
図書名 著者名 出版社 定価

1 図表でみる教育ＯＥＣＤインディケーター　2015年版 経済協力開発機構　編著 明石書店 9,288

2 平成26年度文部科学白書 文部科学省 日経印刷 2,106

3
学校基本調査報告書（平成27年度）
初等中等機関・専修学校・各種学校編

文部科学省 日経印刷 7,042

4
学校基本調査報告書（平成27年度）
高等教育機関編

文部科学省 日経印刷 4,406

5 日本子ども資料年鑑2016　ＣＤ－ＲＯＭ付
社会福祉法人恩師財団母子愛育会愛
育研究所　編

KTC中央出版 10,800

6 日本国勢図会2016／17年版 矢野恒太記念会　編集 (財）矢野恒太記念会 2,900

7 データブックオブザワールドＶＯＬ.28　2016年版 二宮書店編集部　編 二宮書店 702

8 データでみる県勢　2016年版 矢野恒太記念会　編集 (財）矢野恒太記念会 2,900

9
日本のすがた2016　日本国勢会ジュニア版
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　編集 (財）矢野恒太記念会 1,080

10 読売年鑑2016 読売新聞社　編 読売新聞 3,996

11 文部科学白書平成27年度 文部科学省 日経印刷 2,106

12 世界国勢図会2016/17 矢野恒太記念会　編集 （財）矢野恒太記念会 2,900

13 図表でみる教育2016年版 経済協力開発機構　編著 明石書店 9,288

14
学校基本調査報告書（平成28年度）
初等中等機関・専修学校・各種学校編

文部科学省 日経印刷 7,042

15
学校基本調査報告書（平成28年度）
高等教育機関編

文部科学省 日経印刷 4,406

16 子どもの美術全　6冊＋1冊セット 佐藤忠良 安野光雅 編・監修 復刊ドットコム 12,960

17 国語科重要用語事典
高木まさき　寺井正憲　中村敦雄　山
元隆春

明治図書出版 3,197

18 岩波　生物学辞典 第5版
巌佐庸、 倉谷滋、 斎藤成也、 塚谷裕
一　編集

岩波書店 14,040

19 よくわかる樹木大図鑑 平野隆久　著 永岡書店 1,620

20 Ｒによる統計解析 青木繁伸　著 オーム社 4,104

21 教育・心理系研究のためのデータ分析入門 平井明代　編著 東京図書株式会社 3,024

22 インターネット心理学のフロンティア－個人・集団・社会 三浦麻子・森尾博昭・川浦康至　編著 誠信書房 3,024

23
RaspberryPiで学ぶ電子工作　超小型コンピュータで電子回路を制
御する

金丸隆志　著 BLUE BACKS 1,166

24 こどもパソコンIchigoJam　はじめてのでんし工作 Natural style　著 リックテレコム 1,944

25 みんなのIchigoJam入門　BASICで楽しむゲーム作りと電子工作 古旗浩一、江崎徳秀　著 リックテレコム 2,484

26 Rによるデータサイエンス　データ解析の基礎から最新手法まで 金明哲　著 森北出版株式会社 3,888

27
社会調査のための計量テキスト分析　内容分析の継承と発展を目
指して

樋口耕一　著 ナカニシヤ出版 3,024

28 アクティブラーニングの技法・授業デザイン 安永悟・関田一彦・水野正朗　編 学術図書出版　東信堂 1,728

29 アクティブラーニングとしてのPBLと探究的な学習 溝上慎一・成田秀夫　編 学術図書出版　東信堂 1,944

30 アクティブラーニングの評価 松下佳代・石井英真　編 学術図書出版　東信堂 1,728

31 高等学校におけるアクティブラーニング：理論編 溝上慎一　編 学術図書出版　東信堂 1,728

32 高等学校におけるアクティブラーニング：事例編 溝上慎一　編 学術図書出版　東信堂 2,160

33 アクティブラーニングをどう始めるか 成田秀夫　著 学術図書出版　東信堂 1,728

34 失敗事例から学ぶ大学でのアクティブラーニング 亀倉正彦　著 学術図書出版　東信堂 1,728

35 ７つの習慣×アクティブラーニング 小林昭文 産能能率大学出版部 1,728

36 協調学習とは 三宅なほみ・大学CoREF　河合塾　編 北大路書房 2,160
37 教員のためのリフレクション・ワークブック 武田信子・金井香里・横須賀聡子　編 学事出版 1,728

