
購入図書一覧

NO 図書名 著者名 出版社 定価

1 中学校国語２年　学習指導書（上・下） 光村図書 34,650

2 日本子ども資料年鑑2021
社会福祉法人恩賜財団母子
愛育会愛育研究所　編 KTC中央出版 11,000

3 日本国勢図会2021/2022 矢野恒太記念会　編 （財）矢野恒太記念会 2,970

4 データブックオブザワールド2021 二宮書店編集部　編 二宮書店 770

5 データでみる県勢2021 矢野恒太記念会　編 （財）矢野恒太記念会 2,970

6
日本のすがた2021表とグラフでみる日本をもっと知るた
めの社会科資料集

矢野恒太記念会　編 （財）矢野恒太記念会 1,100

7
VISUAL BOOK OF THE HUMAN BODY　人体大図鑑
(Newton本格図鑑シリーズ)

坂井　建雄　監修  ニュートンプレス 3,080

8
VISUAL BOOK OF THE SOLAR SYSTEM　太陽系大図
鑑 (Newton本格図鑑シリーズ)

渡部　潤一　監修  ニュートンプレス 3,080

9
VISUAL BOOK OF THE CHEMISTRY　化学大図鑑
(Newton本格図鑑シリーズ)

桜井　弘　監修  ニュートンプレス 3,080

10
「主体的・対話的で深い学び」学習評価の手引き　学ぶ意
欲がぐんぐん伸びる評価の仕掛け

田中　博之 教育開発研究所 2,420

11 アクティブ・ラーニング　「深い学び」実践の手引き 田中　博之 教育開発研究所 2,420

12 実践事例でわかる！アクティブ・ラーニングの学習評価 田中　博之 学陽書房 2,200

13
アクティブ・ラーニングが絶対成功する！小・中学校の家
庭学習アイデアブック

田中　博之 明治図書出版 2,310

14
フィンランド・メソッドの学力革命　その秘訣を授業に生か
す30の方法

田中　博之 明治図書出版 2,596

15 学習評価 田村　学 東洋館出版社 2,200

16 深い学び 田村　学 東洋館出版社 2,178

17 新版　小学校音楽科教育法 本多佐保見、中嶋俊夫、齊藤忠彦、桐原礼教育出版社 2,640

18 音楽づくり・創作の授業デザイン 石上則子 教育芸術社 2,200

19 考える力を高める国語科の授業づくり「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて中村和弘/大塚健太郎/前田元文溪堂 2,200

20
資質・能力を育むために「深い学び」をいざなう授業のア
イデア

光村図書 4,620

21
中学校国語指導事例集　個性を生かした授業構想のヒン
ト（中学校２年）

光村図書 5,500

22
国語嫌いな生徒が変わる！中学校国語科つまずき対応
の授業&評価プラン

吉川芳則 明治図書 2,420

23 教えて考えさせる中学校国語科授業づくり 市川伸一、刀禰美智枝 明治図書 2,530

24
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 2,310

25 歴史をする: 生徒をいかす教え方・学び方とその評価 リンダ・S・レヴィスティック 新評論 2,640

26 未来の市民を育む「公共」の授業 杉浦 真理  大月書店 3,300

27 高校社会「地理総合」の授業を創る 井田 仁康 明治図書 2,200

28 生活科カリキュラム・マネジメント 関　浩和 ふくろう出版 2,200



29 ０・１・２歳児　子どもの姿ベースの指導計画 無藤　隆 フレーベル館 3,190

30 3・4・5歳児　子どもの姿ベースの指導計画 無藤　隆 フレーベル館 3,190

31 求められる美術教育 大坪圭輔 武蔵野美術大学出版 2,200

32 その子は、何を描こうとしたのか？ 岡田京子 東洋館出版社 2,090

33 思春期の美術教育 新井哲夫 日本文教出版 2,750

34 英語学習者コーパス活用ハンドブック 投野由紀夫、金子朝子、杉浦正利、和泉絵美〔編著〕 大修館書店 2,420

35 タスクベースの英語指導ーTBLTの理解と実践 松村昌紀 大修館書店 2,750

36 その問いは文学の授業をデザインする 松本　修 明治図書 2310

37 読解力を鍛える古典の「読み」の授業 阿部　昇 明治図書 2,860

38 復刻版　第三の書く 青木　幹勇 東洋館出版社 2,420

39
とっておき! 魅せる! 英語授業プラン 思考プロセスを重視する[中学校・
高校]CLILの実践

柏木 賀津子, 伊藤 由紀子 明治図書出版 2,310

40
パフォーマンス課題を位置づけた中学校社会の単元＆
授業モデル

中野 英水 明治図書 2,266

41
川端裕介の中学校社会科授業　見方・考え方を働かせる
発問スキル５０

川端　裕介 明治図書 1,980

42 ＷＨＹでわかる！　ＨＯＷでできる！　理科の授業Ｑ＆Ａ 大前　暁政 明治図書 2,200

43
学びなおし　中学・高校化学　改訂第2版　中学から高校
までの化学がとことんよくわかる！

 ニュートンプレス 1,980

44
実践 生物実験ガイドブック (『生物の科学 遺伝』別冊
No.24)

