
購入図書一覧

NO 図書名 著者名 出版社 定価

1 日本子ども資料年鑑2019
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 10,800

2 日本国勢図会2019/2020 矢野恒太記念会　編 （財）矢野恒太記念会 2,900

3 データブックオブザワールド2019 二宮書店編集部　編 二宮書店 734

4 データでみる県勢2019 矢野恒太記念会　編 （財）矢野恒太記念会 2,900

5
日本のすがた2019　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 1,080

6 でんじろう先生のわくわく化学実験 米村でんじろう 日東書院本社 3,672

7 ジオパークを楽しむ本—日本列島ジオサイト地質百選—
一般社団法人全国地質
調査業協会連合会

オーム社 3,024

8 地形探検図鑑：大地のようすを調べよう 目代邦康 誠文堂新光社 2,376

9 ビジュアル 物理全史
クリフォード ピックオーバー
（著）／吉田 三知世（訳） 岩波書店 4,536

10 木のタネ検索図鑑
小南陽亮、田内裕之、
八木橋勉

文－総合出版 4,860

11 危険生物ファーストエイドハンドブック陸編
NPO法人　武蔵野自然
塾　編

文－総合出版 1,728

12 樹皮ハンドブック 林　将之 文－総合出版 1,296

13 虫のしわざ観察ガイド 新開　孝 文－総合出版 1,944

14 FIELD　Guide　Series　指標生物－自然をみるものさし 日本自然保護協会 平凡社 2,160

15 FIELD　Guide　Series　自然観察ハンドブック 日本自然保護協会 平凡社 2,160

16 図表でみる教育　2019年版 経済協力開発機構 明石書店 9,288

17 文部科学省白書H30 文部科学省 日経印刷 2,106

18 学校基本調査報告書　初等中等教育機関　専修学校・各種学校編　令和元年度文部科学省 日経印刷 7,041

19 学校基本調査報告書　高等教育機関編　令和元年度 文部科学省 日経印刷 4,406

20 自分ごとからはじめよう SDGs探究ワークブック 保本 正芳   noa出版 1,620

21 SDGsの実践
事業構想大学院大学
出版部

事業構想大学院大学
出版部

1,944

22 高等学校学習指導要領 東山書房 819

23 高等学校学習指導要領解説　総則編 東洋館 410

24 高等学校学習指導要領解説　国語編 東洋館 626

25 高等学校学習指導要領解説　地理歴史編 東洋館 821

26 高等学校学習指導要領解説　公民編 東京書籍 1,080

27 高等学校学習指導要領解説　数学編　理数編 学校図書 389



28 高等学校学習指導要領解説　理科編　理数編 実教出版 571

29 高等学校学習指導要領解説　保健体育編・体育編 東山書房 542

30 高等学校学習指導要領解説　芸術編・音楽編・美術編 教育図書 535

31 高等学校学習指導要領解説　外国語編・英語編 開隆堂 562

32 高等学校学習指導要領解説　家庭編 教育図書 499

33 高等学校学習指導要領解説　情報編 開隆堂 502

34 高等学校学習指導要領解説　理数編 東京書籍 1,026

35 高等学校学習指導要領解説　農業編 海文堂 1,836

36 高等学校学習指導要領解説　工業編 実教出版 1446

37 高等学校学習指導要領解説　商業編 実教出版 804

38 高等学校学習指導要領解説　水産編 海文堂 1,944

39 高等学校学習指導要領解説　福祉編 海文堂 1,188

40 高等学校学習指導要領解説　総合的な探求の時間編 学校図書 292

41 高等学校学習指導要領解説　特別活動編 東京書籍 972

42 新社会科教育学ハンドブック 社会認識教育学会 明治図書 3,413

43 唱歌で学ぶ日本音楽（DVD２枚付）
日本音楽の教育と研究
をつなぐ会

音楽之友社 3,564

44
社会情動スキルを育む「保育内容　人間関係」:乳児期か
ら小学校へつなぐ非認知能力とは

無藤隆、古賀松香 北大路書房 2,484

45
テーマで見る保育実践の中にある保育者の専門性への
アプローチ

中坪史典 ミネルヴァ書房 3,024

46
平成30年版 学習指導要領改訂のポイント 高等学校 外
国語(英語)

