
図書名 著者名 出版社 定価

1 日本子ども資料年鑑2015
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会日
本こども家庭総合研究所 編

KTC中央出版 10,800

2 データブックオブザワールド2015 二宮書店編集部 二宮書店 702

3 データでみる県勢2015年版 （財）矢野恒太記念会 編 （財）矢野恒太記念会 2,900

4
日本のすがた2015-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

（財）矢野恒太記念会 編 （財）矢野恒太記念会 1,080

5 読売年鑑2015 読売新聞社 読売新聞社 3,996

6 日本国勢図会2015/2016 （財）矢野恒太記念会編 （財）矢野恒太記念会 2,900

7 世界国勢図会2015/2016 （財）矢野恒太記念会編 （財）矢野恒太記念会 2,900

8 保育用語辞典 第8版 森上史朗、柏女霊峰　編 ミネルヴァ書房 2,484

9 親子で学ぶ英語図鑑：基礎からわかるビジュアルガイド キャロルヴォーダーマンほか 創元社 3,024

10 世界で一番美しい元素図鑑【デラックス版】
サイモン・クェレン・フィールド、セオド
ア・グレイ 著
若林文高 監修

創元社 8,640

11 目でみる単位の図鑑
こどもくらぶ 編
丸山一彦 監修

東京書籍 3,024

12 NATURAふしぎをためす図鑑 1　かがくあそび 高柳雄一 監修 フレーベル館 2,052

13 地層の見方がわかるフィールド図鑑 青木正博・目代邦康 誠文堂新光社 2,376

14 科学の実験 あそび・工作・手品 小学館の図鑑NEO ガリレオ工房 監修 小学館 2,160

15 帯と文様－織り帯に見る日本の文様図鑑 藤井健三 世界文化社 3,240

16 きもの文様図鑑－明治・大正・昭和に見る 長崎巌 平凡社 3,240

17 SPSSでやさしく学ぶアンケート処理 石村貞夫・劉晨・石村友二郎 東京図書 2,700

18 SPSSによるやさしい統計学 岸学 オーム社 2,592

19 SPSSによる統計処理の手順 石村貞夫・石村光資郎 東京図書 3,024

20 ＳＰＳＳによる多変量データ解析の手順 石村貞夫、石村友二郎 東京書籍 3,024

21 ＳＰＳＳによる応用多変量解析 三輪哲、林雄亮 オーム社 3,456

22 ブルーベリーの作業便利帳 石川駿二、　小池洋男 農文協 1,944

23 １００円グッズで水耕栽培 伊藤龍三 主婦の友社 1,404

24 こうすれば考える力がつく！中学校思考ツール
田村学、黒上晴夫、滋賀大学教育学
部附属中学校

小学館 1,944

25 高校教師のためのアクティブ・ラーニング 西川純 東洋館出版社 2,268

26 SPSSによる統計処理の手順 石村貞夫・石村光資郎 東京図書 3,024

27 こんなふうに教わりたかった！高校数学教室 定松勝幸 ＳＢクリエイティブ 864

28 高等学校国語科 授業実践報告集 古典編II 明治書院 編集  明治書院 1,620

29 高等学校国語科 授業実践報告集 古典編III 明治書院 編集  明治書院 1,620

30 高等学校国語科 授業実践報告集 現代文編II: 評論・取り組み編 明治書院 編集  明治書院 1,620

31 授業づくりエンタテインメント! 　メディアの手法を活かした15の冒険 藤川大祐 学事出版 1,944

32 和歌のルール 渡部泰明 編 笠間書院 1,296

33
造形教育における授業デザインと授業分析
－授業構造とその構成要素から捉えた授業構成論－

佐々木達行 東洋館出版社 2,376

34 造形教育の教材と授業づくり 辻泰秀 日本文教出版 2,160

35 Art　Link　アート・リンク　造形・美術授業実践事例集 橋本光明 編著 日本文教出版 2,808

36 アートフル図工の授業　子どもをひらく題材ノート 内野務・中村隆介 日本文教出版 2,700

