
購入図書一覧

NO 図書名 著者名 出版社 定価

1
新版マイクロカウンセリングバイリンガル版
基本的かかわり技法（１）

福原眞知子（監訳） 丸善出版 38,500

2 日本子ども資料年鑑2020
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2020/2021 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2020 二宮書店編集部　編 二宮書店 770

5 データでみる県勢2020 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2020　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 ルビィのぼうけん こんにちは！プログラミング (日本語) リンダ・リカウス 翔泳社 1,980

8 ルビィのぼうけん コンピューターの国のルビィ (日本語) リンダ・リカウス 翔泳社 1,980

9 ルビィのぼうけん インターネットたんけん隊 (日本語) リンダ・リカウス 翔泳社 1,980

10
小・中・高等学校でのプログラミング教育実践 ─問題解
決を目的とした論理的思考力の育成─ 

一般社団法人日本産業
技術教育学会

九州大学出版会 2,420

11 医学のあゆみ ゲーム依存 271巻6号[雑誌] 医歯薬出版株式会社 1,430

12 心と体を蝕む「ネット依存」から子どもたちをどう守るのか 樋口　進 ミネルヴァ書房 1,980

13
“先生の先生"が集中討議! 子どもも教師も元気になる「こ
れからの教室」のつくりかた

堀田　龍也 学芸みらい社 2,530

14
教職課程コアカリキュラム対応 情報社会を支える教師に
なるための教育の方法と技術

堀田　龍也 三省堂 2,200

15
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・吉冨芳正・田村
知子・泰山裕／編著

ぎょうせい 2,750

16 学力向上・授業改善・学校改革　カリマネ100の処方 村川　雅弘 教育開発研究所 2,200

17 道徳科のカリキュラム・マネジメントを実現する年間指導計画作り中野　真悟 渓水社 1,650

18 カリキュラムマネジメント・ハンドブック 田村知子　他 ぎょうせい 2,530

19 評価が変わる、授業を変える　資質、能力を育てるカリキュラムマネジメントとアセスメントとしての評価髙木　展朗 三省堂 2,200

20
学習指導要領2020「カリキュラム・マネジメント」の進め方
全国先進小学校実践レポート

矢ノ浦　勝之 小学館 1,540

21 学力テストで測れない非認知能力が子どもを伸ばす 中山　芳一 東京書籍 1,980

22 学校の「当たり前」をやめた。 工藤　勇一 時事通信社 1,980

23 学びをデザインする子どもたち 秋田　喜代美 東洋館出版社 2,200

24 子どもの姿からはじめる領域・環境 秋田喜代美、三宅茂夫 みらい 2,310

25
グローバル化時代の教育改革　教育の質保証とガバナ
ンス

東京大学教育学部教育ガバナンス研究会 東京大学出版会 3,520

26 教育のワールドクラス　21世紀の学校システムをつくる アンドレアス・シュライヒャー 明石書店 3,300

27 幼児教育・保育の国際比較 国立教育政策研究所 明石書店 3,960

28 保幼小接続カリキュラム 木下光二 チャイルド本社 1,980



29 社会情動的スキルｰ学びに向かう力ｰ OECD編著 明石書店 3,960

30
資質・能力を育成する学習評価 　カリキュラム・マネジメ
ントを通して

田中　保樹
三藤　敏樹
髙木　展郎

東洋館出版社 2,420

31
2019年改訂指導要録対応　シリーズ・学びを変える新しい学習評価
理論・実践編１　資質・能力の育成と新しい学習評価 田中　耕治 ぎょうせい 2,640

32 「単元のまとまり」で描く国語授業づくり 中村和弘 東洋館出版 2,090

33 「対話的学び」をつくる－聴き合い学び合う授業 石井順治 ぎょうせい 2,310

34 楽譜が読めない先生のための音楽指導の教科書 森薫、城佳世　編著 明治図書 2,090

35
学びがグーンと充実する！小学校音楽　授業プラン＆
ワークシート　低学年

津田正之、酒井美恵子　編著 明治図書 2,200

36
学びがグーンと充実する！小学校音楽　授業プラン＆
ワークシート　中学年

津田正之、酒井美恵子　編著 明治図書 2200

37
学びがグーンと充実する！小学校音楽　授業プラン＆
ワークシート　高学年

津田正之、酒井美恵子　編著 明治図書 2,200

38
[商品コード20694] NEW HORIZON Elementary English Course 6　教
師用指導書　研究編，指導編，ふり返りシート・ワークシート編，音声
CD，DVD-ROM

