
請求 記 タイトル 著者など 出版者 発行年月

375.19 ク 小学校プログラミング教育の考え方・進め方　 蔵満 逸司／著　 黎明書房　 2019.1

375.19 コ これならできる小学校教科でのプログラミング教育　 赤堀 侃司／監修，久保田 善彦／監修，つくば市教育局総合教育研究所／編著　 東京書籍　 2018.10

375.19 コ iPad教育活用7つの秘訣　 小池 幸司／[著]，神谷 加代／[著]，ウイネット／編著　 ウイネット，星雲社(発売)　 2018.3

375.19 シ 小学校の先生のためのWhy!?プログラミング授業活用ガイド　 阿部 和広／監修，豊福 晋平／監修，芳賀 高洋／監修　 日経BP社，日経BPマーケティング(発売)　 2018.12

375.19 シ 小学校プログラミング教育の研修ガイドブック　 小林 祐紀／編著・監修，兼宗 進／編著・監修，中川 一史／編著・監修　 翔泳社　 2019.3

375.19 ス 小学校担任が安心して取り組めるプログラミング教育　 鷲見 辰美／著　 学事出版　 2019.6

375.19 ホ 授業で出来るプログラミング学習大好き入門　 許 鍾萬／著　 学芸みらい社　 2018.12

375.19 モ 情報教育の成立・展開期におけるカリキュラム評価　 本村 猛能／著，森山 潤／著　 風間書房　 2018.11

375.35 ア 道徳の評価で大切なこと　 赤堀 博行／著　 東洋館出版社　 2018.11

375.35 ア 新たな道徳教育の創造　 谷田貝 公昭／監修，大沢 裕／監修，大沢 裕／編著，中島 朋紀／編著　 一藝社　 2019.3

375.35 イ 4つの視点でうまくいく!考え、議論する道徳に変える教材研究の実践プラン　 石丸 憲一／著　 明治図書出版　 2018.3

375.35 サ 教科書教材でつくる道徳科授業のユニバーサルデザイン　 坂本 哲彦／編著　 東洋館出版社　 2019.3

375.35 シ 小学校道徳科の指導&評価　 堀 哲夫／編著，中國 昭彦／編著，甲府市立千塚小学校／著　 東洋館出版社　 2019.7　

375.35 シ みんなで創ろう!主体的・対話的で深い学びのある道徳科の授業　 柴田 八重子／著　 小学館　 2019.5　

375.35 タ 小学校道徳科授業スタンダード　 田沼 茂紀／編著 東洋館出版社　 2019.3

375.35 タ 中学校道徳科授業スタンダード　 田沼 茂紀／編著　 東洋館出版社　 2019.3

375.35 タ 道徳科授業のネタ&アイデア100　（中学校編） 田沼 茂紀／編著　 明治図書出版　 2018.3　

375.35 タ 道徳科授業のネタ&アイデア100　（小学校編） 田沼 茂紀／編著　 明治図書出版　 2018.3　

375.35 タ 楽しく豊かな道徳科の授業をつくる　 牧崎 幸夫／編，広岡 義之／編，杉中 康平／編　 ミネルヴァ書房　 2019.5　

375.35 タ <道徳読み>活用法　 瀧澤 真／編著　 さくら社　 2019.3　

375.35 ト とことん考え話し合う道徳　 中村 美智太郎／編著，鎌塚 優子／編著，竹内 伸一／編著，岡田 加奈子／編著　 学事出版　 2018.11

375.35 ド 道徳大好き!　 「たのしい授業」編集委員会／編，中 一夫／監修　 仮説社 2019.3

375.35 ミ 意見が飛び交う!体験から学べる!道徳あそび101　 三好 真史／著　 学陽書房　 2019.3

375.35 ミ 中学校はじめての道徳科授業づくりのレシピ　 三浦 摩利／著　 明治図書出版　 2018.10

378 ア 発達が気になる児童生徒の理解と指導・支援 阿部 利彦／著，岩澤 一美／著　 金子書房　 2019.2

378 オ 特別支援学級「感動の教室」づくり定石&改革ポイント　 小野 隆行／著　 学芸みらい社　 2018.12

378 オ ストップ!NG指導　 小野 隆行／著　 学芸みらい社　 2019.9

378 カ 発達につまずきがある子どもの輝かせ方　 川上 康則／著　 明治図書出版　 2018.9

378 サ 学びにくい子へのちょこっとサポート 授業で行う合理的配慮のミニアイデア　 佐藤 愼二／編著　 明治図書出版　 2019.4

378 ナ 小学校教師のための気になる子の保護者対応　 七木田 敦／著，真鍋 健／著　 学研教育みらい，学研プラス(発売)　 2019.3

378 ミ 特別支援学級担任のための学級経営サポートQ&A 三浦 光哉／編著　 ジアース教育新社 2018.12

378 ミ 特別支援教育のノウハウを生かした学級づくり　 宮内 主斗／編著　 星の環会　 2019.3

378 ユ ユニバーサル音楽授業　 関根 朋子／編，豊田 雅子／編　 学芸みらい社 2018.12

378.6 チ 知的障害特別支援学校の自立活動の指導　 下山 直人／監修，全国特別支援学校知的障害教育校長会／編著　 ジアース教育新社　 2018.11

378.6 ト 特別支援教育の新しいステージ　 橋本 創一／編著，安永 啓司／編著，大伴 潔／編著，小池 敏英／編著，伊藤 友彦／編著，小金井 俊夫／編著　 福村出版 2019.1

