
後志教育研修センター図書一覧2016/7/14更新

NDC タイトル 副タイトル 巻（号）タイトル 著者／編者／監修等 出版社 出版年 定価
新

着

141.2 きた 学ぶことが大好きになるビジョントレーニング
読み書き・運動が苦手なのには理
由があった

北出勝也著 図書文化社 2009 2,400

141.51 あい 認知心理学事典
M.W.アイゼンク編;A.エリス,E.ハン
ト,P.ジョンソン=レアード編集顧問,野
島久雄,重野純,半田智久訳

新曜社 1998 7,200

143 がと 認知発達を探る 問題解決者としての子ども
A.F.ガートン原著;丸野俊一,加藤和
生監訳

北大路書房 2008 2,200

371.41 もり 知識から理解へ 新しい「学び」と授業のために 守屋慶子著 新曜社 2000 2,800

371.42 いと 不登校とその親へのカウンセリング
シリーズ・学校で使えるカウンセリン
グ４

伊藤美奈子,明里康弘編 ぎょうせい 2004 1,905

371.43 みず 教師が使えるカウンセリング
シリーズ・学校で使えるカウンセリン
グ１

水野治久,大竹直子編 ぎょうせい 2004 1,905

373.22 ずか 図解・表解教育法規
 "確かにわかる"法規・制度の総合
テキスト

坂田仰,河内祥子,黒川雅子共著 教育開発研究所 2010 3,000

374 がつ 最新　学校運営質疑応答集 学校教務研究会　編集 ぎょうせい 1987 9,450

374 きよ 最新　学校管理規則質疑応答集 教育法規研究会　編集 ぎょうせい 2004 9,450

374 きお ステップ・アップ学校組織マネジメント
学校・教職員がもっと"元気"になる
開発プログラム

木岡一明編著 第一法規 2007 3,500

374 たな 1 「学力向上」実践レポート  実践の成果と舞台裏
教職研修総合特集:現場発！学校
経営レポート１

田中耕治,西岡加名恵編 教育開発研究所 2008 2,300

374 ちち 2 「授業力向上」実践レポート  実践の成果と舞台裏
教職研修総合特集:現場発！学校
経営レポート２

千々布敏弥編 教育開発研究所 2009 2,300

374 はま 3 「学校の組織力向上」実践レポート  実践の成果と舞台裏
教職研修総合特集:現場発！学校
経営レポート３

浜田博文編 教育開発研究所 2009 2,300

374 ちち 4  「学校評価」実践レポート  実践の成果と舞台裏
教職研修総合特集:現場発！学校
経営レポート４

千々布敏弥編 教育開発研究所 2009 2,300

374 さか 学校の危機管理最前線
危機発生!そのとき何が起こり、学校
はどう動く?