東京書籍 東京書籍 19,800

39
単元末テスト・パフォーマンステストの実例つき! 小学校外国語活動&
外国語の新学習評価ハンドブック (小学校英語サポートBOOKS) 瀧沢 広人 明治図書出版 2,090

40 図画工作 3・4上  教師用指導書 日本文教出版 25,300

41 図画工作 3・4下  教師用指導書 日本文教出版 25,300

42
平成３０年改訂版学習指導要領　高等学校数学科の新
教材＆授業プラン

景山　三平・砂原　徹・井上　芳文 明治図書出版 2,706

43
国語の授業で「深い学び」をどう実現していくか:「言葉に
よる見方・考え方」の解明と教材研究の深化

「読み」の授業研究会 学文社 2,530

44
国語の授業で「言葉による見方・考え方」をどう鍛えるの
か:「主体的・対話的で深い学び」の実現をめざして

「読み」の授業研究会 学文社 2,530

45
世界トップティーチャーが教える子どもの未来が変わる英
語の教科書

正頭　英和 講談社 1,650

46
フィンランド人はなぜ「学校教育」だけで英語が話せるの
か

米崎　里 亜紀書房 1,980

47 歴史教育「再」入門 前川　修一　ほか 清水書院 2,530

48 「戦争と平和」の世界史 茂木　誠
TAC株式会社出版事業
部

1,760

49 理科をたのしく！　光と音の実験工作　全3巻 平野弘之、堀亨、森弘之 汐文社 8,250

50 理論がわかる光と音と波の手づくり実験 川村康文 オ-ム社 3,080

51 深い学びを育てる思考ツールを活用した授業実践 田村学 小学館 1,760

52 中学校理科　授業を変える板書の工夫45 宮内卓也 明治図書 1,980

53 理科の授業を形づくるもの 鳴川哲也 東洋館出版社 1,980

54
板書で見る全単元・全時間の授業の全て　理科　小学校
４年

鳴川哲也・塚田昭一 東洋館出版社 3,080

55
板書で見る全単元・全時間の授業の全て　理科　小学校
３年

鳴川哲也・鈴木康史 東洋館出版社 3,080



56 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 明治図書 1,980

57 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 明治図書 2,046

58 令和の時代を拓く　心を寄せ合う　理科教育法 小田切　真 学校図書 1,650

59 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて　理科　６年 鳴川　哲也、山中　謙司 東洋館出版社 3,080

60 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて　理科　５年 鳴川　哲也、山中　謙司 東洋館出版社 3,080