半本 秀博 (監修, その他) 『生物の科学 遺伝』編集部 (編集)

NTS
 『生物の科学 遺伝』編
集部 (編集)

3,850

45 化学が好きになる数の物語100話 Joel Levy (原著)  ニュートンプレス 1,980

46
学びなおし　中学・高校物理　なるほど！自然界の”ルー
ル”がよくわかる！　増補第２版

 ニュートンプレス 1,980

47 新種の発見-見つけ、名づけ、系統づける動物分類学 岡西 政典 出版社 : 中央公論新社 946

48 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 2,200

49 図解 身近にあふれる「化学」が3時間でわかる本 齋藤 勝裕  明日香出版社 1,650

50 宮沢賢治の地学実習 柴山 元彦 著 創元社 1,870

51 理工系学生のための教科教育法入門 東平 彩亜 北大路書房 2,420

52
理科授業サポートＢＯＯＫＳ
小学校理科・生活科　授業で使える科学あそび６０

月僧　秀弥 明治図書 2,310

53 花実でわかる樹木 951種の検索 馬場多久男 信濃毎日新聞社 3,850

54
課題研究メソッドStart Book―探究活動の土台づくりのた
めに

岡本 尚也 (著) 新興出版社啓林館 1,320

55 できるTeams for Education すぐに始めるオンライン授業 清水理史 インプレス 2,200



56
理系力が身につく週末実験 身近な不思議を読み解く科
学

尾嶋 好美 サイエンス・アイ新書 1,100

57 授業をもっと面白くする！　中学校理科の雑談ネタ４０ 前川　哲也 明治図書 2,046

58
授業をもっと面白くする！　小学校理科の雑談ネタ４０
３・４年

溝邊　和成 明治図書 2,090

59
授業をもっと面白くする！　小学校理科の雑談ネタ４０
５・６年

溝邊　和成 明治図書 2,090

60
チリメンモンスターのひみつ
さぐれ！ 海の生き物のくらし

きしわだ自然資料館、
武田正倫

偕成社 2,200

61
高等学校「探究的な学習」実践カリキュラム・マネジメント
―導入のための実践事例23

稲井 達也 (著, 編集) 学事出版 2,200

62 教育現場と研究者のための著作権ガイド 上野達弘 有斐閣 2,420

63
オンライン授業入門 　Microsoft Teams & Forms を活用
した遠隔授業と学生サポート

共栄大学遠隔授業支援チーム インプレスR＆D 2,640

64 オンライン学習・授業のデザインと実践 赤堀侃司 ジャムハウス 1,870

65
GIGAスクール時代の学校　真・学び方　情報活用能力が
学びに生きる　自己調整を促し創造性を発揮するICTの
活用

堀田龍也／監修　 上越教育
大学附属中学校／編著 東京書籍 1,760

66
GIGAスクールはじめて日記ーー Chromebookと子どもと
先生の4カ月

棚橋俊介　西久保真弥 さくら社 1,320

67 はじめての授業のデジタルトランスフォーメーション 高橋　純 東洋館出版社 1,980

68 わたしたちとじょうほう 情報活用スキル編 堀田龍也 (監修), 高橋純 (編集), 佐藤正寿  (編集), 渡邉光浩 (編集), 学研プラス 550

69 私たちと情報 情報社会探究編
堀田龍也 (監修), 高橋純
(編集), 佐藤正寿  (編集),
渡邉光浩 (編集),

学研プラス 550

70
GIGAスクール構想対応 実践事例でわかる！タブレット活
用授業

田中博之 学陽書籍 2,090

71
指導スキルから面白アイディアまで　小学校家庭科の授
業作りテキスト

佐藤翔 明治図書 2,200

72 SDGsと家庭科　カリキュラムデザイン 荒井紀子 教育図書 2,860

73
STRAW-R 改訂版 標準読み書きスクリーニング検査
