
２０１９年度購入図書の紹介 
 

書名 編著者名 出版社名 

新しい国語表記ハンドブック 第八版 三省堂編修所 (編集)  三省堂 

日本語の正しい表記と用語の辞典 第三版 講談社校閲局 講談社 

漢字指導の手引き 学習指導要領準拠 第八版 久米 公 教育出版 

漢字指導の手引き 用例編 教育出版編集局 教育出版 

平成３０年版 学習指導要領改訂のポイント  

高等学校 国語 
髙木 展郎  中央図書 

『日本国勢図会 2019/20』年版 

データでみる県勢 2019 年版 

世界国勢図会〈2019/20 年版〉 

矢野恒太記念会  

理科年表 2019 単行本（ソフトカバー） 国立天文台 丸善出版 

改訂新版 講座 算数授業の新展開（全６巻） 新算数授業研究会編著 東洋館出版 

家庭３１２ フードデザイン 監修：石井克枝 教育図書 

家庭３１３ フードデザイン 新訂版  実教出版 

新版 授業力 UP 家庭科の授業 伊藤 葉子 日本標準 

未来の生活をつくる 家庭科で育む生活リテラシー 日本家庭科教育学会  明治図書出版 

コンピテンシー・ベイスの家庭科カリキュラム 鈴木 明子 東洋館出版社   

小学校英語 指導スキル大全  坂井 邦晃 明治図書 

なぜ、いま小学校で外国語を学ぶのか (教育単行本)  直山 木綿子 小学館 

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 

英語教師のための「実践研究」ガイドブック 田中 武夫 大修館書店 

日々の授業から校内研修・研究授業までフルサポート! 小学

校外国語活動・外国語授業づくりガイドブック 
菅 正隆 明治図書 

教科書教材でつくる道徳科授業のユニバーサルデザイン 坂本 哲彦 東洋館出版 

考え、議論する道徳をつくる新発問パターン大全集 「道徳教育」編集部 明治図書 

教育技術 MOOK 思考ツールでつくる 考える道徳 黒上 晴夫 小学館 

 



書名 編著者名 出版社名 

道徳授業の PDCA 指導と評価の一体化で授業を変える 毛内 嘉威 明治図書 

小学校道徳 指導スキル大全 永田 繁雄 明治図書 

総合的な学習の時間の指導法 (教育課程コアカリキュ

ラム対応 大学用テキスト 理論と実践の融合)  

村川雅弘・藤井

千春・野口徹他 
日本文教出版 

新しい時代の生徒指導・キャリア教育 和田孝・有村久春 ミネルヴァ書房 

いじめ防止６時間プログラム いじめ加害者を出さない指導 栗原慎二編著 ほんの森出版 

"マルチレベルアプローチ だれもが行きたくなる学校 

づくり 日本版包括的生徒指導の理論と実践" 
栗原慎二編著 ほんの森出版 

"「違い」がわかる生徒指導  担任・学年主任・生徒指導担

当者・管理職・教育委員会指導主事・それぞれの役割" 

滝澤雅彦・藤平 

敦・吉田 順 著 
学事出版 

新版 生徒指導２４の鉄則 吉田順 学事出版 

明るい不登校 創造性は「学校」外でひらく 奥地圭子 ＮＨＫ出版新書 

２分でできる子どものメンタルヘルスチェックシート 岡田倫代編著 学事出版 

自ら学ぶ子ども ４つの心理的欲求を生かして学習意欲

をはぐくむ 
櫻井茂男 図書文化 

ポジティブな行動が増え、問題行動が激減！PBIS 実

践マニュアル＆実践集 
栗原慎二編著 ほんの森出版 

一瞬で良い変化を起こす １０秒・３０秒・３分カウンセリング 半田一郎 ほんの森出版 

ＳＮＳカウンセリング・ハンドブック  
杉原 保史・ 

宮田 智基  
誠信書房 

"１日５分！ 教室で使えるコグトレ困っている子どもを

支援する認知トレーニング１２２" 
宮口幸治 東洋館出版 

やさしくわかる！ 愛着障害～理解を深め、支援の基本

を抑える 
米澤好史 ほんの森出版 

ほめる 叱る 教師の考え方と技術 何のために・何を見

て・どのように 
赤坂真二 ほんの森出版 

"30 分でスッキリ！ ブリーフミーティング 次の一手が

必ず見つかる解決志向の会議 
鹿嶋真弓・石黒康夫 図書文化 

MESH をはじめよう (Make: PROJECTS)  
萩原 丈博 (著), 
小林 茂 (著)  