61 東大流！本気の自由研究で新発見　QuizKnock　Lab 須貝　駿貴 KADOKAWA 1,540

62 「資質・能力」を育む高校化学ｰ探究で変える授業実践ｰ 後藤顕一　他 化学同人 3,300

63 はじめての基礎化学実験 山崎友紀　他 オーム社 2,860

64 主体的・対話的で深い学びに導く 学習科学ガイドブック 大島純　他 北大路書房 2,420

65 世界で一番美しい化学反応図鑑 セオドア・グレイ 創元社 4,180

66
ビーカーくんとすごい先輩たち：歴史に残るにはワケがあ
る！実験器具のゆかいな博物館

うえたに夫婦 誠文堂新光社 1,650

67 10分で読めるわくわく科学　化学の大発見 ガリレオ工房監修 成美堂出版 880

68 ほうさんちゅう かんちくたかこ アリス館 1,540

69 細胞の分子生物学　第６版 中村桂子・松原謙一 ニュートンプレス 24,530

70 未来の生活をつくるー家庭科で育む生活リテラシー 日本家庭科教育学会 明治図書 1,936

71 木工革命―合板・DLモジュール木工― 山下　晃功 海青社 3,520

72 教科書＋α　絶対楽しい家庭科授業 横山みどり 東洋館 2,090

73
学校アップデートーー情報化に対応した整備のための手
引き

堀田 龍也 (著), 為田 裕行 (著),
稲垣 忠 (著), 佐藤 靖泰 (著) さくら社 1,870

74 コンピテンシーベイスの家庭科カリキュラム 鈴木明子 東洋館 1,980

75 知的・発達障害のある子のプログラミング教育実践 水内 豊和, 海老沢 穣他 ジアース教育新社 2,420

76
スマホ世代の子どものための情報活用能力を育む 情報
モラルの授業

原 克彦 日本標準 1,870

77
体育授業を観察評価する―授業改善のためのオーセン
ティック・アセスメント

高橋　健夫 明和出版 2,420

78
知的障害・発達障害の人たちのための
見てわかる意思決定と意思決定支援

志賀利一　他 ジアース教育新社 1,980

79
知的障害や発達障害のある人とのコミュニケーションのト
リセツ

坂井　聡 エンパワメント研究所 1,980

80 茨城県パラスポーツガイド 松原　豊 ジアース教育新社 1,430

81 新版　障がい者スポーツ指導教本―初級・中級
日本障がい者スポーツ
協会

ぎょうせい 2,640

82 これからのインクルーシブ体育・スポーツ 藤田　紀昭 ぎょうせい 2,640

83
インクルーシブ体育の創造―「共に生きる」授業構成の考
え方と実践

草野 勝彦 市村出版 2,640

84 すべての人が輝くみんなのスポーツを 芝田徳造, 正木健雄 他 クリエイツかもがわ 1,980

85
バリアフリーをめざす体育授業―障害のある子どもと共
に学ぶ

後藤 邦夫、 筑波大学附
属学校保健体育研究会

杏林書院 2,530

86
みんなで楽しもう! UDスポーツ1 障がい者スポーツ・バリ
アフリースポーツ・UDスポーツ

こどもくらぶ、大熊廣明 文研出版 3,300



87
みんなで楽しもう! UDスポーツ2 UDスポーツの施設と用
具

こどもくらぶ、大熊廣明 文研出版 3,300

88 みんなで楽しもう! UDスポーツ3 UDスポーツにチャレンジ! こどもくらぶ、大熊廣明 文研出版 3,300

89 体育授業のユニバーサルデザイン (授業のUDBooks)  清水 由  東洋館出版社 1,870

90 五訂版　視覚障害教育に携わる方のために 香川邦生 慶應義塾大学出版会 3,300

91
特別支援教育の基礎・基本　新訂版　ー共生社会の形成
に向けたインクルーシブ教育システムの構築ー

独立行政法人　国立特別
支援教育総合研究所

ジアーズ教育新社 2,970

92 分かりやすい「自立活動」領域の捉え方と実践 香川邦生 教育出版 2,420

93 マイクロカウンセリング技法：事例場面から学ぶ 福原眞知子 風間書房 3,850

94
プレイセラピー入門―未来へと希望をつなぐアプロ―チ
―

丹   明彦 遠見書房 2,640

95
赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア：自分を愛する力を取
り戻す［心理教育］の本

白川美也子 アスクヒューマンケア 1,980

96
発達障害のある子の学びを深める教材・教具・ICTの教
室活用アイデア

金森　克洋 ジアース教育新社 2,310

97
幼児と健康　日常生活・運動発達・こころとからだの基礎
知識

小野　次郎 ジアース教育新社 2,420

98
心理劇的アプローチと小学校の通級指導教室～発達障
害児への教育支援～

都築　茂幸 ジアース教育新社 2,420

99 今日からできる！発達障害通級指導教室 佐藤　慎二 ジアース教育新社 2,640

100
愛着障害・愛着の問題を抱えるこどもをどう理解し、どう
支援するか？ アセスメントと具体的支援のポイント51

米澤 好史 福村出版 1,980

101 LDのある子への学習指導: 適切な仮説に基づく支援 柘植 雅義 (監修), 小貫 悟 (著) 金子書房 1,430

102
発達障害支援の実際 診療の基本から多様な困難事例
への対応まで

内山登紀夫 医学書院 5,940

103
認知行動療法トレーニングブック[DVD/Web動画付] 第2
版

大野裕 (監修), 奥山真司 (監修) 医学書院 9,900

104
敏感すぎるあなたへ 緊張、不安、パニックは自分で断ち
切れる

クラウス・ベルンハルト
(著), 平野卿子 (翻訳)

