
No. 図書名 著者名 出版社 定価

1 日本版ＫＡＢＣ-Ⅱ実施ガイド（ＤＶＤ） 日本版ＫＡＢＣ-Ⅱ制作委員会 丸善出版 30,240

2 日本子ども資料年鑑2017 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

3 日本国勢図会2017/2018 矢野恒太記念会　編 (財)矢野恒太郎記念会 2,900

4 データブックオブザワールド2017 二宮書店編集部　編 二宮書店 700

5 データでみる県勢2017 矢野恒太記念会　編 (財)矢野恒太郎記念会 2,900

6 日本のすがた2017　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)矢野恒太郎記念会 1,080

7 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料【小学校】　12教科等セット 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版 3,380

8 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料【中学校】　11教科等セット 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版 4,006

9 評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料【高等学校「共通教科」】　14教科等 国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育出版 14,904

10
アクティブ・ラーニング型授業実践の原理
迷わないための視点・基礎・環境 藤井千春 明治図書出版 2,052

11 アクティブ・ラーニングでつくる 新しい社会科授業 北俊夫、向山行雄 学芸みらい社 2,160

12 世界の幼児教育・保育改革と学力 泉千勢、汐見稔幸 明石書店 2,808

13 幼児教育の経済学 ジェームズ・J・ヘックマン 東洋経済新報社 1,728

14 続・保育のみらい～園コンピテンスを高める～ 秋田喜代美 ひかりのくに 1,296

15 子どもに生きる－新保育者論 青木久子 萌文書林 1,944

16 変わる! 高校国語の新しい理論と実践―「資質・能力」の確実な育成をめざして 大滝一登 大修館書店 2,376

17 「資質・能力」を育てるパフォーマンス評価 アクティブ・ラーニングをどう充実させるか 西岡加名恵 明治図書出版 1,944

18 高等学校国語科 授業実践報告集 アクティブ・ラーニング編 明治書院 明治書院 1,620

19 主体的・対話的で深い学びを促す中学校・高校国語科の授業デザイン:アクティブ・ラーニングの理論と実践 稲井達也、吉田和夫 学文社 2,268

20 アクティブラーニングに導くKP法実践: 教室で活用できる紙芝居プレゼンテーション法 川嶋直、皆川雅樹  みくに出版 1,944

21 「道徳科」評価の考え方 永田繁雄 教育開発研究所 1,944

22 思考力を高める授業 佐藤佐敏 三省堂 2,160

23 算数科授業づくりの発展・応用 坪田耕三 東洋館出版社 3,996

24 算数の本質に迫る「アクティブ・ラーニング」 新算数教育研究会 東洋館出版社 2,376

25 平成29年度学習指導要領改訂のポイント小学校算数 授業力＆学級経営力編集部 明治図書出版 2,052

26 平成29年度学習指導要領改訂のポイント中学校数学 数学教育編集部 明治図書出版 1,944

27 小学校英語から中学校英語への架け橋 文字教育を取り入れた指導法モデルと教材モデルの開発研究 小野尚美 朝日出版社 2,000

28 小学校英語教科化への対応と実践プラン ムック 吉田研作 教育開発研究所 1,944

29 はじめての小学校英語 授業がグッとアクティブになる! 活動アイデア 江尻寛正 明治図書出版 2,160

30 生活・総合アクティブ・ラーニング 田村学 (著, 編集), みらいの会 (著) 東洋館出版社 2,160

31 「主体的・対話的で深い学び」を実現する！数学科「問題解決の授業」ガイドブック 相馬一彦 明治図書出版 1,944

32 すぐ実践できる！　アクティブ・ラーニング　高校数学 西川純、土屋美浩、水野鉄也 学陽書房 2,160

33 ものづくりの数学のすすめ 技術革新をリードする現代数学活用法 松谷茂樹 現代数学社 2,700

34 英語指導における効果的な誤り訂正
(第二言語習得研究の見地から) 白畑和彦 大修館書店 2,052

35 英語４技能評価の理論と実践 望月昭彦、深澤真　他 大修館書店 2,592