向後　秀明 明治図書出版 2,592

47 中学校・高校の“優れた”社会科授業の条件 全国社会科教育学会 明治図書 2,484

48 歴史的思考力を伸ばす世界史授業デザイン 福井憲彦・田尻信壹 明治図書 1,836

49
平成３０年版　学習指導要領改訂のポイント　高等学校
数学

吉田　明史 編著 明治図書 2,376

50 小学校国語　指導スキル大全 中村和宏・清水良 明治図書 2,225

51 新版　算数科教育研究 算数科教育学研究会 東洋館出版 2,160

52 美術教育学の現在から 永守基樹
美術科教育学会学術研
究出版

2,376

53
東アジア地域における小学校英語教育:日・中・韓の国際
比較 (早稲田教育ブックレット)

早稲田大学教育総合研究所　監修 学文社 1,080

54
子どもの育ちを保護者とともに喜び合う-ラーニングストー
リー初めの一歩-

丸亀ひまわり保育園・松井剛太 ひとなる書房 1,620



55
はじめてでもすぐ実践できる! 中学・高校 英語スピーキン
グ指導

上山 晋平 学陽書房 1,944

56 「違い」がわかる生徒指導 滝澤雅彦・藤平敦・吉田順 学事出版 1,944

57 数学教育学の礎と創造
藤井斉亮先生ご退職祈
念論文集編集委員会

東洋館出版 3,024

58 美術教育学の歴史から 金子一夫
美術科教育学会学術研
究出版

2,376

59
総合的な学習の時間の指導法 (教育課程コアカリキュラ
ム対応　大学用テキスト　理論と実践の融合)

村川 雅弘 等(著) 日本文教出版 2,484

60
主体的・対話的で深い学びを実現する! 英語授業の発問
づくり

田中武夫、田中知聡 明治図書出版 2,160

61
全国まるごと過去問題集英語科 2020年度版―分野別
項目別 (教員採用試験「全国版」過去問シリーズ)

協同教育研究会 (著) 協同出版 1,944

62 中学校 新学習指導要領 道徳の授業づくり  柴原 弘志 (著), 荊木 聡 (著) 明治図書 2,160

63
コア・カリキュラム対応 小・中学校で英語を教えるための
必携テキスト

中村典生　監修 東京書籍 2,592

64 やわらかな感性を育む図画工作科教育の指導と学び 村田利裕 ミネルヴァ書房 2,376

65
教科書では学べない数学的思考　「ウーン！」と「アハ！」
から学ぶ

ジョン・メイソン＋ケイ・ステイ
スィー著／吉田新一郎 訳 新評論 2,592

66 新社会科授業づくりハンドブックハンドブック（中学校編） 全国社会科教育学会 明治図書 2,441

67 新社会科授業づくりハンドブックハンドブック（小学校編） 全国社会科教育学会 明治図書 2,441

68 小学校英語 指導スキル大全 坂井 邦晃 (著, 編集) 明治図書出版 2,160

69 美術教育の理論と実践
日本教育大学協会全国美
術部門関東地区会

BookWay 1,728

70
新時代の知的障害特別支援学校の図画工作・美術の指
導

全国特別支援学校知的
障害教育校長会

ジアース教育新書 2,484

71 国際化学オリンピックに挑戦①基礎 国際化学オリンピックOBOG会 (編集) 朝倉書店 2,808

72 国際化学オリンピックに挑戦②無機化学・分析化学 国際化学オリンピックOBOG会 (編集) 朝倉書店 2,808

73 国際化学オリンピックに挑戦③物理化学 国際化学オリンピックOBOG会 (編集) 朝倉書店 2,808

74 国際化学オリンピックに挑戦④有機化学 国際化学オリンピックOBOG会 (編集) 朝倉書店 2,808

75 国際化学オリンピックに挑戦⑤実験 国際化学オリンピックOBOG会 (編集) 朝倉書店 2,808

76
自分の頭で考えて動く部下の育て方 上司1年生の教科
書 

篠原信 文響社 1,490

77 小学校理科指導スキル大全 鳴川哲也 明治図書 2,160

78 イラスト図解ですっきりわかる理科
鳴川哲也・山中謙司・寺
本貴啓・辻健

東洋館出版社 2,052

79 これだけ！実験計画法 森田浩 秀和システム 1,620

80 思想史のなかの科学　改訂新版 伊藤俊太郎・村上陽一郎・広重徹 平凡社ライブラリー 1,512

81 ノーベル賞受賞日本人科学者21人　こころに響く言葉 竹内薫 悟空出版 1,512

82
アクティブ・ラーニングを位置づけた小学校理科の授業プ
ラン

鳴川哲也・山中謙司・塚田昭一 明治図書 2,376

83
新指導要領対応 新訂 授業に活かす! 理科教育法 ー中
学・高等学校編ー

左巻 健男 東京書籍 2,484

84
子どもが驚く すごい科学工作88 (青春新書プレイブック
ス)