37
幼児期における運動発達と運動遊びの指導　遊びのなかで子ども
は育つ

杉原隆・河邊貴子 ミネルヴァ書房 2,592

38 よくわかる子育て支援・家庭支援論
大豆生田啓友・太田　光洋・森上　史
朗　編

ミネルヴァ書房 2,592

39
「エピソードで学ぶ乳幼児の発達心理学」―関係のなかでそだつ子
どもたち

岡本依子・菅野幸恵・塚田‐城みちる 新曜社 2,052

40
実践から学ぶ解釈型歴史学習　子どもが考える歴史学習へのアプ
ローチ

土屋武志　編著・岡崎社会科研究会
著

岡崎社会科研究会 2,376

41
社会認識の授業研究 増補・改訂　これからの社会科・地歴科・公
民科を考える

蔭山雅博 雄山社 1,944

42 今こそ社会科の学力をつける授業を　有田式授業づくりに学ぶ
有田和正
教材・授業開発研究所 編著

さくら社 1,944

43
言語はどのように学ばれるか ― 外国語学習・教育に生かす第二
言語習得論 ―

パッツィ・M．ライトバウン
ニーナ・スパダ

岩波書店 3,024

44 「日本人と英語」の社会学　なぜ英語教育論は誤解だらけなのか 寺沢拓敬 研究社 2,808

45 Q&A　中学校英語指導法事　現場の悩み152に答える 樋口忠彦・髙橋一幸 教育出版 3,024

46 新版 教室英語表現事典 染矢正一 大修館書店 3,888

47
生徒の「問い」を軸とした数学授業　人間形成のための数学教育を
めざして

岡本光司・土屋史人 明治図書 2,052

48 実務が必ずうまくいく 研究主任の仕事術 55の心得 藤本邦昭 明治図書 1,901

49
「教えて考えさせる授業」の挑戦―学ぶ意欲と深い理解を育む授業
デザイン―

市川伸一 明治図書 2,268

50 確かな算数・数学教育をもとめて 杉山吉茂 東洋館出版社 3,456

Ｈ２７　購入図書一覧



51 道徳の時代がきた！　道徳教科化への提言
押谷由夫・柳沼良太　編著
貝塚茂樹・関根明伸・西野真由美・松
本美奈　著

教育出版 1,620

52 道徳の時代をつくる！道徳教科化への始動
押谷由夫・柳沼良太　編著
新井浅浩・貝塚茂樹・関根明伸・西野
真由美・松本美奈　著

教育出版 1,620

53 学校用語英語小事典［第４版］ 竹田明彦 大修館書店 2,376

54 最新保育資料集２０１５
森上史朗　監修
大豆生田啓友・三谷大紀　編

ミネルヴァ書房 2,160

55 読解力を育てる！小学校国語定番教材の発問モデル　物語編 井上一郎　編著 明治図書 2,657

56 読解力を育てる！小学校国語定番教材の発問モデル　説明編 井上一郎 明治図書 2,700

57
どんな高校生が大学、社会で成長するのか－「学校と社会をつな
ぐ調査」からわかった伸びる高校生のタイプ

溝上慎一 学事出版 2,592

58 アクティブラーニング実践 小林昭文、鈴木達哉、鈴木映司　共著 産業能率大学出版部 2,160

59 アクティブラーニング入門 小林昭文 産業能率大学出版部 1,620

60 「数学的に考える力」を育てる授業づくり
清水美憲　監修
斎藤一弥　編著

東洋館出版 2,052

61 絶滅した奇妙な動物 川崎悟司 ブックマン社 1,620

62 絶滅した奇妙な動物２ 川崎悟司 ブックマン社 1,620

63 日本語教師のためのアクション・リサーチ 横溝紳一郎 凡人社 3,024

64
ワークシートを活用した実践アクション・リサーチ　理想的な英語授
業をめざして

三上明洋 大修館書店 1,404

65 サクッと! 化学実験 山田暢司 dZERO(インプレス) 1,620

66 NHK 考えるカラス「もしかして?」からはじまる楽しい科学の考え方
ＮＨＫ「考えるカラス」制作班 編
川角博 監修 NHK出版 1,080

67 どきどき化学なるほど実験 杉山剛英 裳華房 1,728

68
世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え　世界の第一人者100人が
100の質問に答える

