 '07-9 短大からコミュニティ・カレッジへ 2002 舘　昭 東信堂

大学論- 37 '07-9 岐路に立つ大学 2004 舘　昭／岩永　雅也
財団法人放送大学
教育振興会

大学論- 38 '08-1 改めて「大学制度とは何か」を問う 2007 舘　昭 東信堂

大学論- 39 '08-4 アメリカの大学 2006 谷　聖美 ミネルヴァ書房

大学論- 40 '07-4 大学教育効果の実証分析 2004 松繁寿和 日本評論社

大学論- 41 '07-4
大学で学ぶということー２１世紀を生きる君たち
へー

2000 小宮山進
株式会社学会出版
センター

大学論- 42 '07-4 高等教育経営における戦略的転換 1994 原田克己 第一法規

大学論- 43 '07-4
大学を解体せよー人間の未来を奪われないため
にー

2007 中野憲志 現代書館

大学論- 44 '07-4 現代大学の変革と政策・・・歴史的・比較的考察 2001 喜多村和之 玉川大学出版部

大学論- 45 '07-4
男女共生社会の大学ー文科省セクハラ規程から
大学評価へ

2007 秦澄美枝 社会評論社

大学論- 46 '07-4 国家戦略としての「大学英語」教育 2007 田中慎也 三修社

大学論- 47 '07-4 私大７７７の未来ーサバイバル時代に向かって 1984
国庫助成に関する全国私
立大学教授連合

けい草書房

大学論- 48 '07-4 私立大学の未来ー改革と展望ー 2004
国庫助成に関する全国私
立大学教授連合

大月書房

大学論- 49 '07-4 日本的大学像を求めて 1991 天野郁夫 玉川大学出版部

大学論- 50 '07-4 関関同立学 2002 小嶋忠良・大崎敦子 新潮社

大学論- 51 '07-4
戦後日本の高等教育改革政策ー「教養教育」の
構築

2006 土持ゲーリー法一 玉川大学出版部

大学論- 52 '07-4 新しい大学のあり方を求めて 1997 沼田俊則 開成出版
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大学論- 54 '07-4
大学改革論の国際的展開ーユネスコ高等教育勧
告宣言集ー

2002
東京高等教育研究所
日本科学者会議

青木書店

大学論- 55 '07-4 大学知の工場 2002 日経産業新聞 日本経済新聞社

大学論- 56 '09-4 大学生入門 2009 高橋三郎・新田光子 世界思想社

大学論- 58 '10-5 高等教育　リーディングス　日本の教育と社会 2009 塚原　修一 監修　広田照幸 日本図書センター

大学論- 59 '11-2
大学の危機　－日本は２１世紀の人材を養成して
いるかー

2010 草原　克豪 弘文堂

大学論- 60 '11-7 大学戦略経営論 2010 篠田道夫 東信堂

大学論- 61 '11-10 教師が薦める大学　改訂新版 2011 小園　修 エール出版社

大学論- 62 '11-10 大学の実力　2012 2011
読売新聞教育取材
班

中央公論新社

大学論- 63 '11-10 大学論 2001 阿部謹也
日本エディタース
クール出版部

大学論- 64 '12-1 立命館の再生を願って 2012 鈴木元 風涛社

大学論- 65 '12-4 教学ＩＲとエンロールメント・マネジメントの実践 2012
日本中退予防研究
所

ＮＰＯ法人ＮＥＷＶＥ
ＲＹ

大学論- 66 '12-4 ＩＲ実践ハンドブック  大学の意思決定支援 2012
リチャード・D・ハ
ワード 編

大学評価・学位授与機構Ｉ
Ｒ研究会

玉川大学出版部

大学論- 67 '12-4
米国キャンパス「拝金」報告　これは日本のモデ
ルなのか？

2012 宮田由紀夫 中央公論新社

大学論- 68 '12-5 大学のグローバル化と内部質保証 2012
早田幸政
望月太郎

晃洋書房

大学論- 69 '12-5 グローバルキャリア教育 2012 友松篤信 ナカニシヤ出版

大学論- 70 '12-10 大学の実力2013 2012 読売新聞取材班 中央公論新社

大学論- 72 '13-10 日本の「学び」と大学教育 2013 渡部信一 ナカニシヤ出版

大学論- 73 '13-10 大学の実力　2014 2013 中央公論新社

大学論- 74 '13-11 エビデンスに基づく教育政策 2013
D.ブリッジ
P.スメイヤー
R.スミス

柘植雅義
葉葉正明
加治佐哲也

勁草書房

大学論- 75 '14-4 大学経営戦略 2004 川原淳次 東洋経済新報社

大学論- 76 '14-4 大学大競争 2003 読売新聞大阪本社 中央公論新社

大学論- 77 '14-4 大学マネージメントの理論と実際 2003 太田和　良幸 黎明書房
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大学論- 78 '14-4 大学改革 2004 天野郁夫 東京大学出版会