教職研修総合特集 阪根健二編 教育開発研究所 2009 2,300

374 たか 組織活性化を目指すマネジメント
教職研修増刊:新学校経営相談１
２ヶ月第２巻

高階玲治編 教育開発研究所 2009 2,381

374.1 あい 学級経営と授業で使えるカウンセリング
シリーズ・学校で使えるカウンセリン
グ２

会沢信彦,植草伸之編 ぎょうせい 2004 1,905

374.1 いま クラスの荒れを防ぐカウンセリング
シリーズ・学校で使えるカウンセリン
グ３

今田里佳,土田雄一編 ぎょうせい 2004 1,905

374.12 すぎ 担任がしなければならない学級づくりの仕事１２ヶ月 小学校低学年 杉田洋,石塚忠男編 明治図書出版 2010 1,900

374.12 すぎ 担任がしなければならない学級づくりの仕事１２ヶ月 小学校中学年 杉田洋,脇田哲郎編 明治図書出版 2010 1,900

374.12 すぎ 担任がしなければならない学級づくりの仕事１２ヶ月 小学校高学年 杉田洋,赤坂真二編 明治図書出版 2010 1,900

374.12 かわ 3 ちょっと先輩がする小３担任へのアドバイス
ルーキーが聞き耳を立てる先輩の
教育コーチ

3 川原雅樹著 明治図書出版 2010 1,800

374.12 たか 6 各教科等における言語活動の充実 その方策と実践事例 「新学習指導要領」実践の手引き６ 高木展郎編 教育開発研究所 2008 2,400

374.3 むら
授業にいかす教師がいきるワークショップ型研修のす
すめ

村川雅弘編著 ぎょうせい 2005 1,800

374.3 たか 子どもと向き合う時間の確保と教師の職務の効率化 教職研修総合特集 高階玲治編 教育開発研究所 2009 2,300

374.9 わた 最新学校保健安全ハンドブック
学校保健・学校安全・学校給食の管
理・運営

教職研修総合特集:ザ・特集no.24 渡邉正樹編 教育開発研究所 2009 2,400

375 がつ 最新　学校教務質疑応答集 学校教務研究会　編集 ぎょうせい 1982 12,600

375 きよ 少人数、習熟度、ティーム・ティーチング実践事例集 教育方法実践研究会　編集 ぎょうせい 2003 7,000

375 たか 学校力を高める教育課程経営
教職研修増刊:新学校経営相談１
２ヶ月第1巻

高階玲治編 教育開発研究所 2009 2,381

分類記号

1 / 7 ページ



後志教育研修センター図書一覧2016/7/14更新

NDC タイトル 副タイトル 巻（号）タイトル 著者／編者／監修等 出版社 出版年 定価
新

着
分類記号

375 たむ リニューアル総合的な学習の時間 田村学,原田信之編著 北大路書房 2009 2,000

375 さの 新教育課程をわかりやすく読む ここがポイント! 佐野金吾,西村佐二編著 ぎようせい 2008 2,476

375 あさ 1 新しい「基礎・基本」の習得 基礎・基本の習得はどうあるべきか 新教育課程の学習プロセスNo.1 浅沼茂編 教育開発研究所 2008 2,400

375.1 なす 1 授業時数増に対応する時間割編成 新教育課程の授業戦略 1 奈須正裕,小山儀秋編 教育開発研究所 2008 2,400

375.1 かい 3 言語力を育成する学校 新教育課程の授業戦略 3 甲斐睦朗,輿水かおり編 教育開発研究所 2009 2,400

375.1 かく 各教科等における「言語活動の充実」とは何か
カリキュラム・マネジメントに位置付
けたリテラシーの育成

横浜国立大学教育人間科学部附
属横浜中学校編

三省堂 2009 1,900

375.1 さと 各教科等での「見通し・振り返り」学習活動の充実 その方策と実践事例 佐藤真編 教育開発研究所 2010 2,300

375.1 うす イチからはじめる外国人の子どもの教育
指導に困ったときの実践ガイド : 中
学校小学校

臼井智美編 教育開発研究所 2009 2,000

375.1 たか 学力向上を目指す授業と評価
教職研修増刊:新学校経営相談１
２ヶ月第３巻

高階玲治編 教育開発研究所 2010 2,381

