
資料コード 資料名 著者名 出版者

1 117379166 探究学校図書館学　第5巻
全国学校図書館協議会「探究学校図書
探究学校図書館学」編集委員会／編著

全国学校図書館協議会 017.0 ﾀ 5

2 117434493 一冊の本が学級を変える 多賀 一郎／著 黎明書房 019.2 ﾀ

3 117423130 児童の読書力を形成する読書日記 細 恵子／著 溪水社 019.2 ﾎ

4 117127949 学校で知っておきたい著作権　1 小寺 信良／著 汐文社 021.2 ｺ 1

5 117428981 学校で知っておきたい著作権　2 小寺 信良／著 汐文社 021.2 ｺ 2

6 117131911 学校で知っておきたい著作権　3 小寺 信良／著 汐文社 021.2 ｺ 3

7 117397920 実践入門!学校で活かす認知行動療法 嶋田 洋徳／著 ほんの森出版 371.4 ｼ

8 117423122 絵本で教えるにほんご 野呂 きくえ／著 スリーエーネットワーク 371.5 ﾉ

9 117407194 対人関係と感情コントロールのスキルを育てる中学生のためのSELコミュニケーションワ
ーク 山田 洋平／著 明治図書出版 371.6 ﾔ

10 117379158 著作権ハンドブック 宮武 久佳／著 東京書籍 374 ﾐ

11 117434523 子どもの根っこを育てる学級通信スキル&実例 友田 真／著 明治図書出版 374.1 ﾄ

12 117441600 学級づくり365日のICT活用術 宗實 直樹／著 明治図書出版 374.1 ﾑ

13 117430072 教師のためのマインドフルネス入門 今井 真理／著 明治図書出版 374.3 ｲ

14 117438669 小学校6年間、全教科で使える板書の教科書 岡本 美穂／著 ナツメ社 374.3 ｵ

15 117427829 教師のON／OFF仕事術 川端 裕介／著 明治図書出版 374.3 ｶ

16 117417408 教師のためのiPhone & iPad超かんたん活用術 蔵満 逸司／著 黎明書房 374.3 ｸ

17 117432628 実務が必ずうまくいく学年主任の仕事術55の心得 佐々木 陽子／著 明治図書出版 374.3 ｻ

18 117444014 新任3年目までに身につけたい困った場面をズバリ解決!指導術 土居 正博／編著 明治図書出版 374.3 ﾄﾞ

19 117438685 新任3年目から「引き出し」を増やす困った場面をズバリ解決!指導術　学級経営編 土居 正博／編著 明治図書出版 374.3 ﾄﾞ

20 117401595 先生のためのICTワークハック 前多 昌顕／著 明治図書出版 374.3 ﾏ

21 117441570 学校保健マニュアル 衞藤 隆／編集 南山堂 374.9 ｶﾞ

22 117436216 保健室でのアンガーマネージメント 本田 恵子／編著 ほんの森出版 374.9 ﾎ

23 117404799 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／著 ナツメ社 375.1 ｲ

24 117415120 GIGAスクール構想で変わる授業づくり入門 蔵満 逸司／著 黎明書房 375.1 ｸ

25 117401633 小学校ICTの授業づくり超入門! 高橋 純／編著 明治図書出版 375.1 ｼ

26 117444006 係活動指導完ペキマニュアル 辻川 和彦／編著 明治図書出版 375.1 ﾂ

27 117436224 学級づくり×ICT 東口 貴彰／著 明治図書出版 375.1 ﾄ

28 117441589 教育書の生かし方 松村 英治／著 東洋館出版社 375.1 ﾏ

29 117432601 入門生徒指導 片山 紀子／著 学事出版 375.2 ｶ

30 117441597 クラスの子が前向きに育つ!対話型叱り方 樋口 万太郎／編著 学陽書房 375.2 ﾋ

31 117434531 小学校生活指導アップデート 筆野 元／著 明治図書出版 375.2 ﾌ

32 117407178 政治的リテラシー育成に関する実践的研究 岡田 泰孝／著 東洋館出版社 375.3 ｵ

33 117430056 社会科が好きになる授業づくり入門 北 俊夫／著 文溪堂 375.3 ｷ

34 117404802 教室から学ぶ法教育　2
教師と弁護士でつくる法教育研究会
／編著

現代人文社 375.3 ｷ 2
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35 117385794 小学校社会おもしろ授業ネタ70 楠木 宏／著 明治図書出版 375.3 ｸ