大学論- 79 '14-4 生き残る大学 2003 宝島社

大学論- 80 '14-4 21世紀の大学 2004 中嶋嶺雄 論創社

大学論- 81 '14-4 大学改革がわかる。 2003 朝日新聞社

大学論- 82 '14-4 大学とは 1986 日本私立大学連盟 日本私立大学連盟

大学論- 83 '14-4
立教大学「全カリ」のすべて―リベラル・アーツの
再構築

2001
寺﨑　昌男
絹川　正吉

東信堂

大学論- 84 '14-1 大学教育の質的転換に向けた実践ガイドブック 2014 文部科学省
株式会社リベタス・
クレオ

大学論- 85 '15-6
大学は社会の希望か―大学改革の実態からそ
の先を読む

2015 江原 武一 東信堂

大学論- 86 '15-6 法学部は甦る！〈上〉初年次教育の改革 2014 中川 孝博 現代人文社

大学論- 87 '15-6
大学で学ぶということ―ゼミを通した学びのリエゾ
ン

田中 俊也/山田 嘉
徳

ナカニシヤ出版

大学論- 88 '15-6 大学理念と大学改革―ドイツと日本 金子 勉 東信堂

大学論- 89 '15-6
なぜ関西のローカル大学「近大」が、志願者数日
本一になったのか

山下 柚実 光文社

大学論- 90 '15-6 「大学の死」、そして復活 絹川正吉 東信堂

大学論- 91 '15-6
学生相談と連携・恊働―教育コミュニティにおけ
る「連働」

齋藤 憲司 学苑社

大学論- 92 '15-6 質保証時代の高等教育〈上〉経営・政策編 山本 眞一 ジアース教育新社

大学論- 93 '15-6 質保証時代の高等教育（下） 教育・研究編 山本　眞一 ジアース教育新社

大学論- 94 '15-7 大学改革を問い直す 天野 郁夫
慶応義塾大学出版
会

大学論- 95 '15-7
大学生の学びとキャリア―入学前から卒業後ま
での継続調査の分析

梅崎 修/田澤 実 法政大学出版局

大学論- 96 '15-10 学修支援と高等教育の質保証Ⅰ 山内 乾史 学文社

大学論- 97 '16-5
大学のIR
意思決定支援のための情報収集と分析

小林　雅之・山田
礼子

慶應義塾大学出版
会

大学論- 98 '16-5
初年次教育
歴史・理論・実践と世界の動向

濱名　篤
川嶋　太津夫

丸善株式会社

大学論- 99 '16-5 大学の反省 猪木　武徳 NTT出版



設置年月 書名
年
号

著者 編・訳者 発行分類

大学論- 100 '16-5 大学の教育力--何を教え、学ぶか 金子　元久 ちくま新書

大学論- 101 '16-5
大学教育　研究と改革の３０年
--大学教育学会の視点から--

大学教育学会30周
年記念誌編集委員
会

東信堂

大学論- 102 '16-5 大学改革
藤田　英典・黒崎
勲・片桐　芳雄・佐藤
学

世織書房

大学論- 103 '16-11
高等教育ライブラリ10
高大接続改革にどう向き合うか

東北大学高度教養
教育・学生支援機構

東北大学出版会

大学論- 105 '17-6 大学教育再生とは何か　大学教授職の日米比較 2017 有本　章 玉川大学出版部

大学論- 107 '19-3
50年目の「大学解体」20年後の大学再生
高等教育政策をめぐる知の貧困を越えて

2019 佐藤　郁哉
京都大学学術出版
会

大学論- 108 '19-3 大学事務組織の強化書 2014
大学行政管理学会
大学事務組織研究
会

学校経理研究会

大学論- 109 '19-3 卓越する大学（2019年度版） 2018 大学通信

大学論- 110 '19-3 大学の経営管理　－原論の試み 2017 小日向　允 論創社

大学論- 111 '19-3 日本教育経営学会紀要　大学経営の課題と展望 2017 日本教育経営学会 第一法規出版

大学論- 112 '19-3 大学経営とマネジメント 2016 新藤　豊久 東信堂

大学論- 113 '19-3 高等教育研究　大学の組織・経営再考 2018 日本高等教育学会 玉川大学出版部

大学論- 114 '19-3
これからの大学経営－ガバナンス、マネジメント、
リーダーシップ

2018
山﨑　その／宮嶋
恒二／伊多波　良雄

晃洋書房

大学論- 115 '19-3 学修成果への挑戦　地方大学からの教育改革 2018 濱名　篤 東信堂

評価- 1 '03-4 学校の自己点検・自己評価の進め方 2003 高階玲治 教育開発研究所

評価- 2 '03-4
「授業評価」で教師の力量を高めるーこの問題を
どう評価するかー

1995 日本教育技術学会
明治図書出版株式
会社

評価- 3 '03-4 教員評価制度の導入と大学の活性化 2003 高等教育情報センター 地域科学研究会

評価- 4 '03-4 現代の教育改革と学校の自己評価 2001 八尾坂 修 ぎょうせい

評価- 5 '03-4 大学評価ハンドブック 2002
Ａ・Ｉ フローインスティ
ン

玉川大学出版部

評価- 6 '03-4 大学教員「教育評価」ハンドブック 2003
ラリー・キーグ／ マ
イケル・Ｄ・ワガナー

高橋靖直 玉川大学出版部

評価- 7 '03-4 高等教育における教授活動ー評定と訓練 1989 ルウィス・エルトン 香取草之助 東海大学出版会

評価- 10 '03-4 大学・カッレジ  教育評価 実例ハンドブック 2003
早田幸政
大学基準協会・企画

エイデル研究所
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年
号
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評価- 11 '03-4 大学教育の可能性ー教養教育・評価・実践 2002 寺崎昌男 東信堂