おもしろ科学研究所 (編集) 青春出版社 1,026



85 現役東大生による頭がよくなる実験・工作―小学生向け 小幡哲士 エネルギーフォーラム 1,620

86
地層のきほん：縞模様はどうしてできる？ 岩石や化石か
ら何がわかる？ 地球の活動を読み解く地層の話

目代邦康 誠文堂新光社 1,728

87 これから研究を始める高校生と指導教員のために 酒井聡樹 共立出版 2,808

88 おもしろ理科授業の極意 左巻 健男 東京書籍 3,024

89 中学校新学習指導要領　理科授業づくり 宮内　卓也 明治図書出版 2,052

90 自ら学び考える子どもを育てる教育の方法と技術 岡田　涼 北大路書房 2,700

91 自己調整学習：理論と実践の新たな展開へ 自己調整学習研究会 北大路書房 3,888

92 楽しむ物理実験 東京理科大学サイエンス夢工房（編） 朝倉書店 3,132

93
Pythonによるはじめての機械学習プログラミング[現場で
必要な基礎知識がわかる]

島田 達朗 (著), 越水 直人
(著), 早川 敦士 (著), 山田 育
矢 (著)

技術評論社 2,678

94
PythonによるAIプログラミング入門 ―ディープラーニング
を始める前に身につけておくべき15の基礎技術

Prateek Joshi (著), 相
川 愛三 (翻訳)

オライリージャパン 3,672

95
Pythonではじめる機械学習 ―scikit-learnで学ぶ特徴量
エンジニアリングと機械学習の基礎

Andreas C. Muller  (著), Sarah
Guido (著), 中田 秀基  (翻訳) オライリージャパン 3,672

96
Pythonによるデータ分析入門 第2版 ―NumPy、pandasを
使ったデータ処理

Wes McKinney (著), 瀬戸山
雅人  (翻訳), 小林 儀匡 (翻
訳), 滝口 開資 (翻訳)

オライリージャパン 4,104

97 小学校家庭科の授業をつくる 中西雪夫、小林久美 学術図書出版社 2,700

98 消費者教育ワークショップ実践集 あんびるえつこ 大修館書店 2,808

99 未来を変える目標SDGsアイディアブック Think the Earth 紀伊國屋書店 1,944

100 技術科評価基準の開発とカリキュラムのデザイン 磯部 征尊 三恵社 2,376

101 学習者の思考力を高めるプログラミング教育の学習支援 宮川 洋一 (著), 森山 潤 (著) 風間書房 6,480

102 たのしくまなぶPythonプログラミング図鑑
キャロル・ヴォーダマン
(著), 山崎 正浩 (翻訳)

