
1 新着図書 令和３年４月現在

書　　　　　名 著者等 出版社

1 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　国語 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

2 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　社会 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

3 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　算数 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

4 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　理科 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

5 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　生活 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

6 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　音楽 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

7 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　図工 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

8 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　家庭科 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

9 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　体育 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

10 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　特別活動 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

11 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　外国語 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

12 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　総合 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

13 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　国語 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

14 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　社会 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

15 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　数学 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

16 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　理科 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

17 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　音楽 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

18 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　美術 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

19 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　保健体育 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

20 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　技術家庭科 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

21 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　外国語 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

22 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　特別活動 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

23 学びを変える新しい学習評価 理論・実践編1 資質・能力の育成と新しい学習評価 田中　耕治 ぎょうせい

24 学びを変える新しい学習評価 理論・実践編2 各教科等の学びと新しい学習評価 田中　耕治 ぎょうせい

25 学びを変える新しい学習評価 理論・実践編3 評価と授業をつなぐ手法と実践 田中　耕治 ぎょうせい

26 課題研究メソッド　　よりよい探究活動のために 岡本　尚也 啓林館

27 高等学校 教科と探究の新しい学習評価 西岡 加名恵 学事出版

28 熱中授業をつくる！　教室の対話革命：教師の話術からクラス座談会まで 森川　正樹 学陽書房

29 授業づくりの深め方「よい授業」をデザインするための５つのツボ 石井　英真 ミネルヴァ書房

30 ポスト・コロナショックの学校で教師が考えておきたいこと 赤坂　真二ほか 東洋館

31 個別最適化の教育 人生100年時代を生き抜く子を育てる！ 西川　純 学陽書房

32 PC１人１台時代の間違えない学校ICT 堀田　龍也 小学館

33 やってみよう！ 小学校はじめてのオンライン授業 樋口　万太郎、堀田　龍也 学陽書房

34 歴史教育「再」入門 歴史総合・日本史探究・世界史探究への"挑戦" 皆川 雅樹、梨田子　喬、前川　修一 清水書院

2 総合的な学習の時間
書　　　　　名 著者等 出版社

１．新着図書　／　２．総合的な学習の時間　／　３．ポートフォリオ（総合的な学習の時間）　／　４．国際理解教育　／　５．環境教育　／　６．キャリア教育　／　７．保
健、養護、健康教育、カウンセリング　／　８．学級経営、学校経営、地域との連携、特別活動　／　９．道徳、人権、こころの教育　／　１０．特別支援教育　／　１１．国語
／　１２．算数・数学　／　１３．理科、科学　／　１４．社会、地歴・公民　／　１５．家庭、技術・家庭科　／　１６．（家族・家庭、保育、福祉）家庭、技術・家庭科　／　１７．
（食生活）家庭、技術・家庭科　／　１８．（衣生活）家庭、技術・家庭科　／　１９．（住生活）家庭、技術・家庭科　／　２０．（消費生活・環境）家庭、技術・家庭科　／　２１．
（教科書）家庭、技術・家庭科　／　２２．食育　／　２３．音楽　／　２４．図工・美術　／　２５．体育　／　２６．情報、視聴覚教育　／　２７．外国語・外国語活動　／　２８．
読書、学校図書館　／　２９．学習指導、学習指導要領、教育課程、カリキュラム開発、ティームティーチング　／　３０．評価　／　３１．自己啓発、実践研究、小論文の書
き方、教育辞典、教員養成　／　３２．その他



1 実践　クロスカリキュラム　横断的・総合的学習の実現に向けて 高階玲治 図書文化

2 教職研修総合特集　横断的・総合的学習読本　実践の具体的方法から校内体制づくりのノウハウまで 高階玲治 教育開発研究所

3 社会科教育全書３６　グローバルな総合学習の教材開発 大津和子 明治図書

4 新しい問題解決学習のストラテジー　横断的・総合的な学習とクロスカリキュラム 今谷順重 黎明書房

5 総合学習の理論 高浦勝義 黎明書房

6 子どもが求め追求する総合学習 平野朝久　編著 学芸図書

7 生きる力を育てる２　総合的な学習の創造 小島宏、北村文夫、寺崎千秋、梶井貢　編 教育出版

8 総合学習としての人権教育　始めてみよう、人権総合学習 長尾彰夫 明治図書

9 「総合的学習」の実践と新しい評価法 佐藤真 学事出版

10 総合的な学習で特色ある学校をつくる 今川順重 ミネルヴァ書房

11 未来総合科で生きる力を育てる 鳴門教育大学学校教育学部附属中学校 明治図書

12 社会科教育全書３３　問題解決学習のストラテジー 藤井千春 明治図書

13 子どもの「学ぶ力」が育つ総合学習 平野朝久　編著 ぎょうせい

14 学校パラダイム２１　３　「総合的な学習の時間」をどう運営するか 学校改革研究センター 明治図書

15 総合的学習の研究２　小学校総合的学習の新展開 水越敏行、村川雅弘　編著 明治図書

16 特別活動と総合的学習の心理学 弓野憲一　編著 ナカニシヤ出版

17 小学校の総合学習の考え方・進め方 加藤幸次、佐野亮子　編著 黎明書房

18 小学校新教育課程　「総合的な学習」をどう創るか 山極隆、小林毅夫　対談 明治図書

19 総合カリキュラム　理論から評価まで 黒上晴夫　監訳 日本文教出版

20 総合学習を指導できる「教師の力量」 奈須正裕 明治図書

21 総合的な学習と特色あるカリキュラム経営 今谷順重　編著 黎明書房

22 総合的学習編　改訂小学校学習指導要領の展開 村川雅弘、小林毅夫 明治図書

23 「総合的学習」シリーズ　子どもの生活力がつく「体験的な学習」のすすめ方 山口満　編著 学事出版

24 小学校　総合的な学習の展開２６例 高浦勝義　編著 大日本図書

25 中学校　総合的な学習の展開２３例 高浦勝義　編著 大日本図書

26 21C小学校新教育課程のコンセプト解説４　総合的な学習の活動プラン 山極隆　編 明治図書

27 21C中学校新教育課程のコンセプト解説４　総合的な学習の活動プラン 山極隆　編 明治図書

28 総合的学習への挑戦１０　「中学校の総合学習」をこう創る　ＴＴによる主題別学習の進め方 久留米市教育研究所・中学校教育課程プロジェクト 明治図書

29 探求・創造・表現する総合的な学習　学びをネットワークする 福井大学教育地域科学部附属中学校研究会　著 東洋館出版社

30 「総合的な学習」の授業づくりと教師 日台利夫 東洋館出版社

31 特色ある学校づくり１　心を育てる総合的な学習の展開 徳島県鳴門市大津西小学校　村川雅弘ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 明治図書

32 総合的学習の開拓１　授業づくりを深める 水越敏行、木原俊行 明治図書

33 ソウゴウ先生奮闘記　タヌキ省の「総合的な学習」への取り組み 三浦健治　編 教育出版

34 総合的な学習の時間　自ら学ぶ力をどう育てるか 高階怜治 ぎょうせい

35 「総合的学習」の実践アイデア集２　環境・地域学習＆福祉・健康学習編 藤川大祐　編著 学事出版

36 総合的学習と連携を図る道徳学習　新教育課程の構想と実践 香川県小学校道徳教育研究会 明治図書

37 総合学習の実践ワークショップ　３か月でできる準備 大隅紀和、大隅拓哉 黎明書房

38 特色ある教育活動の展開のための実践事例集－「総合的な学習の時間」の学習活動の展開－（小学校編） 文部省 教育出版

39 総合学習への発想　議論と実践のために 子どものしあわせ編集部 岩川直樹、田辺基子

40 総合的学習の研究１　総合的学習の理論と展開 水越敏行 明治図書

41 総合的学習を創る1999年12月号臨時増刊　総合的学習実践研究情報なんでも辞典 北俊夫　代表 明治図書

42
特色ある教育活動尾展開のための実践事例集　「総合的な学習の時間」の学習活動の展開（中学校高
等学校編）

文部省 大日本図書

43 総合的学習への挑戦１４　有田式総合的学習のネタＱ&Ａヒント集 有田和正 明治図書

44 自ら学ぶ　「総合的な学習の時間」のつくり方　だれにでもできる実践ガイド 中野重人、廣嶋憲一郎　編著 東洋館出版社

45 地域や学校の得所に応じた総合学習 加藤幸次・有本昌弘　編著 黎明出版

46 Ｑ＆Ａこんなときどうする新教育課程　１　小学校総合的な学習の時間 高階玲治 教育開発研究所

47 総合的学習でする　ライフスキルトレーニング 皆川興栄 明治図書

48 新教育課程実践シリーズ６　総合的な学習・指導案集　中学校 児島邦宏、飯塚峻、村川雅弘編 図書文化



49 高校「総合的な学習」研究と実践の手引き 宮崎猛　編 明治図書

50 学社融合時代の学校・行政の役割　地域に学ぶ「総合的な学習」 玉井康之 東洋館出版社

51 中学校総合的学習基本単元の実践プラン　1巻　現代的課題編 児島邦宏、佐野金吾編 明治図書

52 中学校総合的学習基本単元の実践プラン　２巻　興味・関心課題編 児島邦宏、佐野金吾編 明治図書

53 小学校総合的学習新単元づくりのヒント　３　興味・関心をもとに創る 小島宏、片岡眞幸編 教育出版

54 小学校総合的学習新単元づくりのヒント　４　現代的課題をもとに創る 小島宏、寺崎千秋編 教育出版

55 総合的学習のための子どもウォッチング術　総合的学習の開拓２２ 有田正和 明治図書

56 すぐわかる問題解決法　身につく問題解決型・課題達成型・施策実行型 細谷克也 日科技連

57 エンカウンターで総合が変わる　小学校編　総合的な学習のアイデア集 國分康孝監修 図書文化

58 小学校「総合的な学習」のテーマと解説１５０ 有田正和、大越和孝、田中力ほか 学事出版

59 教室に博物館がやってきた　社会教育施設と学校をテレビ会議で結んだ遠隔授業の試み 堀田龍也　監修 高陵社書店

60 エンカウンターで総合が変わる　中学校編　総合的な学習のアイデア集 國分康孝監修 図書文化

61 総合的学習を創る2001年7月号臨時増刊　総合的学習の評価　新指導要録＆通知票　記入のヒントＱＡ４７ 安野功　編 明治図書

62 高等学校　「総合的な学習」の運営と実践事例 工藤文三　編 学事出版

63 総合的学習のカリキュラムデザイン１　総合的学習のカリキュラムを創る 田中博之　編 明治図書

64 総合的学習のカリキュラムデザイン２　調査研究型カリキュラムを創る 田中博之　編 明治図書

65 総合的学習のカリキュラムデザイン３　総合表現型カリキュラムを創る 田中博之　編 明治図書

66 総合的学習のカリキュラムデザイン４　社会参加型カリキュラムを創る 田中博之　編 明治図書

67 総合的学習のカリキュラムデザイン５　企画実践型カリキュラムを創る 田中博之　編 明治図書

68 総合的学習のカリキュラムデザイン６　共同交流型カリキュラムを創る 田中博之　編 明治図書

69 「総合的な学習」での野外・校外体験事例 日本教育科学研究所

70 中学校　「総合的な学習の時間」評価の工夫と実際 児島邦宏、工藤文三　編 教育出版

71 教職研修総合特集　総合的な学習の時間・選択教科事例集 北俊夫　編 教育開発研究所

72 総合的な学習のための　評価への羅針盤　ソフト付き 黒上晴夫編著 日本文教出版

73 生徒の自分探しを扶ける「総合的な学習の時間」　教師が協働する熊本県立鹿本高校の実践 中留武昭　監修 学事出版

74 総合的な学習の基礎・基本　評価規準による自立への挑戦 加藤明 明治図書

75 中学校編　総合的な学習の時間実践事例集 国立教育政策研究所教育課程研究センター ぎょうせい

76 高等学校編　総合的な学習の時間実践事例集 国立教育政策研究所教育課程研究センター ぎょうせい

77 定本　総合的な学習ハンドブック 児玉邦宏編 ぎょうせい

78 シリーズ総合的な学習で「学び」の未来を拓く　第４巻　総合的な学習で自己評価力をつける 市川洋子著、上杉賢士監修 明治図書

79 総合学習のテーマ別　ホームページ完全活用ガイド　2004-2005 藤川大祐　監修 あかね書房

80
シリーズ総合的な学習で「学び」の未来を拓く　第２巻　小学校・総合的な学習　豊かに広がる学びの世
界１０選

佐藤一生　編著 明治図書

81 特色ある学校づくりのための新しいカリキュラム開発　３　総合的な学習を充実させる 長尾彰夫 ぎょうせい

82 思考力を育てる授業づくり　9教科＋総合学習の理論と実践 香川大学教育学部付属坂出小学校編著 日本標準

83 今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開－小学校編－ 文部科学省 教育出版

84 今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開－中学校編－ 文部科学省 教育図書

85 「総合的な学習の時間」の授業評価法 佐藤　真 東洋館出版社

86 「生活科」発「総合的な学習」身近なヒト・モノ・コトとのかかわりが育てる「生きる力」 無藤　隆 東京書籍

87 探究の力をはぐくむ課題研究―中等教育における新しい学びの実践 林創、神戸大学附属中等教育学校 学事出版

88 課題研究メソッド　　よりよい探究活動のために 岡本　尚也 啓林館

89 高等学校 教科と探究の新しい学習評価 西岡 加名恵  学事出版

3 ポートフォリオ（総合的な学習の時間）
書　　　　　名 著者等 出版社

1 総合的な学習に適した　ポートフォリオ学習と評価 小田勝己 学事出版

2 総合的な学習に活かす　ポートフォリオがよくわかる本 小田勝己 学事出版

3 総合学習のポートフォリオと評価　その考え方と実際 大隅紀和 黎明書房

4 総合的な学習で学力をつける　日本型ポートフォリオシステムのあり方 小田勝己 桐書房



5 「生きる力」を育むポートフォリオ評価 村川雅弘　編著 ぎょうせい

6 子どもの成長と促す　ポートフォリオで学力形成 小田勝己 学事出版

7 心がぐん！と育つ　パーソナルポートフォリオ　効果抜群！誰でもできる「未来への贈り物」 岩堀美雪 東洋館出版社

8 教科と総合に活かすポートフォリオ評価法 西岡加名恵 文化図書

9 国際理解　ポートフォリオでプロジェクト学習！　国際ボランティア・ＩＴ戦略　コーチング手法導入 鈴木敏恵 教育同人社

10 総合と教科の確かな学力を育む　ポートフォリオ評価法実践編　「対話」を通して思考力を鍛える！ 宮本浩子　西岡加名恵　世羅博昭 日本標準

11 これでできる！　ポートフォリオ実践戦略　教科・総合・進路すべてに 鈴木敏恵 東洋館出版社

4 国際理解教育
書　　　　　名 著者等 出版社

1 地域的な協力のために　国際理解教育 永井滋郎 第一学習社

2 異文化コミュニケーション　キーワード　新版 古田暁　石井敏　岡部朗一　ほか 有斐閣

3 異文化理解とコミュニケーション１　ことばと文化 本名信行　秋山高二　ほか 三修社

4 ダニエル・カールの国際交流入門 ダニエル・カール ぎょうせい

5 新しい国際理解教育を創造する　子どもがひらく異文化コミュニケーション 水越敏行　田中博之 ミネルヴァ書房

6 提言：21世紀の教育改革１　”英会話”をとり入れた小学校の国際体験学習 熱海則夫序　椎名仁 明治図書

7 環境と国際理解の教育　これからの学校・授業 北俊夫 東洋館出版社

8 国際理解教育と国際交流　コミュニケーション能力を育てる 谷川彰英　太宰府西小学校 国土社

9 テキスト国際理解 米田伸次　大津和子　田淵五十生　ほか

10 学校における　国際理解教育　グローバルマインドを育てる 多田孝志 東洋館出版社

11 国際理解教育の授業づくり　総合的な学習をめざして 佐藤郡衛　林英和　編 教育出版

12 チャレンジ総合的学習１　中学校「国際理解」ファックス教材集 渋澤文隆　編 明治図書

13 地域と結ぶ国際理解　カリキュラム改革としての総合学習５ 善元幸夫　長尾彰夫　編著 (株)アドバンテージサーバー

14 国際理解教育をめざした総合学習 加藤幸次　浅沼茂　編著 黎明書房

15 小・中・高を結ぶ　英語教育と総合的な学習 荒木秀二　後藤英照　編著 三省堂

16 重要用語300の基礎知識15　国際理解　重要用語300の基礎知識 大津和子　溝上泰　編著 明治図書

17 世界の開発教育　教師のためのグローバル・カリキュラム オードリー・オスラー　編　中里亜夫　監訳 明石書店

18 国際理解教育のＡＢＣ　図と写真で見る総合的な学習 加藤幸次　監修　植木武　編著 東洋館出版社

19 国際教育協力ハンドブック -現職派遣教員のための実践事例集－　付録ＤＶＤ付き 筑波大学附属小学校　国際教育協力拠点形成プロジェクト

20 改訂新版　新しい開発教育のすすめ方　地球市民を育てる現場から　　 開発教育推進セミナー 古今書院

21 教室からの国際化 中西晃　他 ぎょうせい

22 重要用語300の基礎知識　15巻 大津和子　溝上泰 明治図書

23 異文化との出会い！子どもの発達と心理―国際理解教育の視点から― 井上智義 ブレーン出版

24 総合的な学習・国際降雨留学集を盛り上げる　世界の子どもの遊び事典 馬場桂一郎　他 明治図書

25 教室から地球へ　開発教育・国際理解教育～人が育ち、クラスが育ち、社会が育つ～虎の巻 国際協力機構 東信堂

26 知っていますか?　在日韓国・朝鮮人問題一問一答 川瀬俊治　他 解放出版社

27 新しい教育課程と学校づくり　２　豊かな人間性や社会性，国際社会に生きる日本人 山極隆　他 ぎょうせい

5 環境教育
書　　　　　名 著者等 出版社

1 三訂　地球環境キーワード事典 環境庁地球環境部 中央法規

2 環境教育指導資料（中学校・高等学校編） 文部省

3 環境教育指導資料（小学校編） 文部省

4 環境教育辞典 東京学芸大学野外教育実習施設 東京堂出版

5 21世紀への新しい環境政策を探る　環境法研究20号 人間環境問題研究会　編集 有斐閣

6 環境教育と学校カリキュラム　交感的環境認識をめざして 野上智行 東洋館出版社

7 小学校　環境教育ガイドブック 奥井智久　佐島群巳　編著 教育出版

8 中学校　環境教育ガイドブック 奥井智久　佐島群巳　編著 教育出版



9 環境教育指導資料（事例編） 文部省

10 新しい環境教育を創造する　子どもがきづく環境へのかけ橋 水越敏行　木原俊行　編著 ミネルヴァ書房

11 おやじの歩いた地球 片瀬貴文 はるか書房

12 子どもと楽しむ　環境教育ガイド　総合教育技術7月号増刊 小学館

13 先生からはじめよう　わくわく環境教育 植原彰 国土社

14 環境マインドを育てる環境教育 佐島群巳 教育出版

15 ゴミ学習で進める環境教育 佐長健司 明治図書

16 土をどう教えるか　新たな環境教育教材 日本土壌肥料学会　土壌教育委員会　編 古今書院

17 環境問題って何だ？ 村岡治 技報堂出版

18 環境教育をめざした総合学習 加藤幸次　魚住忠久　編著 黎明書房

19 総合的学習への挑戦９　体験活動で創る環境教育 岡崎市立連尺小学校 明治図書

20 子どもが変わる環境教育 小野英喜 三学出版

21 環境教育入門　総合的学習に生かす 佐島群巳 国土社

22 高等学校「総合的な学習の時間」のためのワークシート教材　エネルギーと環境　第1巻 (財)日本原子力文化振興財団

23 高等学校「総合的な学習の時間」のためのワークシート教材　エネルギーと環境　第２巻 (財)日本原子力文化振興財団

24 エコ・エコノミー レスター・ブラウン 家の光協会

25 ライフスキルの基礎基本　ワークショップによるエクササイズ１６ 皆川興栄 明治図書

26 環境教育教材　学校のなかの地球 日本建築学会　編 技報堂出版

27 高等学校　総合的な学習の時間　私たちの環境・エネルギー問題　総合学習教材セット 毎日ＥＶＲシステム

6 キャリア教育
書　　　　　名 著者等 出版社

1 野上智行プロデュース　総合的学習への提言－教科をクロスする授業－　「キャリア発達と産業教育」理論と方法 城仁士　那須光章 明治図書

2 最新　進路学習を核とした学級活動の展開 (財)日本進路指導協会　埼玉県中学校進路指導研究会 実業之日本社

3 中学生の進路力を育てる総合的な生き方の学習プラン 千崎武　進路力を育てるネットワーク 実業之日本社

4 プロジェクトＸ　リーダーたちの言葉 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班　今井彰 文芸春秋