370.4 ゴ 学校とは「自己」を実現する「舞台」　 後藤 竹夫／著　 合同フォレスト，合同出版(発売)　 2019.4

371.4 ガ 学校で役立つ教育相談　 谷口 篤／編著，丸山 真名美／編著，小林 由美子／[ほか著] 八千代出版　 2019.4

371.4 ス エンカウンターでいじめ対応が変わる　 住本 克彦／編著，國分 康孝／監修，國分 久子／監修　 図書文化社　 2019.6

371.4 ナ エビデンスに基づく学校メンタルヘルスの実践　 長尾 圭造／著，三重県医師会学校メンタルヘルス分科会／編　 明石書店　 2018.12

371.4 ニ 教師のための教育相談　 西本 絹子／著　 萌文書林　 2018.11

371.4 ホ 包括的スクールカウンセリングの理論と実践 本田 恵子／編，植山 起佐子／編，鈴村 眞理／編　 金子書房　 2019.4

371.4 マ 教室でできる気になる子への認知行動療法　 松浦 直己／著　 中央法規出版　 2018.1

371.4 ム いじめ　 村瀬 学／著　 ミネルヴァ書房　 2019.4

374.1 イ 担任力がそだつ 磯野 雅治／著　 解放出版社 2018.11

374.1 カ 先生大好き!小学1年生に効く!“キュートな指導”の法則　 笠井 美香／著　 学芸みらい社　 2019.8

374.1 カ 子どもが考え、議論したくなる学級づくり　 加藤 宣行／著　 東洋館出版社　 2019.3

374.1 ク 学級づくりこれだけ!　 楠木 宏／著　 東洋館出版社　 2019.3

374.1 ハ 「白熱する教室」を創る8つの視点　 菊池 省三／著，菊池道場／著　 中村堂　 2019.2

374.1 マ お年頃の高学年に効く!こんな時とっさ!のうまい対応　 松尾 英明／著　 明治図書出版 2019.2

375.1 キ あの子どもたちが変わった驚きの授業 木原 雅子／著　 ミネルヴァ書房　 2019.4

375.2 オ 3ステップで行動問題を解決するハンドブック　 大久保 賢一／著　 学研教育みらい，学研プラス(発売)　 2019.5

375.2 セ 生徒指導・教育相談・進路指導　 松井 賢二／編著，横山 知行／編著　 東洋館出版社　 2019.5

375.2 チ 「違い」がわかる生徒指導　 滝澤 雅彦／著，藤平 敦／著，吉田 順／著　 学事出版　 2018.12

375.2 ナ なぜ指導がうまくいかないのか　 吉田 順／責任編集，北澤 毅／[ほか著]　 学事出版　 2019.1

375.2 ナ 『生徒指導提要』の現在(いま)を確認する理解する　 中村 豊／編著　 学事出版　 2019.4

375.23 シ 教育相談基礎の基礎　 嶋崎 政男／著　 学事出版 2019.4

教材支援　設置書籍一覧（令和元年度購入書籍）

情
報
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ

道
徳
科

特
別
支
援
教
育

生
徒
指
導
・
教
育
相
談



375 タ 探究の力を育む課題研究　 林 創／編著，神戸大学附属中等教育学校／編著　 学事出版　 2019.3

375.1 ト 問いを創る授業　 鹿嶋 真弓／編著，石黒 康夫／編著　 図書文化社　 2018.11

375.1 オ 学び合い、支え合い、高め合い「あいの力」で子どものやる気を引き出す授業術　 岡本 美穂／著　 ナツメ社　 2019.8

375.1 ホ アクティブ・ラーニングの条件　 堀 裕嗣／著　 小学館　 2019.7

375.1 ヤ 子どもが一気に集中する!授業スイッチ101　 山中 伸之／著　 学陽書房　 2019.3

375.3 ウ 梅澤真一の「深い学び」をつくる社会科授業5年　 梅澤 真一／著　 東洋館出版社　 2019.6

375.3 オ 社会科授業4タイプから仮説吟味学習へ　 岡崎 誠司／著　 風間書房　 2018.11

375.3 カ 粕谷昌良の「深い学び」をつくる社会科授業4年　 粕谷 昌良／著　 東洋館出版社　 2019.6

375.3 タ 社会科「主体的・対話的で深い学び」授業づくり入門 谷 和樹／著 学芸みらい社 2018.12