38
子どもスイッチON!! 学び合い高め合う「造形遊び」─豊かな学びの
世界がひろがる図工の授業づくり

岡田京子　編著 東洋館出版社 2,052

39 わくわく図工レシピ集 岡田京子　編 東洋館出版社 2,484

40 エグゼクティブは美術館に集う 　「脳力」を覚醒する美術鑑賞 奥村高明　著 光村図書出版 2,106

41 学力をのばす美術鑑賞 ヴィジュアル・ シンキング・ ストラテジーズ フィリップ・ヤノウィン　著 淡交社 2,700

42 美術教育概論（改訂版）
大橋功・新関伸也・松岡宏明・藤本陽
三・佐藤賢司・鈴木光男　編著

日本文教出版 2,376

43 アクティブ・ラーニングを取り入れた授業づくり: 高校国語の授業改 高木展郎・大滝一登　編著 明治書院 2,376

44 変わる学力、変える授業。 21世紀を生き抜く力とは 高木展郎　著 三省堂 2,484

45
アクティブ・ラーニング実践の手引き―各教科等で取り組む「主体
的・協働的な学び」

田中博之　著 教育開発研究所 2,376

46 小学校算数アクティブ・ラーニングを目指した授業展開 笠井健一　編著 東洋館出版社 2,484

47 中学校数学の授業づくり 新井仁　著 明治図書 2,052

48
5つの分類×8の原則で英語力がぐーんと伸びる! 音読指導アイデ
アBOOK

正頭　英和　著 明治図書 2,225

49 音楽の力×コミュニケーションでつくる音楽の授業 中島寿・髙倉弘光・平野次郎　編著 東洋館出版社 2,376

50
導入・スキマ時間に楽しく学べる小学校音楽「魔法の５分間」アク
ティビティー

阪井恵・酒井美恵子 編著 明治図書 2,160

51 平成28年度版　中学校新学習指導要領の展開　特別の教科道徳 柴原弘志　編著 明治図書 2,052

52 あらゆる学問は保育につながる　発達保育実践政策学の挑戦
秋田 喜代美　監修
山邉 昭則　多賀 厳太郎　編

東京大学出版会 4,104

53 驚くべき乳幼児の心の世界 ヴァスデヴィ・レディ　著 ミネルヴァ書房 4,104

Ｈ２８　購入図書一覧



54 英語スピーキング指導ハンドブック 泉惠美子、門田修平 大修館書店 3,132

55 フォーカス・オン・フォームとＣＬＩＬの英語授業 和泉伸一 アルク 2,916

56
高校英語授業を知的にしたい　内容理解・表面的会話中心の授業
を超えて

三浦孝、亘理陽一、山本孝次、柳田綾
編著

研究社 3,024

57 キャロライン＆ジョン・F・ケネディ演説集〔生声CD＆電子書籍版付〕 CNN　English　Express　編 朝日出版社 1,080

58
セレブたちの卒業式スピーチ 　次世代に贈る言葉〔生声CD＆電子
書籍版付

CNN　English　Express　編 朝日出版社 1,296

59
スティーブ・ジョブズ　伝説のスピーチ＆プレゼン〔生声CD＆電子書
籍版付〕

CNN　English　Express　編 朝日出版社 1,080

60 アクティブラーニング実践Ⅱ

下町壽男 、 浦崎太郎、 藤岡慎二、
荒瀬克己、 安彦忠彦、 溝上慎一　著
アクティブラーニング実践プロジェクト
編著

産業能率大学出版部 2,160

61 ボクのLPC810工作ノート 鈴木哲哉　著 ラトルズ 2,570

62 ＴＷＥ－Ｌｉｔｅではじめるカンタン電子工作 大澤文孝　著 工学社 2,700

63 BeagleBone Blackで遊ぼう! 米田聡　著 ラトルズ 2,678

64 ボクのＢｅａｇｌｅＢｏｎｅ　Ｂｌａｃｋ工作ノート 鈴木哲哉　著 ラトルズ 2,808

65 魅了する科学実験
早稲田大学本庄高等学院実験開発班
著

すばる舎 2,376

66 筑波発「わかった！」をめざす理科授業
筑波大学附属小学校理科教育研究部
編著

東洋館出版社 1,836

67 「これからの時代に求められる資質・能力の育成」とは 高木展郎　編著 東洋館出版社 2,376

68 中学校理科９つの視点でアクティブ・ラーニング 田代直幸・山口晃弘　編著 東洋館出版社 2,592

69 理科の考える力をつけよう 小森栄治　監修 ＰＨＰ 3,240

70 現場ですぐに使えるアクティブラーニング実践 小林昭文・鈴木達哉・・鈴木映司　著 産業能率大学出版部 2,160

71 週イチでできる！アクティブラーニングの始め方 西川純　著 東洋館出版社 1,998

72 図解　分析化学の実験マニュアル 岩附正明・太田清久　編著 日刊工業新聞社 2,808

73 はじめての化学実験 西山隆造・安楽豊満・西山隆造　著 オーム社 2,376

74 教科書にない実験マニュアル－よくある失敗・役だつNG集 西脇永敏　著 講談社サイエンティフィク 1,728

75 基礎化学実験安全オリエンテーション 山口和也・山本仁　著 東京化学同人 2,052

76 葉・実・樹皮で確実にわかる樹木図鑑 鈴木庸夫　著 日本文芸社 1,620

77 ギャノング生理学 原書24版 (Lange Textbookシリーズ)
Kim E. Barrett、Susan M. Barman,、
Scott Boitano、 Heddwen L. Brooks