創元社 3,024

103 アルゴリズムを、はじめよう 伊藤　静香 インプレス 1,814

104 知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント 丹野　哲也 東洋館 2,700

105 知的障害教育におけるアクティブ・ラーニング 武富　弘文 東洋館 2,484

106
育成を目指す資質・能力を踏まえた教育課程の編成
知的障害におけるアクティブ・ラーニングの活用

国立特別支援教育総合研究所 ジアーズ教育新社 2,376

107 日常診療における子どもの睡眠障害 谷池　雅子 診断と治療社 6,264

108 睡眠障害に対する認知行動療法 マイケル・L・ペルリス他 風間書籍 3,456

109 メタ認知で＜学ぶ力＞を高める 三宮　真智子 北大路書房 1,944

110 EMDR ﾌﾗﾝｼｰﾇ･ｼｬﾋﾟﾛ 二瓶社 7,344

111 長所活用型指導で子どもが変わる 藤田　和弘　他 図書文化社 2,700

112 長所活用型指導で子どもが変わる<Part２> 藤田　和弘　他 図書文化社 2,376

113 長所活用型指導で子どもが変わる<Part４> 藤田　和弘　他 図書文化社 2,592



114 長所活用型指導で子どもが変わる<Part５> 藤田　和弘　他 図書文化社 3,024

115 子どもの自殺予防ガイドブック 阪中　順子 金剛出版 3,024

116 もしも「死にたい」と言われたら 松本　俊彦 中外医療社 2,160

117 その子，発達障害ではありません 韓　昌完 さくら社 1,620

118 「特別の教科道徳」のユニバーサルデザイン 増田　謙太郎 明治図書出版 2,052

119 合理的配慮ハンドブック 独立行政法人日本学生支援機構 ジアース教育新社 2,484

120 思春期・青年期のトラブル対応ワークブック 小栗　正幸 金剛出版 2,592

121
知的障害特別支援学校における深い学びへのアプロー
チ

全国特別支援学校知的
障害教育校長会

東洋館 1,944

122 道徳授業のユニバーサルデザイン 坂本　哲彦 東洋館 1,944

123 授業で行う合理的配慮のミニアイデア 佐藤　愼二 明治図書出版 2,225

124 教師のための対人関係トレーニングサポート集 宮田　愛 ジアース教育新社 2,052

125
幼稚園・小中高等学校における特別支援教育の進め方（5）
「個別の支援計画」「個別の指導計画」の作成と活用

全国特別支援教育推進
連盟

ジアース教育新社 2,160

126 知的障害特別支援学校の自立活動の指導
全国特別支援学校知的
障害教育校長会

ジアーズ教育新社 1,944

127 自殺危機にある人への初期介入の実際 福島　喜代子 明石書店 2,592

128
これだけは知っておきたい　発達が気になる児童生徒の
理解と指導・支援

阿部　利彦 金子書房 1,512

129 子どものうつ　心の治療 傳田　健三 新興医学出版社 3,780

130 教師と学校が変わる学校コンサルテーション 柘植　雅義 金子書房 1,404

131
いい子を悩ます強迫性・パーソナリティー「障害」全対応
版Ｑ＆Ａ

富田　富士也 ハート出版 2,700

132 不安障害の認知行動療法＜２＞社会恐怖 ギャビン　アンドリュース 星和出版 2,700

133 国語授業のICT簡単面白活用術 細川太輔　鈴木秀樹 明治図書 1,944

134 復刻版　世界史概観 公益財団法人史学会 山川出版社 1,944

135
数学的な考え方・態度とその指導2 名著復刻 問題解決
過程と発問分析

片桐　重男 明治図書 1,685

136
0・1・2歳児からの丁寧な保育（全3巻）
第1巻　ここまで見えてきた赤ちゃんの心の世界

汐見稔幸監修 フレーベル館 2,268

137 ヤマハデジタル音楽教材 箏授業 【DVD-ROM付】 長谷川慎監修 YAMAHA 8,100

138 英語教育用語辞典 第3版 白畑知彦　等 大修館書店 2,700

139 物語文の授業技術大全 二瓶弘行 明治図書 2,376

140 復刻版　日本史概観 公益財団法人史学会 山川出版社 1,944



141
0・1・2歳児からの丁寧な保育（全3巻）
第２巻　毎日の保育をより豊かに

汐見稔幸監修 フレーベル館 2,268

142 説明文の授業技術大全 二瓶弘行 明治図書 2,376

143
「資質・能力」を育成する音楽科授業モデル (小学校新学
習指導要領のカリキュラム・マネジメント)

平野次郎 学事出版 2,160

144
0・1・2歳児からの丁寧な保育（全3巻）
第３巻　ていねいな保育実践のために

汐見稔幸監修 フレーベル館 2,268

145
「音楽」のユニバーサルデザイン 授業づくりをチェンジす
る15のポイント (音楽科授業サポートBOOKS)

増田謙太郎 明治図書 2,052

146 自己評価による授業改善 中島　雅子 東洋館出版 2,700

147
これが知りたかった! すぐにできるプログラミング授業実
践 小学校理科

高橋 純、 三井 寿哉 東洋館出版社 1,944

148
micro:bitで学ぶプログラミング- ブロック型からJavaScript
そしてPythonへ

高橋 参吉 他 コロナ社 2376

149
実例で学ぶRaspberry Pi電子工作 作りながら応用力を身
につける (ブルーバックス)