評価- 12 '03-4 大学の自己変革とオートノミー～点検から創造へ 1998 寺崎昌男 東信堂

評価- 14 '03-4
大学評価と大学創造ー大学自治論の再構築に
向けて

1999
佐藤春吉／千賀康利／林
昭／細井克彦

東信堂

評価- 15 '03-4
大学評価の理論と実際ー自己点検・評価ハンド
ブック

1998
喜多村和之／舘 昭
坂本辰朗

東信堂

評価- 16 '03-4 大学評価文献選集 2003
大南正瑛（代）
清水一彦／早田幸政

エイデル研究所

評価- 17 '03-4
教育評価の未来を拓く　目標に準拠した評価の
現状･課題･展望

2003 田中耕治 ミネルヴァ書房

評価- 18 '03-4 教育評価　重要用語３００の基礎知識 2000 森敏昭／秋田喜代美 明治図書

評価- 20 '06-9 大学教員の人事評価システム 2006
佐々木恒男／齊藤
毅憲／渡辺峻

中央経済社

評価- 23 '07-7 大学マネジメントと大学評価　大学評価学会年報
『現代社会と大学評価』第２号

2006

植田健男／細井克
彦／重本直利／湯
川やよい／望月太
郎／村上孝弘／藤
江昌嗣／三輪定宣
／小長谷大介

大学評価学会年報編集委
員会

大学評価学会

評価- 25 '07-4 大学評価マニュアル 1995 （財）大学基準協会 （財）大学基準協会

評価- 26 '07-4 教育改善のための大学評価マニュアル 2004 関口正司
（財）九州大学出版
会

評価- 27 '07-4
大学評価とはなにかー自己点検・評価と基準認
定ー

1993 喜多村和之 下田勝司

評価- 28 '07-4
よくわかる大学の認証評価ー大学機関別認証評
価 篇ー

2007 早田幸政・船戸高樹
株式会社エイデル
研究所

評価- 29 '07-4 大学評価の展開 2004 山野井敦徳／清水一彦 株式会社東信堂

評価- 30 '07-4 何のための大学評価か 1995 東海高等教育研究所 大月書店

評価- 31 '07-4 大学評価の国際化 2003 財団法人大学基準協会
株式会社エイデル
研究所

評価- 32 '07-4 会報 「大学評価」説明会　第７６号 1998 財団法人大学基準協会
財団法人大学基準
協会

評価- 33 '07-4 大学設置・評価の研究 1990
飯島宗一・戸田修三・西原
春夫

東信堂

評価- 34 '07-4 大学評価の研究 1984 慶伊富長 東京大学出版会

評価- 37 '10-2 「大学評価」を評価する 2005
大学評価学会年報
編集委員会

大学評価学会 晃洋書房

評価- 38 '10-2 大学マネジメントと大学評価 2006
大学評価学会年報
編集委員会

大学評価学会 晃洋書房
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評価- 39 '10-2 何のための大学評価か、誰のための評価か 2007
大学評価学会年報
編集委員会

大学評価学会 晃洋書房

評価- 40 '10-2 「認証評価」と大学評価の多様性 2008
大学評価学会年報
編集委員会

大学評価学会 晃洋書房

評価- 41 '10-2 大学教育の「質」をどう扱うか 2009
大学評価学会年報
編集委員会

大学評価学会 晃洋書房