5 生徒主体の進路学習ドリカムプラン　―福岡県立城南高校の試み 中留　武昭/福岡県立城南高校 学事出版

6 こんなときどうする最新マナー55　ｉｍｉｄａｓ2004別冊付録 集英社

7 中学生からの職人塾　職人になりたい人のための職種ガイド 伊藤建男 リヨン社

8 マナー以前の仕事の道徳 白沢節子 青春出版社

9 ＮＨＫ　あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑 ＮＨＫ「あしたをつかめ」制作班 ＮＨＫ出版

10 日本でオンリーワンになるためのハローワーク　伝統工芸を継ぐ ギル＊バート　編 ライブドアパブリッシング

11 最新　生徒指導・進路指導論　ガイダンスとキャリア教育の理論と実践　教職課程シリーズ 吉田辰雄　編著 図書文化

12 キャリア教育と道徳教育で学校を変える！　コラボレーションによる授業改革 三村隆男 実業之日本社

13 キャリア教育で働く意識を高める　小・中学校場面別導入例 山崎保寿 学事出版

14 小中学校の　キャリア教育実践プログラム　「自分発見」にチャレンジ 亀井浩明　鹿嶋研之助 ぎょうせい

15 人生のプロジェクト 山崎　拓巳 サンクチュアリ出版

16
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 教育出版

17
「７つの力」を育てるキャリア教育
小学校から中学高校まで

諸富祥彦 図書文化

18 キャリア教育論―若者のキャリアと職業観の形成 寺田 盛紀【著】 学文社

19 キャリア教育基礎論－正しい理解と実践のために－ 藤田　晃之 実業之日本社

7 保健、養護、健康教育、カウンセリング
書　　　　　名 著者等 出版社

1 「授業書」方式による　保健の授業 保健教材研究会 大修館書店

2 保健指導実践講座１　子どもの体の訴えと正しい処置 安藤格 ぎょうせい

3 保健指導実践講座８　性教育の実践と工夫 松岡弘 ぎょうせい

4 保健指導実践講座４　保険行事の実施マニュアル 中桐佐智子　難波英子　石田トミ ぎょうせい



5 保健指導実践講座１１　保健指導に役立つ統計・資料のイラスト集 健康教育研究会　福田京二 ぎょうせい

6 保健指導実践講座６　養護教諭のためのカウンセリング技術 岡堂哲雄　坂田三允 ぎょうせい

7 保健指導実践講座７　保健分野における心理テストの活用 大渕憲一 ぎょうせい

8 保健指導実践講座２　子どもの心の訴えと正しい処置 生野照子 ぎょうせい

9 保健指導実践講座10　授業書的発想による保健指導の教材づくり 数見隆生 ぎょうせい

10 保健指導実践講座13　保健関係法規とその解説 花島あさ子 ぎょうせい

11 保健指導実践講座５　検査の事前と事後の指導 藤森弘 ぎょうせい

12 保健指導実践講座15　調査研究のまとめ方と発表の仕方 内山源 ぎょうせい

13 保健指導実践講座９　人間関係をよくし、仕事をすすめる方法 志津野知文 ぎょうせい

14 保健指導実践講座14　保健医学用語の解説 荒島真一郎 ぎょうせい

15 保健指導実践講座３　月別・病気予防の保険指導 池田哲子 ぎょうせい

16 続「授業書」方式による　保健の授業 保健教材研究会 大修館書店

17 これからの養護教諭　教育的視座からの提言 森昭三 大修館書店

18 子どもの心がわかる養護教諭に　カウンセリングから学ぶ 出井美智子　鳴澤貫 学事出版

19 思春期問題読本　思春期の心と体を見る・視る・観る・看る・診る 山本政男 教育開発研究所

20 教育保健学への構図　「教育としての学校保健」の進展のために 数見隆生 大修館書店

21 健康教育への招待　保健体育教師、養護教諭、学級担任のために 高橋浩之 大修館書店

22 イラストでわかる応急処置のすべて　　緊急度とその対応 山本公弘 東山書房

23 保健授業づくり実践論 近藤真庸 大修館書店

24 養護教諭の教育実践の地平 藤田和也 東山書房

25 これならできる　覚せい剤・薬物乱用防止教育入門 原田幸男 学事出版

26 生活習慣病の予防と運動　―健康づくりの指導者のために 佐藤祐造 南江堂

27 気になる子ども気になる保護者 楠　凡之 かもがわ出版

28
新しい特定健診・特定保健指導の進め方
　―メタボリックシンドロームの理解からプログラム立案・評価まで

金川克子 中央法規出版

29 保健室に登校する子どもたち 川島令子 新生出版

30
キレやすい子へのｱﾝｶﾞｰﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ
－段階を追った個別指導のためのﾜｰｸとﾀｲﾌﾟ別事例集