金丸 隆志 講談社 1,253

150
現場で使える! TensorFlow開発入門 Kerasによる深層学
習モデル構築手法

太田 満久 　他 翔泳社 2,894

151
今すぐ試したい! 機械学習・深層学習(ディープラーニン
グ) 画像認識プログラミングレシピ

川島 賢 秀和システム 3,132

152 これならできる小学校教科でのプログラミング
つくば市教育局総合教
育研究所

東京書籍 1,601

153
小学校の先生のための　Why!? プログラミング授業活用
ガイド

阿部和広、豊福晋平 日経BP 2,160

154 親子でかんたんスクラッチプログラミングの図鑑 松下孝太郎、山本光 技術評論社 2,894

155 プログラミング教育の考え方とすぐに使える教材集 赤堀侃司 ジャムハウス 1,944

156 できるキッズ子どもと学ぶScratchプログラミング 竹林暁、澤田千代子 インプレス 2,030

157 「主体的・対話的で深い学び」の理論と実践 遠藤孝夫 東信堂 2,808

158 教師の学び方 澤井陽介 東洋館出版 2,160

159 「深い学び」を実現するカリキュラム・マネジメント 田村学 文溪堂 1,944

160 スラスラ読めるJavaScriptふりがなプログラミング リブロワークス、及川卓也 インプレス 1,998

161 使って遊べる！Scratchおもしろプログラミングレシピ 倉本大資、和田沙央里 翔泳社 1,944

162 てづくり工作をうごかそう！Maicro:bitプログラミング 石井モルナ 翔泳社 1,944

163
算数授業研究Vol.119 子どもが考え直す機会を保証する
算数授業

筑波大学附属小学校算数研究部 東洋館出版 825

164
生活課題解決能力を育成する授業デザインの実証的研
究授業評価・改善に関するモデル

野中　美津枝 福村出版 5,400

165
特別支援学校新学習指導要領を読み解く「各教科」「自
立活動」の授業づくり

新井英晴 明示図書出版 2,441

166 障害の重い子どもの発達理解ガイド 徳永豊 慶應義塾大学種出版会 1,080

167
障害の重い子どもの評価と支援　コミュニケーション支援
の実践から

坂口　しおり ジダイ社 1,836



168 ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治 新潮社 778

169 発達障害のある子どもの視覚認知トレーニング 本多和子 学研プラス 1,728

170 賢い子が育つ耳の体操【脳と感覚を鍛えるＣＤつき】 小松正史
ヤマハミュージックメディ
ア

1,944

171
イラストでわかる子どもの場面緘黙サポートガイド：アセス
メントと早期対応のための50の指針

金原洋治　高木潤野 合同出版 2,592

172
発達性協調運動障害　不器用さのある子どもの理解と支
援

辻井　正次 金子書房 2,916

173 中１英語をひとつひとつわかりやすく 山田揚彦 学研教育出版 1,058

174 通常学級で役立つ算数障害の理解と指導法 熊谷恵子 学研教育出版 1,944

175 主体的・対話的で深い学びができる本 神山努 学研教育出版 2,376

176
教育・福祉関係者のための児童虐待と障害者虐待　基礎
編

島治伸 ジアース出版 1,404

177 タブレットPCを学習サポートに使うためのQ&A 河野俊寛 明治図書 2,052

178 こども六法 山崎　総一郎 弘文堂 1,296

179
発達が気になる幼児の親面接: 支援者のためのガイド
ブック

井上雅彦 金子書房 2,484

180 子どもは動きながら学ぶ 環境による教育のポイント 相良　敦子 講談社 1,620

181
子どもの笑顔を取り戻す! 「むずかしい学級」リカバリーガ
イド (学級経営サポートBOOKS)

山田　洋一 明治図書出版 2,052

182
クライエントの言葉をひきだす認知療法の「問う力」―ソク
ラテス的手法を使いこなす

東京駒場ＣＢＴ研究会 金剛出版 3,024

183
世界最高の学級経営 the FIRST DAYS OF SCHOOL ―
How to be an effective teacher

ハリー・ウォン 東洋館出版社 2,484

184 精神疾患にかかわる人が最初に読む本 西井重超 照林社 1,728

185 極論で語る睡眠医学 (極論で語る・シリーズ) 河合　真 丸善出版 3,996

186 3ステップで行動問題を解決するハンドブック 大久保　賢一 学研プラス 1,728

187 カウンセリングの心と技術 平木　典子 金剛出版 3,780

188
カウンセリング・スキルを学ぶ-個人心理療法と家族療法
の統合

平木　典子 金剛出版 3,780

189 システムズアプローチによるスクールカウンセリング 吉川　悟 金剛出版 3,888

190 小学校教師のための気になる子の保護者対応 七木田敦 学研プラス 1,944