36 はじめてのディベート聴く・話す・考える力を身につける 西部直樹 あさ出版 1,620

37 ワーク＆評価表ですぐ使える！英語授業を変える
パフォーマンス・テスト高校 佐藤一嘉 明治図書出版 1,944

38 成長する授業: 子供と教師をつなぐ図画工作 岡田京子 東洋館出版社 1,944

39 カリキュラム・マネジメント入門―「深い学び」の授業デザイン。学びをつなぐ7つのミッション。 田村学 東洋館出版社 2,160

40 「アクティブ・ラーニング」を考える 教育課程研究会 東洋館出版社 2,160

41 音楽づくりの言葉がけ（表現意欲と思考を導くために） 平野次郎 音楽之友社 2,160

42 音楽づくりの授業アイディア集（音楽をつくる・音楽を聴く） 坪能克裕等 音楽之友社 2,592

43 クラシック名曲のワケ 野本由起夫 音楽之友社 2,484

Ｈ２９　購入図書一覧



44 全国大学入試問題正解 特別編集 思考力問題の研究 旺文社 旺文社 3,780

45 カラー図解 最新 Raspberry Piで学ぶ電子工作 作って動かしてしくみがわかる (ブルーバックス) 金丸隆志  講談社 1,296

46 Raspberry Piではじめるどきどきプログラミング増補改訂第2版 阿部 和広, 石原 淳也, 塩野 禎隆, 星野 尚 日経BP社 2,052

47 キャンベル生物学　原書９版 監修、翻訳　池内昌彦 他 丸善出版株式会社 16,200

48 自然災害のシミュレーション 井田喜明 朝倉書店 4,644

49 化学の新研究―理系大学受験 卜部吉庸 三省堂 2,754

50 化学〈2018年度版〉 (産業と会社研究シリーズ) 化学産業研究会 産学社 1,404

51 好きになる化学基礎実験 丸田銓二朗 三共出版 1,836

52 演習 溶液の化学と濃度計算―実験・実習の基礎 立屋敷哲 丸善出版株式会社 2,592

53 アクティブ・ラーナーを育てる高校―アクティブ・ラーニングの実態と最新実践事例 中原淳 学事出版 1,944

54 無藤 隆が徹底解説 学習指導要領改訂のキーワード 無藤隆 明治図書出版 2,052

55 基礎分離精製工学 山下福志 三恵社 2,263

56 ビーカーくんとそのなかまたち: この形にはワケがある! ゆかいな実験器具図鑑 うえたに夫婦 誠文堂新光社 1,620

57 雑学科学読本「文房具のすごい技術」 涌井良幸 KADOKAWA 702

58 ものづくりの現場で役立つ算数・理科　全６巻 坪田耕三・鷲見辰美 学研プラス 16,848

59 理科授業をデザインする理論とその展開 森本信也　編著 東洋館出版社 3,024

60 理科だからできる本当の「言語活動」 西川純 東洋館出版社 1,836

61 くらしに役立つ理科 石塚謙二　太田正己 東洋館出版社 1,404

62 中学校理科室マネジメントＢＯＯＫ 山口晃弘・宮内卓也・前川哲也 明治図書出版 2,376

63 東京理科大生による小学生のおもしろ理科実験　 東京理科大学川村研究室 メイツ出版 1,782

64 松延康の理科実験ブック 松延康 実務教育出版 1,620

65 パフォーマンス評価で生徒の「資質・能力」を育てる 西岡加名恵・永井正人・前野正博 学事出版 2,160

66 TECHNICAL MASTER はじめてのAndroidアプリ開発 第2版 Android Studio 2対応 山田祥寛 秀和システム 3,456

67 ツイッターの心理学：情報環境と利用者行動 北村智　他 誠信書房 2,916

68 iQueryプラグイン逆引きハンドブック 古旗一浩 C&R研究所 3,240

69 子どもと健康No.103　子どものスマホ・ネット依存／色覚検査を考える３ 労働教育センター 1,913

70 TypeScriptネットワークプログラミング 松田晃一 カットシステム 3,672

71 病気の子どもの教育支援ガイド 編著　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 2,160

72 〔中学校〕通級指導教室を担当する先生のための指導・支援レシピ 柘植雅義 明治図書 2,117

73 知的障害教育におけるアクティブ・ラーニング 武富博文 東洋館出版 2,484

74 自立活動の理念と実践 古川勝也 ジアース教育新社 2,376

75 知的障害教育における学習評価の実践ガイド 国立特別支援教育総合研究所編 ジアース教育新社 2,160

76 知的障害・発達障害のある子どもの面接ハンドブック――犯罪・虐待被害が疑われる子どもから話を聴く技術  アン-クリスティン・セーデルボリ 明石書店 2,160

