
 

資料コード 資料名 著者名 出版者

1 116665629 学び合い育ち合う学校図書館づくり 稲井 達也／著 学事出版 017 ｲ

2 116619929 学校図書館への招待 坂田 仰／編著 八千代出版 017 ｶﾞ

3 116695110 司書教諭・学校司書のための学校図書館必携 全国学校図書館協議会／監修 悠光堂 017 ｼ

4 116693029 コピーして使える小・中学校の授業を高める学校図書館活用法 渡辺 暢恵／著 黎明書房 017 ﾜ

5 116584688 探究学校図書館学　第4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

全国学校図書館協議会 017.0 ﾀ 4

6 116638630 主体的な学びを支える学校図書館 和田 幸子／著 少年写真新聞社 017.2 ﾜ

7 116617357 子どもの学びが充実する読書活動15の指導法 稲井 達也／著 学事出版 019.2 ｲ

8 116638648 もっとある!学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本220
東京・学校図書館スタンプラリー実行
委員会／編著

ぺりかん社 019.5 ﾓ

9 116617365 ポスト・コロナショックの学校で教師が考えておきたいこと 東洋館出版社／編 東洋館出版社 370.4 ﾎﾟ

10 117301990 7人に1人の子どもが貧困 アスクネット／編著 明治図書出版 371.3 ﾅ

11 116695129 コロナと闘う学校 川崎 雅和／編著 学事出版 372.1 ｶ

12 116635428 学校の日常・危機・緊急時に求められる学校の説明・メッセージ74実例 教育開発研究所／編 教育開発研究所 374 ｶﾞ

13 116631287 学校組織で取り組む「危機管理」 静岡県養護教諭研究会／編著 東山書房 374 ｶﾞ

14 116614064 「任せる」マネジメント 住田 昌治／著 学陽書房 374 ｽ

15 116665637 最新Q&Aスクール・コンプライアンス120選 菱村 幸彦／著 ぎょうせい 374 ﾋ

16 116588268 豊富な実例ですべてがわかる!中学校生徒とつくる365日の教室環境 川端 裕介／著 明治図書出版 374.1 ｶ

17 116643455 子どもがつながる!オンライン学級あそび 庄子 寛之／編著 学陽書房 374.1 ｺ

18 116584696 これで安心!新学期の定番メニュー 「たのしい授業」編集委員会／編 仮説社 374.1 ｺ

19 116584700 子どもが「話せる」「聞ける」クラスに変わる!学級あそび 沼田 晶弘／監修 ナツメ社 374.1 ｺ

20 116657731 学級づくりに役立つ!毎日できる「昔遊び・伝承遊び」 佐藤 正寿／著 明治図書出版 374.1 ｻ

21 116581476 いつからでも挽回できる!時期別学級立て直しガイド 高本 英樹／著 明治図書出版 374.1 ﾀ

22 116592524 楽しみながら信頼関係を築くゲーム集 高久 啓吾／著 学事出版 374.1 ﾀ

23 116695137 12か月の学級ゲーム&アクティビティ 野澤 諭史／著 明治図書出版 374.1 ﾉ

24 116693010 密にならないクラスあそび120 樋口 万太郎／編著 学陽書房 374.1 ﾐ

25 117304883 子どもの笑顔を取り戻す!「むずかしい学級」ビルドアップガイド 山田 洋一／著 明治図書出版 374.1 ﾔ

26 116604301 教師のiPad仕事術 魚住 惇／著 学事出版 374.3 ｳ

27 116581433 教職1年目の働き方大全 教師の働き方研究会／編 明治図書出版 374.3 ｷ

28 117304840 Q&Aでわかる!先生のためのアンガーマネジメント 佐藤 恵子／著 明治図書出版 374.3 ｻ

29 116584718 教師の「あるあるトラブル」初期対応77 鈴木 ヒデトシ／著 東洋館出版社 374.3 ｽ

30 117304832 若手教師の働き方 須貝 誠／著 東洋館出版社 374.3 ｽ

31 116699329 スムーズに着任できる!教師のための「異動」の技術 俵原 正仁／著 学陽書房 374.3 ﾀ

32 116592532 とってもよくわかる“主任の職務” 山本 東矢／著 学芸みらい社 374.3 ﾄ

33 116600489 新卒3年目からグイッと飛躍したい!教師のための心得 土居 正博／著 明治図書出版 374.3 ﾄﾞ
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34 116614072 全職員が定時で帰るスクールリーダーの職員室革命 中村 浩二／著 明治図書出版 374.3 ﾅ

