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（教育局 学校教育部 教育センター） 



 「教育資料・教育図書目録」及び資料室の利用について 

 

１ 教育資料収集の趣旨と「教育資料・教育図書目録」について 

（１）総合学習センターでは、市内外の教育に関する文献・資料等を収集整理

し、相模原市教育史編纂に役立てるために保存したり、教職員や市民の

皆様の必要に応じて提供したりしています。 

（２）収集資料を管理すると共に、検索等に役立て、資料の提供を迅速にする

ため、毎年「教育資料・教育図書目録」を発行しています。 

（３）この目録には、当センターが令和２年１月から令和２年１２月までの間

に収集した教育資料１７３点、購入及び寄贈を受けた図書６５点、及び

定期購読している雑誌名を集録してあります。 

（４）教育資料の分類は、都道府県指定都市教育研究所長協議会が作成した

「教育関係資料分類基準」に準じています。 

２ 教育資料・図書の利用について 

（１）資料は、図書資料室（３階）で閲覧できます。資料は、原則として貸出

ししていません。 

（２）図書は、図書閲覧室（３階）にて閲覧及び貸出しを受けることができま

す。また、定期購読雑誌は平成２５年１月より貸出ししています。 

（３）図書は、次の施設においても取り寄せて貸出しを受けることができます。 

     ○市立図書館（鹿沼台） ○相模大野図書館  ○橋本図書館 

     ○相武台分館      ○各公民館図書室   

     ○視覚障害者情報センター（ウェルネスさがみはら） 

     ○ソレイユさがみ情報コーナー 

（４）開室時間 

     ○平日 ・・・・・・・・・・午前９時～午後８時 

     ○土・日曜日・休日 ・・・・午前９時～午後６時 

     ○休館日 ・・・・・・・・・毎月第３木曜日 

                   年末年始（１２月２９日～１月３日） 

                   蔵書点検期間（４月中旬予定） 
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Ｉ　Ｄ 表　　　題 資料名 発行所 保管場所

A教育一般

A01 要覧

20067 令和２（２０２０）年度　要覧 要覧 栃木県総合教育センター 9-0

20094 令和２年度　座間市教育研究所　要覧 要覧 座間市教育研究所 14-18

20097 文部科学省　国立教育政策研究所　令和２年度 要覧 国立教育政策研究所 13-0

20100 令和２年度　相模原市教育委員会　教育要覧　 要覧 相模原市教育委員会 A-5-2

20101 令和２年度　船橋市総合教育センター　要覧 要覧 船橋市総合教育センター 12-1

20102 令和２年度　教育センター要覧 要覧 茅ヶ崎市教育センター 14-9

20105 令和２年度　埼玉県立総合教育センター　要覧 要覧 埼玉県立総合教育センター 11-0

20114
令和２年度　要覧　兵庫県立教育研修所　心の教育総合セ
ンター

要覧
兵庫県立教育研修所　心の
教育総合センター

28-0

20115 令和２年度　要覧　青森県総合社会教育センター 要覧 青森県総合社会教育センター 2-0

20118 令和２年度　平塚市教育研究所　要覧 要覧 平塚市教育研究所 14-5

20120 令和２年度　小田原市教育研究所　要覧 要覧 小田原市教育研究所 14-10

20122 令和２年度　要覧   綾瀬市教育研究所 要覧 綾瀬市教育研究所 14-25

20123 令和２年度　要覧  徳島県立総合教育センター 要覧 徳島県立総合教育センター 36-0

20139 令和２年度　静岡県総合教育センターあすなろ　要覧 要覧
静岡県総合教育センターあ
すなろ

22-0

20140 令和２年度　島根県教育センター　要覧 要覧 島根県教育センター 32-0

20141 令和２年度　高知市教育研究所　要覧 要覧 高知市教育研究所 39-1

20142 令和２年度　沖縄県立総合教育センター　要覧 要覧 沖縄県立総合教育センター 47-0

20143 令和２年度　要覧 要覧 青森県総合学校教育センター 2-0

20144 令和２年度　新潟県立教育センター　要覧　学び続ける教師 要覧 新潟県立教育センター 15-0

20145 令和２年度　横須賀市教育研究所　要覧 要覧 横須賀市教育研究所 14-3

20152 令和２年度　桑名市教育研究所　要覧 要覧 桑名市教育研究所 23-5

20157 ２０２０年　宇都宮市教育センター刊行物 要覧CD 宇都宮市教育センター 9-1

20160 令和2年度　大和市教育研究所　要覧 要覧 大和市教育研究所 14-11

A04 学校誌・沿革誌・記念誌

20026 たいまだ　相模原市立当麻田小学校創立三十周年記念誌 記念誌
当麻田小学校創立30周年記
念事業実行委員会 D-1-53

20092 関東地区教育研究所連盟７０周年記念誌　７０年のあゆみ 記念誌 関東地区教育研究所連盟 0-1

A05 機関誌

20002 千葉教育　蓮（Ｎｏ．６５６） 機関誌 千葉県総合教育センター 12-0

20003 千葉教育　萩（Ｎｏ．６５７） 機関誌 千葉県総合教育センター 12-0

20004 千葉教育　萩（Ｎｏ．６５７） 機関誌 岩手県立総合教育センター 3-0

20008
大学時報　Ｎｏ．３８７　特集　学生寮を活用した国際交流、グ
ローバル人材育成の取り組み

機関誌 日本私学教育研究所 C-30

20009
大学時報　Ｎｏ．３８８　特集　留学生に対する学習面での日
本語サポート

機関誌 日本私学教育研究所 C-30

20010
大学時報Ｎｏ．３８９　特集東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会開催と連携した大学の取り組み