オライリージャ

パン  

誰でもできる! MESH 導入ガイド 阿部信行   (著), 他 日経 BP 

MESH ではじめる IoT プログラミング―"うれしい""たの

しい""おもしろい"を創作しよう [単行本] 

上林  憲行(編著 )，

他 
オーム社 



書名 編著者名 出版社名 

今すぐ使えるかんたん Scratch はじめてのプログラミン

グ [書籍] 

松 下 孝 太 郎 , 
山本光 

技術評論社  

金田一秀穂のおとなの日本語 金田一秀穂 海竜社 

お食辞解 金田一秀穂 文藝春秋 

金田一先生のことば学入門 金田一秀穂 中央公論新社 

日本語のへそ 金田一秀穂 青春出版社  

金田一秀穂の心地よい日本語 金田一秀穂 KADOKAWA 

「考える力」を育む こどものための名言集 金田一秀穂 池田書店   

小学校道徳科の指導＆評価 一枚のシートが授業を変える！ 堀哲夫 東洋館出版 

表記の手引き 第七版 松村 明 校閲 教育出版 

学校の「当たり前」をやめた。生徒も教師も変わる！公

立名門中学校長の改革 
工藤勇一 時事通信社 

「目的思考」で学びが変わる 千代田区立麹町中学校

長・工藤勇一の挑戦 
多田慎介 ウェッジ 

アドラー心理学で変わる学級経営 勇気づけのクラスづくり  赤坂 真二 明治図書出版 

改訂三版 キーワードで学ぶ 特別活動 生徒指導・教

育相談 
有村久春 金子書房 

教育は現場が命だ 文科省出身の中学校長日誌 浅田和伸 悠光堂 

教科の「深い学び」を実現するパフォーマンス評価 「見

方・考え方」をどう育てるか 

西岡  加名恵 , 

石井 英真 
日本標準 

クロスロード・ネクスト―続:ゲームで学ぶリスク・コミュニ

ケーション 

吉川肇子，矢
守克也，杉浦

淳吉  

ナカニシヤ出版 

判断でしかける発問で 文学・説明文の授業をつくる 長崎 伸仁 学事出版 

質の高い対話で深い学びを引き出す 小学校国語科

「批評読みとその交流」の授業づくり (国語教育選書) 
河野 順子 明治図書 

思考ツールで国語の深い学び 山本 茂喜 東洋館出版社 

小学校国語科学び合いの授業で使える思考の可視化

ツール 
細川 太輔 明治図書 

子どもが発言したくなる！対話の技術 田中 博史 学陽書房 



２０１８年度購入図書の紹介 
  書名 編著者名 出版社名 

国
語 

小学校 新学習指導要領 国語の授業づくり 水戸部修治 明治図書出版 

中学校国語科 

主体的・対話的で深い学びを実現する授業＆評価スタートガイド 
田中洋一 明治図書出版 

小学校新学習指導要領の展開 国語編 
水戸部修治・ 

吉田裕久 
明治図書出版 

中学校新学習指導要領の展開 国語編 富山哲也 明治図書出版 

子どもの思考がぐんぐん深まる教師のすごい！書く指導 森川正樹 東洋館出版社 

生
活
科 

生活・総合「深い学び」のカリキュラム・デザイン 田村 学 東洋館出版社 

小
外
国
語
・
英
語 

レッスンごとに教科書の扱いを変える TANABU Model とは 金谷 憲 アルク  

「プロ教師」に学ぶ真のアクティブ・ラーニング 

―“脳働”的な英語学習のすすめ― 
中嶋 洋一 開隆堂出版 

英語で伝え合う力を鍛える！ 

１分間チャット＆スピーチ・ミニディベート 28 
樫葉みつ子 明治図書出版 

授業でできる即興型英語ディベート(PDA) 中川智晧 ネリーズ出版 

授業力アップのための英語授業実践アイディア集 小田寛人 開拓社 

はじめてでもすぐ実践できる！  

中学・高校 英語スピーキング指導 
上山晋平 学陽書房 

先生のための小学校英語の知恵袋 