ジェンマ・エルウィン・ハリス 河出書房新社 2,700

69 おもしろ理科実験集 後藤道夫・盛口襄・米村傳治郎 シーエムシー出版 1,620

70 おもしろ理科実験集２ 後藤道夫・盛口襄・米村傳治郎 編集 シーエムシー出版 1,728

71 小学校理科「問題解決」８つのステップ 村山哲哉 東洋館出版社 2,376

72 「自分事の問題解決」をめざす理科授業 村山哲哉 図書文化 1,620

73 小学校理科事例でわかる！子どもの科学的な思考・表現 村山哲哉 図書文化 2,592

74 「岩手の地学」４４号（2014年度） 岩手県地学教育研究会 1,000

75 「岩手の地学」４３号（2013年度） 岩手県地学教育研究会 1,000

76 「岩手の地学」４２号（2012年度） 岩手県地学教育研究会 1,000

77 「岩手の地学」４１号（2011年度） 岩手県地学教育研究会 1,000

78 なぜ?どうして?かがくのお話1年生 大山光晴ほか 監修 学研マーケティング 864

79 なぜ?どうして?科学のお話2年生 大山光晴ほか 監修 学研マーケティング 864

80 なぜ?どうして?科学のお話3年生 大山光晴ほか 監修 学研マーケティング 864

81 なぜ?どうして?科学のお話4年生 大山光晴 監修 学研マーケティング 864

82 なぜ?どうして?科学のお話5年生 大山光晴 監修 学研マーケティング 864

83 なぜ?どうして?科学のお話6年生 大山光晴 監修 学研マーケティング 864

84 好奇心をそだて考えるのが好きになる　科学のふしぎな話365 日本科学未来館 監修 ナツメ社 2,484

85 学び合い高め合う中学校理科の授業１学年１分野 岩崎敬道，小野洋，大川満里子 編 大月書店 3,024

86 学び合い高め合う中学校理科の授業１学年２分野 岩崎敬道・鈴木邦夫・山崎慶太 編 大月書店 3,024

87 学び合い高め合う中学校理科の授業２学年１分野 岩崎敬道・大川満里子・小野洋 編 大月書店 3,024

88 学び合い高め合う中学校理科の授業２学年２分野 岩崎敬道・鈴木邦夫・山崎慶太 編 大月書店 3,024

89
今，はじめよう！　新しい防災教育　子どもと教師の危険予測・回
避能力を育てる

渡邉正樹 編著 光文書院 1,543

90 希望の教育 文部科学省創造的復興教育研究会 東洋館出版社 2,052

91 学び合い高め合う中学校理科の授業３学年１分野 岩 敬道・大川満里子・小野洋 編 大月書店 3,024

92 学び合い高め合う中学校理科の授業３学年２分野 岩崎敬道・鈴木邦夫・山崎慶太 編 大月書店 3,024

93 絶滅危惧植物図鑑 レッドデータプランツ 増補改訂新版
矢原徹一・藤井伸二・伊藤元己・海老
原淳 監修

山と渓谷社 9,504

94 リス・ネズミハンドブック 飯島正広・土屋公幸 文一総合出版 1,404

95
野生動物管理のためのフィールド調査法　哺乳類の痕跡判定から
データ解析まで

關義和・江成広斗・小寺祐二・辻大和
編

京都大学学術出版会 4,104

96 高校受験によく出る 理科の実験・観察問題 中経出版編 中経出版 1,296

97 クモハンドブック 馬場友希・谷川明男 文一総合出版 1,620

98 理科の目で見るしぜんのふしぎ 和田武久 みくに出版 1,404

99 理科実験資料集 改訂新版 (日能研ブックス) 日能研教務部 編 日能研 1,620

100 フィールドワーク心得帖 新版
滋賀県立大学環境フィールドワーク研
究会 編

サンライズ出版 1,080

101 環境法案内 坂口洋一 ぎょうせい 2,700

102 ESD―自然に学び大地と生きる 宗宮弘明, 南基泰　編 中部大学 1,080

103
生物学実験への招待全コース (大阪市立大学基礎生物学実験テ
キスト)

大阪市立大学理学部生物学科 編 大阪公立大学共同出版会 2,160



104
すぐに役立つ 研究授業のための学習指導案のつくり方-小学校理
科 編-

芝原寛泰,佐藤美子,竹花裕子　編 オーム社 3,024

105 日本のクマゲラ 藤井忠志 北海道大学出版会 3,024

106 図説　みちのくの古布の世界 田中忠三郎 河出書房新社 1,944

107 生きる力をつける学習　未来を開く家庭科
望月一枝・倉持清美・妹尾理子・
阿部睦子・金子京子 編著

教育実践センター 2,592

108 家族生活の支援－理論と実践－ 中間美砂子・鈴木真由子編著 建帛社 2,376

109
家庭科　技術・家庭科　これならできる授業が変わる評価の実際
「関心・意欲・態度」を育てる授業

中村祐治・堀内かおる・岡本由希子・
尾崎誠

開隆堂 1,620

110
ひと目でわかるHype-V Windows Server 2012 R2版（Technet ITプ
ロシリーズ）

Inc.Yokota Lab 日経ＢＰ社 3,672

111 Windows Sｅｖｅｒ 2012　R2　Hyper-V　実践ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 村嶋修一 SB　Creative 2,592

112 春日井市・出川小学校の取り組み 学習規律の徹底とICT有効活用
春日井市教育委員会・春日井市立出
川小学校 著
堀田龍也 監修

教育同人社 1,296

113 ICTを活用した学び合い授業アイデアBOOK
愛知県岡崎市立葵中学校授業研究部
著
豊田充崇 監修

明治図書 1,944

114 つなぐ・かかわる授業づくり: タブレット端末を活かす実践52事例 D―project編集委員会 学研教育出版 2,160

115 タブレットは紙に勝てるのか タブレット時代の教育 赤堀侃司 ジャムハウス 1,782

116
授業づくりネットワークNo.16―「協同学習」『学び合い』「学びの共
同体」その良さと実践 (授業づくりネットワーク No. 16)