丸善出版　 10,800

78 フィールドガイドシリーズ23 葉で見分ける樹木　増補改訂版 林将之　著 小学館　 2,095

79 カラーイラストで学ぶ 集中講義　生理学　改訂2版 岡田隆夫　編集 メジカルビュー社　 5,940

80 空と天気のふしぎ１０９ 森田正光　著 偕成社 1,944

81 フシギなくらい見えてくる！本当にわかる地球科学 西本昌司　著 日本実業出版社 1,728

82 アクティブ・ラーニングを位置づけた中学校理科の授業プラン 山口晃弘　編著 明治図書 2,441

83 楽しく考える物理シリーズⅠ　力学 村上曜　著 プレアデス出版 1,836

84 楽しく考える物理シリーズⅡ　熱力学 村上曜　著 プレアデス出版 2,052

85 楽しく考える物理シリーズⅢ　振動と波動 村上曜　著 プレアデス出版 2,268

86 楽しく考える物理シリーズⅣ　電磁気学 村上曜　著 プレアデス出版 2,592

89
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　著 学事出版 1,944

90 ICTを活用した新しい学校教育 原田恵理子・森山賢一　編著 北樹出版 1,728

91 電子黒板まるごと活用術２　最先端のタブレット連携授業 小学館教育編集部　編 小学館 1,944

92
office2013対応教職・情報機器の操作－教師のためのICTリテラ
シー入門

高橋参吉・高橋朋子・田中規久雄・下
倉雅行・小野淳　著

コロナ社 2,160

93 電子黒板まるごと活用術 小学館教育編集部　編 小学館 2,160

94 ほんとうにいいの？デジタル教科書 新井紀子　著 岩波書店 605

95
新しいテレビ会議システムを利用した教育効果の比較－視線一致
型及び従来型(視線不一致)による遠隔教育と対面教育について

谷田貝雅典　著 大学教育出版 4,320

96 遠隔教育とeラーニング 鄭 仁星・久保田 賢一　編著 北大路書房 3,024

97 遠隔学習のためのパソコン活用 三輪眞木子・秋光淳生　著 放送大学教育振興会 3,348

98 すぐに使える家庭科授業ヒント集 下野房子・吉田幸子　著 大修館書店 2,160

99 最新住居学入門（基礎シリーズ） 後藤久　監修 実教出版 1,620

100
ジェンダーで学ぶ生活経済論【第２版】現代の福祉社会を主体的に
生きるために

伊藤純、斎藤悦子著 ミネルｳﾞｧ書房 3,024

101 スペシャリスト直伝！小学校家庭科授業成功の極意 勝田映子　著 明治図書 2,117

102
題材設定から評価までバッチリ！
小学校家庭科授業づくりベストモデル＆ワークシート

筒井恭子　著 明治図書 2,484

103 市民社会をひらく家庭科 大学家庭科教育研究会編 ドメス出版 3,132

104
人生で大切なことはすべて家庭科で学べる
ふくしまの男性教員による授業

末松孝治著 文芸社 1,296

105 タブレット端末を活用した21世紀型コミュニケーション力の育成
中川一史・山本朋弘・佐和伸明・村井
万寿夫　著

フォーラム・A 1,944

106
筑波発教科のプロもおすすめするＩＣＴ活用術　「ちょっとしたこと」
から「こんなときこそ」まで事例３６場面

筑波大学附属小学校情報・ＩＣＴ活動