―現場の『?』に困らないために― 
酒井志延 くろしお出版 

絶対成功する! 外国語活動・外国語 5 領域の 

言語活動&ワークアイデアブック  
瀧沢広人 明治図書出版 

生徒の学びを支える ワークシート大集合 

 2018 年 10 月号 [雑誌]: 英語教育 増刊 
  大修館書店 

道
徳 

答えのない道徳の問題 どう解く? 山﨑博史 ポプラ社 

全時間の授業展開で見せる「考え、議論する道徳」 中学校 神部 秀一 学事出版 

実践から学ぶ 深く考える道徳授業(こうぶんエデュ) ムック 加藤 宣行 光文書院  

道徳ツールとアクティビティでできる 

「考え，議論する」道徳ワークショップ  
田中 博之  明治図書出版 

道徳の評価で大切なこと  赤堀 博行 東洋館出版社 

「特別の教科 道徳」のユニバーサルデザイン 

授業づくりをチェンジする 15 のポイント 

 (道徳科授業サポート BOOKS)  

増田 謙太郎 明治図書出版 

道徳の授業がもっとうまくなる 50 の技  佐藤 幸司 明治図書出版 

特
別
活
動 

菊池省三の話し合い指導術 菊池省三 小学館 

 



  書名 編著者名 出版社名 

生
徒
指
導 

人間を育てる菊池道場流 叱る指導 菊池省三 中村堂 

その手抜きが荒れをまねく 

―落ち着いているときにしておく生徒指導― 
吉田順 学事出版 

子どもの感情コントロールと心理臨床  大河原美以 日本評論社 

自律心を育む！ 

生徒が変わる中学生のソーシャルスキル指導法 

石黒康夫・ 

星雄一郎 
ナツメ社 

資質・能力を育てる問題解決型学級経営  赤坂真二 明治図書出版 

教
育
相
談 

ソーシャルスキルトレーニング絵カード 

状況の認知絵カード２  

ことばと発達の 

学習室Ｍ 
エスコアール 

ソーシャルスキルトレーニング絵カード 

状況の認知絵カード４  

ことばと発達の 

学習室Ｍ 
エスコアール 

カウンセリング・テクニックで高める「教師力」 １ 

学級づくりと授業に生かすカウンセリング 
諸富祥彦 ぎょうせい 

カウンセリング・テクニックで高める「教師力」 ２ 

気になる子と関わるカウンセリング 
諸富祥彦 ぎょうせい 

カウンセリング・テクニックで高める「教師力」 ３ 

特別支援教育に生かせるカウンセリング 
諸富祥彦 ぎょうせい 

カウンセリング・テクニックで高める「教師力」 ４ 

保護者との信頼関係をつくるカウンセリング 
諸富祥彦 ぎょうせい 

カウンセリング・テクニックで高める「教師力」 ５ 

教師のチーム力を高めるカウンセリング 
諸富祥彦 ぎょうせい 

学校へ行きたくない君へ 全国不登校新聞社 ポプラ社 

学
校
保
健 

自閉っ子，こういう風にできてます！ ニキ・リンコ 花風社 

俺ルール！－自閉は急に止まれないー ニキ・リンコ 花風社 

ひびわれ壺 菅原裕子 二見書房 

特
別
支
援
教
育 

長所活用型指導で子どもが変わる 

ー認知処理様式を生かす国語・算数・作業学習の指導方略ー 

藤田 和弘 (著) 

熊谷 恵子 (著) 

青山 真二 (著) 

図書文化 

長所活用型指導で子どもが変わる（Part２） 

ー国語・算数・遊び，日常生活のつまずきの指導ー 

熊谷 恵子 (著) 

青山 真二 (著) 

藤田 和弘 (監修) 

図書文化 

長所活用型指導で子どもが変わる（Part3） 

ー認知処理様式を生かす各教科・ソーシャルスキルの指導ー 

熊谷 恵子 (著) 

三浦 光哉 (著) 

星井 純子 (著) 

柘植 雅義 (著) 

藤田 和弘 (監修) 

