
 

資料コード 資料名 著者名 出版者

1 117353124 学校図書館を彩る切り絵かざり　2 CHIKU／著 少年写真新聞社 017 ﾁ 2

2 117373346 学校図書館をハックする クリスティーナ・A.ホルズワイス／著 新評論 017 ﾎ

3 117369250 探究学校図書館学　第2巻
全国学校図書館協議会「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 2

4 117369268 探究学校図書館学　第3巻
全国学校図書館協議会「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 3

5 117315370 教育現場と研究者のための著作権ガイド 上野 達弘／編 有斐閣 021.2 ｷ

6 117369276 まんがでわかる発達障害の人のためのお仕事スキル 鈴木 慶太／監修 合同出版 366.2 ﾏ

7 117373303 スクールカウンセリングのこれから 石隈 利紀／著 創元社 371.4 ｲ

8 117335207 いじめから子どもを守る 鬼澤 秀昌／著 エイデル研究所 371.4 ｵ

9 117350770 やさしくナビゲート!不登校への標準対応 田邊 昭雄／編著 ほんの森出版 371.4 ﾀ

10 117310107 教師が知らない「子どものスマホ・SNS」新常識 藤川 大祐／著 教育開発研究所 371.4 ﾌ

11 117348163 「いじめに対応できる学校」づくり 藤川 大祐／著 ぎょうせい 371.4 ﾌ

12 117310115 学級担任のための外国人児童指導ハンドブック 菊池 聡／著 小学館 371.5 ｷ

13 117317675 弁護士と精神科医が答える学校トラブル解決Q&A 佐藤 香代／編 子どもの未来社 374 ﾍﾞ

14 117312835 オンラインでも役立つ!小学校ワークシート&テンプレート イクタケ マコト／著 学陽書房 374.1 ｲ

15 117373290 Withコロナ時代のクラスを「つなげる」ネタ73 中村 健一／監修 黎明書房 374.1 ｳ

16 117310131 教室掲示実践アイデア集 釼持 勉／監修 ナツメ社 374.1 ｷ

17 117350753 中学校通知表ポジティブ所見辞典 土田 雄一／編集 教育開発研究所 374.1 ﾁ

18 117310182 中学校学級経営DX 『授業力&学級経営力』編集部／編 明治図書出版 374.1 ﾁ

19 117307173 子どもと教師を伸ばす学級通信 古舘 良純／著 明治図書出版 374.1 ﾌ

20 117310123 2時間でわかる学級経営の基礎・基本 丸岡 慎弥／著 東洋館出版社 374.1 ﾏ

21 117312843 学校が大好きになる!小1プロブレムもスルッと解消!1年生あそび101 三好 真史／著 学陽書房 374.1 ﾐ

22 117326356 学級がどんどんよくなるプチ道徳GAME 山本 東矢／著 学芸みらい社 374.1 ﾔ

23 117310140 伝わり方が劇的に変わる!6つの声を意識した声かけ50 熱海 康太／著 東洋館出版社 374.3 ｱ

24 117326364 先生のためのがんばりすぎない技術 江越 喜代竹／著 学陽書房 374.3 ｴ

25 117322385 先生の時間はどこへ消えた? 梶谷 希美／著 学芸みらい社 374.3 ｶ

26 117312851 教師が悩んだときに読む本 諸富 祥彦／編著 図書文化社 374.3 ｷ

27 117335231 いちばんわかりやすい教務主任の全仕事 草野 剛／著 明治図書出版 374.3 ｸ

28 117344079 教師のためのライフハック大全 庄子 寛之／著 明治図書出版 374.3 ｼ

29 117344125 策略ブラック学級崩壊サバイバル術 中村 健一／著 明治図書出版 374.3 ﾅ

30 117353132 教師のための濫読の道しるべ 西村 堯／著 学事出版 374.3 ﾆ

31 117317683 教師のマルチタスク思考法 松村 英治／著 東洋館出版社 374.3 ﾏ

32 117344087 教師の生産性を劇的に上げる職員室リノベーション32のアイデア 上部 充敬／著 明治図書出版 374.7 ｳ

33 117366498 気になるあの子、気になるあのこと 澤 栄美／著 さくら社 374.9 ｻ
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34 117376221 学校ICTサポートブック 教育あるある探検隊／編著 学事出版 375.1 ｶﾞ