375.3 ヤ 山下真一の「深い学び」をつくる社会科授業6年　 山下 真一／著　 東洋館出版社　 2019.6

375.42 カ なぜ、理科を教えるのか　 角屋 重樹／著　 文溪堂　 2019.4

375.49 モ 超簡単準備で成功!新体育授業のヒケツ　 本吉 伸行／著 学芸みらい社　 2019.4

375.53 チ 地理授業で使いたい教材資料　 地理教育研究会／編，「新版地理授業で使いたい教材資料」編集委員会／編著　 清水書院　 2019.7

375.89 カ わかる・できる!英語授業のひと工夫 明日から使える26事例　 粕谷 恭子／執筆　 光文書院　 2019.7

375.89 カ 小学校英語科教育法　 金森 強／編著　 成美堂 2019.3

375.89 サ 小学校英語指導スキル大全　 坂井 邦晃／編著 明治図書出版　 2019.4

375.89 サ ワクワクする小学校英語授業の作り方　 酒井 志延／編著　 大修館書店 2019.9

375.89 ナ 小学校の英語 永井 淳子／著，粕谷 恭子／著　 三省堂　 2019.7

375.89 マ 5分でできる!小学校英語ミニ活動60選　 前田 陽子／著　 明治図書出版　 2019.8

375.89 マ 学びをつなぐ小学校外国語教育のCLIL実践　 笹島 茂／編著，山野 有紀／編著，磯部 聡子／[ほか]執筆　 三修社　 2019.5

378 ユ ユニバーサル音楽授業　 関根 朋子／編，豊田 雅子／編　 学芸みらい社 2018.12

374 シ 「社会に開かれた教育課程」を実現する学校づくり　 貝ノ瀬 滋／監修，稲井 達也／編著，伊東 哲／編著，吉田 和夫／編著　 学事出版　 2018.12

375.1 キ 教科の「深い学び」を実現するパフォーマンス評価　 西岡 加名恵／編著，石井 英真／編著　 日本標準　 2019.3

375.1 コ 真正の深い学びへの誘い　 小林 和雄／著　 晃洋書房　 2019.4

371.4 ワ 学校を変えるいじめの科学　 和久田 学／著　 日本評論社　 2019.4

374 サ 47のエピソードで学ぶ学校のリスクマネジメント　 櫻井 靖久／著　 学事出版　 2019.4

374.9 ヤ 学校保健　 柳園 順子／編著　 ミネルヴァ書房　 2019.5

373.2 キ 教育法規便覧 窪田 眞二／著，小川 友次／著　 学陽書房　 2019.1

374.1 ア 「かかわり言葉」でつなぐ学級づくり　 青山 由紀／著　 東洋館出版社　 2019.6

374.1 ゴ 中学校クラスづくりの核になる学級通信の極意　 合田 淳郎／著 明治図書出版 2014.3

374.1 ニ 小学校クラスづくりの核になる学級通信の極意　 西村 健吾／著　 明治図書出版　 2014.3

374.3 エ 教師の働き方を変える時短　 江澤 隆輔／著　 東洋館出版社　 2019.2

374.3 タ 教師の話し方　 多賀 一郎／著，佐藤 隆史／著　 学事出版　 2019.6

374.3 ナ 中学校教師として生きる　 中瀬 浩一／著，大橋 忠司／著　 樹村房　 2019.3

374.3 ノ 新卒時代を乗り切る!教師1年目の教科書　 野中 信行／著　 学陽書房　 2019.3

374.3 ミ 教師5年目からのステップアップ仕事術　 宮本 宣孝／著　 学事出版　 2019.3

375.1 ガ 学校教育ではぐくむ資質・能力を評価する　 関口 貴裕／編著，岸 学／編著，杉森 伸吉／編著 図書文化社 2019.4

375.1 シ 新学習指導要領を推進する学校マネジメント　 現代学校経営研究会／著　 学事出版 2018.12

375.1 タ 全員を聞く子どもにする教室の作り方　 多賀 一郎／著　 黎明書房　 2019.6

375.25 ア 中学生が哲学・対話するキャリア教育　 赤荻 千恵子／著　 学事出版 2019.1

375.6 ミ 未来を生き抜く力を育むキャリア教育 キャリア講座推進プロジェクト／編著　 学事出版　 2019.6
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