研究部　編著

東洋館出版社 1,944

107
one to oneへの道　1人1台タブレットＰＣ活用の効果測定と教育委
員会・学校の挑戦

清水康敬　編著 教育同人社 1,620



108 教師のためのiphone&ipad超かんたん活用術 蔵満逸司　著 黎明書房 2,484

109 わかる・なれるＩＣＴ支援員　すすめよう！学校のＩＣＴ活用 わかるなれるＩＣＴ支援員編集委員会 日本標準 2,160

110 小学生からはじめるわくわくプログラミング 阿部和広　著 日経ＢＰ社 2,052

111 小学生からはじめるわくわくプログラミング２ 倉本大資　著 日経ＢＰ社 2,052

112 Scratchではじめよう！プログラミング入門 杉浦学　著 日経ＢＰ社 1,944

113
かわる！キャリア教育　小・中・高等学校までの一貫した推進のた
めに

文部科学省国立教育政策研究所生徒
指導・進路指導研究センター　編

ミネルヴァ書房 1,296

114 ライフスキルで進めるキャリア教育 寺本之人　著 風人社 1,728

115 つるかめ食堂　子が親に作りおくごはん　親孝行レシピ ベターホーム協会編集 ベターホーム出版局 1,512

116 もしもごはん 今泉マユ子著 清流出版 1,620

117
１～３歳発達を促す子どもごはん　まいにちの手を動かす食事で、
すくすく育つ

中村美穂　著 啓文堂書店 1,296

118 お気に入りをもう一度 クライ・ムキのお直しの本 クライ・ムキ 日本文芸社 1,404

119 タブレットPCを教室で使ってみよう！〔実践〕特別支援教育とAT第１ 金森克浩　編集 明治図書 2,009
120 タブレットPCを教室で使ってみよう！〔実践〕特別支援教育とAT第２ 金森克浩　編集 明治図書 1,944
121 タブレットPCを教室で使ってみよう！〔実践〕特別支援教育とAT第３ 金森克浩　編集 明治図書 1,944
122 タブレットPCを教室で使ってみよう！〔実践〕特別支援教育とAT第４ 金森克浩　編集 明治図書 1,836
123 タブレットPCを教室で使ってみよう！〔実践〕特別支援教育とAT第５ 金森克浩　編集 明治図書 1,793
124 タブレットPCを教室で使ってみよう！〔実践〕特別支援教育とAT第７ 金森克浩　編集 明治図書 1,901

125 発達障害の子を育てる本ケータイ・パソコン活用編 中邑賢龍・近藤武夫　監修 講談社 1,296

126
障害の重い子の「わかる」「できる」みんなで「楽しめる」  アイデア&
ヒント　123

マジカルトイボックス編 エンパワメント研究所 1,512

127 障害の重い子どもの授業づくりpart6 飯野順子　授業づくり研究会I＆M　編 ジアース教育新社 2,376
128 障害の重い子どもの授業づくりpart4 飯野順子　授業づくり研究会I＆M　編 ジアース教育新社 2,469
129 障害の重い子どもの授業づくりpart3 飯野順子　授業づくり研究会I＆M　編 ジアース教育新社 2,469
130 障害の重い子どもの授業づくりpart2 飯野順子、授業づくり研究会I＆M　編 ジアース教育新社 2,469
131 障害の重い子どもの授業づくりpart1 飯野順子　授業づくり研究会I＆M　編 ジアース教育新社 2,469