 CCCメディアハウス 1,760

105 言語と行動の心理学―行動分析学をまなぶ 谷 晋二 金剛出版 3,080

106
メタ認知療法: うつと不安の新しいケースフォーミュレー
ション

エイドリアン・ウェルズ (著), 熊野
宏昭  (監修, 翻訳), 今井正司 (監
修, 翻訳), 境 泉洋

日本評論社 4,620

107 学級経営大全 (学級経営力向上シリーズ) 赤坂真二 明治図書 2,200

108
発達障害をめぐる世界の話をしよう: よくある99の質問と9
つのコラム

関 正樹, 高岡 健 批評社 1,980

109 MSPA(発達障害の要支援度評価尺度)の理解と活用 船曳 康子 勁草書房 1,980

110
発達障害の子どもの「できる」を増やす提案・交渉型アプ
ローチ―叱らないけど譲らない支援

武田 鉄郎 学研プラス 1,870

111
聞こえているのに聞き取れないAPD【聴覚情報処理障
害】がラクになる本

平野 浩二 あさ出版 1,760

112 毎日耳トレ! ~1ヵ月で集中脳・記憶脳を鍛える 小松 正史
ヤマハミュージックメディ
ア

1,540

113 性の問題行動をもつ子どものためのワークブック 宮口/幸治 川上/ちひろ 明石書店 2,200

114
個別の指導計画作成と評価ハンドブック―学習障害（Ｌ
Ｄ）のある小学生・中学生・高校生を支援する

海津　亜希子 学研プラス 2,420



115 学習の支援と教育評価: 理論と実践の協同 佐藤　浩一 北大路書房 3,740

116
通級指導教室　発達障害のある子への「自立活動」指導
アイデア１１０ (特別支援教育サポートＢＯＯＫＳ)

喜多　好一 明治図書出版 2,420

117 みんなが輝くために1 梅田 真理、河西 哲郎 学びリンク 880

118 図表でみる教育　2020年版 経済協力開発機構 明石書店 9,460

119 文部科学省白書R1 文部科学省 日経印刷 2,145

120
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２年度

文部科学省 日経印刷 7,172

121 学校基本調査報告書　高等教育機関編　令和２年度 文部科学省 日経印刷 4,488

122 ＳＵＰＥＲ　理科事典 齋藤隆夫 受験研究社 7,480

123
タブレット端末を授業に活かすNHK for School 実践事例
62

中川一史　他 NHK出版 2,860

124
すぐにできる! 双方向オンライン授業 Zoom、Teams、
Googleソフトを活用して、質の高い講義と化学実験を実現
 

福村裕史　他 化学同人 1,980

125 やってみよう! 小学校はじめてのオンライン授業  樋口万太郎　他 学陽書房 1,870

126 続 やってみよう! 小学校はじめてのオンライン授業  樋口万太郎　他 学陽書房 1,870

127 これからの教育課程とカリキュラム・マネジメント 吉冨芳正、村川雅弘　他 ぎょうせい 2,420

128 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 明治図書 2,156

129
教育委員会が本気出したらスゴかった。：コロナ禍に２週
間でオンライン授業を実現した熊本市の奇跡

佐藤　明彦 時事通信社 1,760

130 中学校理科アイテム＆アイデア100 窪田一志 明治図書 2,200

131 PC1人1台時代の間違えない学校ICT 堀田龍也他 小学館 1,870

132
探究する学びをデザインする! 情報活用型プロジェクト学
習ガイドブック

稲垣 忠 明治図書出版 2,376

133
情報時代の学校をデザインする: 学習者中心の教育に変
える６つのアイデア

C.M.ライゲルース (著),
J.R.カノップ (著)