本田恵子 ほんの森出版

31 不登校　－ﾈｯﾄﾜｰｸを生かした多面的援助の実際 田嶌誠一 金剛出版

32 知っていますか?　ＡＩＤＳと人権　一問一答 鮎川葉子　他 解放出版

33 登校拒否・不登校をめぐって　発達の危機，その〈治療〉と〈教育〉 高垣忠一郎 青木書店

34 教師と生徒の人間づくり　第３集　エクササイズ実践記録集 縫部義憲 歴々社

35 居場所を求める子どもたち　不登校・登校拒否を考える 能重真作 あゆみ出版

36 問題行動と育てるカウンセリング 國分康孝　他 図書文化

37 学級担任のための育てるカウンセリング全書１　育てるカウンセリング 國分康孝　他 図書文化

38 学級担任のための育てるカウンセリング全書３　児童生徒理解と教師の自己理解 國分康孝　他 図書文化

39 学級担任のための育てるカウンセリング全書４　授業に生かす育てるカウンセリング 國分康孝　他 図書文化

40 学級担任のための育てるカウンセリング全書６　進路指導と育てるカウンセリング 國分康孝　他 図書文化

41 学級担任のための育てるカウンセリング全書７　保健室からの育てるカウンセリング 國分康孝　他 図書文化

42 学級担任のための育てるカウンセリング全書８　育てるカウンセリングが学級を変える[小学校編] 國分康孝　他 図書文化

43 学級担任のための育てるカウンセリング全書９　育てるカウンセリングが学級を変える[中学校編] 國分康孝　他 図書文化

44 学級担任のための育てるカウンセリング全書１０　育てるカウンセリングが学級を変える[高等学校編] 國分康孝　他 図書文化

45 会話分析への招待 好井裕明 世界思想社

46 ７つの自立力 多湖輝 角川書店

47 講座　心理療法第5巻　心理療法と個性 豊田園子　編 岩波書店

48 不登校児を「メシが食えるプロ」にする方法―本当の｢生きる力｣をつける教育 佐倉一樹 ＰＨＰ

49 子どもの心を支える 村田陽子 勁草書房

50 先生の悩み110番　生徒の悩みと向き合うために知っておきたい交流術を伝授 陣川桂三 梓書院

51 〈子どもの心〉を癒し育てる 坂本昇一 小学館

52 学研のヒューマンケアブックス「本人参加型会議」で不登校は改善する！―教室復帰に向けた特別支援教育からのアプローチ 三浦 光哉【編著】 教育出版



53 臨床家のためのＤＳＭ‐５　虎の巻 森 則夫/杉山 登志郎/岩田 泰秀【編著】 教育出版

54 子供がケータイを持ってはいけないか？ 小寺 信良【著】 教育出版

55 脱！スマホのトラブル―ＬＩＮＥ　フェイスブック　ツイッター　やって良いこと悪いこと 佐藤 佳弘【著】 教育出版

56 モバイル社会を生きる子どもたち―「ケータイ」世代の教育と子育て 近藤 昭一【著】 教育出版

57 いじめない力、いじめられない力―６０の“脱いじめ”トレーニング付 品川 裕香【著】 教育出版

58 養護教諭執務のてびき （新版　第９版） 石川県養護教育研究会/植田誠治 東山書房

59 スキルアップ養護教諭の実践力 - レッツ・チェック「養護教諭の活動」 林典子（教育学）/下村淳子 東山書房

60 新養護概説 岩崎信子ほか 少年写真新聞社

61 養護教諭のための学校保健 出井美智子ほか 少年写真新聞社

62 オイカワ流保健学習のススメ オイカワヒロコ 東山書房

63 養護教諭が担う「教育」とは何か―実践の考え方と進め方 藤田和也 農文協

64 「新学習指導要領」に基づくこれからの小学校保健学習 公益財団法人日本学校保健会 株式会社リーフ

65 「新学習指導要領」に基づくこれからの中学校保健学習 公益財団法人日本学校保健会 株式会社リーフ

66 クラスで使える！ストレスマネジメント授業プログラム 竹田伸也 遠見書房

67 教育相談基礎の基礎 嶋﨑政男 学事出版

8 学級経営、学校経営、地域との連携、特別活動
書　　　　　名 著者等 出版社

1 中学生の自立を育てる集団づくり講座１　中学生の自立とは何か 坂本光男　折出健二 明治図書

2 中学生の自立を育てる集団づくり講座２　民主的生徒集団をどう育てるか 坂本光男　折出健二 明治図書

3 中学生の自立を育てる集団づくり講座３　どんな学級像を求めていくか 藤原幸男ほか 明治図書

4 中学生の自立を育てる集団づくり講座４　学級びらきの出会いをどう生かすか 児山正明 明治図書

5 中学生の自立を育てる集団づくり講座５　集団づくりで生徒をとらえ直す 遠藤芳信　ほか 明治図書

6 中学生の自立を育てる集団づくり講座６　集団づくりで自治的能力を育てる　 白井慎ほか 明治図書

7 中学生の自立を育てる集団づくり講座７　学級リーダーをどう育てるか 杉本朝夫 明治図書

8 中学生の自立を育てる集団づくり講座８　中学一年の朝の会・帰りの会 深沢孝二 明治図書

9 中学生の自立を育てる集団づくり講座15　生徒会をどう再建するか 家本芳郎 明治図書

10 中学生の自立を育てる集団づくり講座16　生徒が生み出す文化活動 飯塚利弘 明治図書

11 中学生の自立を育てる集団づくり講座17　生徒との心をつなぐ学級通信 尾木直樹 明治図書

12 中学生の自立を育てる集団づくり講座18　父母と教師はどう連帯するか 坂本光男　折出健二 明治図書

13 中学生の自立を育てる集団づくり講座20　学年集団をどうつくるか 坂本光男 明治図書

14 へき地小規模学校読本　地域特性と少人数の利点を生かす実践課題 東幸代 教育開発研究所

15 校内研修読本　校内研修をめぐる全ての疑問に答えるＱ＆Ａ50項目 岩城信一 教育開発研究所

16 学年主任読本　Ｑ＆Ａで考える学年主任の資質・能力・職務のすべて 山本政男 教育開発研究所

17 新生涯教育読本　生涯教育の視点から捉えた学校・家庭・社会 岩城信一 教育開発研究所

18 体験的校長学読本　全国107人の校長が語る経営哲学と教育道 山本政男 教育開発研究所

19 学校の危機管理読本　いざという時役に立つ危機管理の具体的方策65項目 山本政男 教育開発研究所

20 新学校安全読本　計画の立案から指導の具体的方策まで　経営的視点から徹底整理 岩城信一 教育開発研究所

21 スリムな学校への転換１　学校の役割転換　具体的課題50講 新井郁男 教育開発研究所

22 私の目は死んでない！高校生通信≪今、ここで≫の10年間の記録 妹尾和弘 評論社

23 教職研修総合特集　新教育課程先進事例集ＮＯ．２　学校・地域・家庭連携事例集 玉井康之 教区開発研究所

24 学校ソーシャルワーク入門 角田光司 中央法規出版

25
“教職研修”スタ－トブック 〈第３巻〉
「人間関係づくり」スタートブック－対人関係スキルの基礎・基本とメンタルヘルス－

河村茂雄 教育開発研究所

26 トイレをきれいにすると学校が変わる　―人にやさしい学校マネジメントシステム 里内　勝 学事出版

27 「実践」構成的グループエンカウンター第７号　学級集団を高めるミニエクササイズ＆活用講座 八巻寛治　吉澤克彦 明治図書

28 ハンドブック　学級経営の悩み相談 小島　宏 教育出版

29 選ばれる学校・選ばれない学校　公立小・中学校の学校選択制は今 嶺井正也　中川登志男 八月書館

30 必携！教師のための学校危機への予防・対応マニュアル　－危機管理をどうするか 新福知子 教育出版



31 学校がかわる地域がかわる　京都発地域教育のすすめ 京都市教育委員会地域教育専門主事室 ミネルヴァ書房

32 プロジェクトアドベンチャー入門　グループのちからを生かす　成長を支えるグループづくり プロジェクトアドベンチャージャパン みくに出版

33 みんなのＰＡ系ゲーム２４３ 諸澄敏之　プロジェクトアドベンチャージャパン 杏林書院

34 個が深まる学び　～安東小学校の挑戦～ 上田薫　静岡市立安東小学校 明治図書

35 クラスの人間関係がぐ～んとよくなる楽しい活動集　信頼と安心を築くプロジェクトアドベンチャー プロジェクトアドベンチャージャパン 学事出版

36
図でわかる教職スキルアップシリーズ<2>
集団を育てる学級づくり１２か月

河村　茂雄 図書文化社

37 たった３年で学校が変わる！神崎高校再生の軌跡 神戸新聞総合出版センター 神戸新聞総合出版センター

38 信頼でつながる保護者対応　図でわかる教職スキルアップ 飯塚峻　有村久春 図書文化

39 部活動　その現状とこれからのあり方 西島央 学事出版

40 教室の悪魔　見えない「いじめ」を解決するために 山脇由貴子 ポプラ社

41 悲鳴をあげる学校　－親の”イチャモン”から”結びあい”へ 小野田　正利 旬報社

42 学校力が上がる教師が伸びる 全国教育研究所連盟 教育新聞社

43 グループ・コーチング入門 本間正人 日本経済新聞社

44 学級崩壊とスクールソーシャルワーク－親と教師への調査に基づく実践モデル 大塚美和子 相川書房

45 スクールソーシャルワーク論－歴史・理論・実践 日本スクールソーシャルワーク協会編、山下英三郎ほか 学苑社

46 叱る技術　騒がしい教室を変える４０の方法 上條晴夫 学陽書房

47 イチャモン研究会　学校と保護者のいい関係づくりへ 小野田正利 ミネルヴァ書房

48 規範意識をはぐくむ生徒指導体制－小学校・中学校・高等学校の実践事例２２から学ぶ 国立教育政策研究所　生徒指導研究センター 東洋館出版社

49 学校におけるＯＪＴの効果的な進め方 浅野良一 教育開発研究所

50 学校経営小事典　校長編 畑島喜久生 国土社

51 特別活動選書①　小学校・学級活動の指導入門 内藤勇次 明治図書

52 Q-Ｕによる学級経営スーパーバイズ・ガイド 河村茂雄 図書文化

53 学級崩壊　予防・回復マニュアル 河村茂雄 図書文化

54 校長・教頭のための困った親への対処法！ 尾木直樹 教育開発研究所

55 ｢保護者宛文書」トラブル回避術 小島宏 教育開発研究所

56 これで安心‘保護者とのトラブルへの対応， 土田雄一 教育開発研究所

57 ｢保護者のクレーム｣対処法 関根正明 教育開発研究所

58 学級における集団活動経営の理論と方法　個を生かす集団活動と学級文化の創造 宮川　八岐 東洋館出版

59 学級教育の改革シリーズ１　学級の集団的機能を見直す 明石要一 明治図書

60 子どもの対人関係能力を育てる 津村俊充 教育開発研究所

61 学級経営　重要用度300の基礎知識 高旗正人 明治図書

62 エンカウンターで学級が変わる　グループ体験を生かしたふれあいの学級づくり　中学校編 國分康孝 図書文化

63 エンカウンターで学級が変わる　グループ体験を生かしたふれあいの学級づくり　中学校編 國分康孝 図書文化

64 図解　学習指導編　学級経営　 羽豆成二 東洋館出版

65 図解　学究生活編　学級経営 羽豆成二 東洋館出版

66 新しい学級づくりの技術 有田和正 明治図書

67 親はモンスターじゃない！ 小野田正利 学事出版

68 教師の条件　授業と学校をつくる力 小島弘道 学文社

69 人間関係づくり　スタートブック 河村茂雄 教育開発研究所

70 21世紀型授業づくり99　学校教育で育む｢豊かな人間関係と社会性｣―心理学を活用した新しい授業例Part２－ 吉田俊和 明治図書

71 学校事故対策マニュアル　法的対応から危機管理・安全対策まで 松本美代子　他 明石書店

72 教育研修スタッフ必携　教育研修プラン推進マニュアル 平松陽一　他 インターワーク出版

73 学級経営ハンドブック　低学年　こんなときどうするか 松本美津枝 国土社

74 学級経営ハンドブック　中学年　こんなときどうするか 松本美津枝 国土社

75 学級経営ハンドブック　高学年　こんなときどうするか 松本美津枝 国土社

76 学校経営問題解決シリーズⅠ子どもの声にどう応えるか 牧昌見　他 第一法規

77 楽しいクラスづくり　フレッシュ文庫32　子どもを伸ばす教師の知恵ＱＡヒント集 有田和正 明治図書

78 手軽で楽しい教育体験ＰＡ系ゲーム109 諸澄敏之 杏林書院



79 21世紀を生き抜く学級担任1　崩壊を防ぐ学級づくり 無藤隆　他 ぎょうせい

80 21世紀を生き抜く学級担任2　学びを育てる授業デザイン 無藤隆　他 ぎょうせい

81 21世紀を生き抜く学級担任3　子どもを見る目を鍛える 無藤隆　他 ぎょうせい

82 21世紀を生き抜く学級担任4　学級の壁を越えた保護者、地域との連携 無藤隆　他 ぎょうせい

83 21世紀を生き抜く学級担任5　学級実務の効率化を図る 無藤隆　他 ぎょうせい

84 カウンセリングテクニックで極める教師の技　第2巻　保護者とうまくつきあう40のコツ 諸富祥彦　他 教育開発研究所

85 新しい学級経営の条件　当面の課題と実践の要点 平井文雄　他 学陽書房

86 学級経営実践チェックリスト　学級経営実務のプロセスを徹底サポート 有村久春 教育開発研究所

87 教職研修スタートブックvol.１　学級づくりスタートブック 有村久春 教育開発研究所

88 若い教師のステップアップ４　学級経営力 今泉博　他 旬報社

89 悲鳴をあげる学校　親のイチャモンから結びあいへ 小野田正利 旬報社

90 講座高校教育改革１　高校教育は何をめざすのか 竹内常二　他 旬報社

91 講座高校教育改革２　学びの復権　授業改革 竹内常二　他 旬報社

92 講座高校教育改革４　学校づくりの争点 竹内常二　他 旬報社

93 講座高校教育改革５　青年期をひらく制度改革 竹内常二　他 旬報社

94 教育フォーラム26　教師の力量を高める―新教育課程の実践のために 人間教育研究協議会編 金子書房

95 指導力アップ術　⑪　教師と子どもの「見る目」を鍛える 有田和正 明治図書

96 教師の指導力を高める６　体験的活動の指導方法 市村常作 明治図書

97 教育の課題にチャレンジ①　ボランティア教育のすすめ―実践のためのＱ＆Ａ 角田禮三 明治図書

98 学級力向上プロジェクト〈２〉実践事例集―小・中・高校編 田中博之 金子書房

99 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

100 「チーム学校」で学力をアップする！日常授業＆校内研修ガイドブック 網走市立網走小学校、 野中 信行 明治図書出版

101 教師と学校のレジリエンス：子どもの学びを支えるチーム力 クリストファー・デー／キン・グー 北大路書房

102 プロ教師の生きた学級づくりのノウハウが学べる教師術 菊池 省三/岡 篤【著】 喜楽研

103 世界最高の学級経営―成果を上げる教師になるために ハリー・ウォン/ローズマリー・ウォン【著】/稲垣 みどり【訳】 東洋館出版社

104 地域協働による高校魅力化ガイド 地域・教育魅力化プラットフォーム 岩波書店

105 若手教員の学級マネジメント力が伸びる！―学級力向上プロジェクト教員研修編 田中　博之 金子書房

9 道徳、人権,、こころの教育
書　　　　　名 著者等 出版社

1 教育と子どもの人権読本　「子どもの権利条約」の解説とその実践上の課題 山本政男 教育開発研究所

2 授業改革21　子どもが哲学する道徳の授業 渡邉達生 日本書籍

3
道徳と総合的学習で進める心の教育　エンカウンター、「価値の明確化」など新手法によるアプローチ
小学校高学年編

諸富祥彦　尾高正浩 明治図書

4 世界の道徳教育 Ｊ・ウィルソン 玉川大学出版部

5 こうすれば心が育つ　いま、望まれる道徳教育 金井肇 小学館

6 小・中学校　子どもがやさしくなる秘けつ　-３つの質問（内観）で心を育む- 石井光 教育出版

7 小学校　こころを育てる授業ベスト17　育てるカウンセリングを生かした道徳・特活・総合・教科の実践 諸富祥彦 図書文化

8 中学校　こころを育てる授業ベスト22　育てるカウンセリングを生かした道徳・特活・総合・教科の実践 諸富祥彦 図書文化

9 あたりまえだけどとても大切なこと ロン・クラーク、亀井よし子訳 草思社

10 研究授業シリーズ　教師の授業力アップのために　研究授業中学校道徳 柴原弘志 明治図書

11 「心の教育」実践シリーズ３　思いやりを育てる内観エクササイズ　道徳・特活・強化・生徒指導での実践 國分康孝　國分久子　飯野哲朗 図書文化

12 京都発　しなやかな道徳教育 河合隼雄　小寺正一 創元社

13 小さな幸せに気づく24の物語―読むだけで成長できる「心のサプリ」 守山和義 フォレスト出版

14 各教科・領域等における道徳教育の進め方の実際 小島　宏 教育出版

15 自己の生き方を問う道徳教育のあり方－道徳授業を通じて、生きる実践力を育てる－ 作田　澄泰 大学教育出版

16 知っていますか？女性差別一問一答 新しい女と男を考える会 開放出版社

17 「生きる力」を育てる感動と感化の道徳授業 荻原武雄・久保千里 明治図書

18 新しい読み物資料で新しい道徳授業を創る　生き方を深く考える 大野哲郎・清水保徳 明治図書



19 子どもの感性がすくすく育つイメージワーク 手塚郁恵・高尾威廣 学事出版

20 「心のノート」とエンカウンターで進める道徳 諸富祥彦・尾高正浩・土田雄一 明治図書

21 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 清水保徳 明治図書

22 あたりまえだけど、とても大切なこと　子どものためのルールブック ロン・クラーク 草思社

23 4年1組命の授業 NHKこどもプロジェクト NHK出版

24
動作とイメージによるストレスマネジメント教育　展開編　心の教育とスクールカウンセリングの
充実のために

山中寛・冨永良喜 北大路書房

25 動作とイメージによるストレスマネジメント教育　基礎編　子どもの生きる力と教師の自信回復のために 山中寛・冨永良喜 北大路書房

26 「いじめ」と「体罰」その現状と対応―道徳教育・心の健康教育・スポーツ指導のあり方への提言
冨永 良喜/森田 啓之【編著】/兵庫教育大学企画課社会連携事務室
【企画編集】

教育出版

27 スペシャリスト直伝！小学校道徳授業成功の極意 佐藤 幸司【著】 教育出版

28 道徳教育で大切なこと 赤堀 博行【著】 東洋館出版社

29 道徳教育推進教師の役割と実際　心を育てる学校教育の活性化のために
永田繁雄
島恒生

教育出版

30 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

教育出版

31 中学校「特別の教科　道徳」の授業づくり　集中講義 水登伸子 明治図書

32 選択理論で」アクティブラーニング　道徳・総合・学活で使える「人間関係づくり」ワークシート＆指導案 伊藤昭彦、小島淳子/編著 ほんの森出版

33 「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 図書文化社

34 平成29年版 学習指導要領改訂のポイント 小学校・中学校 特別の教科 道徳 (『道徳教育』PLUS)  永田 繁雄【監修】/『道徳教育』編集部【編】 明治図書出版

35 板書&指導案でよくわかる! 中学校1年の道徳授業 35時間のすべて 柴原弘志 明治図書出版

10 特別支援教育
書　　　　　名 著者等 出版社

1
つまづきのある子の学習支援と学級経営
　－通常の学級におけるＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症の指導

吉田　昌義 東洋館出版社

2
教室で行う特別支援教育１　ここがポイント　学級担任の特別支援教育　個別支援と一斉指導を一体化
する学級経営

河村茂雄 図書文化

3
教室で行う特別支援教育２　応用行動分析で特別支援教育が変わる　子どもへの指導方略を見つける
方程式

山本淳一　池田聡子 図書文化

4 教室で行う特別支援教育３　教室でできる特別支援教育のアイデア172　小学校編　 月森久江 図書文化

5 見て分かる困り感に寄り添う支援の実際―通常の学級に学ぶＬＤ・ＡＤＨＤ・アスペの子どもへの手立て 佐藤　暁 学研

6
自立をめざす生徒の学習・メンタル・進路指導
　－中学・高校におけるＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の指導

柘植　雅義 東洋館出版社

7
特別な支援が必要な子どもたちへ<3>
通常の学級担任がみつける資源・つくるネットワーク －個別の指導計画や学級経営に活かすために

廣瀬　由美子 東洋館出版社

8 特別支援教育の学習指導案づくり 宮崎直男 明治図書

9 発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ 小栗　正幸 ぎょうせい

10 図で理解する生徒指導・教育相談
佐々木　雄二
笠井　仁

福村出版

11 寄宿舎教育ハンドブック 東京都立青鳥養護学校寄宿舎教育プロジェクトチーム 教育新社

12 知っていますか？障害者問題一問一答 全国障害者開放運動連絡会議関西ブロック 開放出版社

13 輝ける子１００メートルを１０秒で走れと言われてもさ、いっくら努力しても走れない奴っているじゃん 明橋　大二 １万年堂出版

14 ボクもクレヨンしんちゃんLDの息子とともに歩んだ12年 上野景子・上野健一 教育史料出版会

15 障害児指導のためのチームティーチング 大野由三 明治図書

16 障害のある子どもへの性教育の実際 角田禮三 明治図書

17 ＬＤ・ADHD・高機能自閉症のある子の友だちづくり リチャード・ラヴォイ 明石書店

18 めざせポジティブADHD あーさ 書肆侃侃房

19 こころと言葉の相談室 菅井邦明 ミネルヴァ書房

20 障害を知る本①障害と私たちの社会 茂木俊彦その他 大月書店

21 障害を知る本②ダウン症の子どもたち 茂木俊彦その他 大月書店

22 障害を知る本③てんかんのある子どもたち 茂木俊彦その他 大月書店

23 障害を知る本④ことばの不自由な子どもたち 茂木俊彦その他 大月書店

24 障害を知る本⑤耳の不自由な子どもたち 茂木俊彦その他 大月書店

25 障害を知る本⑥目の不自由な子どもたち 茂木俊彦その他 大月書店

26 障害を知る本⑦自閉症の子どもたち 茂木俊彦その他 大月書店

27 障害を知る本⑧Ldの子どもたち 茂木俊彦その他 大月書店

28 障害を知る本⑨知的なおくれのある子どもたち 茂木俊彦その他 大月書店



29 障害を知る本⑩からだの不自由な子どもたち 茂木俊彦その他 大月書店

30 障害を知る本⑪障害児を支える人々 茂木俊彦その他 大月書店

31 続・特殊学級の授業　楽しい４０のアイデア 宮崎直男 明治図書

32 特殊学級の学級経営　楽しい４０のアイデア 宮崎直男 明治図書

33 障害児教育改革論 宮崎直男 明治図書

34 日常生活の指導　楽しい４０のアイデア 宮崎直男 明治図書

35 精神薄弱用語学校特殊学級新しい通知表の書き方ハンドブック 宮崎直男 明治図書

36 特殊学級の授業入門１ 宮崎直男 明治図書

37 特殊学級の授業入門２ 宮崎直男 明治図書

38 特殊学級の授業入門３ 宮崎直男 明治図書

39 特殊学級の授業入門４ 宮崎直男 明治図書

40 あそびを育てる１　感覚あそびを育てる 森楙その他 コレール社

41 あそびを育てる２　運動あそびを育てる 森楙その他 コレール社

42 あそびを育てる３　操作あそびを育てる 森楙その他 コレール社

43 あそびを育てる４　象徴あそびを育てる 森楙その他 コレール社

44 あそびを育てる５　仲間あそびを育てる 森楙その他 コレール社

45 ことばを育てる１　発音を育てる 柚木馥その他 コレール社

46 ことばを育てる２　理解力を育てる 柚木馥その他 コレール社

47 ことばを育てる３　思考力を育てる 柚木馥その他 コレール社

48 ことばを育てる４　表現力を育てる《１》発達をふまえて 柚木馥その他 コレール社

49 ことばを育てる５　表現力を育てる《２》ひろがりを求めて 柚木馥その他 コレール社

50 ことばを育てる６　文字を育てる 柚木馥その他 コレール社

51 障害児威学ケア相談事典１病名別・症状別にみる医学ケア 高松鶴吉 学習研究社

52 障害児威学ケア相談事典２保育・教育活動の中の医学ケア 高松鶴吉 学習研究社

53
通常学級のユニバーサルデザイン　プランＺｅｒｏ〈２〉授業編―気になる子が多いクラスを変える５つのテ
クニック

阿部利彦 編著／
川上康則・片岡寛仁・上條大志・久本卓人 著

東洋館出版社

54 授業のユニバーサルデザイン入門―どの子も楽しく「わかる・できる」授業のつくり方 小貫悟・桂聖 東洋館出版社

55 通常学級のユニバーサルデザインプランＺｅｒｏ―気になる子の「周囲」にアプローチする学級づくり
阿部利彦 編著／
授業のユニバーサルデザイン研究会湘南支部 著