35 117302015 誰でもうまくいく!教務主任の仕事術41+α 中條 佳記／著 黎明書房 374.3 ﾅ

36 116667990 女性管理職という生き方 藤木 美智代／著 学事出版 374.3 ﾌ

37 116581441 教師の引き算仕事術 山中 伸之／著 学陽書房 374.3 ﾔ

38 116654139 若手教師のための教師力をみがくハンドブッ 岡崎市教科・領域指導員会／編著 明治図書出版 374.3 ﾜ

39 116695145 保護者と語りたい子育て話材50 北 俊夫／著 文溪堂 374.6 ｷ

40 116650869 「新しい学校生活」のための感染症対策ハンドブック 鎌塚 優子／編著 学事出版 374.9 ｱ

41 117304859 教師のための防災学習帳 小田 隆史／編著 朝倉書店 374.9 ｵ

42 116685700 これで解決!養護教諭のための新型感染症対策Q&A 三木 とみ子／編集代表 ぎょうせい 374.9 ｺ

43 116608978 学校の応急処置がよくわかる 玉川 進／著 東山書房 374.9 ﾀ

44 116592540 教育委員会・学校管理職のためのカリキュラム・マネジメント実現への戦略と実践 村川 雅弘／編著 ぎょうせい 375 ｷ

45 116690097 小学校にオンライン教育がやってきた! 上松 恵理子／著 三省堂 375.1 ｳ

46 116641088 オンライン授業スタートブック 上條 晴夫／著 学事出版 375.1 ｵ

47 116591137 行事・学活に生かす学校美術館作品資料集 大久保 利詔／著 小学館 375.1 ｵ

48 116606495 学校アップデート 堀田 龍也／著 さくら社 375.1 ｶﾞ

49 116611430 「ものの見方・考え方」とは何か 北 俊夫／著 文溪堂 375.1 ｷ

50 116617373 これで、ICT活用・プログラミング×『学び合い』は成功する! 水落 芳明／編著 学事出版 375.1 ｺ

51 116638656 70の事例でわかる・できる!小学校オンライン授業ガイド 佐藤 正範／編著 明治図書出版 375.1 ｻ

52 116631295 主体的・対話的で深い学び実現の指導法100 千葉 雄二／著 学芸みらい社 375.1 ｼ

53 117209554 新任教師の授業づくり 須田　敏男／著 学陽書房 375.1 ｽ

54 116597437 知っているだけで大違い!授業を創る知的ミニネタ45 土作 彰／編著 黎明書房 375.1 ﾂ

55 116654104 ポスト・コロナショックの授業づくり 奈須 正裕／編著 東洋館出版社 375.1 ﾅ

56 116626534 子どもが「学び合う」オンライン授業! 西川 純／編著 学陽書房 375.1 ﾆ

57 116594870 小学校はじめてのプログラミング授業 丸岡 慎弥／著 学陽書房 375.1 ﾏ

58 116581450 教師の言葉かけ大全 三好 真史／著 東洋館出版社 375.1 ﾐ

59 116617349 やってみよう!小学校はじめてのオンライン授業　正 樋口 万太郎／編著 学陽書房 375.1 ﾔ

60 116635436 やってみよう!小学校はじめてのオンライン授業　続 堀田 龍也／編著 学陽書房 375.1 ﾔ 2

61 116617403 子どもが変わるドラマのセリフもっと話がうまくなる 丹野 清彦／著 高文研 375.2 ﾀ

62 116697318 スマホ・ケータイ持ち込みの基本ルール 竹内 和雄／著 学事出版 375.2 ﾀ

63 116685719 感染症を学校でどう教えるか 池田 考司／編著 明石書店 375.3 ｶ

64 117302023 見方・考え方を働かせる発問スキル50 川端 裕介／著 明治図書出版 375.3 ｶ

65 116608986 「なぜ」で学習指導要領を読み解く社会科授業のヒント 北 俊夫／著 文溪堂 375.3 ｷ

66 116597410 おもしろ「地図」授業スキル60 寺本 潔／著 明治図書出版 375.3 ﾃ

67 116578599 「お手伝い・補助」で一緒に伸びる筑波の体育授業 筑波大学附属小学校体育研究部／著 明治図書出版 375.4 ｵ

68 116611421 なぜ、理科を教えるのか 角屋 重樹／著 文溪堂 375.4 ｶ