132 ユニバーサルデザインの視点を活かした指導と学級づくり 柘植雅義　編著 金子書房 1,404

133 発達障害のある人の就労支援 梅永雄二　編著 金子書房 1,404

134 気になる子のためのキャリア発達支援 菊地一文　著 学事出版 1,296

135 発達の気になる子の学習・運動が楽しくなるビジョン・トレーニング 北出勝也　監修 ナツメ社 1,728

136
幼稚園・小中高等学校における特別支援教育の進め方②　　校内
支援体制を築くために

全国特別支援教育推進連盟　編集 ジアース教育新社 1,620

137
幼稚園・小中高等学校における特別支援教育の進め方③　交流及
び共同学習を進めるために

全国特別支援教育推進連盟　編集 ジアース教育新社 1,620

138 肢体不自由教育実践　授業力向上シリーズ№３
全国特別支援学校肢体不自由教育校
長会　編著

ジアース教育新社 1,944

139
インクルーシブな学級づくり・授業づくり
子どもの多様な学びを促す合理的配慮と教科指導

トビー・J・カルテン　著 学苑社 4,104

140
今日からできる！通常学級ユニバーサルデザイン
－授業づくりのポイントと実践的展開－

佐藤慎二　編著 ジアース教育新社 2,592

141
保護者と協力して子どもの改善したい行動を解決しよう！！－教
師のためのマニュアルブック

岡本邦広　著 ジアース教育新社 2,160

142 学校の先生・SCにも知ってほしい:不登校の子どもに何が必要か 増田健太郎 編著 慶應義塾大学出版会 2,160

143 発達障害の疑問に答える 黒木俊秀　編著 慶應義塾大学出版会 1,836

144 子どもにえらばれるためのスクールソーシャルワーク 山下英三郎監修 学苑社 2,160

145 教師・SCのための心理教育素材集──生きる知恵を育むトレーニ 増田健太郎・小川康弘　著 遠見書房 2,592

146 児童期・思春期のSST-特別支援教育編ー 斎藤富由起・守谷賢二　著 三恵社 2,160

147 児童期・思春期のSST-学校現場のコラボレーション- 斎藤富由起監修　編集 三恵社 2,160

148
アドラー心理学によるスクールカウンセリング入門―どうすれば子
どもに勇気を与えられるのか

深沢孝之　編著 アルテ 1,944

149
臨床心理アセスメント入門ー臨床心理学は、どのように問題を把握
するのか

下山晴彦　著 金剛出版 3,456

150 家族療法テキストブック 日本家族研究・家族療法学会　編 金剛出版 6,048

151 解決のための面接技法　第4版
ピーター・ディヤング　インスー・キム・
バーグ　著

金剛出版 6,480

152 挑戦的行動の先行子操作 ジェームズ・K.ルイセリー　著 二瓶社 6,480

153 スクールワイドＰＢＳ
ディアンヌ A.クローン・ ロバート H.
ホーナー　著

二瓶社 2,808

154 不登校の認知行動療法セラピストマニュアル C.A. カーニー・A.M. アルバーノ　著 岩崎学術出版社 3,780

155 DVDでわかる家族面接のコツ２ 東豊　著 遠見書房 7,128

156 LGBTQを知っていますか？「みんなと違う」は「ヘン」じゃない 日高庸晴　監著 少年写真新聞社 1,512

157
パワーポイントで進める楽しく学び「生きる力」をはぐくむ歯・口の健
康教育

日本学校歯科保健・教育研究会　著 東山書房 2,484

158
スキルアップ養護教諭の実践力
養護教諭・保健室の５S＋S

林典子・田嶋八千代・下村淳子・鎌塚
優子・平川俊功　著

東山書房 1,836

159 子どもの命と向き合う学校防災 数見隆生　著 鴨川出版 2,160

160 小・中学校の先生のための「健康教育」実践ガイドブック 森良一　編著 東洋館出版社 2,376

161
養護教諭のコミュニケーション-子どもへの対応、保護者・教師間の
連携のポイント-

海保博之・田村節子　著 少年写真新聞社 1,512

162
いざというときのための応急手当ミニハンドブックJRC蘇生ガイドラ
イン2015対応

加藤啓一　監修 少年写真新聞社 972

163 男子の性教育：柔らかな関係づくりのために 村瀬幸治　著 大修館書店 1,620

164 小学生に対する抑うつ低減プログラムの開発 小関俊祐　著 風間書房 6,480



165 認知行動療法を生かした発達障害児・者への支援
佐々木和義　監修
小関 俊祐・石原 廣保・池田 浩之　編

ジアース教育新社 2,592

166 全国の特色ある30校の実践事例集「通級による指導」編
柘植雅義、小林玄、飯島知子、鳴海正
也　編著

ジアース教育新社 2,376

167 特別支援学校・通級指導の魅力ある実践 大南英明　編 教育出版 2,592

168 Q＆Aと先読みカレンダーで早わかり！通級指導教室運営ガイド 笹森洋樹,、大城政之　編著 明治図書出版 2,549

169 改訂第2版　通級による指導の手引　解説とQ＆A 文部科学省 佐伯印刷 1,512
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