-正確性と流暢性の評価－

宇野彰　春原則子
金子真人　Taeko N. Wydell インテルナ出版 2,860

74
STRAW-R 改訂版 標準読み書きスクリーニング検査
刺激・課題集

宇野彰　春原則子 金子真人　Taeko N. Wydell インテルナ出版 3,500

75
S-M社会生活能力検査の活用と事例 ‐社会適応性の支
援に活かすアセスメント

旭出学園教育研究所 日本文化科学社 2,750

76
発達相談と新版K式発達検査――子ども・家族支援に役
立つ知恵と工夫

大島剛, 川畑隆　他 明石書店 2,640

77 エッセンシャルズ　新しいＬＤの判断
Ｄ.Ｐフラナガン、Ｖ.Ｃア
ルフォンソ編／上野一
彦、名越斉子監訳

日本文化科学社 3,960

78
全体指導×個別支援で実現する！ユニバーサルデザイ
ンの学級づくり

前田　智行 明治図書 1,980

79 特別支援教育の基礎・基本2020 国総研 ジアース教育新社 2,970

80
臨床アドラー心理学のすすめ－セラピストの基本姿勢か
ら実践の応用まで－

八巻　秀 遠見書房 2,200

81
学齢期吃音の指導・支援 改訂第2版:ICFに基づいたアセ
スメントプログラム

小林宏明 学苑社 3,960

82 高校ではじめるスクールワイドPBS 若林　上総　他 ジアース教育新社 2,200

83 『学び合い』が機能する学級経営 阿部　隆幸 学事出版 1,980

84
失敗ポイントから学ぶ PSWのソーシャルワークアセスメン
トスキル

大谷 京子、 田中 和彦 中央法規出版 2,640

85 適切行動支援PBSスタディパック 英国行動障害支援協会 ジアース教育新社 2,970

86
ギフティッド その誤診と重複診断: 心理・医療・教育の現
場から

角谷 詩織 北大路書房 5,720



87
セラピストのための行動活性化ガイドブック:うつ病を治療
する10の中核原則

クリストファー・R・マーテル (著) 創元社 3,740

88 裁判例で学ぶ 学校のリスクマネジメント ハンドブック 坂田 仰 時事通信社 1,760

89
生徒指導とスクール・コンプライアンス―法律・判例を理
解し実践に活かす

坂田 仰  学事出版 1,980

90 図表でみる教育　2021年版 経済協力開発機構 明石書店 9,460

91
Newton大図鑑シリーズ 心理学大図鑑 (Newton 大図鑑
シリーズ)

　 ニュートンプレス 3,300

92 特別支援学校高等部学習指導要領 文部科学省 海文堂出版 1,930

93 特別支援学校学習指導要領解説　総則等編（高等部） 文部科学省 ジアース教育新社 1,650

94 学習指導要領の未来 田村　学、野田　敦敬 学事出版 2,200

95 問い、対話、振り返りによる中学校の授業改革 田村　学 小学館 1,980

96 「探究を」探究する 田村　学、廣瀬　志保 学事出版 2,200

97 田村学・黒上晴夫の「深い学び」で生かす思考ツール 田村　学、黒上　晴夫 小学館 1,650

98 授業を磨く 田村　学 東洋館出版社 2,145

99 ポスト・コロナの学校を描く（教職研修総合特集701号） 岩瀬　直樹　他 教育開発研究所 1,980

100 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 赤坂　真二　他 東洋館出版社 1,870

101
ICTで変わる数学的探究 次世代の学びを成功に導く7つ
の条件

飯島 康之 明治図書 2,266

102 見方・考え方を働かせる問題解決の理科授業 鳴川哲也 明治図書出版 2,200

103
続・「対話的学び」をつくる聴き合いとICTの往還が生む豊
かな授業

石井順治 ぎょうせい 2,420

104
教員採用試験対策 参考書 一般教養III(自然科学) 2023
年度版 (オープンセサミシリーズ)