69 116592559 中学校理科授業で使えるサイエンスマジック60 金城 靖信／著 明治図書出版 375.4 ｷ

70 116643463 100均グッズからICTまで中学校理科アイテム&アイデア100 窪田 一志／著 明治図書出版 375.4 ｸ



71 116635444 小学校理科・生活科授業で使える科学あそび60 月僧 秀弥／著 明治図書出版 375.4 ｹﾞ

72 116680083 小学校理科「フローチャート型」授業ガイド 理科おもしろゼミ／編著 東洋館出版社 375.4 ｼ

73 116648660 8つのポイントで運動大好きの子供をつくる!体育授業のICT活用アイデア56 鈴木 直樹／編著 明治図書出版 375.4 ｽ

74 116594888 コツがわかればうまくいく!中学校理科の観察・実験 野田 新三／著 明治図書出版 375.4 ﾉ

75 116594896 教育実践◎中学生のためのストレスマネジメント教育 安川 禎亮／編著 合同出版 375.4 ﾔ

76 116578564 理科の見方・考え方を働かせて学びを深める理科の授業づくり 日置 光久／編著 大日本図書 375.4 ﾘ

77 116592567 先生も子どもも楽しくなる小学校家庭科 岸田 蘭子／著 ミネルヴァ書房 375.5 ｷ

78 116584726 生活をデザインする家庭科教育 堀内 かおる／編 世界思想社 375.5 ｾ

79 116646004 小学校音楽あそび70 石上 則子／編著 明治図書出版 375.7 ｲ

80 116623837 恥ずかしがらずに声を出せるようになる「声遊び」のアイデア&授業レシピ 熊木 眞見子／著 明治図書出版 375.7 ｸ

81 116660759 学級経営・行事にも使える!わくわく楽しい群読指導&群読詩 秋山 欣彦／著 明治図書出版 375.8 ｱ

82 116699337 英語でビブリオバトル実践集 木村 修平／編著 子どもの未来社 375.8 ｴ

83 116611448 ビフォー・アフターで取り組む国語科授業デザイン 勝見 健史／編著 文溪堂 375.8 ｶ

84 116584742 ニガテな生徒もどんどん書き出す!中学・高校英語ライティング指導 上山 晋平／著 学陽書房 375.8 ｶ

85 116581468 「教師の自己評価」で英語授業は変わる 神保 尚武／監修 大修館書店 375.8 ｷ

86 116695153 国語教科書の定番教材を検討する! 石井 正己／編 三弥井書店 375.8 ｺ

87 116660767 すぐれた小学校英語授業 泉 惠美子／編 研究社 375.8 ｽ

88 116578602 小学校外国語活動&外国語の新学習評価ハンドブック 瀧沢 広人／著 明治図書出版 375.8 ﾀ

89 116584734 「繰り返し」で子どもを育てる国語科基礎力トレーニング 土居 正博／著 東洋館出版社 375.8 ﾄﾞ

90 117302040 Q&Aでわかる!はじめての小学校英語専科 服部 晃範／著 明治図書出版 375.8 ﾊ

91 116597429 どの子も好きになる!楽しみながら話せる!英語あそび101 三好 真史／著 学陽書房 375.8 ﾐ

92 116643471 withコロナ時代の特別支援教育 特別支援教育の実践研究会／編 明治図書出版 378 ｳ

93 116638672 発達障害のある子どもの<タイプ別>支援スタートブック 鬼 秀範／著 明治図書出版 378 ｵ

94 116635452 子どもが目を輝かせて学びだす!教材・教具・ICTアイデア100
『特別支援教育の実践情報』編集部／
編

明治図書出版 378 ｺ

95 116657740 多感覚を生かして学ぶ小学校英語のユニバーサルデザイン 竹田 契一／監修 明治図書出版 378 ﾀ

96 116660775 みんなにやさしい授業の実践 加藤 哲文／監修 ジアース教育新社 378 ﾐ

97 116638664 医者が考案したコグトレ・パズル 宮口 幸治／著 SBクリエイティブ 378 ﾐ

98 116592575 知的・発達障害のある子のプログラミング教育実践　[1] 水内 豊和／編著 ジアース教育新社 378.6 ﾐ

99 117218138 アイヌ民族:歴史と現在 教師用指導書　第9版 アイヌ民族文化財団 382.1 ｱ

100 117223425 アイヌ民族:歴史と現在 教師用指導書　第10版 アイヌ民族文化財団 382.1 ｱ