東洋館出版社

56 ひといちばい敏感な子―子どもたちは、パレットに並んだ絵の具のように、さまざまな個性を持っている
エレイン・Ｎ・アーロン 著
明橋大二 訳

1万年堂出版

57 知っておきたい発達障害のアセスメント 尾崎康子、三宅篤子/編著 ミネルヴァ書房

58 発達障害の早期発見・早期療育・親支援（ハンディーシリーズ発達障害支援・特別支援教育ナビ） 本田秀夫/編著 金子書房

59 発達障害のある人の就労支援（ハンディーシリーズ発達障害支援・特別支援教育ナビ） 梅永雄二/編著 金子書房

11 国語
書　　　　　名 著者等 出版社

1 読みがたり　山口のむかし話 山口県小学校教育研究会国語部 日本標準

2 日本文学講座２　文学史の諸問題 日本文学協会編　杉山康彦ほか 大修館書店

3 日本文学講座４　物語・小説Ⅰ 日本文学協会編　藤井貞和ほか 大修館書店

4 日本文学講座５　物語・小説Ⅱ 日本文学協会編　岩崎武夫ほか 大修館書店

5 日本文学講座３　神話・説話 日本文学協会編　坂下圭八ほか 大修館書店

6 日本文学講座８　評論 日本文学協会編　亀井秀雄ほか 大修館書店

7 日本文学講座１　方法と視点 日本文学協会編　西郷信綱ほか 大修館書店

8 日本文学講座12　文学教育 日本文学協会編　府川源一郎ほか 大修館書店

9 日本文学講座６　近代小説 日本文学協会編　伊豆利彦ほか 大修館書店

10 日本文学講座10　詩歌Ⅱ　近代編 日本文学協会編　野山嘉正ほか 大修館書店

11 日本文学講座９　詩歌Ⅰ　古典編 日本文学協会編　土橋寛ほか 大修館書店

12 日本文学講座11　芸能・演劇 日本文学協会編　秦恒平ほか 大修館書店



13 日本文学講座７　日記・随筆・記録 日本文学協会編　木村正中ほか 大修館書店

14 改訂中学校教育課程講座　国語 文部省内教育課程研究会監修　北川茂治 ぎょうせい

15 魅力ある国語教室を創る 川本信幹 明治書院

16 新学習指導要領　中学校国語科の指導事例集　５　「表現活動」の新しい指導展開 北川茂治 明治図書

17 戦後国語教育問題史 田辺洵一 大修館書店

18 青木健作　初期作品の世界 桑原伸一 笠間書院

19 小学校国語科学習指導の研究31　自己教育力を育てる国語指導 石田佐久馬　編 東洋館出版社

20 新指導要領準拠東書ＴＭシリーズ　小学校新しい「言語事項」学習指導法の開発 斎藤喜門　監修　国語教育実践理論の会 東京書籍

21 新指導要領準拠東書ＴＭシリーズ　中学校新しい「言語事項」学習指導法の開発 斎藤喜門　監修　国語教育実践理論の会 東京書籍

22 ことばと心を育てる　総合単元学習 遠藤瑛子 渓水社

23 ことばの学び手を育てる　国語単元学習の新展開Ⅴ　中学校編 日本国語教育学会 東洋館出版社

24 ことばの学び手を育てる　国語単元学習の新展開Ⅵ　高等学校編 日本国語教育学会 東洋館出版社

25 ことばの学び手を育てる　国語単元学習の新展開Ⅶ　生活のことばからの保育　幼稚園・保育所編 日本国語教育学会 東洋館出版社

26 にほんごをまなぼう　日本語指導教材　教師用指導書 文部省 ぎょうせい

27 にほんごをまなぼう 文部省 ぎょうせい

28 小学校国語科学習指導の研究38　物語のイメージをどうふくらませるか 石田佐久馬　編 東洋館出版社

29 小学校国語科学習指導の研究39　教材研究・教材分析 石田佐久馬　編 東洋館出版社

30 深い河 遠藤周作 精興社

31 にほんごをまなぼう２　 文部省 ぎょうせい

32 国語科教育学の基礎 森田信義　横山信幸ほか 淡水社

33 ことわざの謎にこだわる本 日本語倶楽部 雄鶏社

34 にほんごをまなぼう２　日本語指導教材　教師用指導書 文部省 ぎょうせい

35 日本古典文学における　愛のかたち 中本環 ＫＴＣ中央出版

36 にほんごをまなぼう３　 文部省 ぎょうせい

37 にほんごをまなぼう３　日本語指導教材　教師用指導書 文部省 ぎょうせい

38 授業への挑戦148　「説明的文章教材」の徹底批判 阿部昇 明治図書

39 良寛のこころ 中本環 ＫＴＣ中央出版

40 日本語の外へ 片岡義男 筑摩書房

41 嘉村磯多　「業苦」まで 多田みちよ 皆美社

42 共生時代の対話能力を育てる国語教育　国語科授業改革双書21　 福岡大学国語科　福岡大学附属中学校 明治図書

43 漢字の楽しみ方　悪字の数々を弁護する 辰濃和男 岩波書店

44 思考力育成への方略　－メタ認知・自己学習・言語論理－ 井上尚美 明治図書

45 市毛勝雄著作集１　国語科教育の授業改革論 市毛勝雄 明治図書

46 市毛勝雄著作集２　国語科教育の授業改革論 市毛勝雄 明治図書

47 生きる力を育む国語科授業の展開　創意工夫を生かした特色ある国語教育 早坂五郎　小森茂 東洋館出版社

48 国語科授業改革双書30　「書くこと」の授業改革　情報化対応の作文技術 花田修一 明治図書

49 「伝え合う力」の育成と音声言語の重視 小森茂 明治図書

50 外国語になった日本語の事典 加藤秀俊　熊倉功夫 岩波書店

51 日本語で生きるとは 片岡義男 筑摩書房

52 「話し方・聞き方」新教材と授業開発　上巻　21世紀型授業づくり２　 市毛勝雄　日本言語技術教育学会大宮支部 明治図書

53 小森陽一　ニホン語に出会う 小森陽一 大修館書店

54 「話し方・聞き方」新教材と授業開発　下巻　21世紀型授業づくり３　 市毛勝雄　日本言語技術教育学会大宮支部 明治図書

55 対話能力を育む話すこと・聞くことの学習　理論と実践　21世紀型授業づくり17　 村松賢一 明治図書

56 エッセー集　時と風景　 中本環 町塾社

57 現代日本を考える　賢治から学ぶ21世紀の教育のあり方　特別講演集 山口県教育財団

58 総合的学習を支え活かす国語科１　総合的学習を支え活かす国語科 堀裕嗣　研究集団ことのは 明治図書

59 再点検　ほんものの国語授業 石田佐久馬 東洋館出版

60 論理的思考力を育てる授業の開発　小学校編 市毛勝雄　深谷幸恵 明治図書



61 小学校国語科　指導と評価一体化の授業展開 小森茂 明治図書

62 新「ことば」シリーズ18　伝え合いの言葉　解説　座談会 国立国語研究所

63 国語学力を高めるモデル学習指導案　小学５・６年編 瀬川榮志　善元清久 明治図書

64 戦後国語（科）単元学習の出発とその去就　山口県における実践営為を中心に　３冊セット 加藤宏文 淡水社

65 国語の授業力を劇的に高めるとっておきの技法30　21世紀型授業づくり113　 岩下修 明治図書

66 読解力を高める文学的文章の指導　高学年　国語科授業力向上シリーズ３　 江森利公 東洋館出版社

67 朝の10分間ミニ作文　書く力・考える力が育つ 大熊徹 明治図書

68 学び合う国語 西川純　片桐史裕 東洋館出版

69 国語科授業改革双書Ｎｏ．２　ＰＩＳＡ型読解力にも対応できる　文学体験と対話による国語科授業づくり 難波博孝　三原市立三原小学校 明治図書

70 文科省全国学力調査小学校国語Ｂ問題を授業する－「活用」の力とはなにか 大熊　徹 明治図書出版

71
活用力を育てる音声、作文、言語、古文・漢文の授業アイデアベスト７０－この教え方で楽しく言葉の力
をつける

全国国語授業研究会 東洋館出版社

72 小学校学習指導要領の解説と展開　国語編　Ｑ＆Ａと授業改善のポイント・展開例 安彦忠彦　監修　寺井正憲他 教育出版

73 脳を作る読書　なぜ｢紙の本｣が人にとって必要なのか 酒井邦嘉 実業之日本社

74 高等学校　私の国語教室 加藤宏文 右文書院

75 ｢国際的な読解力｣を育てるための「相互交流のコミュニケーション｣の授業改革 有本秀文 渓水社

76 ことばを楽しみ心を育てる―中学校国語教育の創造― 中田康子 北國新聞社出版局

77 国語のネタ帳　森永隆授業のマクラ132編 森永浩樹 アーバンプロ出版センター

78 謎とき国語への挑戦　「思考｣と｢論理｣のスキルを鍛える 薄井道正 学文社

79 言葉と心の絡む国語教室づくり　いひたいことにつき当たって 松金進 国土社

80 ワークショップ型授業で国語が変わる〈参加・体験〉で学びを深める授業プラン15　中学校 上條晴夫 図書文化

81 中学校　高等学校　国語科学習指導の研究 大田勝司　他 双文社出版

82 平成14年版　新観点別学習状況の評価規準表　中学校・国語 北尾倫彦　他 図書文化

83 気軽に楽しく短い時間で　力のつくことばの学習50のアイディア 教育文化研究会 三省堂

84 国語教師が知っておきたい日本語文法 山田敏弘 くろしお出版

85 21世紀型授業づくり　論理的思考力を育てる授業の開発　中学校編 長谷川祥子 明治図書

86 新しい国語表記ハンドブック 三省堂編集所編 三省堂

87 高等学校新教育課程の授業と評価　国語 田中幸一 学事出版

88 伝え合い学び合う国語教室 中越国語研究会 東洋館

89 理想の国語辞典Ⅱ　日本語の多義動詞 国広哲弥 大修館書店

90 知りたいことがすぐわかる　論理的な文章の書き方が面白いほど身につく本 西村克己 中経出版

91 日本語文法入門ハンドブック 加藤重広 研究社

92 高等学校国語科　新しい授業の工夫20選 大平浩哉　編 大修館書店

93 高等学校国語科　新しい授業の工夫20選〈第２集〉古文・漢文編 大平浩哉　編 大修館書店

94 高等学校国語科　新しい授業の工夫20選〈第３集〉 大平浩哉　編 大修館書店

95 高等学校国語科　新しい授業の工夫20選〈第４集〉 大平浩哉　編 大修館書店

96 "ふくしま式200字メソッド"で「書く力」は驚くほど伸びる! 福嶋隆史 東山書房

97 古典教育の創造－授業の活性化を求めて－ 渡辺　春美 渓水社

98 国語教育の創造　国語科授業の活性化を求めて 渡辺　春美 南の風社

99 戦後古典教育論の研究－時枝誠記・荒木繁・益田勝実三氏を中心に－ 渡辺　春美 渓水社

100 戦後における中学校古典教育学習指導の考究 渡辺　春美 渓水社

101 国語科授業活性化の探求Ⅱ－古典（古文）教材を中心に－ 渡辺　春美 渓水社

102 国語科教職課程の展開－国語科教育実践力の探究－ 渡辺　春美 沖縄国際大学

103 小学校国語科　教室熱中！「伝統的な言語文化」の言語活動アイデアＢＯＯＫ 渡辺　春美 明治図書

104 小学校国語科「言葉による見方・考え方」を鍛える物語の「読み」の授業と教材研究 「読み」の授業研究会・関西サークル 明治図書出版

105 「言葉による見方・考え方」を育てる! 子どもに確かな力がつく授業づくり7の原則×発問&指示 小林康宏 明治図書出版

12 算数・数学
書　　　　　名 著者等 出版社



1 日本数学教育学会講習シリーズ１　真実感と充実感のある数学指導 菊池兵一 明治図書

2 操作とゲームによる算数重要教材指導法　小学校５年 館林浩監修　和田常雄 明治図書

3 操作とゲームによる算数重要教材指導法　小学校６年 館林浩監修　和田常雄 明治図書

4 操作とゲームによる算数重要教材指導法　小学校1年 館林浩監修　白石博 明治図書

5 操作とゲームによる算数重要教材指導法　小学校２年 館林浩監修　白石博 明治図書

6 操作とゲームによる算数重要教材指導法　小学校３年 館林浩監修　白石博 明治図書

7 操作とゲームによる算数重要教材指導法　小学校４年 館林浩監修　白石博 明治図書

8 算数・数学なぜなぜ事典 数学教育協議会　銀林浩 日本評論社

9 数学トリック　スポーツ編　スポーツの中の数学発想パズル 仲田紀夫 講談社

10 秋山仁の遊びからつくる数学　離散数学の魅力 秋山仁　吉永良正 講談社

11 算数指導が楽しくなる　小学校教師の数学体験 平林一栄 黎明書房

12 算数・数学なっとく事典 数学教育協議会　銀林浩 日本評論社

13 秋山仁と算数・数学不思議探検隊 秋山仁　都数研・不思議調査班 森北出版

14 中学校数学科のティーム・ティーチング 根本博 明治図書

15 秋山仁のおもしろ数学発想法　戦略編１　中学生から大人まで　 秋山仁　門間明 ＮＨＫ出版

16 秋山仁のおもしろ数学発想法　戦略編２　中学生から大人まで　 秋山仁　門間明 ＮＨＫ出版

17 中学校数学科　授業で生きる話教材 正田貫 明治図書

18 文部省学力調査に学ぶ　中学校数学科の新評価問題づくり 根本博 明治図書

19 エピソードでつづる数学者物語 片野善一郎 明治図書

20 パターンブロックで創る楽しい算数授業 高橋昭彦　柳瀬泰 東洋館出版社

21 テクノロジーを活用した新しい数学教育　実験・観察アプローチを取り入れた数学授業の改善 佐伯昭彦　礒田正美　清水克彦 明治図書

22 新しい時代の算数的活動　パターンブロックで創る楽しい算数授業 坪田耕三　高橋昭彦　柳瀬泰 東洋館出版社

23
マルチメディア時代・教師のために情報教育　中学数学科の教材開発　コンセプトマップ・授業設計・達
成度評価問題

佐藤隆博　斎藤昇　長谷川勝久 明治図書

24 基本例題106を楽しくマスター　すきになる　数学恋愛術　高２の夏から読む本 公庄庸三 科学振興社

25 小学校　新しい教育課程と学習活動の実際　算数 吉川成夫 東洋館出版社

26
シリーズ課題学習・選択教科としての数学授業に使えるソフト３　図形が動くと授業が変わる　平面図形
の探究学習事例集

飯島康之　川崎市中学校数学科研究会 明治図書

27 改訂　中学校学習指導要領の展開　数学科編 根本博　杉山吉茂 明治図書

28 中学校数学科　数学を学ぶことの楽しさを実現する　数学的活動と反省的経験 根本博 東洋館出版社

29 頭を柔らかくするおもしろ雑学！　数学浪漫塾 仙田章雄 弘文社

30 高等学校　新学習指導要領の解説　数学 吉田明史 学事出版

31 改訂　高等学校学習指導要領の展開　数学科編 吉田明史　飯高茂 明治図書

32 数学的活動を楽しむ授業づくり１　数学科と総合的な学習 斎藤昇 明治図書

33 重要用語300の基礎知識５　算数・数学科重要用語300お基礎知識 中原忠男 明治図書

34 算数・数学と社会・文化のつながり　小・中・高校の算数・数学教育の改善を目指して 長崎栄三 明治図書

35 質的な改善を目指す算数・数学教育３　高等学校　数学的な活動を通した数学基礎と総合的な学習 日本数学きょうういく学会研究部 東洋館出版社

36 数学的活動を楽しむ授業づくり２　おもしろかった授業　生徒が意欲をもてる課題集 筑波大学附属中学校数学教育研究会 明治図書

37 論理的に考える力が身につく本　推理・発想・空間把握力を磨く81題 釣浩康 ＰＨＰ研究所

38 講座　総合的学習ｔ学力づくり４　算数・数学科から発展する総合的学習の学力 高階玲治 明治図書

39 中学校数学＋総合学習１　数学を中心とする総合学習の展開 横地清　菊池乙夫 明治図書

40 中学校　「総合的な学習の時間」評価の工夫と実際 小島邦弘　工藤文三 教育出版

41 算数科　学習活動の4段階と少人数学習指導　学校が変わる　生きる力が育つ 清水静海　松丸剛　品川区立原小学校 東洋館出版社

42 多面的にものを見る力　主体的に考える力を育てる算数の授業　オープンアプローチによる学び　 青山庸 東洋館出版社

43 新授業づくり選書13　中学校数学科　絶対評価の方法と実際　 正田貫 明治図書

44 新授業づくり選書24　中学校数学科　少人数指導の効果的展開プラン　 正田貫 明治図書

45 折り紙と数学のひろば 堀井洋子 日本評論社

46 高校数学　＋α　基礎と論理の物語 宮腰忠 共立出版

47 授業研究に学ぶ　高校新数学科の在り方 長崎栄三　長尾篤志　吉田明史ほか 明治図書

48 世にも美しい数学入門 藤原正彦　小川洋子 筑摩書房



49 数学を使わない数学の講義 小室直樹 ワック出版

50 尋常小学算術（緑表紙）復刻版 啓林館

51 小学校算数指導書「授業力をみがく」指導ガイドブック 啓林館

52 中学校数学指導書「授業力をみがく」指導ガイドブック 啓林館

53 活用力が育つ「算数的活動」１年－算数科・授業のすすめ 全国算数授業研究会 東洋館出版社

54 活用力が育つ「算数的活動」２年－算数科・授業のすすめ 全国算数授業研究会 東洋館出版社

55 活用力が育つ「算数的活動」３年－算数科・授業のすすめ 全国算数授業研究会 東洋館出版社

56 活用力が育つ「算数的活動」４年－算数科・授業のすすめ 全国算数授業研究会 東洋館出版社

57 活用力が育つ「算数的活動」５年－算数科・授業のすすめ 全国算数授業研究会 東洋館出版社

58 活用力が育つ「算数的活動」６年－算数科・授業のすすめ 全国算数授業研究会 東洋館出版社

59 「知の活用力」をつける理数教育　小学校算数の教材開発・授業プラン４・５・６年 下田好行監修　四方義啓編 学事出版

60 数学教育の挑戦 根本博 東洋館出版

61 パソコンかららくらく高校数学微分積分 友田勝久・堀部和経 講談社

62 中学校・高校数学科　新教材の開発とアイデア 正田實他 明治図書

63 リテラシーと授業改善 日本教育方法学会 図書文化

64 新しい学びを拓く　数学科　授業の理論と実践 岩崎秀樹 ミネルヴァ書房

65 思考力・表現力がぐんぐん伸びる　数学レポート実践集 熊本大学教育学部附属中学校数学科 明治図書

66 数学教育に欠けているもの　「３」の発想 吉沢光雄 新潮社

67 学力向上につながる数学の題材 四方義啓他 東京法令出版

68 数学イノベーション 文部科学省科学技術政策研究所 工業調査会

69 数学 増島髙敬 明石書店

70 算数・数学教育における構成的アプローチの研究 中原忠男 聖文社

71 数学の才能を育てる 樋口禎一他 牧野書店

72 数学的活動を促す授業を求めて 京極邦明 明治図書

73 数学フィールドワーク　調べてみよう、考えてみよう 上野健爾 日本評論社

74 数学科教育法入門 黒田恭史 共立出版

75 数学科教育法　改訂版　中学・高校数学における基礎・基本 樋口禎一他 牧野書店

76 授業を変える「発問」と「課題提示」の工夫７１ 水谷尚人 明治図書

77 算法少女 遠藤寛子 ちくま学芸文庫

78 メディアを活用する数学科課題学習　場面からの問題作成による授業改善 磯田正美他 明治図書

79 数学的な見方・考え方を育てる課題学習 平井隆昭 明治図書

80 推論の過程を表現する能力の指導 正田實 明治図書

81 教科書にない高校数学 石谷茂 現代数学社

82 こんな教材が「算数・数学好き」にした 松沢要一 東洋館出版