35 117310158 一人も見捨てない!菊池学級12か月の言葉かけ 菊池 省三／著 小学館 375.1 ｷ

36 117322350 GIGAスクール時代の学びを拓く!PC1人1台授業スタートブック 中川 一史／編著 ぎょうせい 375.1 ｷﾞ

37 117326372 小学校低学年1人1台端末を活用した授業実践ガイド 堀田 博史／監修・編著 東京書籍 375.1 ｼ

38 117310174 実践事例でわかる!タブレット活用授業 田中 博之／著 学陽書房 375.1 ﾀ

39 117315389 特別活動で学校が変わる! 杉田 洋／監修 小学館 375.1 ﾄ

40 117307157 タブレットで変わる授業デザイン 西尾 環／著 小学館 375.1 ﾆ

41 117310166 2時間でわかる授業技術の基礎・基本 丸岡 慎弥／著 東洋館出版社 375.1 ﾏ

42 117353159 ICTで変わる社会科授業はじめの一歩 朝倉 一民／著 明治図書出版 375.3 ｱ

43 117322377 授業がもっと面白くなる中学校社会科ゲーム&アクティビティ 黒木 寛久／著 明治図書出版 375.3 ｸ

44 117307165 小学校体育つまずき解消事典 西薗 一也／著 明治図書出版 375.4 ﾆ

45 117326380 はじめてみようSTEAM教育 川村 康文／共著 オーム社 375.4 ﾊ

46 117376272 算数・国語アクティビティ200 SELECT 樋口 万太郎／著 フォーラム・A企画 375.4 ﾋ

47 117373311 技術・家庭科ものづくり大全 産業教育研究連盟／編 合同出版 375.5 ｷﾞ

48 117335240 新編技術科教材論 安東 茂樹／編著 竹谷教材株式会社出版事業部 375.5 ｼ

49 117369284 子どもの資質・能力を育む図画工作科教育法 新野 貴則／編著 萌文書林 375.7 ｺ

50 117366471 指導と評価がつながる!中学校音楽授業モデル　第1学年 副島 和久／編著 明治図書出版 375.7 ｼ 1

51 117366480 指導と評価がつながる!中学校音楽授業モデル　第2・3学年 副島 和久／編著 明治図書出版 375.7 ｼ 2

52 117356204 中学校美術テッパン題材モデル　第1学年 竹井 史／監修 明治図書出版 375.7 ﾁ 1

53 117356212 中学校美術テッパン題材モデル　第2・3学年 竹井 史／監修 明治図書出版 375.7 ﾁ 2

54 117312860 「教える」から「学びを深める」うた授業へ 平野 次郎／編著 ヤマハ 375.7 ﾋ

55 117373320 授業・行事が盛り上がる!山ちゃんの鑑賞曲deボディパーカッション 山田 俊之／著 音楽之友社 375.7 ﾔ

56 117335215 国語の発問いいのはどっち?問いくらべ 山中 伸之／著 学陽書房 375.8 ﾔ

57 117369241 インクルーシブ教育システム時代の就学相談・転学相談 宮崎 英憲／監修 ジアース教育新社 378 ｲ

58 117307181 はじめての学級担任もできる特別支援教育ガイド 岡田 広示／著 明治図書出版 378 ｵ

59 117353167 オンラインとオフラインで考える特別支援教育 青山 新吾／監修 明治図書出版 378 ｵ

60 117344109 自閉スペクトラム症のある子の「できる」をかなえる!構造化のための支援ツール　集団編 佐々木 敏幸／著 明治図書出版 378 ｻ

61 117344095 自閉スペクトラム症のある子の「できる」をかなえる!構造化のための支援ツール　個別編 佐々木 敏幸／著 明治図書出版 378 ｻ

62 117317691 インクルーシブ授業で学級づくりという発想 丹野 清彦／著 クリエイツかもがわ 378 ﾀ

63 117322369 特別支援の必要な子に役立つかんたん教材づくり　2 武井 恒／著 学芸みらい社 378 ﾀ 2

64 117350761 特別支援学級担任の仕事術100 増田 謙太郎／著 明治図書出版 378 ﾏ

65 117312878 学校で知っておきたい精神医学ハンドブック 高宮 静男／著 星和書店 493.9 ﾀ