機関誌 日本私学教育研究所 C-30

20011 埼玉教育　第73巻　第5号　（第８０１号）　 機関誌 埼玉県立総合教育センター 11-0

20012
兵庫教育1月号　Ｎｏ．８２７　　特集「共生」の心を育む防災教
育の推進

機関誌 兵庫県教育委員会 28-0

20013
兵庫教育２月号　Ｎｏ．８２８　　特集「科学的・論理的思考力
を育む教育の推進

機関誌 兵庫県教育委員会 28-0

20014
兵庫教育３月号　Ｎｏ．８２９　特集「主体的で深い学びの視点
からの授業改善

機関誌 兵庫県教育委員会 28-0

20015 大学時報　Ｎｏ．３９０　特集　学生食堂の課題と今後のあり方 機関誌 日本私学教育研究所 Cｰ30

20032 ふじさわ教育　第180号　 機関誌 藤沢市教育文化センター 14-4

1



Ｉ　Ｄ 表　　　題 資料名 発行所 保管場所

20033
埼玉教育　第6号　特集　社会の変化に対応した学校教育の
推進

機関誌 埼玉県立総合教育センター 11-0

20034 教育研究誌・とまこまい　教育の広場　第９８号 機関誌 苫小牧市教育研究所 1-16

20035 教育研究誌・とまこまい　教育の広場　第９９号 機関誌 苫小牧市教育研究所 1-16

20037
千葉教育　梅（No.659)　特集　新学習指導要領Ⅲ～高等学
校が変わる！～

機関誌 千葉県総合教育センター 12-0

20085 埼玉教育　第７４巻　第３号　（第８０５号） 機関誌 埼玉県立総合教育センター 11-0

20089 千葉教育　萩（Ｎｏ．６６３）　特集　道徳教育の充実に向けて 機関誌 千葉県総合教育センター 12-0

20090 全人　Ｎｏ．８５１ 機関誌 玉川大学出版部 B-13

20091
兵庫教育　９月号　Ｎｏ．８３５　特集　達成感や自己有用感を
高める体験活動の工夫

機関誌 兵庫県教育委員会 28-0

20093 座間市教育研究所　研究所報　第１１０号 所報 座間市教育研究所 14-18

20103
兵庫教育　８月号　Ｎｏ．８３４　特集　地域・家庭と連携したい
じめ・不登校等への対応

機関誌 兵庫県教育委員会 28-0

20104 埼玉教育　第７４巻　第２号　（第８０４号） 機関誌 埼玉県立総合教育センター 11-0

20106 神奈川県教育文化研究所　所報　２０２０ 所報 神奈川県教育文化研究所 C-14

20116 大学時報　第６９巻　３９２号　２０２０．５月号 機関誌 日本私立大学連盟 B-30

20117
兵庫教育　４月号　Ｎｏ．８３０　特集　地域の力を生かした学
校経営

機関誌 兵庫県教育委員会 28-0

20119 埼玉教育　第７４巻　第１号　（第８０３号） 機関誌 埼玉県立総合教育センター 11-0

20125 千代田区立教育研究所  所報　第８０号 所報 千代田区立教育研究所 13-9

20126 千葉教育　蓮　（Ｎｏ．６６２） 機関誌 千葉県総合教育センター 12-0

20127
兵庫教育　７月号　Ｎｏ．８３３　特集　随想－人生１００年を通
じた学びのすすめ－

機関誌 兵庫県教育委員会 28-0

20137
千葉教育　桜　（Ｎｏ．６６１）　特集　共生社会を目指す教育
の在り方～差別なき学校教育とは～

機関誌 千葉県総合教育センター 12-0

20138
千葉教育　菜　（Ｎｏ．６６０）　特集　教職員の資質能力の向
上～学び合い、高め合う集団づくり～

機関誌 千葉県総合教育センター 12-0

20147 啐啄　第１４９号 機関誌 安城市教育センター 23-3

20149 人間研究　第５６号 機関紙 日本女子大学教育学科の会 B-30

20162 大和市教育研究所　所報１２６ 所報 大和市教育研究所 14-11

20163 大和市教育研究所　所報１２７ 所報 大和市教育研究所 14-11

20164 大和市教育研究所　所報１２８ 所報 大和市教育研究所 14-11

20169 国立大学　vol.５８ 機関誌 国立大学協会 B-30

20171 埼玉教育　第７４巻　第４号　（第８０６号） 機関誌 埼玉県立総合教育センター 11-0

20172 全人　Ｎｏ．８５５ 機関誌 玉川大学出版部 B-13

20173
兵庫教育12月号　Ｎｏ．８３８　　特集　共生社会の実現に向
けた特別支援教育の充実

機関誌 兵庫県教育委員会 28-0

A06 統計・資料・学校教育計画書

20086 第３次さがみはら男女共同参画プラン　概要版 概要 相模原市 A-4

20087 第３次さがみはら男女共同参画プラン 資料 相模原市 A-4

20095 公民館資料（令和２年度版） 資料 相模原市教育委員会 A-5-3

20108
行きたい・知りたい公立高校　輝けきみの明日　令和３年度
入学生にむけて

資料 神奈川県教育委員会 A-3

20112 令和２年度　学校教育指導計画（別冊）教育文化センター編 資料 藤沢市教育委員会 14-4

20124 令和２年度　指導の重点２０２０ 資料 兵庫県教育委員会 28-0

A07 年鑑・年報・白書・研究紀要・報告書

20001 中研紀要　教科書フォーラム　Ｎｏ．２０ 紀要 中央教育研究所 C-30

20005 教育研究情報　５１巻　研究実践校・研究団体の実践記録と報告 報告書 日本教育科学研究所 C-7

20006 教師養成研究紀要　第11号 紀要 玉川大学教職大学院 B-13

20007
平成３０年障害者施策の概況（令和元年版障害者白書）〈概
要〉点字版

白書 内閣府 A-1-0
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Ｉ　Ｄ 表　　　題 資料名 発行所 保管場所