83 パソコンらくらく高校数学図形と方程式 友田勝久他 国宝社

84 創造性の基礎を培う数学的活動実践事例集１ 吉田明史 学校図書

85 創造性の基礎を培う数学的活動実践事例集２ 吉田明史 学校図書

86 数学的な活動を通した数学基礎と総合的な学習 日本数学教育学会研究部 東洋館出版

87 楽しく学べる基礎数学 飯島徹穂他 工業調査会

88 多面的にものを見る力論理的に考える力を育てる数学の授業 青山庸 東洋館出版

89 「人間力」UPの数学教育 平井隆昭 東洋館出版

90 読解力・活用力を育成する「新算数科」教材集 赤井利行 学校図書

91 生活の中の数学　実社会のできごとを数理的にとらえる２０の教材 大澤弘典 学校図書

92 中学校新学習指導要領の展開　数学科編 清水静海 明治図書

93 新「問題解決の授業」に生きる「問題」集 相馬一彦新他 明治図書

94 改訂数学科が求める新しい授業力 正田實 明治図書

95 思考・判断・表現による「学び直し」を求める数学の授業改善 磯田正美他 明治図書

96 算数ぎらいを治す算数力線分図攻略法 田圭二郎 太陽出版



97 身近な素材で算数好きにする教材プロデュース 前田華奈子 学事出版

98 算数楽しく　オープンエンド 坪田耕三 教育出版

99 子どもの「なぜ」に培う数と図形の体験的活動 坪田耕三 学事出版

100 新しい発展学習の展開 田中博史 小学館

101 学力の質的向上をめざす算数科授業の創造 赤井利行 明治図書

102 数学的表現力6年間でつける「かく力・話す力・よむ力」 間嶋哲 学事出版

103 算数科の思考力・表現力・活用力 小島宏 文溪堂

104 活用力が育つ「算数的活動」1年 全国算数授業研究会 東洋館出版

105 活用力が育つ「算数的活動」２年 全国算数授業研究会 東洋館出版

106 活用力が育つ「算数的活動」３年 全国算数授業研究会 東洋館出版

107 活用力が育つ「算数的活動」４年 全国算数授業研究会 東洋館出版

108 活用力が育つ「算数的活動」５年 全国算数授業研究会 東洋館出版

109 活用力が育つ「算数的活動」６年 全国算数授業研究会 東洋館出版

110 校内研修の進め方　算数科の授業力向上を目指して 赤井利行 東洋館出版

111 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 中村享史他 図書文化

112 生徒の「問い」を軸とした数学授業―人間形成のための数学教育をめざして 岡本 光司/土屋 史人【著】 教育出版

113 「学び合い」を楽しみ深める！グループ学習を取り入れた算数授業 石田淳一・神田恵子 明治図書出版

114 教えて考えさせる算数・数学 市川伸一 図書文化社

115 地域を育てる算数の学力
矢部敏昭 監修／
室戸市立三高小学校 著

明治図書出版

116 中学校数学科 数学的な考え方を育てる課題&キー発問集 鈴木　正則 明治図書出版

117 数学のたのしさ 遠山啓 太郎次郎社

118 数学と文化 遠山啓 太郎次郎社

119 数学つれづれ草 遠山啓 太郎次郎社

120 現代数学への道 遠山啓 太郎次郎社

121 数学の展望台Ⅲ 遠山啓 太郎次郎社

122 数学の展望台Ⅱ 遠山啓 太郎次郎社

123 数学の展望台Ⅰ 遠山啓 太郎次郎社

124 数学への招待 遠山啓 太郎次郎社

125 数学教育への招待 遠山啓 太郎次郎社

126 数学教育の展望 遠山啓 太郎次郎社

127 数学教育の潮流 遠山啓 太郎次郎社

128 水道方式とはなにか 遠山啓 太郎次郎社

129 水道方式をめぐって 遠山啓 太郎次郎社

130 量とはなにかⅠ 遠山啓 太郎次郎社

131 量とはなにかⅡ 遠山啓 太郎次郎社

132 幾何教育をどうすすめるか 遠山啓 太郎次郎社

133 数学教育の現代化 遠山啓 太郎次郎社

134 現代化をどうすすめるか 遠山啓 太郎次郎社

135 たのしい数学・たのしい授業 遠山啓 太郎次郎社

136 数楽への招待Ⅰ 遠山啓 太郎次郎社

137 数楽への招待Ⅱ 遠山啓 太郎次郎社

138 数学教育の改革運動 遠山啓 太郎次郎社

13 理科、科学
書　　　　　名 著者等 出版社

1 新　校庭の雑草（野外観察ハンドブック） 岩瀬　徹　川名　興　中村　俊彦 全国農村教育協会

2 Ｎｅｗｔｏｎ　別冊　宇宙への挑戦　スペーステクノロジーが人類の未来を切り開く ニュートンプレス

3 Ｎｅｗｔｏｎ　なぞとき感覚で挑戦！数学でわかる宇宙と自然の不思議 ニュートンプレス



4 Ｎｅｗｔｏｎ　別冊　改訂版銀河大紀行　細密画像や立体地図でみる星々の世界 ニュートンプレス

5 くらしの理科まるわかりブック　現代用語の基礎知識2004別冊付録 自由国民社

6 新しい教養のための理科　基礎編（小学校理科か・ん・ぺ・き教科書） 啓明舎【編】 誠文堂新光社

7 教養のための理科 〈応用編　２〉 身のまわりの科学 ― 小学理科か・ん・ぺ・き教科書 後藤卓也/啓明舎 誠文堂新光社

8 教養のための理科 〈応用編　１〉生命と地球 ― 小学理科か・ん・ぺ・き教科書 後藤卓也/啓明舎 誠文堂新光社

9 矛盾をうまく取り入れて学力を伸ばす学習指導案　理科 露木和男 学事出版

10
シリーズ日本型理科教育１
「理科」で何を教えるか　－これからの理科教育論

日置光久 東洋館出版社

11 「超能力」授業入門 田中玄伯 かもがわ出版

12 論理的思考に基づいた科学的表現力に関する研究―ＴＩＭＳＳ及びＰＩＳＡ調査の分析を中心に 猿田 祐嗣【著】 教育出版

13 科学っておもしろいなぜ？なに？なんで？わくわくサイエンス 米村でんじろう【監修】 日東書院本社

14 科学的探究の方法 濱田　嘉昭 放送大学教育振興会

14 社会、地歴・公民
書　　　　　名 著者等 出版社

1 社会科教育全書７　社会科授業構成の理論と方法 森分孝治 明治図書

2 木に学べ　法隆寺・薬師寺の美 西岡常一 小学館

3 在り方生き方指導の理論と実践　高等学校「ホームルーム活動」・公民科「倫理」のために 小川一郎 清水書院

4 教師のための体験学習実践ハンドブック 小峯勇 古今書院

5 教科書問題と近現代史の読み方上　戦後50年の教育思考と歴史認識　　 黒羽亮一 教育開発研究所

6 教科書問題と近現代史の読み方下　戦後50年の教育思考と歴史認識　　 黒羽亮一 教育開発研究所

7 公民科教育　 社会認識教育学会 学術図書出版社

8 社会・地歴・公民科基礎論　教科指導の研究 井原政純 多賀出版

9 21世紀授業改革への提案２　「生きる力」を育む社会科授業 有田和正 明治図書

10 地理教育学入門 桜井明久 古今書院

11 改訂新版　公民科教育 社会認識教育学会 学術図書出版社

12 重要用語300の基礎知識４　社会科　重要用語300の基礎知識 森分孝治　片上宗二 明治図書

13 新しい社会科授業への挑戦10　授業で「学び方技能」をどう育てるか　学年別系統化細案 谷和樹 明治図書

14 社会科教育学研究ハンドブック 全国社会科教育学会 明治図書

15 社会科教育全書42　社会科固有の授業理論　30の提言　総合的学習の関係を明確にする視点 岩田一彦 明治図書

16 中学校　社会科授業のリ・デザイン　新しい授業づくりと絶対評価 長谷川浩　工藤文三　社会科授業改善研究会 東洋館出版社

17 小学校　社会科　基礎・基本と学習指導の実際　計画・実践・評価のポイント 北俊夫　安野功 東洋館出版社

18 「差異の思考」で変わる社会科の授業 吉川幸男　山口社会科実践研究会 明治図書

19 はじめての法教育　我が国における法教育の普及・発展を目指して 法教育研究会 ぎょうせい

20 社会科の授業診断　よい授業に潜む危うさ研究 棚橋健治 明治図書

21 精撰　尋常小學修身書　明治・大正・昭和　親子で読みたい 八木秀次 小学館

22 社会科授業研究の理論 岩田一彦 明治図書

23 社会科授業力向上　5つの戦略 安野功 東洋館

24 ｢追究の鬼｣を育てるシリーズ５　｢考える子ども｣を育てる社会科の学習技能 有田和正 明治図書

25 ｢差異の思考」で変わる社会科の授業 吉川幸男 明治図書

26 提案する社会科―未来志向の教材開発― 小田正雄 明治図書

27 社会科教育全書７　社会科授業構成の理論と方法 森分孝治 明治図書

28 フィールドワーク入門　地域調査のすすめ 市川健夫 古今書院

29 あなたの社会科授業は基礎・基本を育てているか 北俊夫 明治図書

30 社会科教育学研究ハンドブック 全国社会科教育学会 明治図書

31 モノの世界史 宮崎正勝 原書房

32 学力の質的向上をめざす社会科授業の創造 関浩和 明治図書

33 社会科教育のニュー・パースペクティブ　変革と提案 社会科認識教育学会編 明治図書



34 社会認識教育の構造改革―ニュー・パースペクティブにもとづく授業開発 社会科認識教育学会編 明治図書

35 情報リテラシーと社会科授業の改善 関浩和 明治図書

36 新地理授業を拓く・作る 澁澤文隆編 古今書院

37 中学校社会科｢新教材｣授業設計プラン　新旧比較で授業はこう変わる 岩田一彦・米田豊 明治図書

38 新学力観に立つ中学校社会科公民の授業改善 茂木　喬 明治図書出版株式会社

39 新地理のとびら1 豊田　薫　他 日本書籍株式会社

40 新地理のとびら2 豊田　薫　他 日本書籍株式会社

41 新地理のとびら3 豊田　薫　他 日本書籍株式会社

42 新歴史のとびら（上） 安井俊夫・中山義昭 日本書籍株式会社

43 新歴史のとびら（下） 安井俊夫・中山義昭 日本書籍株式会社

44 新公民学習のとびら 河原和之、馬場一博 日本書籍株式会社

45 新経済学習のとびら 沢田　洋太郎　他 日本書籍株式会社

46 「生きる力」を育てる社会科授業 北　俊夫 明治図書出版株式会社

47 「提案する社会科」の授業　 小西　正雄 明治図書出版株式会社

48 オープンエンド化による社会科授業の創造 片上　宗二 明治図書出版株式会社

49 気付きを深める生活科授業の創造 内藤　博愛 明治図書出版株式会社

50 新学習指導要領を生かした生活科の授業No.2 嶋野　道弘　他 小学館

51 新社会科授業論 佐島　群巳 教育出版株式会社

52 社会科授業づくりの技術 有田　和正 教育出版株式会社

53 社会科調べ学習のための学び方カード　小学３年 北　俊夫　他 明治図書出版株式会社

54 わかる歴史・面白い歴史・役に立つ歴史―歴史学と歴史教育の再生をめざして 桃木 至朗【著】 教育出版

55 今こそ社会科の学力をつける授業を - 有田式授業づくりに学ぶ 有田和正/教材授業開発研究所 教育出版

56 18歳選挙権の手引き～改正法の詳細から主権者教育の現状／事例まで～ 18歳選挙権研究会 国政情報センター

57 シティズンシップ教育のすすめ―市民を育てる社会科・公民科授業論 杉浦　真理 法律文化社 

58 主権者教育のすすめ－未来をひらく社会科の授業 全国民主主義教育研究会【編】 同時代社

59 アクティブ・ラーニングで楽しく! 消費者教育ワークショップ実践集 あんびるえつこ 大修館書店

60 硫黄島の奇跡 山本孝夫 文芸社

34 歴史教育「再」入門 歴史総合・日本史探究・世界史探究への"挑戦" 皆川 雅樹 清水書院

15 家庭、技術・家庭科
書　　　　　名 著者等 出版社

1 ＦＨＪ　ＧＵＩＤＥ　ＢＯＯＫ　ホームプロジェクト・学校家庭クラブ 全国高等学校家庭クラブ連盟

2 子どもの考えを生かしながらつくる小学校家庭科の授業 辰巳明子 家政教育社

3 授業の役にたつ話　家庭科のとびら 和田典子　安田雅子ほか 日本書籍

4 シリーズよい授業の条件８  新しい家庭科よい授業の条件Ｑ＆Ａ 櫻井純子、清水マサほか 東洋館出版社

5 家庭科編　改訂　高等学校学習指導要領の展開 津止登喜江　河野公子 明治図書

6 家庭科の理論と授業研究 福原美江 光生館

7 家庭科概説 三東順子　村尾勇之 建帛社

8 講座教科教育　家庭科教育 武井洋子、田部井恵美子ほか 学文社

9 授業がおもしろくなる　家庭科授業のネタ 授業のネタ研究会　山本紀久子 日本書籍

10 授業技術実践シリーズ14　家庭科　くらしを見つける2年間 藤脇恭子 国土社

11 新しい学力観に立つ授業展開のポイント　小学校　家庭科 橋本都　桜井純子　小関禮子 東洋館出版社

12 新・家庭科教育法 松島千代野　藤枝恵子　佐藤文子ほか 高陵社書店

13 授業改革21　生活再発見の家庭科授業 山本紀久子 日本書籍

14 技術・家庭科の授業づくり２　意欲を高める教材・教具の開発　家庭系 安東茂樹 明治図書

15 ドラゴン先生と生徒たちの家庭科 諏訪淑美 近代文芸社

16 必修領域「家庭生活」「食物」の「関心・意欲・態度」の指導と評価 舟木美保子 家政教育社

17 家庭科の21世紀プラン　小・中・高等学校家庭科教育の新構想研究 日本家庭科教育学会 家政教育社



18 中学校　魅力ある指導方法・指導形態にチャレンジしよう　家庭科教育の実践 家庭科教育実践研究会 明治図書

19 学習指導要領早わかり解説　中学校　新技術・家庭科授業の基礎用語辞典 安東茂樹 明治図書

20 高等学校　進学種指導要領の解説　家庭 河野公子 学事出版

21 家庭科　わくわくワーク集 武藤八恵子　伊藤葉子 教育図書

22
新しい評価の進め方　評価規準・評価方法の工夫改善　確かな学力をつける授業を目指して　中学校
家庭分野編

河野公子 明治図書

23 中学生のための家庭科　わくわくワーク集 武藤八恵子　伊藤葉子 教育図書

24 家庭科で育つ子どもたちの力　家庭生活についての全国調査から 日本家庭科教育学会 明治図書

25 研究授業シリーズ　技術・家庭科研究授業　技術分野　この発問・題材・指導法で 安東茂樹 明治図書

26 研究授業シリーズ　技術・家庭科研究授業　家庭分野　この発問・題材・指導法で 安東茂樹 明治図書

27 確かな学力を身に付ける　小学校家庭科の授業 水野香代子 明治図書

28 衣食住・家族の学びのリニューアル　家庭科カリキュラム開発の視点 日本家庭科教育学会 明治図書

29 子どもが変わる地域が変わる学校が変わる　市民が育つ家庭科 大学家庭科教育研究会 ドメス出版

30 家庭科の授業　実習ガイドブック 家庭科教育研究者連盟 大月書店

31 生活実践力を育成する家庭科授業の創造　新時代の授業づくり　理論と実践の展開８　 西敦子 明治図書

32 生活主体の形成と家庭科教育 荒井　紀子 ドメス出版

33 明日の授業に使える小学校家庭科 澤田悦子 大月書店

34 新学習指導要領対応 技術・家庭 新しい題材・指導事例集 家庭分野 開隆堂

35 授業力ＵＰ　家庭科の授業［第２版］ 鶴田敦子、伊藤葉子 日本標準

36 小学校指導法　家庭 池崎喜美恵　編著 玉川大学出版部

37 家庭科教育事典 日本家庭科教育学会 実教出版

38 理論と実際の調理額辞典 吉松藤子　他 朝倉書店

39 新学習指導要領の指導事例集　小学校家庭科1「食物」 櫻井純子　編著 明治図書

40 新学習指導要領の指導事例集　小学校家庭科２「食物」 櫻井純子　編著 明治図書

41 新学習指導要領の指導事例集　小学校家庭科3「食物」 櫻井純子　編著 明治図書

42 中学校高等学校　家庭科指導法 中間美砂子 建帛社

43 家庭科の本質がわかる授業①　生活を見つめる　食 山田綾・鶴田敦子 日本標準

44 家庭科の本質がわかる授業③　生活を見つめる　衣生活と消費・環境 大竹美登利 日本標準

45 題材設定から評価までバッチリ！小学校家庭科授業づくり　ベストモデル＆ワークシート 筒井 恭子【編著】 教育出版

46 すぐに使える家庭科授業ヒント集
下野房子
吉田幸子

大修館書店

47 スペシャリスト直伝! 小学校家庭科授業成功の極意 勝田 映子  明治図書出版

16 （家族・家庭，保育、福祉）家庭科、技術・家庭科
書　　　　　名 著者等 出版社

1 女性の自立とライフ・サイクル 森主一　村尾勇之 家政教育社

2 中学校新設領域　「家庭生活」の授業 舟木美保子 家政教育社

3 ハンドクラフトシリーズ108　おりがみの本 北村恵司 グラフ社

4 ハンドクラフトシリーズ116　おりがみがいっぱい 北村恵司 グラフ社

5 ティーン・ガイド　－人間と家族について学ぶアメリカの家庭科教科書－ ｳﾞｧﾚﾘｰ・ﾁｪﾝﾊﾞﾚﾝ、牧野カツ子訳 家政教育社

6 子どもの愛し方がわからない親たち 斉藤学 講談社

7 在宅老人の介護と看護の実際 矢内純吉　大阪在宅老人研究会 理工学社

8 父性の発達　新しい家族づくり 高橋種昭　高野陽　小宮山要ほか 家政教育社

9 体験ルポ　日本の高齢者福祉 山井和則　斎藤弥生 岩波新書

10 高齢社会　何がどう変わるか 金子勇 講談社

11 高齢者の疾患と栄養・食生活 河盛隆造　山崎義光ほか 建帛社

12 人間と家族を学ぶ　家庭科ワークブック 牧野　カツコ 国土社

17 （食生活）家庭科、技術・家庭科
書　　　　　名 著者等 出版社



1 図説　調理の基本　－包丁法－ 河野貞子 新思潮社

2 調理のために調理実験 山崎清子 同文書院

3 コンピュータ・マッピング・シリーズ　日本の食生活 鈴木秀夫　久保幸夫 朝倉書店

4 訂正版　食品栄養実験 広田望 地球社

5 小・中学校でできる食物実験 川村フジ子 家政教育社

6 食べものを教える　歴史と地域の再発見　人間選書104 桑畑美沙子　熊本県家庭科サークル 農山漁村文化協会

7 電子レンジ「こつ」の科学 肥後温子 柴田書店

8 簡易テストと除毒料理　不安な食品とつきあう法 増尾清 農文協

9 食物の授業 武藤八恵子 家政教育社

10 改正　食品表示がわかる本　添加物・品質表示の見分け方 増尾清 農文協

11 初歩からわかる食品添加物　新しい表示から天然添加物まで 吉田勉 芽ばえ社

12 加工食品ガイドブック 肥後温子 柴田書店

13 健康をつくる郷土料理　北海道から沖縄まで　家庭の医学シリーズ24 石原明 健友館

14 これでわかる　食品添加物表示 川口啓明　合同出版編集部 合同出版

15 お米紀行　郷土の味と文化を訪ねて 石原健二 三樹書房

16 新訂　学校給食必携 文部省体育局学校健康教育課 ぎょうせい

17 きょうの料理　冷凍食品でおいしいメニュー　別冊ＮＨＫ 日本放送出版協会

18 見分けて選ぶ　輸入食品Ｑ＆Ａ　１００ 食生活研究会 農文協

19 調理で活きる「総合的な学習の時間」-家庭科からの提言- 野田文子 開隆堂