ネットワーク編集委員会 学事出版 1,512

117
藤の木小学校 未来の学びへの挑戦
フューチャースクール推進事業・学びのイノベーション推進事業 実
証研究校の歩み

広島市立藤の木小学校 著
堀田龍也 監修

教育同人社 1,296

118
今日からすぐに取り組める! 学級担任のための普通教室ICT活用
術

國眼厚志 明治図書出 2,160

119 家庭でマスター！小学生のスマホ免許 遠藤美季 誠文堂新光社 1,296

120 家庭でマスター！中学生のスマホ免許 遠藤美季 誠文堂新光社 1,296

121
今すぐ使えるかんたんEx　Excel関数 ［決定版］ プロ技セレクション
［Excel 2013/2010/2007対応版］

井上香緒里 技術評論社 1,598

122
今すぐ使えるかんたん　Excelピボットテーブル
［Excel 2013/2010/2007対応版］

きたみあきこ 技術評論社 2,462

123 きれいに縫うための基礎の基礎 水野佳子 文化出版局 1,728

124 「難しい」を「かんたん」に！写真で学ぶ部分縫い 太田秀美 レデブティック 1,080

125
持続可能な社会づくりと環境教育 ＥＳＤにもとづく環境教育の理論
と実践事例

全国小中学校環境教育研究会編 日本教育新聞社 1,944

126 いまこそ知りたい！食育の授業づくり 北俊夫 健学社 1,728

127 生活主体を育む　探究する力をつける家庭科 新井紀子　編著 ドメス出版 2,592

128 情報科教育法第２版 岡本俊雄、高橋参吉、西野和典　編著 丸善出版 2,592

129 改訂　情報科教育法
本村猛能、角和博、山本利一、本郷
健、森山潤、中村隆敏、工藤雄司　共

学術図書出版社 2,592

130
ナレッジ・ベース・ソサイヤティにみる高等教育
－遠隔教育の評価と分析を中心に－

澁澤健太郎 時潮社 3,024

131 タブレット教材の作り方とクラス内反転学習 赤堀　侃司　著 JAM HOUSE 1,728

132 子どもによる子どものためのＩＣＴ活用入門 西川　純　著 明治図書 1,728

133 すぐわかる！できる！アクティブ・ラーニング 西川　純　著 学陽書房 1,404

134 障がいの重い子どもの目標設定ガイド 徳永豊 慶應義塾大学出版会 1,080

135 マジカルトイボックスの教材＆アイディア100連発 金森克浩 エンパワメント研究所 1,620

136
特別支援学校（肢体不自由）におけるアシスティブ・テクノロジー活
用のためのガイド

独立行政法人国立特別支援教育総合
研究所 編著

ジアース教育新社 1,944

137
〔実践〕特別支援教育とＡＴ（アシスティブテクノロジー）第6集
ＡＡＣ再入門～障害の重い子どもへのコミュニケーション支援～

金森克浩 編著 明治図書 1,901

138 特別支援学校におけるATを活用した　コミュニケーション支援 金森克浩 編集代表 ジアース教育新社 1,728

139 知的障害教育における学力問題 渡邉賢治 ジアース教育新社 2,376

140 特別支援教育のとっておきレシピ 藤原義博 学研出版 3,024

141
日本版WISC-IVによる発達障害のアセスメン　ト－代表的な指標パ
ターンの解釈と事例紹介－

上野一彦・松田修・小林玄・木下智子
著

日本文化科学社 2,900

142 知的障害・発達障害のある人への合理的配慮 坂爪一幸・湯汲英史 編著 かもがわ出版 1,944

143 エッセンシャルズ KABC-IIによる心理アセスメントの要点

Alan S. Kaufman,・Elizabeth O.
Lichtenberger・
Elaine Fletcher-Janzen & Nadeen L.
Kaufman

