
令和元年度購入図書一覧

ＮＯ 分類 書　　　名 著書名　等

1 隂山メソッド 古典音読 隂山英男

2 小・中国語科 教育科学　国語教育2018　２ 明治図書編

3 小国語科 小学校　国語　指導スキル大全 中村和宏・清水良編著

4 小国語科 小学校国語科　言葉による見方・考え方を働かせる　　「読むこと」の授業づくり 全国小学校国語研究所編

5 中国語科 プレゼンテーションを位置付けた国語授業 永野恵美

6 小国語科 「見方・考え方」を鍛える小学校国語科の「思考スキル」 伊崎一夫

7 小国語科 小学校学習用語による知識・技能の可視化・具体化で物語の授業を変える 熊谷潤平

8 小・中国語科 ナンバ先生のやさしくわかる論理の授業（難波博孝） 難波博孝

9 小国語科 ペア・グループでの話し合いがうまくいく!!　対話的な文学の授業づくりアイデアブック　小学校国語科 水戸部修治　編著

10 中国語科 　「主体的・対話的で深い学び」を実現する知識構成型ジグソー法による中学校国語授業 飯窪真也　他

11 小社会科 小学校　社会　指導スキル大全 澤井陽介・小倉勝登編著

12 中社会科 見方考え方を育てる　中学地理授業モデル 近藤裕幸

13 中社会科 見方考え方を育てる　中学歴史授業モデル 土屋武志

14 中社会科 見方考え方を育てる　中学公民授業モデル 真島聖子

15 小理科 小学校　理科　指導スキル大全 鳴川哲也編著

16 中理科 中学校理科　授業を変える課題提示と発問の工夫50 山口晃弘

17 小算数科 算数の学習問題120　数学的な見方・考え方を鍛える!!　学びを深める!! 志水廣

18 中数学科 　「主体的・対話的で深い学び」を実現する　知識構成型ジグソー法による数学授業 飯窪真也他

19 中数学科 中学校数学科ペア・グループ学習を位置づけた対話型授業 三橋和博

20 中英語科 フォーカス・オン・フォームを取り入れた英文法指導ワーク&パフォーマンステスト　中学1年 佐藤一嘉

21 中英語科 フォーカス・オン・フォームを取り入れた英文法指導ワーク&パフォーマンステスト　中学2年 佐藤一嘉

22 中英語科 フォーカス・オン・フォームを取り入れた英文法指導ワーク&パフォーマンステスト　中学3年 佐藤一嘉

23 英語・外国語 目指せ　英語のユニバーサルデザイン授業 村上加代子編著

24 英語・外国語 学びをつなぐ　小学校　外国語教育のCLIL実践 笹島茂・山野有紀編著

25 美術科 中学校美術の授業がもっとうまくなる50の技 山崎正明

26 図工科 子どもにかけるとグンとうまくなる「魔法の一言」教えます　図工の教科書　小学校低学年―高学年用 丹伊田弓子　監修

27 小音楽科 子どもにかけるとグンとうまくなる「魔法の一言」教えます　音楽の教科書　小学校低学年―高学年用 宮崎里子　監修

28 道徳科 小学校　子どもの心にジーンと響く道徳小話集　厳選63小話 田沼茂紀

29 道徳科 中学校　子どもの心にジーンと響く道徳小話集　厳選67小話 田沼茂紀

30 学習指導 授業研究（ワードマップ） 杉浦孝宣

31 学習指導 深い学びを育てる思考ツールを活用した授業実践（教育技術MOOK） 田村学・黒上晴夫

32 学習指導 深い学びを育てる思考ツールを活用した授業実践（教育技術MOOK） 田村学・黒上晴夫

33 学習指導 考えるってこういうことか「思考ツール」の授業 田村学・黒上晴夫

34 学習指導 こうすれば考える力がつく中学校思考ツール 新井紀子

35 学習指導
“先生の先生"が集中討議! 子どもも教師も元気になる「これからの教室」のつくりかた:教育技術・学級経営・ICT教育

新しい時代のグランドデザイン
堀田龍也・赤坂真二
谷和樹・佐藤和紀

36 学習指導 思考法図鑑 ひらめきを生む問題解決・アイデア発想のアプローチ60 株式会社　アンド

37 学習指導 失敗図鑑 すごい人ほどダメだった! 大野正人

38 学習指導 発問説明指示を超える説明のルール 山田洋一

39 学習指導 発問説明指示を超える対話術 山田洋一

40 学習指導 教えない授業　美術館発「正解のない問い」に挑む力の育て方 鈴木有紀

41 学習指導 10億件の学習データが教える　理系が得意な子の育て方 今木智隆

42 学習指導 人生100年時代を生き抜く子を育てる！　個別最適化の教育