20016 研究論文　第62集　 紀要 滋賀県総合教育センター 25-0

20017 令和元年度　研究員研究紀要 紀要
埼玉県所沢市立教育セン
ター

11-7

20018 ＣＤ－ＲＯＭ　「令和元年度　研究紀要No.４８」　 紀要 八戸市総合教育センター 2-3

20019 北里大学　教職課程センター教育研究 報告書 北里大学教職課程センター B-30

20020 千葉教育　菊（No.658) 　特集「主体的・対話的で深い学び」 機関誌 千葉県総合教育センター 12-0

20021 平成29年度　学校経営研究部　研究紀要 報告書 相模原市立小学校長会 Dｰ6ｰ2

20022 平成29年度　教育課程研究部　研究紀要 報告書 相模原市立小学校長会 Dｰ6ｰ2

20023 平成29年度　特別課題研究部　研究紀要 報告書 相模原市立小学校長会 Dｰ6ｰ2

20024 平成29年度　児童課題研究部　研究紀要 報告書 相模原市立小学校長会 Dｰ6ｰ2

20030
国立教育政策研究所創立70周年記念シンポジウム
～次世代の教育の創造と国立教育政策研究所の未来～

報告書 国立教育政策研究所 13-0

20031 令和元年度　一種研究員研究起用　未来を拓く 紀要 横浜市教育センター 14-1

20036
2019年度　文部科学省委託事業　山口県つながる職員推進
事業報告書

報告書
山口県教育委員会
宇部市教育委員会

35-1

20038 研究報告　第438号　平成31年度全国学力・学習状況調査 報告書 千葉県総合教育センター 12-0

20039 令和元年度　学校支援プロジェクト実践研究 報告書 上越教育大学大学院 B-30

20040
帰国教師ネットワーク構築事業
在外教育施設での経験を活かした教育実践研究報告書

報告書 海外子女教育振興財団 Cｰ30

20041
特別支援教育研究論文集ー令和元年度　特別支援教育研
究事業ー

報告書 みずほ教育福祉財団 Cｰ30

20042 令和元年度　研究紀要　第49集 報告書 福島教育センター 7ｰ0

20043 研究紀要　第３１号 紀要 青森県総合社会教育センター 2ｰ0

20044 研究紀要　第８３号 紀要 鳴門市教育研究所 36-3

20045
2019　令和元年度　日高教育研究所・教職員研修センター
「主体的・対話的で深い学び」の視点を取り入れた授業改善

紀要 日高教育研究所 1-18

20046 令和元年度　釧研紀要　第７３集 紀要 釧路教育研究所 1-3

20047 令和元年度　研究紀要51集 紀要 秋田県総合教育センター 5-0

20048 平成31年度　東京都教職員研修センター紀要　第19等 紀要 東京都教職員研修センター 13-4

20049 令和元年度　紀要第５８号（通算235集）「研究報告書」 紀要 高崎市教育センター 10-2

20050 研究紀要　第６９集 紀要 渋川市教育研究所 10-5

20051
令和元年度　拓け未来の新潟　第13回教育フォーラム研究
報告書

紀要 新潟県立教育センター 15-0

20052 令和元年度教育研究員　研究要録ー子どもの未来のためにー 記録ＣＤ 名古屋市教育委員会 23-1

20053
研究集録第１３７集　外国語教育における小中連携
ー小中をつなぐ頑固鰹津の実現を目指してー

報告書 松阪市子ども支援研究センター24-2

20054
研究集録第138集ICT機器を使った児童生徒の学習効果に
ついて

報告書
松阪市子ども支援研究セン
ター

24-2

20055 豊かな学びをつなぐカリキュラム・マネジメントハンドブック ハンドブック 京都府総合学習センター 26-0

20056 研究紀要　第１３号　研究の概要　他3冊 紀要・報告書 岡山県総合教育センター 33-0

20057 紀要２０１９ 紀要 徳島市教育研究所 36-1

20058 東北学院大学教育学科論集　第2号 紀要 東北学院大学学術研究会 B-30

20059 日本教育大学協会研究年報ー第38集ー 年報 日本教育大学協会 B-30

20060 聖徳大学生涯学習研究所紀要ー生涯学習研究ー第１８号 紀要 聖徳大学生涯学習研究所 B-16

20061 令和元年度課題研究成果報告会発表要旨集 報告書 東京学芸大学大学院 B-3

20062 令和元年度　研究紀要　第37号 紀要
福井県特別支援教育セン
ター

18-1

20063 令和元年度　年報　第37号 年報 福井県特別支援教育センター 18-1

20064 2019年度教職課程年報第14号 年報 桜美林大学 B-9

20065 令和元年度小中学校長期研修　研修報告書 報告書 静岡県総合教育センター 22-0

20066 令和元（２０１９）年度　所報　 所報 栃木県総合教育センター 9-0

20068 調査資料２５６　グローバル教育と私学 報告書 日本私学教育研究所 C-3

20069 日本私学教育研究所　紀要　第56号 報告書 日本私学教育研究所 C-3

20070
2019年福岡教育大学教職大学院スクールリーダー教育
Work Book Series 　ケースメソッド

報告書 福岡教育大学教職大学院 B-30

20071
2019年福岡教育大学教職大学院スクールリーダー教育
Work Book Series 　人的資源管理

報告書 福岡教育大学教職大学院 B-30
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Ｉ　Ｄ 表　　　題 資料名 発行所 保管場所

