
資料コード 資料名 著者名 出版者

1 117446602 シリーズ学びの環境デザインを考える　第1巻 悠光堂 017 ｼ 1

2 117446610 シリーズ学びの環境デザインを考える　第2巻 悠光堂 017 ｼ 2

3 117494194 シリーズ学びの環境デザインを考える　第3巻 悠光堂 017 ｼ 3

4 117467758 一冊の絵本が子どもを変える 多賀 一郎／著 黎明書房 017 ﾀ

5 117491861 読書家の時間 プロジェクト・ワークショップ／編 新評論 017 ﾄﾞ

6 117153133 岐阜市子どもの読書活動推進計画　第3次 岐阜市立図書館／編集 岐阜市立図書館 019 ｷﾞ 22

7 117153141 岐阜市子どもの読書活動推進計画　第3次 岐阜市立図書館／編集 岐阜市立図書館 019 ｷﾞ 22

8 117486302 部活動にうちこむ 佐藤 理絵／監修 日外アソシエーツ 028.0 ﾌﾞ

9 117488984 「荒れのピンチ」も信じられないほど乗り切れる学級裏ワザ指導大全 宇都宮 誠／著 明治図書出版 374.1 ｳ

10 117512710 菊池省三365日の学級経営 菊池 省三／著 明治図書出版 374.1 ｷ

11 117512702 菊池省三365日のコミュニケーションゲーム 菊池 省三／著 明治図書出版 374.1 ｷ

12 117453501 保護者も子どももよろこぶ!学級だより文例&イラスト集　小学校低学 富田 瑞枝／監修 ナツメ社 374.1 ﾎ 1

13 117453510 保護者も子どももよろこぶ!学級だより文例&イラスト集　小学校中・高学年 谷中 みつ代／監修 ナツメ社 374.1 ﾎ 2

14 117453528 秒で刺さって子どもが動く!「教室コトバ」のつくり方 森川 正樹／著 東洋館出版社 374.1 ﾓ

15 117498505 教師たちのとっておきの言葉 諸富 祥彦／編著 図書文化社 374.3 ｷ

16 117486310 新時代を生き抜くミドル教師の仕事術 杉本 敬之／著 明治図書出版 374.3 ｽ

17 117456551 中学教師1年目の教科書 前川 智美／著 明治図書出版 374.3 ﾏ

18 117458767 まるごと日本の踊り小学校運動会BOOK 黒井 信隆／編著 いかだ社 374.4 ｸ

19 117481335 ひとりで解決!理不尽な保護者トラブル対応術 齋藤 浩／著 学事出版 374.6 ｻ

20 117481327 チームで解決!理不尽な保護者トラブル対応術 齋藤 浩／著 学事出版 374.6 ｻ

21 117449938 実例満載養護教諭のための保健だより&掲示物 森 慶惠／著 明治図書出版 374.9 ﾓ

22 117449911 みんなでつくろう!SDGs授業プラン 池田 考司／編 旬報社 375 ﾐ

23 117467766 ICT主任になったら読む本 小池 翔太／著 明治図書出版 375.1 ｱ

24 117461164 新しい研究授業の進め方 田中 博史／編著 東洋館出版社 375.1 ｱ

25 117491870 算数文章題が解けない子どもたち 今井 むつみ／著 岩波書店 375.1 ｻ

26 117481360 すべての子どもに「話す力」を 竹内 明日香／著 英治出版 375.1 ﾀ

27 117453536 教科別でわかる!タブレット活用授業 田中 博之／著 学陽書房 375.1 ﾀ

28 117456527 学校のデジタル化は何のため? 為田 裕行／著 さくら社 375.1 ﾀ

29 117458775 確かな学力が身につく!小学1年生担任の授業技術大全 丸岡 慎弥／著 学陽書房 375.1 ﾏ

30 117449946 1人1台端末で起こるクラスのICTトラブルへの予防と対応 松尾 英明／著 明治図書出版 375.1 ﾏ

31 117458783 「学びのミライ地図」の描き方 山本 崇雄／著 学陽書房 375.1 ﾔ

32 117509809 GoogleアプリのICT“超かんたん”スキル 井上 嘉名芽／[ほか]著 時事通信出版局 375.19 ｸﾞ

33 117509817 ロイロノートのICT“超かんたん”スキル 和田 誠／[ほか]著 時事通信出版局 375.19 ﾛ

34 117446629 子供の「困った発言」に5秒で返す教師の「切り返し」 池田 修／著 明治図書出版 375.2 ｲ

35 117449962 セルフコントロール力がつく自己理解・他者理解ワークブック　中学校・高等学校編 岡田 倫代／編著 学事出版 375.2 ｵ

36 117449954 セルフコントロール力がつく自己理解・他者理解ワークブック　小学校編 岡田 倫代／編著 学事出版 375.2 ｵ
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37 117498491 教室マルトリートメント 川上 康則／著 東洋館出版社 375.2 ｶ