375.1 なす 教師という仕事と授業技術 学力が身に付く授業の「技」第１巻 奈須正裕著 ぎょうせい 2006 2,095

375.1 もり 子どもとともに育つ「技」 学力が身に付く授業の「技」第２巻 守屋淳編著 ぎょうせい 2006 2,095

375.1 えま 授業に命を吹き込む「技」 学力が身に付く授業の「技」第３巻 江間史明編著 ぎょうせい 2006 2,095

375.1 くの 授業をデザインする「技」 学力が身に付く授業の「技」第４巻 久野弘幸編著 ぎょうせい 2006 2,095

375.1 よし 「技」を磨き合える学校づくり 学力が身に付く授業の「技」第５巻 吉村敏之編著 ぎょうせい 2006 2,095

375.1 かね 小学校新学習指導要領の展開 外国語活動編 兼重昇,直山木綿子編著 明治図書出版株式会社 2008 1,800

375.1 ひら 中学校新学習指導要領の展開 外国語科英語編 平田和人編著 明治図書出版株式会社 2008 1,700

375.1 あび   「活用力」を育てる授業の考え方と実践 新学習指導要領対応 安彦　忠彦　編 図書文化社 2008 1,600

375.1 かじ   「言語力」を育てる授業づくり 新学習指導要領対応 小学校 梶田叡一,甲斐睦朗編著 図書文化社 2009 2,200

375.1 かじ   「言語力」を育てる授業づくり 新学習指導要領対応 中学校 梶田叡一,甲斐睦朗編著 図書文化社 2009 2,000

375.1 いち 教えて考えさせる授業小学校 新学習指導要領対応 新版 市川伸一,鏑木良夫編 図書文化社 2009 2,000

375.1 いが 想像力を触発する教育 認知的道具を活かした授業づくり
キエラン・イーガン著; 高屋景一,佐
柳光代訳 北大路書房 2010 3,200

375.1 よし 子どもの論理を活かす授業づくり デザイン実験の教育実践心理学 吉田甫,エリック・ディコルテ編著 北大路書房 2009 2,300

375.1 たか 2 授業デザインの最前線Ⅱ 理論と実践を創造する知のプロセス 2 高垣マユミ編著 北大路書房 2010 3,000

375.1 あさ 2 「活用型」学習をどう進めるか 表現力・思考力と知識活用能力をどう伸ばすか 新教育課程の学習プロセスNo.2 浅沼茂編 教育開発研究所 2008 2,400

375.1 あさ 3 「探究型」学習をどう進めるか 学習の創造的発展と問題解決力の育成 新教育課程の学習プロセスNo.3 浅沼茂編 教育開発研究所 2008 2,400

375.2 あり 学力向上の基盤となる生徒指導 教職研修総合特集 有村久春編 教育開発研究所 2009 2,400

375.2 やま 実践に基づく毅然とした指導 荒れた学校を再生するマニュアル 山本修司編 教育開発研究所 2007 2,200

375.2 きた いじめ・暴力を乗り越える トラブルを克服する力の育成 子ども力の育成第１巻 北村文夫編 教育開発研究所 2007 2,300

375.2 あり ネットいじめ・言葉の暴力克服の取り組み
心と心が通い合う子どものコミュニ
ケーションづくり

教職研修総合特集 有元秀文編 教育開発研究所 2008 2,400
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375.3 おお 中学校社会科活用学習のファックス教材集 公民編 大杉昭英編 明治図書出版 2010 1,900

375.3 しや 「社会科ノート」による思考力の育成
習得・活用・探究の学びを深める言
語活動 : 新学習指導要領準拠

安野功監修;香川県小学校社会科
教育研究会著

東洋館出版社 2008 2,300

375.3 えま 小学校社会活用力を育てる授業
体験と言葉でつくるワークショップ型
社会科授業

江間史明編著 図書文化社 2008 2,200

375.3 やぎ 問題解決型の道徳授業 プラグマティック・アプローチ 柳沼良太著 明治図書出版 2006 1,600

375.35 いわ 7 Q&A新学習指導要領と道徳教育の改善ポイント
新学習指導要領で重視される「道徳
教育」の改善ポイントを実践課題に
即して解説!