20072
2019年福岡教育大学教職大学院スクールリーダー教育
Work Book Series 　カリキュラムマネジメント

報告書 福岡教育大学教職大学院 B-30

20073
2019年福岡教育大学教職大学院スクールリーダー教育
Work Book Series 　危機管理

報告書 福岡教育大学教職大学院 B-30

20074
教職大学院スクールリーダー教育の効果性に関する調査研
究事業　育成指標の具現化に向けたプログラム開発の在り方

報告書 福岡教育大学教職大学院 B-30

20075 令和元年度　研究集録　Ｎｏ．０１　ＶＯＬ．９５ 報告書 茅ヶ崎市教育センター 14-9

20076 令和元年度　研究集録　Ｎｏ．０１－２　ＶＯＬ．９６ 報告書 茅ヶ崎市教育センター 14-9

20077 教育研究論文　第55集 報告書 船橋市総合教育センター 12-1

20078 令和元年度　研究紀要 紀要
横浜国立大学教育学部附属
鎌倉小学校

B-5

20079 令和元年度　研究紀要 紀要 島根県教育センター 31-0

20080
教育調査研究報告書　第16集　綾瀬市第5次教育基本調査
(平成30年７月実施）

報告書 綾瀬市教育研究所 14-25

20081 研究紀要　第34集（令和元年度） 報告書 綾瀬市教育研究所 14-25

20082 平成31年度（令和元年度）　教育研究所活動報告 報告書 高知市教育研究所 39-1

20083 東京学芸大学次世代教育研究センター　紀要　第1巻 紀要
東京学芸大学次世代教育研
究センター

B-3

20084 令和元年度　国立教育政策研究所年報（第３０号） 年報 国立教育政策研究所 13-0

20088
令和２年度　国立大学法人　兵庫教育大学　大学院　連合
学校教育学研究科概要

概要 兵庫教育大学大学院 Bｰ30

20096 教師養成研究紀要　第1２号 紀要 玉川大学教職大学院 B-13

20098 平成３１年度（令和元年度）年報 年報 相模川自然の村野外体験教室A-5-2

20099 子ども教育研究　第１２号 紀要
相模女子大学子ども教育学
会

B-12

20107
教職員の業務改善に関する調査研究－学校の働き方改革
の実現のに向けて－報告

報告書 神奈川県教育文化研究所 C-14

20113
令和元年度　研究紀要　第４５号　第１２次研究　社会に生き
る資質・能力を育む指導の在り方

紀要 小樽市教育研究所 1-17

20121 令和元年度　研究紀要　第９９集 紀要 徳島県立総合教育センター 36-0

20128
盲ろう教育研究紀要－１３　視覚及び聴覚に併せて障がいを
有する子どもたちを考える

紀要 全国盲ろう教育研究 13-2

20129 岐阜市生涯学習センター　岐阜市女性センター　年報　第１８号 年報
ハートフルスクエアＧ　（公財）
岐阜市教育文化振興事業団
岐阜市生涯学習／女性セン

21-4

20130
令和元年度　全国中学生・高校生防災会議　「全国防災ジュ
ニアリーダー育成合宿」記録集

記録集
国立青少年教育振興機構
教育事業部　事業課

C-13

20131 令和元年度　川崎市総合教育センター　研究紀要　第３３号 紀要 川崎市総合教育センター 14-2

20132 相模原市文化財年報　平成３０年度の成果 年報
相模原市教育委員会生涯学
習部文化財保護課

A-5-3

20133
第３６回　全国青少年相談研究集会報告書　青少年支援に
おける「協働」を考える

報告書 国立青少年教育振興機構 C-13

20134
令和元年度　文部科学省委託　「高等学校段階における入
院生徒に対する教育保障体制整備事業」　研究報告書

報告書
京都市教育委員会事務局指
導部総合育成支援課　京都
市立桃陽総合支援学校

26-1

20135 令和元年度研究紀要　第９０号 紀要
宝塚市立教育総合センター
教育研究課

28-6

20136 令和元年度　教育センター研究紀要 紀要 堺市教育委員会 27-3

20146 沖縄県立総合教育センター　所報　第８１号　 報告書 沖縄県立総合教育センター 47-0

20148 日本教育大学協会研究年報　第３８集 年報
日本教育大学協会年報編集
委員会

B-30

20150 神奈川大学　心理・教育研究論集　第４７号 研究集録 神奈川大学教職課程研究室 B-30

20151 神奈川大学　心理・教育研究論集　第４６号 研究集録 神奈川大学教職課程研究室 B-30

20153 紀要　第１４３集　令和元年度所内研究報告 研究報告CD 桑名市教育研究所 23-5

20154 令和２年度　相模原市保健所年報　（令和元年度事業概要） 年報 相模原市 A-4

20156 教育研究情報　５２巻　研究実践校・研究団体の実践記録と報告 報告書 日本教育科学研究所 C-7

20158
研究報告　No.96　自律した学習者を育てる言語教育の探究
１１　小中高大を接続することばの教育として

報告書 中央教育研究所 C-30

20159 令和2年度ビジュアル版　大和の教育 概要 大和市教育委員会 14-11

20161 学校教育だより　まなび　やまと　No.33 報告書 大和市教育委員会 14-11

20165
研究紀要　第73集　「社会に開かれた教育課程」の実現につ
いての提案　～「地域」に焦点を当てて～

紀要 大和市教育研究所 14-11
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20166 国立教育政策研究所紀要　第１４９集　 紀要 国立教育政策研究所 13-0