36 117436232 思考ツール×パフォーマンス課題でつくる中学校社会科授業 七里 広志／著 明治図書出版 375.3 ｼ

37 117425648 GIGAスクールに対応した小学校理科1人1台端末活用BOOK 三井 寿哉／編著 明治図書出版 375.4 ｷﾞ

38 117401625 算数あそび101 三好 真史／著 学陽書房 375.4 ﾐ

39 117430064 小学校家庭科授業のヒント33 伊東 智恵子／編著 開隆堂出版 375.5 ｲ

40 117407186 子どもがもっとアクティブに!小学校音楽「言葉がけ」のアイデア100 岩井 智宏／著 明治図書出版 375.7 ｲ

41 117397938 図画工作指導テクニック114 竹井 史／編著 明治図書出版 375.7 ﾀ

42 117441619 1人1台端末でみんなつながる!音楽授業のICT活用handbook 瀧川 淳／編著 明治図書出版 375.7 ﾀ

43 117391328 中学校音楽科教師のための授業づくりスキルComplete Guide 大熊 信彦／編著 明治図書出版 375.7 ﾁ

44 117397946 外国語活動・外国語授業のユニバーサルデザイン英語ゲーム&アクティビティ80 葛西 希美／著 明治図書出版 375.8 ｶ

45 117434515 国語教育は文学をどう扱ってきたのか 幸田 国広／著 大修館書店 375.8 ｺ

46 117420310 中学校国語の板書づくりアイデアブック 小林 康宏／著 明治図書出版 375.8 ｺ

47 117401609 実例でわかる!中学英語パフォーマンステスト&学習評価 瀧沢 広人／著 学陽書房 375.8 ﾀ

48 117379174 今日から使える!特別支援iPad活用法 内田 義人／著 合同出版 378 ｳ

49 117388599 学校で困っている子どもへの支援と指導 日戸 由刈／監修 学苑社 378 ｶﾞ

50 117438677 通常学級の発達障害児の「学び」を、どう保障するか 田中 裕一／著 小学館 378 ﾀ

51 117123820 子どもに必要なソーシャルスキルのルールBEST99 スーザン・ダイアモンド／著 黎明書房 378 ﾀﾞ

52 117404764 かかわりの中で育つ通常学級『自立活動』の発想による指導 土居 裕士／著 学事出版 378 ﾄﾞ

53 117391301 学びに凸凹のある子が輝くデジタル時代の教育支援ガイド 朝日新聞社／著 学研教育みらい 378 ﾏ

54 117391310 知的・発達障害のある子のプログラミング教育実践　2 金森 克浩／監修 ジアース教育新社 378.6 ﾁ 2

55 117404772 教育現場のための安全な化学実験と事故事例 鈴木 仁美／著 丸善出版 432.1 ｽ

56 117125946 季節と行事のおりがみくらぶ　学校生活編[1] 新宮 文明／著 ほるぷ出版 754 ｼ

57 117125970 季節と行事のおりがみくらぶ　学校生活編[4] 新宮 文明／著 ほるぷ出版 754 ｼ

58 117125954 季節と行事のおりがみくらぶ　学校生活編[2] 新宮 文明／著 ほるぷ出版 754 ｼ

59 117125962 季節と行事のおりがみくらぶ　学校生活編[3] 新宮 文明／著 ほるぷ出版 754 ｼ