「新学習指導要領」実践の手引き７ 岩上薫編 教育開発研究所 2009 2,400

375.35 いわ 8 Q&A道徳的実践力を高める道徳授業の改善ポイント
新学習指導要領での道徳授業を改
善する「経験知」

「新学習指導要領」実践の手引き８ 岩上薫編 教育開発研究所 2009 2,400

375.4 ほし 2 理数教育充実への戦略 新教育課程の授業戦略 2 星野昌治,廣田敬一編 2009 2,400

375.4 しよ 小学校算数活用力を育てる授業
既習の活用・日常への活用を促す
教材のアイデア

中村享史監修；白井一之,渡辺信久
編

図書文化社 2008 2,200

375.4 もり 小学校理科活用力を育てる授業
知識・技能の活用と習得を促す教材
のアイデア

森田和良編 図書文化社 2008 2,200

375.42 ずせ 図説学力向上につながる理科の題材
「知を活用する力」に着目して学習
意欲を喚起する

物理編 学力向上理科教育研究会編著 東京法令出版 2006 2,477

375.42 ずせ 図説学力向上につながる理科の題材
「知を活用する力」に着目して学習
意欲を喚起する

化学編 学力向上理科教育研究会編著 東京法令出版 2006 2,477

375.42 ずせ 図説学力向上につながる理科の題材
「知を活用する力」に着目して学習
意欲を喚起する

生物編 学力向上理科教育研究会編著 東京法令出版 2006 2,477

375.42 ずせ 図説学力向上につながる理科の題材
「知を活用する力」に着目して学習
意欲を喚起する

地学編 学力向上理科教育研究会編著 東京法令出版 2006 2,477

375.42 どら 理科の先生のための新しい評価方法入門
高次の学力を育てるパフォーマンス
課題、その実例集

R.ドラン,F.チャン,P.タミル,C.レン
ハード著;古屋光一監訳 ;鈴木誠,大
鹿聖公,池田文人,人見久城訳

北大路書房 2007 2,800

375.8 たか 国語科の指導計画作成と授業づくり 小学校新教育課程 高木展郎,白井達夫編著 明治図書出版 2009 1,900

375.8 はま 「読解表現力」は「分析批評」の授業で鍛える 浜上薫著 明治図書出版 2009 2,160

375.8 おお 11
感動する英語授業！教師のためのICT簡単面白活用
術

目指せ！英語授業の達人 11 大塚謙二著 明治図書出版 2008 2,060

375.8 おが 先生、英語やろうよ！ 小学生英語ガイドブック 小川隆夫著,松香洋子監修 松香フォニックス研究所 2006 2,000

375.8 おが 2 高学年のための小学校英語 今日からできる！実践ガイド 先生、英語やろうよ！２ 小川隆夫著,松香洋子監修 松香フォニックス研究所 2007 2,000

375.8 りず リズムでおぼえる教室英語ノート My Classroom English Notebook 松香洋子,小川隆夫監修;宮清子著 松香フォニックス研究所 2004 1,800

375.8 てら 小学校国語活用力を育てる授業
いま身につけさせたい「言葉の力」と
指導の実際

寺井正憲,成家亘宏編 図書文化社 2008 2,200

375.85 あり 必ず「PISA型読解力」が育つ七つの授業改革
「読解表現力」と「クリティカル・リー
ディング」を育てる方法

有元秀文著 明治図書出版 2008 1,760

375.89 さの 学級担任のための小学校英語活動の進め方 ゲームからドラマづくりまで 佐野正之編著 開隆堂出版 2008 1,600

376 ちゆ 絶対評価に役立つ評価の工夫と展開　中学校 中学校評価実践研究会　編集 ぎょうせい 2002 6,000

378 つげ
小・中特別支援教育コーディネーターのための実践・
新学習指導要領

教職研修総合特集 柘植雅義編 教育開発研究所 2009 2,400

378 きた LD・ADHDとその親へのカウンセリング
シリーズ・学校で使えるカウンセリン
グ５

北島善夫,片桐力編 ぎょうせい 2004 1,905

379.1 しよ 生涯学習・社会教育行政必携 平成２２年版
生涯学習・社会教育行政研究会
編集

第一法規 2009 4,500

417 よね 超初心者向けSPSS統計解析マニュアル 統計の基礎から多変量解析まで 米川和雄,山崎貞政著 北大路書房 2010 1,800

367.61 よみ 親は知らない
ネットの闇に吸い込まれる子どもた
ち

読売新聞社会部著 中央公論社 2010 1,500
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373.2 ひわ 教育分権のすすめ 学校の組織改革と教職員の意識改革 日渡円著 学事出版 2008 1,800