20167 公益財団法人下中記念財団２０２０年報 年報 公益財団法人下中記念財団 C-30

20168 中研紀要　教科書フォーラム　Ｎｏ．２１ 紀要 中央教育研究所 C-30

20170 指導と研修　第７１号 紀要
岡山市教育委員会　教育研
究研修センター

33-2

G 教科・領域

G03 算数・数学科

G03-01　算数・数学教育

20111
問いを見いだし思考を見える化する　算数・数学科の授業づ
くり（２０１９（令和元）年度　教科領域等研究　算数・数学科） 資料 藤沢市教育文化センター 14-4

G10 道徳

G10-01　道徳

20110
考えを深め、生活に活かそうとする力を育む道徳の授業のあ
り方（教科・領域等研究　道徳） 資料 藤沢市教育文化センター 14-4

K 教育と社会

K01 地域社会と教育

20029
地域コーディネーターと地域連携担当教職員の育成研修ハ
ンドブック ハンドブック 国立教育政策研究所 13-0

L 社会教育

L01 社会教育

L01-03 成人教育

20027 令和元年度　第11回やまなみ学級 報告書
相模原市立相模湖公民館や
まなみ学級 K26

L01-04 婦人教育

20028 令和元年度　橋本ウーマンズコミュニティ　まとめ誌 報告書
橋本ウーマンズコミュニティ運
営委員会　橋本公民館 K-3

M 児童・生徒作品

M02 理科

M02-02 市外作品

20109
２０１９年度　第５０回　藤沢市総合かがく展　児童・生徒　研
究集録（第３７集） 研究集録 藤沢市教育文化センター 14-4

S 郷土誌

S01　郷土誌

20025 城山町の地名（改訂版） 郷土誌 城山町教育委員会 S01

S01-01　相模原市内

20155 藤野郷土かるた 資料
藤野郷土かるたをつくる会
（藤野中央公民館） K-27
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受入番号 書            名 著  者  名 出版社名 出版年

11251
人的環境のユニバーサルデザイン 　ー子どもたちが安
心できる学級づくりー

阿部　利彦　ほか 東洋館出版 2019

11252
授業を豊かにする筑波大学附属特別支援学校の教材
知恵袋　教科編

筑波大学特別支援教育
連携推進グループ

ジアース教育新社 2020

11253 知的・発達障害のある子のプログラミング教育実践 海老沢 穣　ほか ジアース教育新社 2020

11254 今日からできる！ 発達障害通級指導教室 佐藤 愼二　ほか ジアース教育新社 2020

11255
肢体不自由教育における　子ども主体の子どもが輝く
授業づくり3　生涯にわたって学ぶ喜びを創る授業づくり
＆生命輝く医療的ケアを

飯野順子 ジアース教育新社 2019

11256
特別支援学校学習指導要領等を踏まえた　病気の子
どものための教育必携

全国特別支援学校病弱
教育校長会

ジアース教育新社 2020

11257
児童・生徒向けTTST　社会にはばたくための対人関係
トレーニングサポート集

木下 智子 監修
宮田　愛 著

ジアース教育新社 2020

11258 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

11259
子どもの学びからはじめる　特別支援教育のカリキュラ
ム・マネジメント　児童生徒の資質・能力を育む授業づく
り

鹿児島大学教育学部
肥後 祥治／雲井 未歓
／廣瀬 真琴
 鹿児島大学教育学部
附属特別支援学校　編

ジアース教育新社 2020

11260
今日からできる！通常学級 ユニバーサルデザイン―
授業づくりのポイントと実践的展開―

佐藤愼二 ジアース教育新社 2015

11261
先生のための保護者相談ハンドブック　配慮を要する
子どもの保護者とつながる３つの技術

竹森亜美　ほか 学苑社 2020

11262
14歳からの発達障害サバイバルブック 　発達障害者
＆支援者として伝えたいこと

難波寿和 学苑社 2016

11263
カンファレンスで深まる・作れる 　配慮を要する子ども
のための個別の保育・指導計画

遠藤愛・太田研 学苑社 2018

11264
イラストでよくわかる　知的障害･発達障害のある子ども
へのコミュニケーション支援　合理的配慮にもとづいた
ことばとこころのサポートブック

湯汲英史　ほか 診断と治療社 2016

11265
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11266
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11267
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11268
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11269
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11270
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11271
「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　図画工作