東京アカデミー 2,090

105 オンライン研修ハンドブック 中村文子
日本能率協会マネジメ
ントセンター

3,080

106 新しい植物ホルモンの科学　第3版
著・編：浅見　忠男　著・
編：柿本　辰男

講談社 3,520

107 図解　オンライン研修入門 HRインスティテュート、三坂健
ディスカバートゥエン
ティーワン

1,760

108 オンライン研修アクティビティ
ベッキー・バイク・ブルー
ス、中村文子

日本能率協会マネジメ
ントセンター

3,300

109
学力テスト改革を読み解く！「確かな学力」を保障するパ
フォーマンス評価

西岡　加名恵・石井　英真　編著 明治図書 2,200

110 中学校　理科授業アップデート 宮内卓也 明治図書出版 2,200

111 理科は教材研究がすべて 田中千尋 東洋館出版社 2,200

112
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

上林 憲行 編著、中村 亮太 著 オーム社 2,530

113 おもしろすぎて授業したくなる道徳図解 森岡　健太 明治図書 2,090

114 オンライン講座の教科書 渋谷文武 信長出版 1,760



115 Scratchで楽しく学ぶ アート＆サイエンス 石原 淳也(著)、阿部 和広(監修) 日経BP社 2,420

116 グローバル化、デジタル化で教育、社会は変わる
石井 英真 (著), 堀田 龍也 (著), 久富 望
(著), 遠山 紗矢香 (著), 原田 眞理 (著), 佐々
木 威憲 (著), & 5 その他

東信堂 2,860

117
GIGAスクール・マネジメント 「ふつうの先生」がICTを「当たり
前」に使う最先端自治体のやり方ぜんぶ見た。

佐藤 明彦  (著), 時事通信社 1,760

118
一人1台のルール――自由に情報端末(デジタル)を使え
るようになるために

為田 裕行 (著) さくら社 1,980

119
ロールプレイングを導入した新しい家庭科授業知識構成
型ジグソー法の教材開発

対話的で深い学びをつく
る家庭科研究会（著）

教育図書 3,080

120 間取りの方程式 飯塚豊 エクスナレッジ 1,980

121 家づくりのお手本
アンドウ・アトリエ（著）、安藤
和浩（著）、田野惠利（著） エクスナレッジ 2,420

122 日本語音声学入門【改訂版】 斎藤純男 三省堂 2,200

123 ビジュアル音声学 川原繁人 三省堂 2,530

124
読み書き困難児のための音読・音韻処理能力簡易スク
リーニング検査　ELC（Easy Literacy Check）

加藤醇子　安藤壽子
原　惠子　縄手雅彦

図書文化 1,980

125
通級指導教室・療育で活かせる発達障がいのある子へ
のアセスメント指導プログラム

高畑英樹・高畑芳美 明治図書出版 2,640

126
今日から使える！特別支援iPad活用法　見える・わかる・
できる・使える111のアイデア

内田義人・加藤悦子・佐藤里美 合同出版 2,200

127 通級による指導における自立活動の実際
田中裕一・全国特別支援学級通
級指導教室設置学校長協会 東洋館出版社 2,200

128
障害のある子どもの教育相談マニュアル【オンデマンド
版】

独立行政法人国立特別支
援教育総合研究所

ジアース教育新社 2,200

129
ICT活用新しいはじめの一歩（特別支援ONEテーマブッ
ク）

郡司　竜平 学事出版 1,320

130 知的障害特別支援学校のICTを活用した授業づくり 金森　克浩 ジアース教育新社 1,980

131 これからの特別支援教育の進路指導 知的障害教育研究会 ジアース教育新社 2,200

132 やさしくナビゲート！不登校への標準対応 小澤　美代子 ほんの森出版 2,200

133 オンラインでもアイスブレイク！ 青木　将幸 ほんの森出版 1,760

134 発達障害のある子のサポートブック　第２版 榊原　洋一 学研 2,530

135
肢体不自由教育における子ども主体の子どもが輝く授業
づくり

飯野　順子 ジアース教育新社 2,640

136
新学習指導要領に基づく授業づくり２（肢体不自由教育
実践授業力向上シリーズ№７）

菅野　和彦 ジアース教育新社 1,980

137
肢体不自由の子どものための生活単元学習　そのまま
実践できる！ビジュアル学習指導案

斉藤　正志 明治図書 2,596

138
肢体不自由のある子どもの教科指導Q＆Aオンデマンド版（特別支援
教育における為肢体不自由教育の創造と展開）

筑波大学附属桐が丘特
別支援学校

ジアース教育新社 2,200

139 子どもが幸せになる「正しい睡眠」 成田　奈緒子 産業編集センター出版 1,430

140 症例でわかる精神病理学 松本　卓也 誠信書房 2,970

141
モンテッソリー教育・レジョ・エミリア教育を知り尽くしたオックスフォード児童発
達学博士が語る自分でできる子に育つほめ方叱り方 島村　華子

株式会社デイスカバー・
トゥエンティワン

1,650



142 新コーチングが人を活かす 鈴木　義幸
株式会社デイスカバー・
トゥエンティワン

1,760

143 教育効果を可視化する学習科学 ジョン・ハッティ 北大路書房 5,940