20 暮らしのなかの食と農４　地産地消が豊かで健康的な食生活をつくる 三島徳三 筑波書房

21 やまぐち食の安心・安全確保基本方針 山口県環境生活部生活衛生課 山口県

22 やまぐち　食の安心・安全ハンドブック やまぐち　食の安心・安全ハンドブック作成委員会 山口県

23 まるごと！食彩やまぐち　地産・地消ガイドブック やまぐちの農水産物需要拡大協議会 山口県

24 家庭科からひろがる食の学び 日本家庭科教育学会 ドメス出版

25 いつもは買ってしまう市販品を、わが家で！「手作り食品」レシピ 尾崎文 主婦と生活社

26 Ｎ．ＳＡＴＯの生活科学実験講座①食と健康 佐藤典子 教育図書

27 N.SATOの生活科学実験講座②食生活と食文化 佐藤典子 教育図書

18 （衣生活）家庭科、技術・家庭科
書　　　　　名 著者等 出版社

1 小・中学校でできる　被服材料実験 日下部信幸 家政教育社

2 母と子のたのしい草木ぞめ 林　泣童 さ・え・ら書房

3 男のカラーコーディネート辞典 渋皮育由　高橋ユミ 河出書房新社

4 わたしのパッチワークポイント　色合わせ柄えらび１ 松浦香苗 文化出版局

5 リバティのパッチワークキルト　イギリスの布に魅せられて 中西一女子 文化出版局

6 洗剤・洗浄の事典 奥山春彦　皆川基 朝倉書店

7 楽しくできる　被服教材・教具の活用研究 日下部信幸 家政教育社

8 母と子のたのしい草木ぞめⅡ　庭木や山野草で 林　泣童 さ・え・ら書房

9 母と子のたのしい草木ぞめⅢ　漢方薬や旅みやげで 林　泣童 さ・え・ら書房

10 もっとステキに色を着る辞典 高橋ユミ、渋川育由 河出書房新社

11 森と草花のステンシル ホークスみよし 文化出版局

12 生活のための被服材料学 日下部信幸 家政教育社

13 消費者のための被服材料 石毛フミ子、岩崎芳枝ほか 実教出版

14 生活のための衣服簡易実験法 日下部信幸 家政教育社

15 子どもと楽しむ　衣生活のもの作りと科学実験 日下部信幸 家政教育社

19 （住生活）家庭科、技術・家庭科
書　　　　　名 著者等 出版社



1 住居領域の実験・実習 大島愛子　金子幸子　新福祐子ほか 家政教育社

2 住宅政策研究５　住教育　未来へのかけ橋 住環境教育研究会 ドメス出版

3 日本住宅会議双書２　これでよいのか日本の住宅　第1回研究会の記録 日本住宅会議 ドメス出版

4 インテリア　配色時点 渋川育由　高橋ユミ 河出書房新社

5 住領域から考える「サザエさん」の家庭科教育論　家庭科実践選書シリーズ10　21世紀の家庭科　 渡辺光雄 教育図書

6 住環境リテラシーを育む　家庭科から広がる持続可能な未来のための教育 妹尾理子 萌文社



20 （消費生活・環境）家庭科、技術・家庭科
書　　　　　名 著者等 出版社

1 家庭科教育における消費者教育指導の実際 藤枝恵子　村尾勇之　堀田剛吉ほか 家政教育社

2 家庭経済教育の理論と授業実践 堀田剛吉　村尾勇之 家政教育社

3 食に関する消費者問題 岡部昭二 家政教育社

4 消費者教育を導入した家庭科の授業 武藤八恵子、松岡博厚ほか 家政教育社

5 小・中・高等学校で「家族・家庭生活」をどう教えるか　家族関係教育・消費者教育の視点から 日本家庭科教育学会中国地区会　中間美砂子 家政教育社

6 家庭科教材開発法　－判断力のある消費者を育てるために－ 山本紀久子 家政教育社

7 小・中・高校教師のための　学校消費者教育推進のマニュアル 日本消費者教育学会 光生館

8 中学校技術・家庭科で進める　環境教育 河野公子 明治図書

9 クレジット・金融用語辞典 西ケ谷葉子 （社）金融財政事情研究会

10 ふろしき入門　包み方結び方 森田知都子 主婦と生活社

11 アイデアいっぱい　ペットボトルでリサイクル ブティック社

22 食育

書　　　　　名 著者等 出版社

1 やめられない清涼飲料　とまらないスナック菓子 食べもの文化研究会 芽ばえ社

2 かんたんおやつベスト１００ ちいさななかま編集部 草土文化

3 やまぐち味ばなし 貞永美沙子 東洋図書出版

4 ひとりでクッキング①　朝ごはんつくろう！ 坂本廣子 偕成社

5 ひとりでクッキング②　昼ごはんつくろう！ 坂本廣子 偕成社

6 ひとりでクッキング③　ばんごはんつくろう！＜和食編＞ 坂本廣子 偕成社

7 ひとりでクッキング④　ばんごはんつくろう！＜洋食・中華編＞ 坂本廣子 偕成社

8 ひとりでクッキング⑤　特別の日のごはんつくろう！＜和食編＞ 坂本廣子 偕成社

9 ひとりでクッキング⑥　特別の日のごはんつくろう！＜洋食・中華編＞ 坂本廣子 偕成社

10 ひとりでクッキング⑦　おべんとうつくろう！ 坂本廣子 偕成社

11 ちょっと心配　ペットボトル症候群　今こそ選んで飲む時！ 食べもの文化研究会 芽ばえ社

12 食はいのち　－根のいとなみ集 （社）栄養改善普及会 草土文化

13
“弁当の日”がやってきた 子ども・親・地域が育つ香川・滝宮小学校の「食育」実践記 シリーズ子どもの
時間３

竹下和男　香川県綾南町立滝宮小学校 自然食通信社

14 わくわく食育授業プラン 桑畑美沙子　熊本県家庭科サークル 農文協

15 三國清三シェフの味覚の授業　ＫＩＤＳシェフ 本だ由紀子 小学館

16 感じる食育楽しい食育 サカイ優佳子　田平恵美 コモンズ

17 いただきますからはじめよう　みんなの食育講座 毎日新聞北海道支社報道部 寿郎社

18 世界がもし100人の村だったら３　たべもの編 池田香代子　マガジンハウス マガジンハウス

19 楽しく食育 砂田登志子 潮出版社

20 明日からの子どもの食育にすぐ役立つ本　今だから必要な、理論・提言とユニークな実践集 「食生活」編集部 カザン

21 だれにもわかる食育のテーマ50　おすすめレシピつき 服部津貴子 学事出版

22 食育実践プログラム 中村修 家の光協会

23 食育実践ハンドブック　明日の授業で生かせるアイディア70 篠田信司　原美津子　長島和子 三省堂

24 食育活動実践の手引き　食で育む生きるちから　実践編 佐賀県栄養士会 農文協

25 企業とつくる食育　子どもが変わる成果がみえる 藤川大祐　ＮＰＯ法人企業教育研究会 教育同人社

26 学年別・観点別　食教育の指導実践集　小学１，２，３年生　付録教材ＣＤ付き　 豊川裕之　ヨコハマ食教育研究グループ 農文協

27 学年別・観点別　食教育の指導実践集　小学４，５，６年生　付録教材ＣＤ付き　 豊川裕之　ヨコハマ食教育研究グループ 農文協

23 音楽
書　　　　　名 著者等 出版社

1 コード・ネームと和声法を併用した　新・和音伴奏入門　　理論と実習 田畑八郎 音楽之友社

2 創造的音楽学習の試み　この音でいいかな？ 松本恒敏　山本文茂 音楽之友社



3 合唱指導の実際と運営　実践的アプローチとＣＤ付き指導例 竹内秀男 音楽之友社

4 創って表現する音楽学習　音の環境教育の視点から 星野圭朗 音楽之友社

5 感性を育てる音楽鑑賞の授業 高橋清 音楽之友社

6 音楽教育におけるリサーチの進め方 エドワード・Ｌ・レインボウ　ヒルデガード・Ｃ・フローリッヒ 音楽之友社

7 音楽指導ハンドブック　小学生のヴォイス・トレーニング　 橋本清一 音楽之友社

8 音楽指導ハンドブック　「調子外れ」を治す　　 村尾忠廣 音楽之友社

9 音楽指導ハンドブック　音楽づくりのアイディア 坪能由紀子 音楽之友社

10
教育技術　教え方図解シリーズ　子どもがつくる楽しいアンサンブル　ことば遊び、リズム遊び、ふし遊び
から

小学館

11 音楽の授業で役立つ指導のヒント集　低学年 金森正武 明治図書

12 音楽の授業で役立つ指導のヒント集　中学年 金森正武 明治図書

13 音楽の授業で役立つ指導のヒント集　高学年 金森正武 明治図書

14 小学校　学習指導要領の解説と展開　音楽編　Ｑ＆Ａと授業改善のポイント・展開例 安彦忠彦監修、坪能由紀子他 教育出版

24 図工、美術
書　　　　　名 著者等 出版社

1 美術造形教育論 三浦寛三　藤巻貞夫　生江洋一 創文社

2 中学校新教育課程を読む　美術科の解説と展開 文部省内教育課程研究会　遠藤友麗 教育開発研究所

3 発想につなげる美術教育の手法　イメージの発見・再発見 秋元幸茂　青山光佑 明治図書

4 楽しくうまくなるスケッチの学習 遠藤友麗 明治図書

5 美術からの描画指導　アメリカＤＢＡＥの新しい指導法 Ｂ・ウィルソン　Ａ・ハーウィッツ　Ｍ・ウィルソン 日本文教出版

6 だれでもできる中学美術鑑賞の授業 神吉脩 明治図書

7 美術教育の理念と創造 花篤実　竹内博　東山明 黎明書房

8 囚人番号４３２　マリアン・コウォジェイ画集―アウシュヴィッツからの生還
中丸弘子/グリンバーグ治子【編】
マリアン・コウォジェイ【画・文】

悠光堂

25 体育
書　　　　　名 著者等 出版社

1 鬼遊び・ボール遊びで多様な動きづくり　体育３ 内田雄三 学事出版

2 体力を高める運動７５選 神家一成 東洋館出版社

26 情報、視聴覚教育
書　　　　　名 著者等 出版社

1 視聴覚メディアと教育方法　認知心理学とコンピュータ科学の応用実践のために 井上智義 北大路書房

2 新訂　視聴覚教育 櫛田盤　土橋美歩 学芸図書

3 これが21世紀の学力だ！　メディアリテラシーの提言　オピニオン叢書緊急版　　 市川克美 明治図書

4 メディアリテラシー教育の実践事例集　情報学習の新展開 藤川大祐 学事出版

5 21世紀型授業づくり13　メディアリテラシーを育てる 水越敏行 明治図書

6 ｅセキュリティ　ＩＴ時代のリスクマネジメント 峰岸和弘　船木春仁 ダイヤモンド社

7 日常の授業で学ぶ情報モラル 中村　祐治 教育出版

8
ネットジェネレーションのための情報リテラシー＆情報モラル－ネット犯罪・ネットいじめ・学校裏
サイト

加納寛子 大学教育出版

9 ネットいじめ・言葉の暴力克服の取り組み 有元秀文 教育開発研究所

10 わかる・できる授業のための教室のＩＣＴ環境 堀田　龍也　野中　陽一 三省堂

11 メディアで創造する力を育む-確かな学力から豊かな学力へ－ 中川　一史　北川　久一郎　佐藤　幸江　前田　康裕【編著】 ぎょうせい

12 世界の子どもとケータイ・コミュニケーション　5カ国比較調査 モバイル社会研究会 ＮＴＴ出版

13 教育の情報化　用語辞典 古藤泰弘　清水康敬他 学文社

14 Vistaガジェットプログラミング 松浦健一郎 秀和システム

15 Excel２００３逆引き大全1100の極意 柳井美紀 秀和システム

16 パソコンの仕組み　最新テクノロジーと将来の動向 伊勢雅秀 ソフトバンクパブリッシング

17 55歳からのパソコン入門　ウインドウズXPトラブル解決！ 花田潤 技術評論社



18 Windows　ＸＰ　上級マニュアル 橋本和則 技術評論社

19 ExcwlＶＢＡパーフェクトマスター 土屋和人 秀和システム

20 Access２００２パーフェクトマスター(Windows版XP完全対応） 高田真史 秀和システム

21 Solaris８サーバ構築ガイド 井上亜潮 秀和システム

22 Windows　ＸＰ　Bible 宍倉幸則 技術評論社

23 Solaris８　管理者ガイド 梅田峰子 ソフトバンクパブリッシング

24 Visual　Basic　６．０　300の技　ネットワーク＋データベース編 松田猛　他 技術評論社

25 Excel２００２VBA　パーフェクトリファレンス 神辺由紀子 秀和システム

26 プログラミング学習シリーズ　Visual　Basic　１　はじめてのプログラミング 山本信雄 翔泳社

27 プログラミング学習シリーズ　Visual　Basic　２　はじめてのアルゴリズムとデータ構造 山本信雄 翔泳社

28 プログラミング学習シリーズ　Visual　Basic　３　初めてのアプリケーション開発 山本信雄 翔泳社

29 ひと目でわかるMicrosoft　Windows　Server　２００８ 天野司 日経BPソフトプレス

30 ひと目でわかるMicrosoft　Active　Directory　Windows　Server　２００８版 Ｙｏｋｕｔａ　Lab，Inc． 日経BPソフトプレス

31 Windows　２０００　Server　システム構築ガイド 向山隆行　他 技術評論社

32 HTML早わかり　マイ・ホーム 田辺茂也　他 スペック

33 ぼくたちはこうして学校をつないできた 荒木淳司 エーアイ出版

34 Microsoft　Visual　Basic６．０　プログラマーズ・ガイド マイクロソフト　コーポレーション 日経BPソフトプレス

35 しっかり学びたい初心者のためのVisual　Basic５．０　プログラミングBible 宍倉幸則 技術評論社

36 UNIX活用ハンドブック 中西　隆 株式会社技術評論社

37 Excel95VBA　マクロハンドブック 相沢　文雄 株式会社ナツメ社

38 超簡単ホームページパワーアップ術 石澤義裕・狩野祐子 株式会社かんき出版

39 Windows NTServer ＋ IIS　Webサイト構築
デニス・ローン
マーク・ライリー

株式会社翔泳社

40 Microsoft Visual Basic 6.0 Professional  ステップバイステップ VOL.1  基礎編
マイケル・ハーパー
ソン

日経BPソフトプレス

41 Microsoft Visual Basic 6.0 Professional  ステップバイステップ VOL.2  活用編
マイケル・ハーパー
ソン

日経BPソフトプレス

42 Microsoft Access 2000 オフィシャルマニュアル ジョン・ヴィースキャス 日経BPソフトプレス

43 速習Webデザイン　DREAMWEAVER MX 2004 堺　祐司 株式会社技術評論社

44 教えて!! FIREWORKS MX2004 森川　眞行　他 （株）毎日コミュニケーションズ

45 Microsoft Visual Basic 6.0  テクニックガイド ジョン・クラーク・クレイグ　他 日経BPソフトプレス

46 教えて!! FIREWORKS MX2004 植木友浩　他 （株）毎日コミュニケーションズ

47 Access 2000  パーフェクトマスター 高井　芽広 株式会社秀和システム

48 アクセス2002 VBAのアイデア箱 星野　努
株式会社エスシーシー
(SCC)

49 Visual Basic 6.0  300のワザ 松田　猛 有限会社ガリバー

50 Access クエリ　逆引き大全４６１の極意 日野間　佐登子　他 株式会社秀和システム

51 実用UNIXハンドブック〔改定新版〕 田村　正隆 株式会社ナツメ社

52 Excel関数　逆引き大全600の極意 不二　桜 株式会社秀和システム

53 Access VBA 逆引き大全555の極意 関野　直美　他 株式会社秀和システム

54 できるPowerPoint 2002 Office XP版 田中　亘　他 株式会社インプレス

55 オブジェクト指向スクリプト言語Ruby まつもとゆきひろ　他 株式会社アスキー

56 一太郎１１のすべて 井上　健語　他
株式会社ジャストシス
テム

57 Mac OS 実践活用ブック 掌田　津耶乃 株式会社技術評論社

58 Access関数　逆引き大全500の極意 日野間　佐登子 株式会社秀和システム

59 Photoshop Elements 4.0  ビギナーズ・レッスン 土屋　徳子　他 株式会社アスペクト

60 超図解ホームページ・ビルダー10  総合編 エクスメディア 株式会社エクスメディア

61 Open Office.org 2.0 可知　豊　他 株式会社グッディ

62 超図解FlashMX for Windows エクスメディア 株式会社エクスメディア

63 はじめてのActionScript 豊川　陽二
ソフトバンクパブリッシング株式会
社

64 おしえて!! Macromedia FLASH MX まつむらまきお　他
（株）毎日コミュニケー
ションズ

65 変わるメディアと教育のありかた 水越敏行他 ミネルヴァ書房



66 教室がインターネットにつながる日 深田昭三他 北大路書房

67 メディアが開く新しい教育 水越敏行 学習研究所

68 情報新時代のマスメディア論 堀江固功 日本放送教育協会

69 メディアとコミュニケーションの教育 水越敏行 日本文教出版

70 マルチメディア化が進む学校図書館 全国学校図書館協議会 全国学校図書館協議会

71 マルチメディアと教育 佐伯胖 太郎次郎社

72 インターネットの光と影 情報教育学研究会 北大路書房

73 ダメール　やってはいけないメール 植村文明 学習研究社

74 ビジネスメール文例フレーズ辞典 大嶋利佳 秀和システム

75 小中学生のためのパソコン・インターネット安全ガイド 野間俊彦 日経BP社

76 ホームページビルダー１２完全制覇　かんたんにホームページがつくれる グエル鈴木眞里子 翔泳社

77 WindowsVistaでLAN＆ネットワーク構築はここまでできる 岡崎俊彦 秀和システム

78 超図解　HTMLタグ辞典　改訂第２版 石橋健一 エクスメディア

79 すぐに使える「校務文例」データ集 ラピュータ

80 できるホームページビルダー８ 広野忠敏＆できるシリーズ編集部 インプレス

81 できるホームページビルダーV９ 広野忠敏＆できるシリーズ編集部 インプレス

82 できるAccess２００３＆２００２ 広野忠敏＆できるシリーズ編集部 インプレス

83 できるExcel２００３ 小舘由典＆できるシリーズ編集部 インプレス

84 できるWord２００３ 田中亘＆できるシリーズ編集部 インプレス

85 できるPowerPoint２００３ ＆できるシリーズ編集部 インプレス

86 ホームページビルダー９スーパーリファレンス Web＆HP研究会 ソーテック社

87 エクセル関数・計算式辞典 平出治久 ラピュータ

88 すべての子どもがわかる授業づくり　-教室でICTを使おう- 高橋 純/堀田 龍也【編著】 高陵社書店

89 ホームページ・ビルダー１９　スパテク１３６ 西 真由【著】 教育出版

90 ＭＣＰ教科書Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｓｅｒｖｅｒ　２０１２（試験番号：７０‐４１０） エディフィストラーニング【著】 教育出版