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11272
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11273
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11274
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11275
「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・外国語活動

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11276
「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　総合的な学習の時間

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11277
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11278
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

令和2年分（1月～12月）　受入図書台帳（購入・寄贈ほか）
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11279
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11280
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11281
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11282
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11283
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11284
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11285
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11286
「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

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11287 リフレクション入門 坂田 哲人　ほか 学文社 2019

11288
小学校国語科　〈問い〉づくりと読みの交流の学習デザ
イン　物語を主体的に読む力を育てる理論と実践

松本修・西田太郎 明治図書出版 2020

11289
小学校国語科の系統的な指導がまるわかり！　「見
方・考え方」を働かせる実践事例＆プラン

横浜市小学校国語教育
研究会

東洋館出版 2020

11290 世界がぐっと近くなる　ＳＤＧｓとボクらをつなぐ本 池上彰 学研出版 2020

11291
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 東洋館出版 2020

11292 今こそ日本の学校に！イエナプラン実践ガイドブック リヒテルズ直子 教育開発研究所 2019

11293
学校の応急処置がよくわかるー緊急度の判断とその対
応ー

玉川進 東山書房 2020

11294 これで解決！　保健室経営Ｑ＆Ａ 三木とみ子　ほか ぎょうせい 2020

11295 スマホに振り回される子　スマホを使いこなす子 五十嵐悠紀 ジアース教育新社 2019

11296 理科の授業を形づくるもの 鳴川哲也 東洋館出版 2020

11297
よくわかる図画工作科なっとく新学習指導要領授業へ
の生かし方

小林貴史 ほか 開隆堂 2017

11298 筑波の図画工作指導アイデア＆題材ネタ５０
筑波大学附属小学校図
画工作科教育研究部
ほか

明治図書出版 2017

11299 美術の授業のつくりかた 三澤一実　ほか 武蔵野美術大学出版局 2020

11300 求められる美術教育 大坪圭輔 武蔵野美術大学出版局 2020

11301 中学校　美術の授業がもっとうまくなる５０の技 山崎正明 明治図書出版 2019

11302 授業で語るこれからの理科教育 森本信也　ほか 東洋館出版 2020

11303
「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　総合的な学習の時間

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版 2020

11304 博報堂流・対話型授業のつくり方 大木浩士 東洋館出版 2020

11305
365日のコミュニケーション指導　対話と絆をつくる最高
の教室

菊池省三・菊池道場 明治図書出版 2020

11306
改訂版 最新 初等科音楽教育法 2017年告示「小学校
学習指導要領」準拠 小学校教員養成課程用

初等科音楽教育研究会 音楽之友社 2020

11307
改訂版 最新 中等科音楽教育法 2017/18年告示「中学
校・高等学校学習指導要領」準拠 中学校・高等学校教
員養成課程用

中等科音楽教育研究会 音楽之友社 2020

11308
「みんなの学校」をつくるために　特別支援教育を問い
直す

木村泰子・小国喜弘・
長昌之

小学館 2019

11309
国語授業イノベーションシリーズ　「立体型板書」の国
語授業 ー10のバリエーションー

沼田拓弥 東洋館出版 2020

7



受入番号 書            名 著  者  名 出版社名 出版年

11310
青木伸生の国語授業　３ステップで深い学びを実現！
思考と表現の枠組みをつくるフレームリーディング

青木伸生 明治図書出版 2017

11311
教材研究から学習指導案まで丸ごと分かる！小学校
国語科　研究授業パーフェクトガイド

水戸部修治 明治図書出版 2020

11312
小学校国語科　考えの形成を促す説明文の発問・交流
モデル

石丸憲一 明治図書出版 2020

11313
小学校国語科　考えの形成を促す文学の発問・交流モ
デル

石丸憲一 明治図書出版 2020

11314
「Which型課題」の国語授業 　ー「めあて」と「まとめ」の
授業が変わる　ー

桂聖・N5国語授業力研
究会

東洋館出版 2018

11315
主体的な学びを支える学校図書館 -小学校・中学校の
授業サポート事例から-

和田幸子 少年写真新聞社 2020

8
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雑 誌（ 定 期 購 読 誌 ） 

 