374 がつ 学校組織調査法 デザイン・方法・技法 藤原文雄,露口健司,武井敦史編著学事出版 2010 2,200

374.12 のな 必ずクラスがまとまる教師の成功術! 学級を安定させる縦糸・横糸の関係づくり 野中信行,横藤雅人著 学陽書房 2011 1,700

374.3 ふじ 教職員理解が学校経営力を高める 学校で働く人たちのチームワークをどう活かすか 藤原文雄著 学事出版 2007 2,000

375.1 かわ 授業づくりのゼロ段階 Ｑ－Ｕ式授業づくり入門 河村茂雄 著 図書文化社 2010 1,200

375.199 あか 電子黒板・デジタル教材活用事例集 教職研修総合特集 赤堀侃司編 教育開発研究所 2011 2,400

375.35 あか 心を育てる新しい道徳授業を創る 相田みつをの詩を生かす 中学校編 赤坂雅裕 編著 明治図書出版 2000 1,860

375.35 さと 10 とっておきの道徳授業Ⅹ
これからを生きる子どもたちへ　道
徳のチカラ　ベスト３５

２１世紀の学校づくり 佐藤　幸司　編著 日本標準 2011 1,800

375.353 とつ 9 とっておきの道徳授業Ⅸ
中学校編　脳が活性化する道徳授
業３５選

２１世紀の学校づくり 「道徳のチカラ」中学　編著 日本標準 2011 2,000

375.82 きよ 考える子どもを育てる京女式ノート指導術 小学校国語 教育技術MOOK 京都女子大学附属小学校編,吉永幸司編著小学館 2010 1,200

375.82 きよ 2 京女式ノート指導術. 2 京都女子大学附属小学校編,吉永幸司編著小学館 2011 1,200

378 ちよ 長所活用型指導で子どもが変わる
認知処理様式を生かす国語・算数・
作業学習の指導方略

特殊学級・養護学校用
日本版K-ABC著者監修;藤田和弘,
青山真二,熊谷恵子編著 図書文化社 1998 2,500

378 ちよ 2 長所活用型指導で子どもが変わるPart2
国語・算数・遊び・日常生活のつま
ずきの指導

小学校　個別指導用
藤田和弘監修; 熊谷恵子,青山真二
編著 図書文化社 2000 2,200

378 ちよ 3 長所活用型指導で子どもが変わるＰart 3
認知処理様式を生かす各教科・ソー
シャルスキルの指

小学校中学年以上・中学校用
藤田和弘監修;熊谷恵子,柘植雅義,
三浦光哉,星井純子編著

図書文化社 2008 2,400

378 あな
あなたの授業をアシスト　明日から使える自閉症教育
のポイント

子どもに学ぶ6年間の実践研究
西川公司監修;筑波大学附属久里
浜特別支援学校編著 ジアース教育新社 2010 2,095

378 える LD児の漢字学習とその支援 一人ひとりの力をのばす書字教材 小池敏英〔ほか〕編著 北大路書房 2002 4,000

378 とく 1 特別支援教育のためのかずの学習 すぐに使える学習シリーズ 第１集　 1～10までの数の理解 福岡特別支援教育研究会著 ジアース教育新社 2009 2,600

378 はず はずせない勘所　子供の生活まるごとパック 愉しく逞しく　生きるための力 北海道障害児教育研究連盟 北海道障害児教育研究連盟本部事務局 2002 寄贈

378 はし 2 養護学校のコーディネーターが行った教育相談. 2 発達障害を持つ子どもの不登校 橋爪秀記著 湘南社 2010 2,400

378.2 たけ インリアル・アプローチ
子どもとの豊かなコミュニケーション
を築く

竹田契一,里見恵子編著 日本文化科学社 1994 2,300

378.5 じつ 実践インリアル・アプローチ事例集 豊かなコミュニケーションのために
竹田契一監修;里見恵子,河内清美,
石井喜代香著 日本文化科学社 2005 2,700

379.9 あき 秋田県式家庭学習ノート 勉強グセと創造力が身につく 主婦の友社編 主婦の友社 2009 1,300

小学校評価規準の作成　全１２巻
国立教育政策研究所教育課程
研究センター

教育出版(株) 2011 各３５０

中学校評価規準の作成　全１１巻
国立教育政策研究所教育課程
研究センター

教育出版(株) 2011 各３９０

言語活動の充実に関する指導事例集 小学校版 文部科学省 教育出版(株) 2011 630

小学校キャリア教育の手引き 改訂版 文部科学省 教育出版(株) 2011 780

３７４ すー 学校で活かすいじめへの解決志向プログラム 個と集団の力を引き出す実践方法 スー・ヤング著　監訳者　黒沢幸子金子書房 2012 2,900

３７４ くろ ワークシートでブリーフセラピー 学校ですぐ使える解決志向&外在化の発想と技法 黒沢幸子編著者 ほんの森出版 2012 2,000

３７４ しま 人間関係スキルアップワークシート ストレスマネジメント教育で不登校生徒も変わった！ 嶋田洋徳、坂井秀俊、菅野純、山﨑茂雄学事出版 2012 2,600
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３７５ にの 児童理解からはじめる学習指導 二宮信一著 明治図書出版 2011 2,460