38 117456535 中学校生徒のホンネを引き出す技術 力久 晃一／著 東洋館出版社 375.2 ﾘ

39 117498521 ICTで変わる社会科授業　実践編 朝倉 一民／著 明治図書出版 375.3 ｱ

40 117512729 小学校社会科都道府県・地図学習ワーク&アクティビティ 永井 健太／著 明治図書出版 375.3 ﾅ

41 117503720 「～のはずなのに、なぜ?」を教材化する社会科学習 澤井 陽介／監修 東洋館出版社 375.3 ﾉ

42 117461202 iPadでつくる数学授業 芥 隆司／著 明治図書出版 375.4 ｱ

43 117453544 イラスト図解ですっきりわかる理科　授業づくり 鳴川 哲也／著 東洋館出版社 375.4 ｲ

44 117494216 算数ナゾ解き&脱出ゲーム 岡田 光未／著 明治図書出版 375.4 ｵ

45 117456560 算数・数学科小中連携の新しい図形指導 國宗 進／編著 明治図書出版 375.4 ｻ

46 117461199 素朴な疑問から考える中学校数学の教材研究 佐藤 英二／著 明治図書出版 375.4 ｻ

47 117506354 理科授業のつくり方 田中 翔一郎／著 明治図書出版 375.4 ﾀ

48 117472646 「先生、どうやったらできるの?」と聞かれたときに読む本 三輪 佳見／著 大修館書店 375.4 ﾐ

49 117509825 ゴール型ゲーム<バスケットボール>の授業プラン 日本バスケットボール協会／編 大修館書店 375.49 ｺﾞ

50 117491888 小学校家庭科1人1台端末を活用した授業づくり 筒井 恭子／編著 明治図書出版 375.5 ﾂ

51 117498513 小学校家庭科+αで楽しくなる手縫い&ミシン縫い指導のコツ 横山 みどり／著 東洋館出版社 375.5 ﾖ

52 117469351 ピアノなし・楽譜なしでできる!とにかく楽しい小学校音楽授業アイデア 笠原 壮史／編著 明治図書出版 375.7 ｶ

53 117461210 これでできる!音楽科の授業創り 清水 宏美／著 音楽之友社 375.7 ｼ

54 117469343 作文と発表が苦手な子への教え方と教材 澳塩 渚／著 学研教育みらい 375.8 ｵ

55 117494208 読解×記述 樺山 敏郎／著 教育出版 375.8 ｶ

56 117461172 小学校読むことを楽しむ言語活動プラン100 春日 由香／編著 東洋館出版社 375.8 ｼ

57 117503738 みんなで考える国語の授業 高原 史朗／著 高文研 375.8 ﾀ

58 117456543 体験から「論理」に気づく読みのゲーム60 山田 秀人／著 東洋館出版社 375.8 ﾔ

59 117478440 「自立活動」の授業づくり 新井 英靖／編著 明治図書出版 378 ｱ

60 117472697 特別支援教育をサポートする算数につまずく子への支援事例&教材集 上野 眞理子／著 ナツメ社 378 ｳ

61 117456578 特別支援学級小集団の授業カリキュラムづくり 上原 淑枝／著 明治図書出版 378 ｳ

62 117503711 不登校・暴力行為に向き合う小中学校で発達障害に気づいて・育てる支援ガイド 黒澤 礼子／著 講談社 378 ｸ

63 117472689 特別支援教育をサポートする読み書きにつまずく子への国語教材集 齊藤 代一／著 ナツメ社 378 ｻ

64 117509833 叱らずほめて伸ばすポジティブな特別支援教育 高津 梓／著 明治図書出版 378 ﾀ

65 117464198 はじめての特別支援教育 青山 眞二／監修 図書文化社 378 ﾊ

66 117512680 中学・高校物理の学びに役立つ実験集 石崎 喜治／著 ジアース教育新社 378.1 ｲ

67 117474886 知的障害・発達障害のある子どもの心と体を育む運動・ゲーム75選 渡邉 貴裕／編著 東洋館出版社 378.6 ﾜ

68 117467774 もっとやさしいコグトレ 宮口 幸治／編著 三輪書店 493.9 ﾐ
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