図書文化 

思春期・青年期用 長所活用型指導で子どもが変わる： 

KABC－Ⅱを活用した社会生活の支援（Part５） 

熊谷 恵子 (著) 

熊上 崇 (著) 

小林 玄 (著) 

藤田 和弘 (監修) 

図書文化 

ディスレクシア入門 加藤 醇子 日本評論社 

ソーシャルスキルトレーニングカード教材集 岡田智 ナツメ社 

ソーシャルスキルトレーニング絵カード 連続絵カードＥ 

ＯＫ場面とＮＧ場面の対比 

ことばと発達の 

学習室Ｍ 
エスコアール 

障害に応じた通級による指導の手引 解説とＱ＆Ａ 文部科学省編著 海文堂出版 



  書名 編著者名 出版社名 

共
通 

子どもがみるみる変わるコーチング 秦 公一 秀和システム 

子どもの自己肯定感 UP コーチング 神谷和宏 金子書房 

タクナルテキストブック   リアセック 

学級が変わる！授業が変わる！「クラスファシリテーション」入門 大橋邦吉 明治図書出版 

教育ファシリテーターになろう！ 

 グローバルな学びをめざす参加型授業 
石川一喜  弘文堂 

子どもの心を育てるコミュニケーション   栗田 真司  学術研究出版 

深い学び 田村 学 東洋館出版社 

ミンツバーグ教授の マネジャーの学校 フィル・レニール ダイヤモンド社 

ファシリテーター・トレーニング 

―自己実現を促す教育ファシリテーションへのアプローチ― 
津村俊充 ナカニシヤ出版 

ファシリテーションの教科書： 

組織を活性化させるコミュニケーションとリーダーシップ 
グロービス 東洋経済新報社  

深い学びを促進する ファシリテーションを学校に!   青木 将幸 ほんの森出版 

教育は何をなすべきか―能力・職業・市民― 広田 照幸 岩波書店 

教育（自由への問い５） 広田 照幸 岩波書店 

教育論議の作法―教育の日常を懐疑的に読み解く― 広田 照幸 時事通信出版局 

教育システムと社会―その理論的検討― 広田 照幸 世織書房 

 



２０１7 年度購入図書の紹介 
 

書名 編著者名 出版社名 

主体的・対話的で深い学びを促す中学校・高校国語科

の授業デザイン 
稲井 達也  
吉田 和夫 学文社 

授業で使える！論理的思考力・表現力を育てる三角

ロジック：「根拠」と「理由」を区別する 鶴田清司 図書文化社 

国語「書く力、伝える力」の実力アップ編 加藤 博之 明治図書 

授業の見方「主体的・対話的で深い学び」の授業改善 澤井陽介 東洋館出版社 

発問する技術 栗田正行 東洋館出版社 

ともに読む古典：中世文学編 松尾葦江 笠間書院 

思考を深める探究学習: アクティブ・ラーニングの

視点で活用する学校図書館 
桑田てるみ 全国学校図書

館協議会 
「主体的・対話的で深い学び」を実現する! 数学科

「問題解決の授業」ガイドブック 
相馬 一彦 明治図書出版 

週イチからできる『学び合い』中 1 数学 課題プリン

ト集 
西川 純 学陽書房 

わかる! 楽しい! 中学校数学授業のネタ 100 2 年 玉置 崇 明治図書出版 

【はじめてのバカロレア数学】～公式暗記は不要! 
思考力がつく“社会で使える"数学～ 

倉部誠 BAB ジャパン 

課題研究メソッド 岡本 尚也 啓林館 

課題研究ノート 岡本 尚也 啓林館 

森の学校・海の学校 アクティブ・ラーニングへの第

一歩 
共存の森ネッ

トワーク （編） 三晃書房 

「資質・能力」と学びのメカニズム 奈須正裕 東洋館出版 

理科教育基礎論研究 大高泉 協同出版 

平成２９年度版 中学校新学習指導要領の展開 理科編 後藤顕一（著，編

集） 明治図書出版 

平成２９年度版 小学校新学習指導要領の展開 理

科編 
塚田昭一（著，

編集） 明治図書出版 

新学習指導要領対応！中学校「理科の見方・考え方」

を働かせる授業 
山口晃弘（著，

編集） 東洋館出版社 

理科の授業がもっとうまくなる５０の技 大前暁政 明治図書出版 

はじめてのジョリーフォニックスーティーチャーズ

ブック 
ジョリーラー

ニング社 東京書籍 
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ジョリーフォニックス-スチューデントブック ジョリーラー