375 めい フィンランド・メソッドの学力革命 その秘訣を授業に生かす３０の方法 田中　博之著 明治図書 2010 2,360

375 かね 学級力が育つワークショップ学習のすすめ 明日の授業からすぐに使える５つのメソッド 田中　博之著 金子書房 2011 2,800

３７５ もん 1 言語活動の充実に関する指導事例集
～思考力、判断力、表現力等の
育成に向けて～

【小学校版】 文部科学省 教育出版 2011 630

３７５ もん 2 言語活動の充実に関する指導事例集
～思考力、判断力、表現力等の
育成に向けて～

【中学生版】 文部科学省 教育出版 2011 560

３７５ こく 1
全国学力・学習状況調査の4年間の調査結果から
今後の取組が期待される内容のまとめ

～児童生徒への学習指導の改
善・充実に向けて～

【小学生編】
国立教育政策研究所教育課程
研究センター

教育出版 2012 900

３７５ こく 2
全国学力・学習状況調査の4年間の調査結果から
今後の取組が期待される内容のまとめ

～児童生徒への学習指導の改
善・充実に向けて～

【中学校編】
国立教育政策研究所教育課程
研究センター

教育出版 2012 900

375 いち 1 「教えて考えさせる授業」を創る
基礎基本の定着・深化・活用を促

す「習得型」授業設計
市川伸一著 図書文化 2012 1,400

３７５ いち 2 新学習指導要領対応「教えて考えさせる授業」 中学校 市川伸一著 図書文化 2012 2,200

３７５ みず 教科調査官が語るこれからの授業小学校
言語活動を生かし「思考力・判断
力・表現力」を育む授業とは

水戸部修治・澤井洋介・笠井健一・村山
哲哉・直山木綿子・杉田洋偏著

図書文化 2012 2,400

375 ほし 1 楽しく学ぶ数学の基礎＜上：基礎体力編＞
平面図形と空間図形、そしてその証明ま
で、図形を基礎のキソからしっかり理解し

よう！
星田　直彦 サイエンス・アイ新書 2012 1,200

３７５ ほし 2 楽しく学ぶ数学の基礎＜下・体力増強編＞
三角形や四角形、相似、三平方の
定義まで個々の図形をもっと深く理
解する！

星田　直彦 サイエンス・アイ新書 2012 1,200

371 おぐ 1 あたりまえだけどなかなかできない教え方のルール
ぬるま湯メンバーが常勝チーム
に変わる！

小倉　広著 明日香出版社 2008 1,400

371 たな 2 あたりまえだけどなかなかできない教え方のルール
部下も生徒も伸びた、変わった、
成果を出した。

田中　省三著 明日香出版社 2009 1,400

417 さく 1 音楽と数学の交差
響き合う音と数～古来、音楽と数
学は一つだった～

桜井　進　、坂口　博樹　著 大月書店 2012 1,800

374 てら 1 生活科・総合的な学習　感動ドラマを創る子どもたち 寺崎　千秋・編著 教育出版 2012 2,200

３７４ なす 1 子どもと創る授業 学びを見とる目、深める技 奈須　正裕著 ぎょうせい 2013 2,000

３７４ とや 1 大森塾の提案シリーズ８ 規律ある授業のつくり方 冨山　一美著 明治図書 2010 1,860

３７５ さと 1 新版　学力のつくノート指導のコツ 佐藤　正寿著 学陽書房 2013 1,600

３７５ いわ 1 子どもの力を引き出す板書・ノート指導のコツ
現場で使えて、学習効果ＵＰにつ
ながるテクニック、アイデアが満
載！

岩瀬　直樹・川村　卓正著 ナツメ社 2013 1,800

３７５ けん 1 最新！小学校教員育成プログラム３ 授業改善のチェックポイント６０
～学習指導の実際と学習規律の
具体化～

釼持　勉著 明治図書 2008 1,960

３７５ いし 1 教育評価の原理 評定に基づく真の評価を目指して 石田　恒好著 図書文化 2012 2,000

371 さい 移民の子どもと格差 学力を支える教育政策と実践 ＯＥＣＤ編著　斎藤里美監訳 明石書店 2011 2,800

１４１ ふじ 1 心と身体をつなぐトラウマ・セラピー
ピーター・リヴァイン著　藤原千
枝子訳

雲母書房 2011 2,300

１４１ ふじ 2 子どものトラウマ・セラピー
自信・喜び・回復力を育むための
ガイドブック

ピーター・リヴァイン＋　マギー・クライン著　浅井咲
子訳 雲母書房 2010 2,000

371 いじ 1 いじめ・暴力を乗り越える を考える１００冊の本 いじめはなぜ起きるのでしょう
いじめを考える１００冊の本編集
委員会編

駒草出版 2013 1,500