丸善出版 4,104

144 ギフテッドー天才の育て方 杉山登志郎・ 岡南・ 小倉正義 学習研究社 1,836

145 吃音は治せる 都筑澄夫 マキノ出版 1,440

146 発達障害のある子どものきょうだいたち　大人へのステップと支援 吉川 かおり 生活書院 1,404

147
村瀬嘉代子のスーパービジョン 事例研究から学ぶ統合的心理療
法

奥村茉莉子・統合的心理療法研究会
編

金剛出版 3,456

148
いじめっ子・いじめられっ子の保護者支援マニュアル　 教師とカウ
ンセラーが保護者と取り組むいじめ問題

ウォルター・ロバーツJr. 金剛出版 2,808

149 全校一斉方式ソーシャルスキル教育　小学校学 伊佐貢一 編集 図書文化 2,700

150 今日から始める学級担任のためのアドラー心理学 会沢信彦・岩井俊憲 編著 図書文化 1,944

151 教師のチームワークを成功させる６つの技法 パティ・リー 誠信書房 1,404

152 学級の仲間づくりに活かせるグループカウンセリング 伊澤孝 金子書房 1,944



153 「いじめ」と「体罰」　その現状と対応 冨永良喜・森田啓之 編著 金子書房 2,700

154 事例でわかる　教師のストレス対処法 岡田兼 金子書房 2,160

155 「話し合い力」を育てる　コミュニケーションゲーム62
菊池省三・NPO法人グラスルーツ 池
亀葉子他

中村堂 2,700

156 新しい生徒指導の手引き 諸富祥彦 図書文化 1,944

157
図とイラストですぐわかる　教師が使えるカウンセリングテクニック８
０

諸富祥彦 図書文化 1,944

158 特別支援教育に生きる心理アセスメントの基礎知識 滝吉美智香・名古屋恒彦 編著 東洋館出版 1,512

159
授業のユニバーサルデザインを目指す　「安心」「刺激」でつくる学
級経営マニュアル

授業のユニバーサルデザイン研究会
関西支部 著
 桂聖・川上康則・村田辰明 編著

東洋館出版 2,052

160 あの子のつまずきを「見える化」する方法 樋口一宗 東洋館出版 2,160

161
すべての教員のためのインクルーシブ教育システム構築研修ガイ
ド

国立特別支援教育総合研究所 ジアース教育新書 1,944

162 ブリーフセラピー　「問題と解決」の理論とコンサルテーション 青木みのり ナカニシヤ出版 3,024

163 新スクールソーシャルワーク論
山下英三郎・牧野晶哲・内田宏明 編
著

学苑社 2,700

164 ケースワークの原則 F.P.バイスティック 誠信書房 2,160

165 生涯人間発達学【改訂第2版増補版】 上田礼子 三輪書店 4,104

166 養護教諭のための救急処置
高橋裕子・土屋芳子・宮津百代・山本
和子 著
松野智子・齊藤千景 編著

少年写真新聞社 2,160

167 ここがポイント!学校救急処置 基本・実例、子どものなぜに答える 全国養護教諭サークル協議会 編 農山漁村文化協会 2,700

168 養護教諭のための学校保健2015年3月改訂版
出井美智子・采女智津江・佐藤紀久
榮・松野智子 著

少年写真新聞社 2,592

169 学校の感染症対策（CD-ROM付き） 岡田晴恵 東山書房 2,160

170 学校における思春期やせ症への対応マニュアル
山縣然太朗・松浦賢長・山崎 嘉久 編
著

少年写真新聞社 1,728

171 子どもがかかる耳・鼻・のどの病気百科 工藤典代 少年写真新聞社 2,160

172 学校安全と危機管理改訂版 渡辺正樹 大修館書店 2,052

173 ケースで学ぶ行動分析学による問題解決 山本淳一，武藤崇，鎌倉やよい　編集 金剛出版 3,888

174 やさしい思春期臨床―子と親を活かすレッスン－ 黒沢幸子 金剛出版 3,456

175 ブリーフセラピーの極意 森 俊夫 ほんの森出版 1,944

176 子どもの感情コントロールと心理臨床 大河原美以 日本評論社 2,160

177 実践「みんながリーダー」の学級集団づくり　中学校 河村茂雄、武蔵由佳 図書文化社 2,592

178 実践「みんながリーダー」の学級集団づくり　小学校 河村茂雄 図書文化社 2,592

179 中学校　学級経営ハンドブック 鹿嶋真弓 図書文化 2,376

180 子どもから大人への発達精神医学 本田秀夫 金剛出版 3,456

181
援助要請のカウンセリング：「助けて」と言えない子どもと親への援
助

本田真大 金子書房 2,484

182 自閉症スペクトラムの子どもの感覚・運動の問題への対処法 岩永竜一郎 東京書籍 2,052

183 新版 学校生活の法律相談 坂東司朗、羽成守 編著 学陽書房 3,672
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