91 ネット依存症 樋口進 ＰＨＰ研究所

92 脱ネット・ｽﾏﾎ中毒 遠藤美季 誠文堂新光社

93 つながりを煽られる子どもたち 土井隆義 岩波書店

94 ＥｘｃｅｌＶＢＡで行うデータベース活用の教科書 早坂清志 秀和システム

95 タブレット端末を活用した21世紀型コミュニケーション力の育成 中川一史・山本朋弘・佐和伸明・村井万寿夫 フォーラム・Ａ

96 プレゼンテーションｚｅｎ―プレゼンのデザインと伝え方に関するシンプルなアイデア （第２版） ガー・レイノルズ 丸善出版

97 スマホ時代に対応する生徒指導・教育相談 竹内和雄 ほんの森出版

98 教養としてのプログラミング講座 清水　亮 中央公論社

99 教科のプロもおすすめするＩＣＴ活用術 筑波大学附属小学校情報・ＩＣＴ活動研究部【編著】 東洋館出版社

100 PC１人１台時代の間違えない学校ICT 堀田　龍也 小学館

101 やってみよう！ 小学校はじめてのオンライン授業 樋口　万太郎 学陽書房

27 外国語・外国語活動
書　　　　　名 著者等 出版社

1 小学校英語活動実践の手引　平成13年(2001） 文部科学省 開隆堂出版

2
教育技術ｍｏｏｋ
小学校英語学習指導指針  各学年の目標及び内容

伊藤嘉一 小学館

3 小学校英語活動　３６５日の授業細案　―すぐ使えるゲーム＆イラスト集 熊本大学教育学部附属小学校 明治図書出版

4 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 明治図書出版

5
３語でできる！
小学校の教室英語フレーズ集

吉田研作 アルク

6 すぐに使える英語の言語活動 米山朝二 大修館書店

7 英語活用事典 高梨庸雄 研究社出版

8 通じないカタカナ英語 松本道弘 ＤＨＣ

9 小学校英語活動マニュアル4巻　教材・教具のアイディア・カタログ 影浦攻 明治図書



10 小学生に英語を教えるために 五島忠久 アプリコット

11 授業づくりのアイディア　視聴覚教材、チャンツ、ゲーム、パソコンの活用法 樋口忠彦　他 教育出版

12 英語の歌とゲーム・活動のアイディア集 石川奈緒美　他 小学館

13 学級担任が教える小学校の英語活動　英語の総合学習をしよう 加藤幸次 黎明書房

14 小学校ではじめて英語を教える先生のための教室英語ガイド Bryan　Gardner　他 旺文社

15 みんなでつくる英語の時間　100　Excitinngu　Activities　英語活動事例集｢100｣ 松川禮子　監修 文渓堂

16 季節の英語イベントアイディア集 アルクキッズ英語編集部 アルク

17 3語でできる！　小学校の教室英語フレーズ集 吉田研作　監修 アルク

18 異文化理解おもしろクイズ 永倉由里 開拓社

19 くらべてみよう!　日本と世界のくらしと遊び 小長谷有紀　編著 講談社

20 すぐに役立つ！　小学校英語活動ガイドブック 菅　正隆　編著 ぎょうせい

21 田尻悟郎の楽しいフォニックス　田尻式フォニックスで発音をきたえよう! 田尻悟郎 教育出版

22 決定版!　続　授業で使える英語の歌　20 井上謙一　他 開隆堂

23 ＮＨＫ　ＣＤ　BOOK　基礎英語チャンツで楽習！決定版 高橋一幸　他 ＮＨＫ出版

24 英語授業改革双書No.20　生徒が熱狂・教室が騒然　英語のディベート授業　30の技 中嶋洋一 明治図書

25 英語授業改革双書No.20　subjectからprojectへ　学習集団をエンパワーにする30の技 中嶋洋一 明治図書

26 英語コミュニケーションの基礎を作る音読指導 土屋澄男 研究社

27 英会話・ぜったい音読続入門編 國弘正雄 講談社

28 英語で英語を読む授業 卯城 祐司【編著】 教育出版

29 小学校の外国語活動　基本の「き」 酒井秀樹 大修館書店

30 ヒューマンな英語授業がしたい!―かかわる、つながるコミュニケーション活動をデザインする 三浦 孝、池岡 慎、中嶋 洋一 研究社

31 実践!新学習指導要領 基本が分かる 外国語活動・外国語科の授業 外国語活動外国語科実践研究会 東洋館出版社

32
国立大学法人兵庫教育大学教育実践叢書４
英語音声教育実践と音声学・音韻論－効果的で豊かな発音の学びを目指して－

有働眞理子・谷明信【編著】 ジアース教育新社

28 読書、学校図書館
書　　　　　名 著者等 出版社

1 学校図書館と著作権Ｑ＆Ａ改訂版 森田盛行 全国学校図書館協議会

2 子どもたちに読書のよろこびを！　学校における読書推進の手引き 全国学校図書館協議会 文部科学省委嘱

3 学校図書館を活用する学び方の指導　課題設定から発表まで 宅間紘一 全国学校図書館協議会

4 平成16年度読書活動事例集　（読書活動優秀実践校実践の概要） 国立教育政策研究所

5 子どもが必ず本好きになる16の方法　実践アニマシオン 有元秀文 合同出版

6 ブックトーク12ヶ月 滋賀県学校図書館協議会中学校部会 全国学校図書館協議会

7 ブックトーク再考　ひろがれ　子どもたちの「読みたい」「知りたい」 学校図書館問題研究会 教育史料出版会

8 学習指導と学校図書館 堀川照代 樹村房

9 子どもたちの笑顔に出会いたい　読み聞かせ　ブックとトークの魅力と実際 梓　加依 素人社

10 本好きな子を育てる読書指導 村上淳子 全国学校図書館協議会

11 「総合的な学習」に司書教諭はどう関わるか 林容子 全国学校図書館協議会

12 学校図書館を活用する学び方の指導 宅間紘一 全国学校図書館協議会



29 学習指導、学習指導要領、教育課程、カリキュラム開発、ティームティーチング
書　　　　　名 著者等 出版社

1
ティーム・ティ－チング読本　実践パターン別・教科別に考察するティーム・ティ－チングの具体的方策と
その実践

山本政男 教育開発研究所

2
オープン・スぺ－ス・スクール読本　ティーム・ティ－チングとオープン・スぺ－スの結合により開かれる個
性重視への道

山本政男 教育開発研究所

3 質的研究法による　授業県有　教育学、教育工学、心理学からのアプローチ 平山満義 北大路書房

4 自ら学び自ら考える力の育成　新しい教育課程と学校づくり3 山極隆　無藤隆 ぎょうせい

5 新学習指導要領を具体化する　高校教育改革の決め手 山藤常雄 学事出版

6 Ｑ＆Ａ　こんなときどうする新教育課程　小学校基礎・基本の指導№3 高野尚好 教育開発研究所

7 現代カリキュラム研究　学校におけるカリキュラム開発の課題と方法 山口満 学文社

8 発展的学習の指導の手引き　学習指導要領「最低基準」下での個性に応じた指導 高階玲治 教育開発研究所

9 最新脳科学が教える高校生の勉強法 池谷裕二 東進ブックス

10 個に応じた指導に関する指導資料　-発展的な学習や補充的な学習の推進-　小学校算数編 文部科学省 教育出版

11 個に応じた指導に関する指導資料　-発展的な学習や補充的な学習の推進-　小学校理科編 文部科学省 教育出版

12 個に応じた指導に関する指導資料　-発展的な学習や補充的な学習の推進-　中学校数学編 文部科学省 教育出版

13 個に応じた指導に関する指導資料　-発展的な学習や補充的な学習の推進-　中学校理科編 文部科学省 教育出版

14 人を育む人間関係論　援助専門職者として、個人として 服部祥子 医学書院

15 「確かな学力」指導の基礎・基本　取り組みの第一歩をスモールステップでサポートする 高階玲治 教育開発研究所

16 学年・学級の指導点検とカリキュラム開発 木岡一明 教育開発研究所

17 授業スキル　小学校編 　－学級集団に応じる授業の構成と展開 河村　茂雄 図書文化社

18 授業スキル　中学校編　－学級集団に応じる授業の構成と展開 河村　茂雄 図書文化社

19 授業スキル　小学校編　学級集団に応じる授業の構成と展開 河村茂雄　藤村一夫 図書文化

20 授業スキル　中学校編　学級集団に応じる授業の構成と展開 河村茂雄　粕谷貴志 図書文化

21
「確かな学力」としての学びのスキル　－主体的・協同的問題解決スキル（生活・総合・社会・理科）の研
究と実践-

村川雅弘 日本文教出版

22 プレゼン能力をぐんぐん伸ばす！　プレゼン指導　虎の巻 堀田龍也 スズキ教育ソフト

23 「座りなさい！」を言わない授業　－落ち着きのない子大歓迎！－ 西川純 東洋館出版社

24
学力と学習力を高める新しい学習メソッドの展開
　―２ヵ月で効果の見える学力向上策

高階　玲治 教育開発研究所

25 授業力の開発　ＮＯ．１　導入で子どもを熱中させる発問の開発 有田和正　教材・授業開発研究所 明治図書

26 フィンランドに学ぶ教育と学力　未来への学力と日本の教育 庄井良信　中嶋博 明石書店

27 ベネッセ発小学生からの「考えて書く力」 ベネッセ教育研究開発センター 日経BP社

28 授業力の開発　ＮＯ．２　ノート指導改革で授業が変わる 有田和正　教材・授業開発研究所 明治図書

29 授業力の開発　ＮＯ．３　知って得するプロの指導技術 有田和正　教材・授業開発研究所 明治図書

30 ベネッセ発親子で伸ばす「本物の学力」 ベネッセ教育研究開発センター 日経BP社

31 矛盾をうまく取り入れて学力を伸ばす学習指導案 露木和男 学事出版

32 クラスに安心感が生まれるペア・グループ学習　授業成立の基礎技術２ 上條晴夫　石川晋 学事出版

33 学校力が上がる　教師が伸びる 全国教育研究所連盟 教育新聞社

34 世界標準の読解力－ＯＥＣＤ-ＰＩＳＡメソッドに学べ 岡部憲治 金子書房

35
確かな学力をはぐくむことばの指導
「読解力」で授業をかえる

田中　孝一 ぎょうせい

36 事例から学ぶ活用型学力が育つ授業デザイン 吉崎静夫 ぎょうせい

37 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－ 釼持努 明治図書

38 「活用力」を育てる授業の考え方と実践 安彦忠彦 図書文化社

39 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 時事通信出版局　時事通信社

40 夢中・熱中・集中…そして感動　柏市立中原小学校の挑戦！－授業リフレクションで校内研を変える 宗我部義則　千葉県柏市立中原小学校 東洋館出版社

41 わかる・楽しい説明文授業の創造－授業リフレクション研究のススメ 沢本和子　お茶の水国語研究会 東洋館出版社

42 各教科等における言語活動の充実－その方策と実践事例 高木　展郎 教育開発研究所

43
わかる！書ける！学習指導案　授業改善のポイントと指導案作成支援ツール集　一太郎で研究授業の
悩み解決！

藤村裕一、授業改善ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ編著 ｼﾞｬｽﾄｼｽﾃﾑ

44 教科教育学研究　第15集　 日本教育大学協会第二常置委員会 サンプロセス

45 教育フォーラム33　確かな学力を育てる　 人間教育研究協議会 金子書房

46 どの子も一番になれる　本当の学力とは何か 穂坂邦夫 幻冬舎



47 「よさ」を生かす教師力・授業力・実践力 村田昇序、吉永幸司 明治図書

48 子ども力を高める授業　活用する力、伝え合う力、○○科好きを育てる 筑波大学附属小学校 図書文化

49 「読解力」で授業をかえる　確かな学力をはぐくむことばの指導 田中孝一、小森茂 ぎょうせい

50 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 明治図書

51 小学校　新学習指導要領の展開　特別支援教育編 大南英明 明治図書

52 子どもの学力　教師の学力 板倉聖宣 仮説社

53 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 時事通信社

54 中学校学習指導要領解説 〈総則編〉 文部科学省 ぎょうせい

55 中学校学習指導要領解説 〈国語編〉 文部科学省 東洋館出版社

56 中学校学習指導要領解説 〈社会編〉 文部科学省 日本文教出版（大阪）

57 中学校学習指導要領解説 <数学編〉 文部科学省 教育出版

58 中学校学習指導要領解説 〈理科編〉 文部科学省 大日本図書

59 中学校学習指導要領解説 〈音楽編〉 文部科学省 教育芸術社

60 中学校学習指導要領解説 〈美術編〉 文部科学省 日本文教出版（大阪）

61 中学校学習指導要領解説〈保健体育編＞ 文部科学省 東山書房

62 中学校学習指導要領解説 〈技術・家庭編〉 文部科学省 教育図書

63 中学校学習指導要領解説〈外国語編〉 文部科学省 開隆堂出版

64 中学校学習指導要領解説 〈道徳編〉 文部科学省 日本文教出版（大阪）

65 中学校学習指導要領解説〈特別活動編〉 文部科学省 ぎょうせい

66 中学校学習指導要領解説〈総合的な活動の時間編〉 文部科学省 教育出版

67 小学校学習指導要領解説 〈総則編〉 文部科学省  東洋館出版社

68 小学校学習指導要領解説〈国語編〉 文部科学省 東洋館出版社

69 小学校学習指導要領解説 〈社会編〉 文部科学省 東洋館出版社

70 小学校学習指導要領解説 〈算数編〉 文部科学省 東洋館出版社

71 小学校学習指導要領解説 〈理科編〉 文部科学省 大日本図書

72 小学校学習指導要領解説〈生活編〉 文部科学省 日本文教出版（大阪）

73 小学校学習指導要領解説〈音楽編〉 文部科学省 教育芸術社

74 小学校学習指導要領解説 〈図画工作編 〉 文部科学省 日本文教出版（大阪）

75 小学校学習指導要領解説〈家庭編〉 文部科学省 東洋館出版社

76 小学校学習指導要領解説〈体育編〉 文部科学省 東洋館出版社

77 小学校学習指導要領解説〈道徳編〉 文部科学省 東洋館出版社

78 小学校学習指導要領解説 〈特別活動編〉 文部科学省 東洋館出版社

79 小学校学習指導要領解説〈総合的な学習の時間編〉 文部科学省 東洋館出版社

80 小学校学習指導要領解説〈外国語活動編〉 文部科学省 東洋館出版社

81 小学校学習指導要領 文部科学省 東京書籍

82 中学校学習指導要領 文部科学省 東山書房

83 混迷の時代！”社会科”はどこへ向かえばよいのか－激動の歴史から未来を模索する－ 片上宗二　木村博一　永田忠道 明治図書

84 中学校新教育課程社会科の指導計画作成と授業づくり 桑原敏典 明治図書

85 優れた社会科授業の基盤研究Ⅰ　中学校・高校の”優れた社会科授業”の条件 全国社会科教育学会編著 明治図書

86 優れた社会科授業の基盤研究Ⅱ　中学校・高校の”優れた社会科授業”の条件 全国社会科教育学会編著 明治図書

87 高等学校学習指導要領 文部科学省 東山書房

88 高等学校学習指導要領解説　総則編 文部科学省 東山書房

89 高等学校学習指導要領解説　国語編 文部科学省 教育出版

90 高等学校学習指導要領解説　地理歴史編 文部科学省 教育出版

91 高等学校学習指導要領解説　公民編 文部科学省 実教出版

92 高等学校学習指導要領解説　数学編理数編 文部科学省 実教出版

93 高等学校学習指導要領解説　理科編理数編 文部科学省 実教出版

94 高等学校学習指導要領解説　保健体育編・ 文部科学省 東山書房



95 高等学校学習指導要領解説　芸術（音楽、美術、工芸、書道）編・音楽編・美術編 文部科学省 教育出版

96 高等学校学習指導要領解説　外国語編・英語編 文部科学省 開隆堂出版

97 高等学校学習指導要領解説　家庭編 文部科学省 開隆堂出版

98 高等学校学習指導要領解説　情報編 文部科学省 開隆堂出版

99 高等学校学習指導要領解説　農業編 文部科学省 海文堂出版

100 高等学校学習指導要領解説　工業編 文部科学省 実教出版

101 高等学校学習指導要領解説　商業編 文部科学省 実教出版

102 高等学校学習指導要領解説　総合的な学習の時間編 文部科学省 海文堂出版

103 高等学校学習指導要領解説　特別活動編 文部科学省 海文堂出版

104 幼稚園教育要領－平成20年3月告示－ 文部科学省 教育出版

105 幼稚園教育要領解説 文部科学省 フレーベル出版

106 特別支援学校学習指導要領解説　自立活動編（幼稚部・小学部・中学部・高等部） 文部科学省 海文堂出版

107 特別支援学校学習指導要領解説　総則編（幼稚部・小学部・中学部） 文部科学省 教育出版

108 特別支援学校学習指導要領解説　総則編（高等部） 文部科学省 海文堂出版

109 感動体験のある授業
山口大学教育学部
付属光小学校

明治図書

110 よくわかる発問・説明・助言の技術 渥美利夫 明治図書

111 個人差に応じた学習指導 吉本二郎・西村文男 教育出版

112 新教育課程で育てる学力と新しい授業づくり 吉崎静夫 ぎょうせい

113 集中が生まれる授業 今泉博 学陽書房

114 学力向上実践事例集 工藤文三 教育開発研究所

115 自ら学び自ら考える力を育てる授業の実際 北尾倫彦 図書文化

116 わかる授業をつくる先生 桒原昭徳 図書文化

117 授業改善を改善せよ 塚本榮一 ジャストシステム

118 活用力を育てる授業の考え方と実践 安彦忠彦 図書文化

119 中原小学校の挑戦　授業リフレクションで校内研を変える 千葉県柏市中原小学校 東洋館出版

120 新しい教育課程と学校づくり１　　新しい教育課程と２１世紀の学校 山極隆・無藤隆 ぎょうせい

121 高等学校学習指導要領解説　水産編 文部科学省 海文堂出版

122 高等学校学習指導要領解説　看護編 文部科学省 東山書房

123 高等学校学習指導要領解説　福祉編 文部科学省 海文堂出版

124 言語活動の充実に関する指導事例集　小学校版 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

125 言語活動の充実に関する指導事例集　中学校版 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

126 言語活動の充実に関する指導事例集　高等学校版 国立教育政策研究所教育課程研究センター

127
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
（小学校編）

国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

128
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
（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

129 アクティブ・ラーニングを取り入れた授業づくり 高木展郎・大滝一登 明治書院

130 アクティブラーニング入門―アクティブラーニングが授業と生徒を変える 小林昭文 産業能率大学出版部

131 できる先生が実はやっている 授業づくり77の習慣 森川　正樹 明治図書出版

132 変わる学力、変える授業 髙木 展郎 三省堂

133 アクティブ・ラーニング実践の手引き 田中　博之 教育開発研究所

134 いまからはじめるアクティブ・ラーニング　導入＆実践Ｂｏｏｋ 小林　昭文 学陽書房

135 授業を磨く 田村　学 東洋館出版社

136 平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 東洋館出版社編集部【編】 東洋館出版社

137 授業のユニバーサルデザイン〈Ｖｏｌ．８〉 桂 聖/日本授業ＵＤ学会【編著】 東洋館出版社

138 小学校学習指導要領(平成29年告示) 文部科学省 東洋館出版社

139 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総則編 文部科学省 東洋館出版社

140 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総合的な学習の時間編 文部科学省 東洋館出版社

141 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 特別活動編 文部科学省 東洋館出版社

142 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 国語編 文部科学省 東洋館出版社



143 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 理科編 文部科学省 東洋館出版社

144 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 生活編 文部科学省 東洋館出版社

145 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 音楽編 文部科学省 東洋館出版社

146 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 家庭編 文部科学省 東洋館出版社

147 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 体育編 文部科学省 東洋館出版社

148 ミライの授業 瀧本 哲史【著】 講談社

149 授業のビジョン 小川雅裕 東洋館出版社

150 教師の学び方 澤井陽介 東洋館出版社

151 幼稚園教育要領（平成２９年告示） 文部科学省 文部科学省

152 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 図画工作編 文部科学省 日本文教出版

153 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 外国語活動・外国語編 文部科学省 開隆堂出版

154 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 算数編 文部科学省 日本文教出版

155 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 社会編 文部科学省 日本文教出版

156 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 特別の教科道徳編 文部科学省 廣済堂あかつき

157 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総則編 文部科学省 東山書房

158 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 国語編 文部科学省 東洋館出版社

159 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 社会編 文部科学省 東洋館出版社

160 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 数学編 文部科学省 日本文教出版 

161 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 理科編 文部科学省 学校図書

162 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 音楽編 文部科学省 教育芸術社

163 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 美術編 文部科学省 日本文教出版

164 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説　保健体育編 文部科学省 東山書房

165 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 技術・家庭編 文部科学省 開隆堂出版

166 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 外国語編 文部科学省 開隆堂出版

167 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 特別の教科道徳編 文部科学省 教育出版

168 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総合的な学習の時間編 文部科学省 東山書房

169 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 特別活動編 文部科学省 東山書房

170 特別支援学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領 文部科学省 海文堂出版

171 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編(幼稚部・小学部・中学部) 文部科学省 開隆堂出版

172 特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編(小学部・中学部) 文部科学省 開隆堂出版

173 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編(幼稚部・小学部・中学部) 文部科学省 開隆堂出版

174 高等学校学習指導要領（平成３０年告示） 文部科学省 東山書房

175
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
総則編

文部科学省 東洋館出版社

176
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
数学編　理数編

文部科学省 学校図書

177
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
理科編　理数編

文部科学省 実教出版

178
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
保健体育・体育編

文部科学省 東山書房

179
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
芸術編／音楽編／美術編

文部科学省 教育図書

180
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
国語編

文部科学省 東洋館出版社

181
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
地理歴史編

文部科学省 東洋館出版社

182
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
公民編

文部科学省 東京書籍

183
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
家庭編

文部科学省 教育図書

184
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
外国語・英語編

文部科学省 開隆堂出版

185
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
農業編

文部科学省 海文堂出版

186
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
工業編

文部科学省 実教出版

187
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
商業編

文部科学省 実教出版



188
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
水産編

文部科学省 海文堂出版

189
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
看護編

文部科学省 東京法令出版

190
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
情報編

文部科学省 開隆堂出版

191
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
福祉編

文部科学省 海文堂出版

192
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
総合的な探究の時間編

文部科学省 学校図書

193
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
総合的な探究の時間編

文部科学省 学校図書

194
高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説
特別活動編

文部科学省 東京書籍

195
特別支援学校高等部学習指導要領（平成３１年告示）

文部科学省 海文堂出版

196 熱中授業をつくる！　教室の対話革命 森川　正樹
学陽書房

197 授業づくりの深め方「よい授業」をデザインするための５つのツボ 石井　英真
ミネルヴァ書房

198 ポスト・コロナショックの学校で教師が考えておきたいこと 赤坂　真二 東洋館

199 人生100年時代を生き抜く子を育てる！　個別最適化の教育 西川　純 学陽書房

30 評価

書　　　　　名 著者等 出版社

1 新指導要録　学力評価はこう変わる　教育課程審議会答申の解説と資料　 教育改革研究会 明治図書

2 中学校国語　観点別学習状況の　新評価基準表　単元の評価規準とＡＢＣ判定基準 北尾倫彦　金子守 図書文化

3 中学校数学　観点別学習状況の　新評価基準表　単元の評価規準とＡＢＣ判定基準 北尾倫彦　鈴木彬 図書文化

4 中学校社会　観点別学習状況の　新評価基準表　単元の評価規準とＡＢＣ判定基準 北尾倫彦　祇園全禄 図書文化

5 中学校英語　観点別学習状況の　新評価基準表　単元の評価規準とＡＢＣ判定基準 北尾倫彦　長瀬荘一 図書文化

6 小学校国語　観点別学習状況の　新評価基準表　単元の評価規準とＡＢＣ判定基準 北尾倫彦　藤田慶三 図書文化

7 小学校算数　観点別学習状況の　新評価基準表　単元の評価規準とＡＢＣ判定基準 北尾倫彦　青柳偕行 図書文化

8 小学校理科　観点別学習状況の　新評価基準表　単元の評価規準とＡＢＣ判定基準 北尾倫彦　宮下英雄 図書文化

9 小学校社会　観点別学習状況の　新評価基準表　単元の評価規準とＡＢＣ判定基準 北尾倫彦　桑原利夫 図書文化

10 小学校生活　観点別学習状況の　新評価基準表　単元の評価規準とＡＢＣ判定基準 北尾倫彦　万代る里子 図書文化

11 小学校家庭　観点別学習状況の　新評価基準表　題材の評価規準とＡＢＣ判定基準 北尾倫彦　林瑠美子 図書文化

12 小学校音楽　観点別学習状況の　新評価基準表　題材の評価規準とＡＢＣ判定基準 北尾倫彦　伊藤俊彦 図書文化

13 小学校体育　観点別学習状況の　新評価基準表　単元の評価規準とＡＢＣ判定基準 北尾倫彦　後藤一彦 図書文化

14 小学校図画工作　観点別学習状況の　新評価基準表　題材の評価規準とＡＢＣ判定基準 北尾倫彦　片岡眞幸 図書文化

15 中学校保健体育　観点別学習状況の　新評価基準表　単元の評価規準とＡＢＣ判定基準 北尾倫彦　緑川哲夫 図書文化

16 中学校美術　観点別学習状況の　新評価基準表　題材の評価規準とＡＢＣ判定基準 北尾倫彦　生江洋一 図書文化

17 中学校音楽　観点別学習状況の　新評価基準表　題材の評価規準とＡＢＣ判定基準 北尾倫彦　藤沢章彦他 図書文化

18 中学校技術・家庭　観点別学習状況の　新評価基準表　題材の評価規準とＡＢＣ判定基準 北尾倫彦　向平泱他 図書文化

19 ピンポイント　新教育課程実践　Ｎｏ.5　評価規準の設定と運用法50のポイント　 奈須正裕 教育開発研究所

20 絶対評価への挑戦2　関心・意欲・態度(情意的領域)の絶対評価 長瀬荘一 明治図書

21 小学校国語　観点別評価　実践事例集　資料の収集・解釈と評価技法のアイディア 北尾倫彦　成家亘 図書文化

22 小学校算数　観点別評価　実践事例集　資料の収集・解釈と評価技法のアイディア 北尾倫彦　青柳偕行 図書文化

23 小学校理科　観点別評価　実践事例集　資料の収集・解釈と評価技法のアイディア 北尾倫彦　宮下英雄 図書文化

24 小学校社会　観点別評価　実践事例集　資料の収集・解釈と評価技法のアイディア 北尾倫彦　桑原利夫 図書文化

25 小学校生活　観点別評価　実践事例集　資料の収集・解釈と評価技法のアイディア 北尾倫彦　万代る里子 図書文化

26 中学校国語　観点別評価　実践事例集　資料の収集・解釈と評価技法のアイディア 北尾倫彦　金子守 図書文化

27 中学校数学　観点別評価　実践事例集　資料の収集・解釈と評価技法のアイディア 北尾倫彦　鈴木彬他 図書文化

28 中学校理科　観点別評価　実践事例集　資料の収集・解釈と評価技法のアイディア 北尾倫彦　角田陸男 図書文化

29 中学校社会　観点別評価　実践事例集　資料の収集・解釈と評価技法のアイディア 北尾倫彦　祇園全禄 図書文化

30 中学校英語　観点別評価　実践事例集　資料の収集・解釈と評価技法のアイディア 北尾倫彦　長瀬荘一 図書文化

31 絶対評価　＜目標準拠評価＞とは何か　徹底理解　新しい教育評価 梶田叡一 小学館

32 中学校国語　新しい観点別評価問題集　単元のワークシートと定期テスト 北尾倫彦　金子守 図書文化



33 中学校数学　新しい観点別評価問題集　単元の観点別テストと開発問題 北尾倫彦　鈴木彬他 図書文化

34 中学校理科　新しい観点別評価問題集　単元の観察・実験ワークシートと観点別テスト 北尾倫彦　角田陸男 図書文化

35 中学校社会　新しい観点別評価問題集　単元の観点別テストと開発問題 北尾倫彦　祇園全禄 図書文化

36 中学校英語　新しい観点別評価問題集　単元の観点別テストと定期テスト 北尾倫彦　長瀬荘一 図書文化

37 生徒・保護者にわかりやすい　絶対評価の通知表　中学1年　 堀裕嗣　研究集団ことのは 明治図書

38 生徒・保護者にわかりやすい　絶対評価の通知表　中学2年　 堀裕嗣　研究集団ことのは 明治図書

39 生徒・保護者にわかりやすい　絶対評価の通知表　中学3年　 堀裕嗣　研究集団ことのは 明治図書

40 PISA 2006年調査評価の枠組み OECD生徒の学習到達度調査 国立教育政策研究所 ぎょうせい

41
生きるための知識と技能３
ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査／ＰＩＳＡ　２００６年調査国際結果報告書