371 おし 1 道徳の時代がきた！ ～道徳教科化への提言～ 押谷　由夫、柳沼　良太編著 教育出版 2013 1,500

371 おし 2 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 教育出版 2014 1,500

371 ほん 1 体罰ゼロの学校づくり 本村清人（東京女子体育大学教授）三好
仁司（日本体育大学教授）編著

ぎょうせい 2013 2,200
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371 みや 1 21世紀型スキル 学びと評価の新たなかたち 三宅なほみ監訳益川弘如、望月俊男編訳北大路書房 2014 2,700

３７６ もん 1 わたしたちの道徳 小学校１．２年 文部科学省 文溪堂 2014 574

３７６ もん 2 わたしたちの道徳 小学校３．４年 文部科学省 文溪堂 2014 680

３７６ もん 3 わたしたちの道徳 小学校５．６年 文部科学省 文溪堂 2014 667

３７６ もん 4 わたしたちの道徳 中学校 文部科学省 文溪堂 2014 815

371 かじ 1 いま求められる言語活動 読む力・書く力を重視して
梶田　叡一責任編集
人間教育研究協議会編

金子書房 2014 2,400

371 かじ 2 文学が育てる言葉の力 文学教材を用いた指導をどうするか
梶田　叡一責任編集
人間教育研究協議会編

金子書房 2014 2,400

371 なす 1 新しい学びの潮流１
知識基盤社会を生き抜く子どもを

育てる
コンピテンシー・ベイスの授業づく
り

編集代表奈須正裕 ぎょうせい 2015 2,400

371 なす 2 新しい学びの潮流２ 子どもを学びの主体として育てる ともに未来の社会を切り拓く教育へ編集代表奈須正裕 ぎょうせい 2015 2,400

371 なす 3 新しい学びの潮流３
子どものくらしを支える教師と子
どもの関係づくり

担任教師のクラスルーム・ベイ
シックス

編集代表奈須正裕 ぎょうせい 2015 2,400

371 なす 4 新しい学びの潮流４
しっかり教える授業・本気で任せ
る授業

多様な筋道で豊かな学力を保障
する

編集代表奈須正裕 ぎょうせい 2015 2,400

371 なす 5 新しい学びの潮流５ 教師として生きるということ 子どもを育てる教師・教師を育てる学校編集代表奈須正裕 ぎょうせい 2015 2,400

３７５ あび 1 「コンピテンシー・ベース」を超える授業づくり
人格形成を見据すえた能力育成
をめざして

安彦　忠彦著 図書文化 2014 1,500

３７２ いち 1 教育小六法２０１５平成27年度版 市川須美子 学陽書房 2015 2,700

373 もん 1 O&A平成26年改正  改正地方教育行政法 新教育委員会制度のポイント
文部科学省地方教育行政研究
会著書

ぎょうせい 2015 2,200

３７３ きむ 1 広域連携の仕組み
一部事務組合と広域連合の機動
的な運営

一橋大学教授　木村　俊介著 第一法規 2015 3,200

371 むら 1 教育委員会改革５つのポイント
「地方教育行政法」どこがかわっ
たのか

村上裕助（東京大学准教授）編著学事出版 2014 1,800

３７５ はん 1 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

反転授業研究会 明石書店 2014 2,000

３７５ よこ 1 授業力向上の鍵 ワークショップ方式で授業研究を活性化！ 横浜市教育センター編著 時事通信社 2013 2,300

３７５ よこ 2 「教師力」向上の鍵 「メンターチーム」が教師を変える！ 横浜市教育委員会編著 時事通信社 2013 2,300

371 あま 1 管理職課題解決実践シリーズ１
新たな学校課題とこれからのリー
ダーシップ

天笠　茂監修 ぎょうせい 2015 2,500

371 あま 2 管理職課題解決実践シリーズ２
次期学習指導要領を見据えた学
習と評価

～これから求められる資質・能力～天笠　茂監修 ぎょうせい 2015 2,500

371 あま 3 管理職課題解決実践シリーズ３
子どもの関係づくり心と体の健康
を育む学校づくり

天笠　茂監修 ぎょうせい 2015 2,500
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371 あま 4 管理職課題解決実践シリーズ４ 教師としての成長を図る学校づくり 天笠　茂監修 ぎょうせい 2015 2,500