◎ 初等教育資料―○文部科学省教育課程課・幼児教育課編集○東洋館出版社発行 

◎ 中等教育資料―○文部科学省教育課程課編集○学事出版発行 

◎ 総合教育技術―○小学館発行 

◎ 教職研修―○教育開発研究所発行 

◎ 教育委員会月報―○文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課編集 

          ○第一法規発行 

◎ 教育展望―○教育調査研究所発行 

◎ 季刊教育法―○エイデル研究所発行 

◎ 授業力＆学級経営力―○明治図書出版発行 

◎ ＳＹＮＡＰＳＥ―○ジアース教育新社発行 

◎ 道徳教育―○明治図書出版発行 

◎ 教育科学 国語教育―○明治図書出版発行 

◎ 教育科学 社会科教育―○明治図書出版発行 

◎ 新しい算数研究―○新算数教育研究会編集○東洋館出版社発行 

◎ 教育科学 数学教育―○明治図書出版発行 

◎ 理科の教育―○日本理科教育学会編集○東洋館出版社発行 

◎ 理科教室―○科学教育研究協議会編集○日本標準発行 

◎ 英語教育―○大修館書店発行 

◎ 教育音楽 小学版―○音楽之友社発行 

◎ 教育音楽 中学・高校版―○音楽之友社発行 

◎ 体育科教育―○大修館書店発行 

◎ 教育美術 Art in Education―○教育美術振興会発行 

◎ 実践障害児教育―○学研教育出版発行 

◎ 季刊特別支援教育―○文部科学省初等中等教育局特別支援教育課編集 

           ○東洋館出版社発行 

◎ 月刊社会教育―○旬報社発行 

◎ 月刊公民館―○全国公民館連合会発行 

 

◎ 週刊教育資料―○日本教育新聞社編集○教育公論社発行 

◎ 内外教育（週２回）―○時事通信社発行 

◎ 日本教育新聞（週１回）―○日本教育新聞社発行 
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A 教育一般 

A01 要覧 

A02 目録 

A03 名簿 

A04 学校誌・沿革誌・記念誌 

A05 機関誌 

A06 統計・資料・学校教育計画書 

A07 年鑑・年報・白書・研究紀要・報告書 

A08 通達 

 

B 教育原理・教育思想 

B01 教育原理 

B01-01 教育原理・教育学・教育哲学 

B01-02 教育社会学 

B01-03 教育心理学 

B01-04 教育工学 

B01-05 教育医学（精神衛生） 

B02 教育思想 

B02-01 教育思想 

B02-02 教育社会学 

B02-03 教育思潮 

B02-04 教育論 

 

C 各国の教育・教育史 

C01 各国の教育 

C01-01 各国の教育 

C01-02 比較教育 

C02 教育史 

C02-01 教育史 

C02-02 教育家（伝記） 

C02-03 教育資料 

  

D 教育行財政 

D01 教育政策 

D01-01 教育政策 

D01-02 教育計画 

D02 教育制度 

D02-01 教育制度 

D02-02 義務教育 

D02-03 学区制度 

D02-04 入試制度 

D03 教育法規 

D03-01 教育法規 

D03-02 教育基本法 

D03-03 学校教育法 

D03-04 設置基準 

D04 教育行政 

D04-01 教育行政 

D04-02 人事行政  

D04-03 教育人口 

D05 教育財政 

D05-01 教育財政 

D05-02 教育費 

D05-03 学校運営費 

D05-04 奨学・育英 

D06 教職員 

D06-01 教職員 

D06-02 教職員服務 

D06-03 教員・検定・養成・資格・免許状 

D06-04 教職員組合・教育研究団体 

D06-05 共済組合・厚生 

D07 教育研究機関 

D07-01 教育研究機関 

E 学校経営・管理 

E01 学校経営 

E01-01 学校経営 

E01-02 学校教育目標 

E01-03 学校経営組織 

E01-04 学級編成 

E01-05 学校評価 

E01-06 職員会議 

E01-07 学校事務 

E01-08 学校事故（安全関係） 

E01-09 学校保健 

E01-10 児童・生徒管理 

E01-11 PTA・後援会 

E01-12 学校裁量の時間 

E02 学校施設・設備 

E02-01 学校施設・設備 

E02-02 学校環境 

E03 学年・学級経営 

E03-01 学年・学級経営 

E03-02 学年経営 

E03-03 学級経営 

E04 学校職員 

E04-01 学校職員 

E04-02  校長・教頭（主事） 

E04-03 教諭・養護教諭 

E04-04 事務職員 

E04-05 その他の職員 

E04-06 教職員研修 

 

F 教育内容・教育方法 

F01 教育課程 

F01-01 教育課程 

F01-02 学習指導要領 

F01-03 教科経営 

F01-04 指導計画 

F02 学習指導法 

F02-01  学習指導法 

F02-02 学習指導案 

F02-03 授業研究 

F02-04 指導理論 

F02-05 教授・学習組織（学習形態） 

F02-06  学習意欲・態度 

F03 教材・教具 

F03-01 教材・教具 

F03-02 教材教具等設備基準 

F03-03 教科書・副読本 

F04 教育測定・評価 

F04-01 教育測定・評価 

F04-02 学力 

F04-03 指導要録（調査書・通知票） 

F05 統計教育 

F05-01 統計教育 

F06 視聴覚教育 

F06-01 視聴覚教育 

F06-02 視聴覚ライブラリー 

F07 学校図書館 

F07-01 学校図書館 

F07-02 学級文庫 

F08 生活指導・生徒指導 

F08-01 生活指導・生徒指導 
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F09 教育相談 

F09-01 教育相談 

F09-02 教育相談（知能・学業） 

F09-03 教育相談（性格・行動） 

F09-04 教育相談（進路・適性） 

F09-05 教育相談（身体・神経） 

F10 情報処理・情報処理教育 

F10-01 情報処理・情報処理教育 

F11 海外帰国子女教育 

F11-01 海外帰国子女教育 

F11-02 外国籍児童・生徒の教育 

 