ニング社 東京書籍 

Common Errors in English Writing Sixth Edition 
Haruo 
Kizuka/Roger 
Northridge 

macmillan 
education 

英語運用力が伸びる５ラウンドシステムの英語授業 金谷 憲 大修館書店 

タスクベースの英語指導 ＴＢＬＴの理論と実践 松村昌紀 大修館書店 

小学校英語はじめる教科書 吉田研作 mpi 松香フォ

ニックス 

やさしく学べる三味線入門 野口啓吉（編） 全音楽譜出版

社 
新学習指導要領の展開 中学校音楽 平成 29 年度

版 
副島和久  編

著 明治図書 

きもの文化検定問題集 2017 年版 ハースト婦人画

報社 講談社 

きもののたのしみ改訂版 全日本きもの

振興会 世界文化社 

着物の事典 大久保信子 池田書店 

知識ゼロからの着物と暮らす入門 石橋富士子 幻冬舎 

いちばんやさしい和裁の基本 松井扶江 ナツメ社 

Makeblock公式 mBotで楽しむ レッツ! ロボットプ

ログラミング 
久木田 寛直 富士通 FOM 出版 

先生のための小学校プログラミング教育がよくわかる本 利根川 裕太 
佐藤 智 翔泳社 

新しい iPad の教科書 iOS11 対応版（ＥＩＷＡ Ｍ

ＯＯＫらくらく講座 285）  英和出版社 

無理なくできる学校のＩＣＴ活用 長谷川元洋 
松坂市三雲中学校 学事出版 

iPad 教育活用７つの秘訣ー先駆者に聞く教育現場で

の実践とアプリ選びのコツ 
小池 幸司 
神谷 加代 ウィネット 

ゼロから学べる道徳科授業づくり 荒木寿友 明治図書出版 

「考え，議論する道徳」を実現する！ 
「考え，議論す

る道徳」を実現

する会 
図書文化社 

シリーズ「特別の教科 道徳」を考える１ 「特別の

教科 道徳」が担うグローバル化時代の道徳教育 

渡邉満・押谷由

夫・渡邊隆信・

小川哲哉 
北大路出版 
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シリーズ「特別の教科 道徳」を考える２ 小学校に