阿部利彦・赤坂真二
川上康則・松久眞実

43 学習指導 発問・説明・指示を超える対話術 山田洋一

44 学習指導 発問・説明・指示を超える説明のルール 山田洋一

45 学習指導 伝わる伝わる　見える指導 山本正実

46 特別支援教育 発達障害のある子の学びを深める教材教具・ICTの教室活用アイデア 金森克浩　他

47 生徒指導・いじめ 弁護士秘伝!!　教師もできるいじめ予防授業 佐藤博志　他



48 生徒指導・いじめ いじめとは何か 今津孝次郎

49 生徒指導・いじめ こどもを救う　いじめが終わる方程式 品田奈美

50 生徒指導 学校と暴力 木村優・岸野麻衣

51 不登校 『不登校・ひきこもりの９割は治せる』 田中博史

52 不登校 不登校　困った時の対応術40 千葉孝司

53 学級経営 １日１５分で学級が変わる!!　クラス会議パーフェクトガイド 赤坂真二

54 学級経営 アドラー心理学で変わる学級経営 赤坂真二

55 学級経営 資質・能力を育てる問題解決型学級経営 (学級経営サポートBOOKS) 赤坂真二

56 学級経営 1年生の学級づくり　明日からできる速効マンガ 近藤佳織

57 学級経営 3年生の学級づくり　明日からできる速効マンガ 親納昭洋

58 学級経営 5年生の学級づくり　明日からできる速効マンガ 中村健一

59 学級経営 6年生の学級づくり　明日からできる速効マンガ 土作　彰

60 学級経営 学級リカバリー術　がんばりすぎない、でも、あきらめない 山中伸之

61 情報・ＩＣＴ すすめよう!　学校のICT活用　わかる、なれる　ICT支援員 永野和男

62 情報・ＩＣＴ 特別支援教育ですぐに役立つ！ICT活用法 小林祐紀・兼宗進・中川一史

63 情報・ＩＣＴ スマホ世代の子どものための情報活用能力を育む情報モラルの授業 今度珠美・稲垣俊介

64 情報・ＩＣＴ 小学校プログラミング教育の研修ガイドブック 赤堀侃司

65 情報・ＩＣＴ プログラミング教育の考え方とすぐに使える教材集 北村愛実

66 情報・ＩＣＴ Scratchで楽しむプログラミングの教科書 ボーク重子

67 情報・ＩＣＴ 情報社会を支える教師になるための教育の方法と技術 堀田龍也・佐藤和紀

68 教育一般 さる先生の「全部やろうはバカヤロウ」 坂本良晶

69 教育一般 AIに負けない子どもを育てる 増田修治

70 教育一般 小１プロブレム対策のための活動ハンドブック 主婦の友社編

71 教育一般 「学力日本一」秋田県東成瀬村のすごい学習法 赤坂真二

72 教育一般 ホワイト部活動のすすめ 渡辺秀貴編

73 教育一般 A4　1枚で学校を動かす実例シート85 森田英司

74 教育一般 現場の先生がほんとうに困っていることはここにある 田村学・京都市立下京中学校

75 教育一般 教育のワールドクラス――21世紀の学校システムをつくる アンドレアス・シュライヒャー

76 教育一般 学校のルーティンを変えてみる　　慣習にとらわれない教育活動の見直し方 斎藤浩

77 教育一般 人的環境のユニバーサルデザイン 工藤勇一

78 教育一般 麹町中校長が教える 子どもが生きる力をつけるために親ができること （株）アンド編

79 教育一般 　　　　　　まんがで知る教師の学び　　　-これからの学校教育を担うためにー 前田康裕

80 教育一般 　　　　　　まんがで知る教師の学び２　　-アクティブ・ラーニングとはー 前田康裕

81 教育一般 　　　　　　まんがで知る教師の学び３　　-学校と社会の幸福論- 前田康裕

82 教育一般 　　　　　　まんがで知る未来への学び　　-これからの社会をつくろ学習者たちー 前田康裕

83 教育一般 　　　　　　まんがで知る未来への学び２　-教師も変革を起こす時代ー 前田康裕

84 教育課程 自己肯定感・有用感を高めるカリキュラム・マネジメント 末吉雄二

85 「非認知能力」 「非認知能力」の育て方 真下麻里子

86 「非認知能力」 『幼児教育の経済学』　脳科学との融合でたどりついた衝撃の真実 ジェームズ・Ｊ・ヘックマン

87 「非認知能力」 　自分をコントロールする力 　非認知スキルの心理学 森口佑介

88 学校保健 養護教諭の実務マニュアル　オイカワ先生の仕事術 及川比呂子