G 教科・領域  

G01 国語科 

G01-01 国語科教育 

G01-02 国語－小 

G01-03 国語－中 

G01-04 国語－高 

G01-05 読書指導 

G02 社会科 

G02-01 社会科教育 

G02-02 社会－小 

G02-03 社会－中 

G02-04 社会－高 

G03 算数・数学科 

G03-01 算数・数学教育 

G03-02 算数 

G03-03 数学－中 

G03-04 数学－高 

G04 理科 

G04-01 理科教育（科学・科学技術教育） 

G04-02 理科－小 

G04-03 理科－中 

G04-04 理科－高 

G05 芸術科 

G05-01 芸術教育 

G05-02 音楽教育 

G05-03 音楽－小 

G05-04 音楽－中 

G05-05 音楽－高 

G05-06 美術教育 

G05-07 図画工作 

G05-08 美術－中 

G05-09 美術－高 

G05-10 書道 

G05-11 工芸 

G06 保健体育科 

G06-01 保健体育教育（保健教育） 

G06-02 体育－小 

G06-03 保健体育－中 

G06-04 保健体育－高 

G07 技術家庭科 

G07-01 技術・家庭科教育 

G07-02 家庭科－小 

G07-03 技術科－中 

G07-04  家庭科－中 

G07-05 家庭科－高 

 

 

 

 

 

 

G08 産業 

G08-01 産業教育 

G08-02 工業 

G08-03 商業 

G08-04 水産 

G08-05 農業 

G08-06 職業指導 

G09 外国語 

G09-01 外国語（含む小英語） 

G09-02 英語－中 

G09-03 英語－高 

G10 道徳 

G10-01 道徳 

G10-02 道徳資料 

G11  特別活動 

G11-01 特別活動 

G11-02 進路指導  

G11-03 学級活動・ホームルーム 

G11-04 児童会・生徒会 

G11-05 クラブ活動・部活動 

G11-06 学校行事等  

G11-07 学校給食 

G11-08 学級指導 

G12 総合的な学習 

G12-01 総合的な学習の時間 

G12-02 生活科 

G13 選択教科 

G13-01 選択教科 

 

H 幼児・初等・中等・高等教育 

H01 幼児教育 

H01-01 幼児教育 

H01-02 幼稚園 

H02 初等教育・小学校 

H02-01 初等教育･小学校 

H03 中等教育 

H03-01 中等教育 

H03-02 前期中等教育・中学校 

H03-03 後期中等教育・高等学校（定時制・通信） 

H04 高等教育 

H04-01 高等教育 

H04-02 専門学校・短期大学 

H04-03 大学教育 

H05 各種学校・専修学校 

H05-01 各種学校・専修学校 

H06 女子教育 

H06-01 女子教育 

H07 一貫教育 

H07-01 一貫教育 

H07-02 幼・小 

H07-03 小・中 

H07-04 中・高 

 

I 特別支援教育 

I01 特別支援教育 

I01-01 特別支援教育 
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J 教育調査法・教育研究法・教育統計法 

J01 教育調査法 

J01-01 教育調査法 

J02 教育研究法 

J02-01 教育研究法 

J03 教育統計法 

J03-01 教育統計法 

 

K 教育と社会 

K01 地域社会と教育 

K01-01 地域環境 

K01-02 都市の教育 

K01-03 工業地域の教育 

K01-04 農村漁村の教育 

K01-05 へき地の教育 

K01-06 郷土の教育 

K01-07 公害 

K01-08 環境教育（自然保護） 

K02 子どもと教育 

K02-01 子どもの生活・いじめ・不登校・学級崩壊 

K02-02 子どもの発達 

K02-03 情操教育 

K02-04 性教育 

K02-05 問題行動・非行 

K02-06 能力差 

K02-07 福祉教育 

K02-08 健康教育・食育 

K02-09 生き方（キャリア教育） 

K03 国民と教育 

K03-01 国民教育 

K03-02 愛国心 

K03-03 国際理解教育 

K03-04 平和教育 

K04 マスコミと教育 

K04-01 マスコミと教育 

K05 同和・人権教育 

K05-01 同和教育 

K05-02 人権教育 

 

L 社会教育 

L01 社会教育 

L01-01 社会教育 

L01-02  青少年教育 

L01-03 成人教育 

L01-04 婦人教育 

L01-05 社会教育施設(公民館・博物館・図書館他) 

L01-06 社会体育 

L01-07 視聴覚教育 

L01-08 PTA 

L01-09 文化・文化財 

L01-10 高齢者教育・老人介護 

L01-11 消費教育 

L01-12 防災教育 

L02 家庭教育 

L02-01 家庭教育 

L02-02 家庭学習（塾・家庭教師） 

 

M 児童・生徒作品 

M01 文集 

M01-01 市内作品 

M01-02 市外作品 

 

 

M02 理科 

M02-01 市内作品 

M02-02 市外作品 

M03 社会科 

M03-01 市内作品 

M03-02 市外作品 

M04 教職員作品 

M04-01 市内作品 

M04-02 市外作品 

M05 音楽科 

M05-01 市内作品 

M05-02 市外作品 

 

S 郷土誌 

S01 郷土誌 

S01-01 相模原市内 

S01-02 神奈川県内 
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