おける「特別の教科 道徳」の実践 

渡邉満・押谷由

夫・渡邊隆信・

小川哲哉 
北大路出版 

シリーズ「特別の教科 道徳」を考える３ 中学校に

おける「特別の教科 道徳」の実践 

渡邉満・押谷由

夫・渡邊隆信・

小川哲哉 
北大路出版 

道徳科授業のつくり方 田沼茂樹 東洋館出版社 

道徳の授業を変える 教師の発問力 加藤宣行 東洋館出版社 

「特別の教科 道徳」で大切なこと 赤堀博行 東洋館出版社 

楽しく豊かな道徳科の授業をつくる 横山利弘 ミネルヴァ書房 

新学習指導要領の展開 総合的な学習の時間小学校 田村 学 明治図書出版 

新学習指導要領の展開 総合的な学習の時間中学校 田村 学 明治図書出版 

新編 学級経営読本 小島 宏  教育開発研究所 

先生のためのアドラー心理学 勇気づけの学級づくり 赤坂 真二 ほんの森出版 

11 歳からの正しく怖がるインターネット 小木曽 健 晶文社 

出口汪の 新 日本語トレーニング（１）  
基礎国語力編（上）（下） 出口 汪 小学館 

怠けてなんかなんかない！ ゼロシーズン－読む・書

く・記憶するのが苦手になるのを少しでも防ぐために 品川 裕香 岩崎書店 

怠けてなんかなんかない！ ディスレクシア～読む

書く記憶するのが困難なＬＤの子どもたち 品川 裕香 岩崎書店 

特別支援教育の漢字教材 初級  
唱えて覚える 漢字九九シート 

協力  大阪医科

大学ＬＤセンター Gakken 

特別支援教育の漢字教材 中級  
唱えて覚える 漢字九九シート 

協力 大阪医科

大学ＬＤセンター Gakken 

いーらぼステップワーク５ 算数トレーニング 数

の基礎・計算編  マインＥラボ・

スペース 

LD（学習障害）の子の見え方・感じ方 内山 登紀夫 ミネルヴァ書房 

読み書きが苦手な子もイキイキ 唱えて覚える漢字指導法 道村 静江 明治図書 

個別の指導計画作成と評価ハンドブック 海津 亜希子 学研 

うまい先生に学ぶ 学級づくり・授業づくり・人づくり 鹿嶋真弓 図書文化 

うまい先生に学ぶ 実践を変える２つのヒント 鹿嶋真弓 図書文化 
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エンカウンターで不登校対応が変わる 國分康孝 他 図書文化 

新教育課程ライブラリⅡ Vol.１～１２  ぎょうせい 

よくわかる Microsoft Word 2016 基礎  FOM 出版 

よくわかる Microsoft Word 2016 応用  FOM 出版 

よくわかる Microsoft Excel 2016 基礎  FOM 出版 

よくわかる Microsoft Excel 2016 応用  FOM 出版 

よくわかる Excel 2016 マクロ/VBA  FOM 出版 

よくわかる Microsoft PowerPoint 2016 基礎  FOM 出版 

よくわかる Microsoft PowerPoint 2016 応用  FOM 出版 

田村学・黒上晴夫の「深い学び」で生かす思考ツール

（教育技術 MOOK） 
田村  学  黒

上晴夫 小学館 

カリキュラム・マネジメント入門―「深い学び」の授

業デザイン。学びをつなぐ７つのミッション 田村 学 東洋館出版社 

ひとはもともとアクティブ・ラーナー！：未来を育て

る高校の授業づくり 山辺恵理子ほか 北大路書房 

たった一つを変えるだけ:クラスも教師も自立する

「質問づくり」 

ダン ロスステ

イ ン , ル ー ス 
サンタナ 

新評論 

「主体的学び」につなげる評価と学習方法―カナダ

で実践される ICE モデル 
スー・F 
ヤング他 東信堂 

ワークショップ型教員研修はじめの一歩 村川雅弘 教育開発研究所 

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 明治図書出版 

誰と一緒でも疲れない「聴き方・話し方」のコツ 水島広子 日本実業出版社 

若手教師がぐんぐん育つ学力上位県のひみつ 
千々布敏弥(国
立教育政策研究

所総括研究官) 
教育開発研究所 

教師の協同を創る校内研修: チーム学校の核づくり 杉 江  修 治  , 
水谷 茂 ナカニシヤ出版 

街場の教育論 内田樹 ミシマ社 

授業からの学校改革: 「教えて考えさせる授業」によ

る主体的・対話的で深い習得 
市川伸一 図書文化社 
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学生・研究者のための伝わる! 学会ポスターのデザ

イン術 
宮野公樹 化学同人 

チームを動かすファシリテーションのドリル 山口博 扶桑社 
教師のやる気を引き出す校長・教頭の言葉かけマジ

ック 諸富祥彦（編集） 教育開発研究所 

「探究」を探究する 田村学 学事出版 

授業をデザインする「技」 (学力が身に付く授業の「技」) 久野弘幸 ぎょうせい 

小学校新学習指導要領ポイント総整理 生活 久野弘幸 東洋館出版社 

ひと目でわかる Windows Server 2016 天野 司 日経 BP 社 

はじめてのホームページ･ビルダー21 桑名 由美 秀和システム 

プログラミング教育導入の前に知っておきたい思考

のアイディア 
黒上 晴夫、堀

田 龍也 小学館 

プロフェッショナル・ラーニング・コミュニティによる学

校再生－日本にいる「青い鳥」 千々布敏弥 教育出版社 

SDGs と環境教育 佐藤真久 日能研教務部 

中学校理科 9 つの視点でアクティブ・ラーニング 田代 直幸 東洋館出版社 

「これからの時代に求められる資質・能力の育成」とは 髙木展郎 東洋館出版社 

キャンベル生物学原書 キャンベル 丸善出版株式会社 

 


	2019購入一覧.pdf
	2018購入一覧.pdf
	2017購入一覧.pdf