評価- 42 '10-2
21世紀の教育・研究と大学評価　-もう一つの大
学評価宣言-

2005
シリーズ「大学評価
を考える」編集委員
会

大学評価学会 晃洋書房

評価- 43 '10-2
アカデミック・ハラスメントと大学評価  -より開か
れた大学をめざして-

2007
シリーズ「大学評価
を考える」編集委員
会

大学評価学会 晃洋書房

評価- 44 '11-6 大学改革・評価の国際的動向 2011
シリーズ「大学評価
を考える」編集委員
会

大学評価学会 晃洋書房

評価- 45 '11-6 ＰＤＣＡサイクル 3つの誤読 2011
シリーズ「大学評価
を考える」編集委員
会

大学評価学会 晃洋書房

評価- 46 '11-11 大学評価基本用語100 2011
シリーズ「大学評価
を考える」第5巻編集
委員会

大学評価学会 晃洋書房

評価- 47 '12-3 パフォーマンス評価入門 2012 ダイアン・ハート 田中耕治 ミネルヴァ書房

評価- 48 '13-4 大学教育アセスメント入門 2013
バーバラ・ウォル
ワード

山﨑めぐみ/安野舞子/関
田一彦

（株）ナカニシヤ出
版

評価- 49 '15-10 大学の質保証とは何か 2015 早田 幸政 エイデル研究所

評価- 50 '16-2 学生の学びを測る 2015 リンダ・サスキー 齋藤聖子 玉川大学出版部

評価- 51 '16-10 大学評価の体系化 2016
生和　秀敏
大学基準協会

東信堂

評価- 52 '19-3 高等教育の質とその評価 2016 山田　礼子 東信堂

評価- 53 '19-3
内部質保証システムと認証評価の新段階
－大学基準協会「内部質保証ハンドブック」を読
み解く

2017 企画：大学基準協会 早田　幸政／工藤　潤 エイデル研究所

評価- 54 '19-3
グローバル人材教育とその質保証
高等教育機関の課題　大学改革支援・学位授与
機構高等教育質保証シリーズ

2017
大学改革支援・学位
授与機構

ぎょうせい

評価- 55 '19-3 学修支援と高等教育の質保証〈２〉 2016
山内　乾史／武　寛
子

学文社

評価- 56 '19-3

現代社会と大学評価　大学評価学会年報評価学
会年報
「現代社会と大学評価」〈第14号〉
大学評価のリアリティー　グローバル化とローカ
ル化のはざまで

2019
大学評価学会年報
編集委員会

大学評価学会

評価- 57 '19-3

代社会と大学評価　大学評価学会年報評価学会
年報
「現代社会と大学評価」〈第13号〉
大学・大学評価の原点を探る

2017
大学評価学会年報
編集委員会

大学評価学会

評価- 58 '19-3
大学改革と大学評価
シリーズ「大学評価を考える」

2018 蔵原　清人 大学評価学会

評価- 59 '19-3
現代社会と大学評価　大学評価学会年報
大学政策・経営における多様性と包摂性－ジェン
ダーからのアプローチ

2015
大学評価学会年報
編集委員会

大学評価学会
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評価- 60 '19-3
現代社会と大学評価　大学評価学会年報
大学経営／若者のキャリア形成

2014
大学評価学会年報
編集委員会

大学評価学会


