
№ 書　籍　名 著者・編者 出版社名 出版年

1学校で役立つ新聞づくり活用大事典 関口修司／監修 学研教育出版 2013年2月 070

2高校生のための道徳教科書
麗澤大学道徳科学教
育センター／監修

麗澤大学出版会 2013年2月 150

3認めて励ます人生案内 増田明美 著 日本評論社 2013年5月 159

4
１００分でわかる！ホントはこうだった日本現代史　１
満州事変から太平洋戦争の終わり

田原総一朗／ ポプラ社 2013年3月 210.7

5
１００分でわかる！ホントはこうだった日本現代史　２
西米安保条約からロッキード疑獄

田原総一朗／著 ポプラ社 2013年3月 210.7

6
１００分でわかる！ホントはこうだった日本現代史　３
中曽根政権から豊かな時代の崩壊

田原総一朗／著 ポプラ社 2013年4月 210.7

7日本国憲法　教職教養　公教育の憲法学的視座
坂田仰／著　田中洋
／著

八千代出版 2011年4月 323.14

8
クラスメイトは外国人　入門編 はじめて学ぶ多文化共
生

「外国につながる子どもた
ちの物語」編集委員会／
編  みなみななみ／まん
が

 明石書店 2013年6月 334.41

9
生まれてくるってどんなこと？　あなたと考えたい生と
性のこと
中学生の質問箱

川松泰美／著 平凡社 2013年3月 367.9

10
性について語ろう　子どもと一緒に考える
岩波ブックレット　Ｎｏ．８７２

池上千寿子／著 岩波書店 2013年6月 367.9

11保育者・教師に役立つ子ども虐待対応実践ガイド
保育・学校現場での
虐待対応研究会／編
著

東洋館出版社 2013年4月 369.4

12
はっけん！がっこうのあっ！
大日本図書の生活科えほん

石津ちひろ／ぶん　マ
マダミネコ／え

大日本図書 2012年7月 370

13
体育で研究論文を書く心得１０か条
教え方のプロ・向山洋一全集　９６

向山洋一／著 伴一孝・
椿原正和・松藤司・澤
田英一／編集協力

明治図書出版 2012年6月 370.8

14
教育と行政とが連携するまちづくり　全国の教師たち
が足を運んで実現した事例集

向山洋一／監修　谷
和樹／編集代表

日本加除出版  2013年5月 371.3

15
子どもの自尊感情をどう育てるか　そばセット〈ＳＯＢＡ
－ＳＥＴ〉で自尊感情を測る

近藤卓／著 ほんの森出版  2013年1月 371.45

16
死別を体験した子どもによりそう　沈黙と「あのね」の
間で

西田正弘／著　高橋
聡美／著

梨の木舎 2013年6月 371.45

17
学校の歴史　４　ビジュアル版　教科書・課外活動・災
害編

岩本努／共著　保坂
和雄／共著　渡辺賢
二／共著

汐文社 2013年3月 372.1

18
 図解・表解教育法規　“確かにわかる”法規・制度の
総合テキスト

坂田仰／共著　河内
祥子／共著　黒川雅
子／共著

教育開発研究所 2012年3月 373.22
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19若い先生必読！学校の作法
学校の元気研究会／
著

学事出版 2010年5月 374.3

20
理科でどんな「力」が育つか　わかりやすい問題解決
論

日置光久／編著　矢
野英明／編著

東洋館出版社 2007年4月 374.52

21学校と家庭で育む子どもの生活習慣
日本学校保健会出版
部

財)日本学校保健
会

2011年3月 374.93

22
放射能汚染と学校給食
岩波ブックレット　Ｎｏ．８７５

牧下圭貴／著 岩波書店 2013年6月 374.94

23授業における「活用」

水戸部修治・澤井陽介・笠
井健一・村山哲哉・弘前大
学教育学部附属小学校／
編著

東洋館出版社 2010年5月 375.1

24
自分を好きになる子を育てる先生
先生シリーズ　２４

諸富祥彦／著 図書文化社  2000年6月 375.23

25
心を育てる要の道徳授業　補充・深化・統合へのアプ
ローチ

赤堀博行／編著 文溪堂 2010年10月 375.352

26
ほんものの「自己肯定感」を育てる道徳授業　小学校
編
道徳授業を研究するシリーズ　１０

諸富祥彦／編著 明治図書出版  2011年8月 375.352

27
ほんものの「自己肯定感」を育てる道徳授業　中学校
編
道徳授業を研究するシリーズ　１１

諸富祥彦／編著 明治図書出版 2011年8月 375.353

28跳び箱運動の指導法　新学習指導要領対応
細江文利／監修　古
井邦一／編著

小学館 2010年11月 375.492

29
器械運動・水泳・陸上運動　オール図解でわかりやす
い！　指導のポイントと支援の方法

池田延行／編著 小学館 2013年3月 375.492

30
クラス全員がいきいきと活動する！体育の学習カード
全運動領域対応

池田延行・古井邦一
／編著

小学館 2013年4月 375.492

31
イラスト＆写真解説でよくわかる！わくわく小学校新
図画工作授業　中学年編

奥村高明／編著　岡
田京子／編著

明治図書出版 2011年4月 375.72

32
子どもが育つ保育環境づくり　園内研修で保育を見直
そう

柴崎正行／編著 学研教育みらい 2013年4月 376.1

33全国特色ある研究校便覧　平成２４・２５年度
全国連合小学校長会
／編

第一公報社  2012年5月 376.21

34
特別支援学校のセンター的機能　全国の特色ある３０
校の実践事例集

柘植雅義／田中裕一
／石橋由紀子／宮崎
英憲／編著

ジアース教育新社  2012年6月 378

35
発達障害親子支援ハンドブック　保護者・先生・カウン
セラーの連携

杉村省吾／編著　本
多修／〔ほか〕著

昭和堂 2013年6月 378

36
特別支援学校特別支援学級担任ガイドブック　知的
障害教育１００の実践ポイント

佐藤愼二／著 東洋館出版社 2013年2月 378.6
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37
ダウン症児をたくましく育てる教室実践　学校現場か
らのデータ＆テクニック

佐藤功一／著 田研出版 2013年6月 378.6

38
研修・講座のつくりかた　学習事業成功の秘訣！「企
画」「実施」「評価」のすべてわかる・身につく・喜ばれ
る！

佐藤晴雄／著 東洋館出版社 2013年5月 379

39
ディズニーとキッザニアに学ぶ子どもがやる気になる
育て方

安孫子薫・数住伸一
／著

総合法令出版 2013年6月 379.9

40ずかん　プランクトン　見ながら学習調べてなっとく
日本プランクトン学会
／監修　清水洋美／
編著

技術評論社 2011年12月 468

41
子どもの病気＋ケガガイドブック　子どもがかかりやす
い症例を網羅　予防＋教育現場での対処のポイントも
掲載

榊原洋一／編著 メイト 2013年1月 493.9

42学校で育てる緑のカーテン大百科　３巻セット 菊本るり子／監修 学研教育出版  2013年2月 627