北大路書房 2,420

134 統計学がわかる 向後 千春 技術評論社 1,848

135 造形遊び－”体験”が感性を育む 深谷ベルタ 風鳴舎 2,035

136
楽しみながら才能を伸ばす！小学校の絵画とっておき
レッスン　改訂版

ミノオカ・リョウスケ メイツ出版社 1,683

137 複雑性トラウマ・愛着・解離がわかる本
アナベル・ゴンザレス（著）
大河原　美以（監修・翻訳） 日本評論社 2,640

138 聴覚障害児の学習と指導――発達と心理学的基礎
四日市　章、 鄭 仁豪
ハリー・クノールス　マーク・
マーシャーク

明石書店 3,300

139 みんなが輝くために２ 梅田真理 学びリンク 880

140
明日からの臨床・実習に使える言語聴覚障害診断
―小児編

大塚 裕一　井崎 基博 医学と看護社 4,290

141
中学校　ユニバーサルデザインと合理的配慮でつくる授
業と支援

花熊　曉　　米田　和子 明治図書 2,596



142
特別ではない特別支援教育③　みんなの「自立活動」
特別支援学級・通級指導教室・通常の学級編

中尾　繁樹 明治図書 1,980

143
絵でわかる言語障害 第2版: 言葉のメカニズムから対応
まで

毛束 真知子 学研 2,420

144 授業で語るこれからの理科教育 森本　信也 東洋館出版社 2,860

145 宮沢賢治の地学教室 柴山　元彦 創元社 1,870

146
単元縦断×教科横断－主体的な学びを引き出す９つの
ステップ－

木村　明憲 さくら社 1,980

147 煮干しの解剖教室 小林　真理子 仮説社 1,650

148 チリメンモンスターをさがせ！ きしわだ自然資料館 偕成社 1760

149 社会科教育と災害・防災教育 日本社会科教育学会 明石書店 3,080

150 筑波発教科のプロもおすすめするＩＣＴ活用術
筑波大学教育学部附属小学
校　情報・ＩＣＴ研究部 東洋館出版社 1,980

151 教室へのＩＣＴ活用入門 藤本かおる 国書刊行会 1,760

152
無理なくできる学校のＩＣＴ活用－タブレット・電子黒板・デ
ジタル教科書などを使ったアクティブ・ラーニング－

長谷川元洋
松阪市立三雲中学校

学事出版 1,980

153
はじめてのグラフィックレコーディング　考えを図にする、
会議を絵にする。

久保田　麻美 翔泳社 2,200

154 講師・インストラクターハンドブック 中村　文子
日本能率協会マネジメ
ントセンター

3,080

155 研修デザインハンドブック 中村　文子
日本能率協会マネジメ
ントセンター

3,080

156 研修アクティビティハンドブック 中村　文子
日本能率協会マネジメ
ントセンター

2,640

157
オンライン学習でできること、できないこと　新しい学習様
式への挑戦

千葉大学教育学部附属
小学校

明治図書出版 1,980

158 毎日しっかり眠って成績を伸ばす　合格睡眠 江戸川大学睡眠研究所 学研出版 1,540

159 幼稚園教育要領 文部科学省 東山書房 276

160 幼稚園教育要領解説 文部科学省 フレーベル館 264

161 幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 文部科学省 フレーベル館 385

162 保育所保育指針　解説 文部科学省 フレーベル館 352

163 小学校の音楽５　指導書ブックセット 教育芸術社 8,800

164 デジタル教科書・ICTを活用した授業をつくる 中川一史、青山由紀 光村図書 4,400

165 小学校の音楽６　指導書ブックセット 教育芸術社 8,800

166 小学校国語　学習指導書　４年 光村図書 27,500

167 小学音楽　音楽のおくりもの５　指導編・研究編 教育出版社 6,600

168 小学音楽　音楽のおくりもの６　指導編・研究編 教育出版社 6,600



169 小学社会（３年）　教師用指導書セット 教育出版 12,100

170
新しい算数　6　教師用指導書　指導編，研究編，ワーク
シート編，DVD-ROM

東京書籍 21,450

171 小学校国語　学習指導書　3年 光村図書 27,500

172 小学社会（４年） 教育出版 14,300

173 わたしたちの家庭科　５・６上　学習指導書 開隆堂 26,400

174 わたしたちの家庭科　５・６下　学習指導書 開隆堂 26,400

175 新しい理科３　教師用指導書 東京書籍 20,350

176 新しい理科４　教師用指導書 東京書籍 21,450

177 新しい理科５　教師用指導書 東京書籍 20,900

178 新しい理科６　教師用指導書 東京書籍 21,450

179 図画工作 1・2上　教師用指導書 日本文教出版 25,300

180 図画工作 1・2下　教師用指導書 日本文教出版 25,300

181 図画工作 5・6上　教師用指導書 日本文教出版 25,300

182 図画工作 5・6下　教師用指導書 日本文教出版 25,300

183
新しい算数　5下　教師用指導書　指導編，研究編，ワー
クシート編

東京書籍 10,010

184 小学社会（５年） 教育出版 19,800

185
新しい算数　5上　教師用指導書　指導編，研究編，ワー
クシート編，DVD-ROM

東京書籍 14,520

186 小学社会（６年） 教育出版 22,000

187
新しい算数　4下　教師用指導書　指導編，研究編，ワー
クシート編

東京書籍 9,460

188
新しい算数　4上　教師用指導書　指導編，研究編，ワー
クシート編，DVD-ROM

東京書籍 14,300

189
新しい算数　3下　教師用指導書　指導編，研究編，ワー
クシート編

東京書籍 9,680

190
新しい算数　3上　教師用指導書　指導編，研究編，ワー
クシート編，DVD-ROM

東京書籍 15,180

191
新しい算数　2下　教師用指導書　指導編，研究編，ワー
クシート編

東京書籍 8,360

192
新しい算数　2上　教師用指導書　指導編，研究編，ワー
クシート編，DVD-ROM

東京書籍 14,300

193
あたらしい　さんすう　1②　教師用指導書　指導編，研究
編，ワークシート編

東京書籍 12,100

194
あたらしい　さんすう　1①　教師用指導書　指導編，研究
編，ワークシート編，DVD-ROM

東京書籍 6,600