371 あま 5 管理職課題解決実践シリーズ５
地域との新たな協働を図る学校
づくり

天笠　茂監修 ぎょうせい 2015 2,500

371 さと 1 専門家として教師を育てる 教師教育改革のグランドデザイン 佐藤　学著 岩波書店 2015 1,800

374 やは 1 サポートグループ・アプローチ完全マニュアル
解決志向アプローチ＋ピア・サ
ポートでいじめ・不登校を解決！

八幡睦美・黒沢幸子著 ほんの森出版 2015 2,000

３７５ よこ 1 ５つの学習習慣 驚くほど子どもが勉強しはじめる 横藤雅人著 合同出版 2012 1,400

３７５ よこ 1 ｢かくれたカリキュラム｣発見・改善ガイド その指導、学級崩壊の原因です！ 横藤雅人　武藤久慶著 明治図書 2014 1,800

３７５ よこ 1
日常授業の改善で子供も変わる！学力向上プロ
ジェクト

横藤雅人編著、野中信行監修 明治図書出版 2015 1,860

３７３ さと 1 子どもと教室の事実から学ぶ 「学びの共同体」の学校改革と省察 佐藤雅彰・齊籐英介著 ぎょうせい 2015 2,100

３７５ たか 1 小中一貫教育の新たな展開 高橋　興　著 ぎょうせい 2014 2,400

378 うめ 1
CD-ROM付き　特別支援教育とサポートする読み書
き計算指導事例脩

発達障害を考える・心をつなぐ 梅田真理（宮城学院女子大学教授）　編著ナツメ社 2016 3,024 ＊

３７５ たな 1 「特別の教科　道徳」　業＆評価完全ガイド 田沼　茂樹　編著 明治図書 2016 2,484 ＊

３７５ なが 1
小学校 新学習指導要領の展開 特別の教科 道
徳編

永田　茂雄 明治図書 2016 2,052 ＊

３７５ しば 1
中学校 新学習指導要領の展開 特別の教科 道
徳編

芝原　弘志 明治図書 2016 2,052 ＊

３７５ やな 1
子どもが考え、議論する問題解決型の授業事例集
小学校編

柳沼　良太 図書文化 2016 2,808 ＊

３７５ やな 1
子どもが考え、議論する問題解決型の授業事例集
中学校編

柳沼　良太 図書文化 2016 2,592 ＊

３７５ おし 1 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 図書文化 2015 2,592 ＊

３７５ もろ 1
「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

諸富　祥彦 図書文化 2015 1,944 ＊

３７５ いち 1

教えて考えさせる授業　算数・数学
深い理解と学び合いを促す新問題解決学習２６事
例

市川　伸一 図書文化 2015 2,376 ＊

３７５ いち 1 教えて考えさせる理科　小学校 市川　伸一 図書文化 2010 2,376 ＊

３７５ いち 1 新版教えて考えさせる授業　小学校 市川　伸一 図書文化 2009 2,160 ＊

３７５．１ いち 1 教えて考えさせる授業　　　中学校 市川　伸一 図書文化 2012 2,376 ＊

３７４ いし 1 参加型マネジメントで生徒指導が変わる 石黒　康夫 図書文化 2015 2,376 ＊

３７４ せお 1 変わる学校、変わらない学校
学校マネジメントの成功と失敗の
分かれ道

妹尾　昌俊 学事出版 2015 1,944 ＊

３７５ たな 1 アクティブ・ラーニング　実践の手引き
各教科等で取り組む「主体的・協
働的な学び」

田中　博之 教育開発研究所 2016 2,376 ＊

３７４ かと 1 「チーム学校」まるわかりガイドブック 加藤　崇英 教育開発研究所 2016 1,728 ＊

３７５ たむ 1 カリキュラムマネジメント・ハンドブック
田村知子・村川雅弘・吉冨芳正
西岡加名恵　編著

ぎょうせい 2016 2,300 ＊

３７６ きむ 1
育ちと学びをつなぐ「幼保小連携教育」の挑戦
実践　接続期カリキュラム

上越教育大学大学院教授　木村義彦監
修

ぎょうせい 2016 2,300 ＊
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