国立教育政策研究所 ぎょうせい

42 改訂実践教育評価事典 梶田叡一　加藤明 文渓堂

43 学力定着度チェック　学校の自己点検・自己評価の手引 小学校版 小島宏 明治図書

44 学力定着度チェック　学校の自己点検・自己評価の手引 中学校版 佐野金吾 明治図書

45 目標に準拠した評価の考え方と実際 人間教育研究協議会 金子書房

46 授業に生かす自己評価活動 人間教育研究協議会 金子書房

47 振り返り　ー自己評価の生かし方ー 人間教育研究協議会 金子書房

48 小学校　事例に学ぶ　特色ある学校づくりと学習評価・学校評価 村越正則・橋本誠司・西村佐二 ぎょうせい

49 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　小学校　国語 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

50 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　小学校　社会 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

51 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　小学校　算数 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

52 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　小学校　理科 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

53 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　小学校　生活 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

54 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　小学校　音楽 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

55 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　小学校　図画工作 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

56 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　小学校　家庭 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

57 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　小学校　体育 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

58 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　小学校　特別活動 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

59 小学校外国語活動における評価方法等の工夫のための参考資料 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

60 総合的な学習の時間における評価方法等の工夫改善のための参考資料　小学校 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

61 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　中学校　国語 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

62 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　中学校　社会 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

63 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　中学校　数学 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

64 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　中学校　理科 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

65 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　中学校　音楽 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

66 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　中学校　美術 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

67 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　中学校　保健体育 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

68 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　中学校　技術・家庭 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

69 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　中学校　外国語 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

70 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　中学校　特別活動 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

71 総合的な学習の時間における評価方法等の工夫改善のための参考資料　中学校 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版

72 評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料  高等学校 国語 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育出版

73 評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料　高等学校 数学 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育出版

74 評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料　高等学校 外国語 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育出版

75 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資　高等学校地理歴史 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育出版

76 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　高等学校公民 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育出版

77 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　高等学校理科 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育出版

78 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　高等学校保健体育 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育出版

79 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　高等学校芸術「音楽」 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育出版

80 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　高等学校芸術「美術」 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育出版



81 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　高等学校共通教科「家庭」 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育出版

82 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料―高等学校専門教科 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育出版

83 総合的な学習の時間における評価方法等の工夫改善のための参考資料　高等学校 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育出版

84 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　高等学校　芸術「工芸」 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育出版

85 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　高等学校　芸術「書道」 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育出版

86 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　高等学校　共通教科「情報」 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育出版

87 実務が必ずうまくいく研究主任の仕事術５５の心得 藤本邦昭 明治図書

88 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　国語 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

89 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　社会 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

90 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　算数 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

91 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　理科 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

92 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　生活 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

93 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　音楽 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

94 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　図工 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

95 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　家庭科 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

96 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　体育 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

97 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　特別活動 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

98 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　外国語 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

99 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（小学校）　総合 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

100 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　国語 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

101 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　社会 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

102 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　数学 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

103 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　理科 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

104 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　音楽 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

105 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　美術 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

106 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　保健体育 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

107 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　技術家庭科 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

108 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　外国語 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

109 指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料（中学校）　特別活動 文部科学省国立教育政策研究所 東洋館

110 学びを変える新しい学習評価 理論・実践編1 資質・能力の育成と新しい学習評価
田中　耕治

ぎょうせい

111 学びを変える新しい学習評価 理論・実践編2 各教科等の学びと新しい学習評価
田中　耕治

ぎょうせい

112 学びを変える新しい学習評価 理論・実践編3 評価と授業をつなぐ手法と実践
田中　耕治

ぎょうせい

31 自己啓発、実践研究、小論文の書き方、教育辞典、教員養成
書　　　　　名 著者等 出版社

1 論文の書き方 澤田昭夫 講談社

2 レポート・小論文・論文の書き方 保坂弘司 講談社

3 教育法規事典　追補改装版 兼子仁　神田修 北樹出版

4 自己学習能力を育てる　学校の新しい役割 波多野誼余夫 東京大学出版会

5 教育研究のすすめ方・　論文のまとめ方　 福岡県教育研究所連盟 第一法規出版

6 子どもを見る目活かす知恵　若い教師への手紙2 東井義雄 明治図書

7 学校現場における実証的な教育研究の進め方と論文の書き方 西田雄行 東洋館出版社

8 自己教育力を育てる　学校改善実践全集3　 河野重男 ぎょうせい

9 学校文書分案読本　学校文書作成・提出上の留意点と文書例 岩城信一 教育開発研究所

10 自己教育力を育成の実践事例集　事例から読む「自己教育力を育てるポイント」 北尾倫彦 図書文化

11 自己教育力に培う教材研究　国語科教育考 後藤恒允 教育出版センタ－

12 20代教師の自己啓発・研修　20代教師は何を勉強したらよいか　 牧昌見　佐藤全他 ぎょうせい

13 30代教師の自己啓発・研修　30代教師は何を勉強したらよいか　 牧昌見　牧田章 ぎょうせい



14 40代教師の自己啓発・研修　40代教師は何を勉強したらよいか　 牧昌見　大久保了平 ぎょうせい

15 新卒者のための教員生活相談読本　各種マナーから法的知識まで、教職生活入門編 山本政男 教育開発研究所

16 教育論文レポート　書き方読本　教師のための論文・レポート作成のテクニックとルール 山本政男 教育開発研究所

17 作文講話及び分範 芳賀矢一　杉谷代水 講談社

18 教育名句・名言読本　先人・先哲の残した言葉約240語を教師のために具体的に解説 山本政男 教育開発研究所

19 自己教育の心理学 北尾倫彦 有斐閣

20 実戦的研究のすすめ方　新しい教育の創造 群馬県教育研究所連盟 東洋館出版社

21
教職研修総合特集
指導教員のための初任者研修の進め方

八尾坂　修 教育開発研究所

22 よくわかる教員研修Ｑ＆Ａ 久保　富三夫 学文社

23 教育アンケート調査年鑑　上　１９９８ 教育アンケート調査年鑑編集委員会 創育社

24 教育アンケート調査年鑑　下　１９９８ 教育アンケート調査年鑑編集委員会 創育社

25 人間らしさあふれる教育をめざして　21世紀への教育改革提案　 日本の教育改革をともに考える会 フォーラム・Ａ

26 教員養成のためのテキストシリーズ第1巻　教師をめざす 西林克彦　近藤邦夫他 新曜社

27 教員養成のためのテキストシリーズ第2巻　発達と学習の支援 三浦香苗　村瀬嘉代子他 新曜社

28 教育工学事典 日本教育工学会編 実教出版

29 現代教育史事典 久保義三　米田俊彦他 東京書籍

30 子供は無限に伸びる　ある公立小学校教師の学力再生実践記 隂山英男 ＰＨＰ研究所

31 教育学用語辞典［第４版］ 岩内亮一　本吉修二　明石要一他 学文社

32 コーチングのプロが教える　ほめる技術 鈴木義幸 日本実業出版社

33 ナレッジ・マネジメント　５つの方法　課題解決のための「知」の共有 ナンシー・ディクソン 生産性出版

34 グラウンデッド・セオリー・アプローチの実践　質的研究への誘い 木下康仁 弘文堂

35 教育の最新事情がよくわかる本　これだけは知っておきたい教員としての最新知識！ 教育研究開発所編 教育開発研究所

36 教師ほど素敵な仕事はない 坂根健二 北大路書房

37 できる教師のすごい習慣 山中伸之 学陽書房

38 教師力アップのためのコーチング入門　－子どもを伸ばすコツと会話術－ 河北隆子 明治図書

39 ＧＵＩＤＥ ＢООＫ　研究の方法 日本科学者会議 リベルタ出版

40 若い教師の悩みに答える本　－こんなとき、どうする？ 河村　茂雄 学陽書房

41 わかちあいの教育　地球時代の「新しい」教育の原理を求めて 岩間浩、山西優二編 近代文芸社

42 教育の最新事情がよくわかる本　これだけは知っておきたい教員としての最新知識！ 教育開発研究所 教育開発研究所

43 教師ほどすてきな仕事はない 坂根健二 北大路書房

44 できる教師のすごい習慣 山中伸之 学陽書房

45 子どもの力を引き出す　板書・ノート指導のコツ 岩瀬直樹・川村卓正 海文堂出版

46 「最高の授業」のつくり方 総合教育技術１１月号増刊 教育出版

47 次世代スクールリーダーのためのケースメソッド入門 日本教育経営学会実践推進委員会 教育出版

48 校内研修のすすめ方 福岡県教育センター 教育出版

49 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
奈良教育大学次世代教員養成センター課題探究教育部門教師力サポートオフィス【監修】/赤
井 悟/柴本 枝美【著】 ミネルヴァ書房

50 公用文の表記－改訂新版－ 東方出版社 東方出版社

51 教師のための実践マナーブック - 毎日の仕事がうまくいく （新版） 教師のマナー研究会 教育開発研究所

52 教育研修ファシリテーター―組織・人材開発を促進する 堀 公俊/加留部 貴行【著】 日本経済新聞出版社

53 よのなかを変える技術－14歳からのソーシャルデザイン入門 今一生 河出書房新社

54 結果が出る小・中ＯＪＴ実践プラン２０＋９ 千々布敏弥 教育開発研究所

55 教育研究のための質的研究法講座 関口　靖広 北大路書房

56 Q思考ーシンプルな問いで本質をつかむ思考法 ウォーレン・バーガー【著】/鈴木 立哉【訳】 ダイヤモンド社

57 子どもの思考が見える21のルーチン: アクティブな学びをつくる
ロン・リチャート/マーク・チャーチ/カーリン・モリソン【著】/黒上 晴夫/
小島 亜華里【訳】

北大路書房

58 主体的学び 〈別冊〉 特集：高大接続改革 主体的学び研究所【編】 主体的学び研究所

59 これからの質的研究法 秋田喜代美、藤江康彦 東京図書

60 教育への招待 遠山啓 太郎次郎社

61 教育の理想と現実 遠山啓 太郎次郎社



62 教育の自由と統制 遠山啓 太郎次郎社

63 序列主義と競争原理 遠山啓 太郎次郎社

64 教師とは、学校とは 遠山啓 太郎次郎社

32 その他
書　　　　　名 著者等 出版社

1 やる気の心理学 宮本美沙子 創元社

2 なんとユーモア　-子どもたちと楽しく- 高橋俊三 文教書院

3 秘術としての文法 渡部昇一 講談社

4 精神科医の子育て論 服部祥子 新潮社

5 子どものための哲学対話　人間は遊ぶために生きている！ 永井均 講談社

6 考えることの科学　推論の認知心理学への招待 市川伸一 中央公論新社

7 不思議の国の学校教育　外から見た日本の学校教育 ジャック・コリノー 第一法規出版

8 ポケットの中の野生　今ここに生きる子ども 中沢新一 岩波書店

9 他人をほめる人、けなす人 フランチェスコ・アルベローニ 草思社

10 自ら学ぶ子を育てる 無藤隆 金子書房

11 えっこれが学校　アメリカ教育日記　 新富康央 佐賀新聞社

12
岩波新書
子どもの社会力

門脇厚司 岩波書店

13 マンガは哲学する 永井均 講談社

14 学びから逃走する子どもたち 佐藤学 岩波書店

15 うそつきのパラドックス　論理的に考えることへの挑戦 山岡悦郎 海鳴社

16
朝日選書
学校の社会力　―チカラのある子どもの育て方

門脇厚司 朝日新聞社

17 ストレス知らずの対話術　マッピング・コミュニケーション入門 齊藤孝 ＰＨＰ研究所

18 実戦！仕事力を高める図解の技術 久垣啓一 ダイヤモンド社

19 さわやかな風 松岡敏勝 新風社

20 頭のいい子は図で育つ 久垣啓一 全日出版

21 成功の教科書 原田隆史 小学館

22 人に好かれる話し方　愛されキャラで人生が変わる 和田裕美 大和書房

23 気づく力　日常業務の盲点を徹底解明　なぜ人は大切なことを見過ごすのか 畑村洋太郎他 プレジデント社

24 10年後の日本 「日本の論点」編集部 文藝春秋

25 社会力がよくわかる本 ―子どもに本当に必要な力は社会力だ！ 門脇厚司 学事出版

26 幸せをつかむ！時間の使い方　不器用な人のためのタイムマネジメント 和田裕美 ダイヤモンド社

27 社会力再興 ―つながる力で教育再建 門脇厚司 学事出版

28 大人になったピーター・パン　―言語力と社会力 門脇　厚司 アートデイズ

29 夢チャレンジ　きらり山口人物伝　Ｖｏｌ．１ 生涯学習推進センター (財)山口県ひとづくり財団

30 夢チャレンジ　きらり山口人物伝　Ｖｏｌ．１ 生涯学習推進センター (財)山口県ひとづくり財団

31 夢チャレンジ　きらり山口人物伝　Ｖｏｌ．２ 生涯学習推進センター (財)山口県ひとづくり財団

32 夢チャレンジ　きらり山口人物伝　Ｖｏｌ．３ 生涯学習推進センター (財)山口県ひとづくり財団

33 夢チャレンジ　きらり山口人物伝　Ｖｏｌ．４ 生涯学習推進センター (財)山口県ひとづくり財団

34 夢チャレンジ　きらり山口人物伝　Ｖｏｌ．５ 生涯学習推進センター (財)山口県ひとづくり財団

35 夢チャレンジ　きらり山口人物伝　Ｖｏｌ．６ 生涯学習推進センター (財)山口県ひとづくり財団

36 夢チャレンジ　きらり山口人物伝　Ｖｏｌ．７ 生涯学習推進センター (財)山口県ひとづくり財団

37 夢チャレンジ　きらり山口人物伝　Ｖｏｌ．８ 生涯学習推進センター (財)山口県ひとづくり財団

38 夢チャレンジ　きらり山口人物伝　Ｖｏｌ．９ 生涯学習推進センター (財)山口県ひとづくり財団

39 夢チャレンジ　きらり山口人物伝　Ｖｏｌ．１０ 生涯学習推進センター (財)山口県ひとづくり財団

40 それでも、ゆとり教育は間違っていない 寺脇　研 扶桑社



41 未来をかえるイチロー２６２のＮｅｘｔメッセージ 「未来をかえるイチロー２６２のＮｅｘｔメッセージ」編集委員会 ぴあ

42 教師たちとの出会い 林　竹二 国土社

43 博物館の学びをつくりだす　その実践へのアドバイス 小笠原喜康 ぎょうせい

44 40代教師の自己啓発・研修　40代教師は何を勉強したらよいか 牧昌見・大久保了平 ぎょうせい

45 40代教師の自己啓発・研修　40代教師は何を勉強したらよいか 牧昌見・大久保了平 ぎょうせい

46 30代教師の自己啓発・研修　30代教師は何を勉強したらよいか 牧昌見・牧田章 ぎょうせい

47 30代教師の自己啓発・研修　30代教師は何を勉強したらよいか 牧昌見・牧田章 ぎょうせい

48 20代教師の自己啓発・研修　20代教師は何を勉強したらよいか 牧昌見・佐藤全 ぎょうせい

49 親たちの「思春期」攻防戦 田中孝彦・高垣忠一郎 大月書店

50 中学教師もつらいよ 田中孝彦・高垣忠一郎 大月書店

51 中学生をわかりたい 田中孝彦・高垣忠一郎 大月書店

52 一日一話学校講話実例３６５春夏編 岩上薫 教育開発研究所

53 一日一話学校講話実例３６５秋冬編 岩上薫 教育開発研究所

54 教師たちの出会い 林竹二 国土社

55 授業で成長する教師 藤岡完治・澤本和子 ぎょうせい

56 自ら学び自ら考える力の育成 山極隆・無藤隆 ぎょうせい

57 ゆとりある教育活動、基礎・基本と個性 山極隆・無藤隆 ぎょうせい

58 学校の創意工夫を生かす教育活動 山極隆・無藤隆 ぎょうせい

59 生き方の教育とは何か 人編教育研究協議会 金子書房

60 学力観の転換 人編教育研究協議会 金子書房

61 基礎・基本の育て方・教え方 人編教育研究協議会 金子書房

62 学と育ちの支援・援助 人編教育研究協議会 金子書房

63 思いやこだわりを生かす 人編教育研究協議会 金子書房

64 ディベートガイド　基礎からのディベート ジョンMエリクソン他 渓水社

65 教育方法学 恒吉宏典 福村出版

66 教育の展望 古味堯通 福村出版

67 教師修行十年　プロ教師への道 向山洋一 明治図書

68 虚飾のプライド脱げない教師が読む本 伴一孝 明治図書

69 ＮＨＫ　中学生・高校生の生活と意識調査２０１２ ＮＨＫ放送文化研究所編 ＮＨＫ出版

70 テレビ超ひゃっか妖怪ウォッチ　ようかいだいずかん　ともだちだいしゅうごう！ 妖怪ウォッチ製作委員会【監修】 ラピュータ

71 アナと雪の女王　メロディーえほん ＮＨＫ出版

72 ディズニーゴールド絵本アナと雪の女王 斎藤妙子 教育出版

73 おやすみ、ロジャー―魔法のぐっすり絵本 カール＝ヨハン・エリーン 著　三橋美穂 監訳 飛鳥新社

74 図で考える人の図解表現の技術－思考力と発想力を鍛える２０講－ 久恒　啓一 日本経済新聞出版社

75 主体的学び 〈別冊〉 特集：高大接続改革 主体的学び研究所【編】 主体的学び研究所

76 Society(ソサエティ) 5.0 人間中心の超スマート社会 日立東大ラボ 日本経済新聞出版社

77 SDGsの実践 ～自治体・地域活性化編～ 村上周三、遠藤健太郎、藤野純一　ほか 宣伝会議

78 自分の答えのつくりかた 渡辺健介 ダイヤモンド社
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