77 学校におけるいじめ―国際的に見たその特徴と取組への戦略 ピーター・Ｋスミス他 学事出版 3,456

78 いじめ、学級崩壊を激減させるポジティブ生徒指導(PBS)ガイドブック――期待行動を引き出すユニバーサルな支援 メリッサ・ストーモント 明石書店 2,592

79 CRAFT ひきこもりの家族支援ワークブック―若者がやる気になるために家族ができること 境 泉洋  金剛出版 3,024

80 アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT) 第2版 -マインドフルネスな変化のためのプロセスと実践 スティーブン・C・ヘイズ 星和書店 5,184

81 LGBTサポートブック: 学校・病院で必ず役立つ はたちさこ　他 保育社 2,160

82 不安障害のためのACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー) 実践家のための構造化マニュアル ゲオルグ・H・アイファート 星和書店 3,672

83 自閉症児の親を療育者にする教育―応用行動分析学による英国の実践と成果 ミッキーキーナン 二瓶社 2,592

84 子どものいじめ問題ハンドブック――発見・対応から予防まで 日本弁護士会連合会子ども権利委員会 明石書店 2,592

85 いじめ・不登校・虐待と向き合う 支援と対応の実際 亀田　秀子 二瓶社 1,458

86 自閉症児の教育マニュアル イヴァ・ロヴァス ダイヤモンド社 14,040

87 身体に閉じ込められたトラウマ:ソマティック・エクスペリエンシングによる最新のトラウマ・ケア ピーター・A・ラヴィーン 星和書店 3,780

88 DVD版 見てわかるSSTステップ・バイ・ステップ方式 2DAYSワークショップ編 (<DVD>) 佐藤 幸江他 星和書店 19,440



89 身体はトラウマを記録する――脳・心・体のつながりと回復のための手法  べッセル・ヴァン・デア・コーク 紀伊國屋書店 4,104

90 特別支援学校のセンター的機能 柘植雅義 ジアース教育新社 2,808

91 合理的配慮をつなぐ個別移行支援カルテ 坂本裕 明治図書 2,160

92 発達障害の子のための「すごい道具」 安部博志 小学館 1,080

93 あたまと心で考えようＳＳＴワークシート編　自己認知・コミュニケーションスキル編 ＬＤ発達相談センターかながわ かもがわ出版 1,620

94 あたまと心で考えようＳＳＴワークシート編　社会的行動編 ＬＤ発達相談センターかながわ かもがわ出版 1,944

95 あたまと心で考えようＳＳＴワークシート編　思春期編 ＬＤ発達相談センターかながわ かもがわ出版 2,160

96 教室の困っている発達障害をもつ子どもの理解と認知的アプローチ－非行少年の支援から学ぶ学校支援 宮口　幸治 明石書店 1,944

97 学校危機への準備と対応 Ｄ．Ｊ．ショーンフェルド他 誠信書房 1,620

98 学校危機とコンサルテーション　いじめ・虐待・体罰・性的被害・犯罪・事故・自殺 細田眞司 新興医学出版社 3,456

99 1日5分! 教室で使えるコグトレ 困っている子どもを支援する認知トレーニング122 宮口幸治 東洋館出版社 2,160

100 教室の「困っている子ども」を支える7つの手がかり――この子はどこでつまずいているのか? 宮口幸治　　松浦直己 明石書店 1,404

101 研修でつかえる生徒指導事例50 藤平敦 学事出版 1,944

102 図表でみる教育２０１７年版 経済協力開発機構　編著 明石書店 9,288

103 文部科学省白書Ｈ２８ 文部科学省 日経印刷 2,166

104 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　平成29年度 文部科学省 日経印刷 7,041

105 学校基本調査報告書　高等教育機関編　平成29年度 文部科学省 日経印刷 4,406

106 全国大学入試問題正解２０１８年受験用 化学 旺文社 旺文社 5,022

107 次代を創る「資質・能力」を育む学校づくり 吉冨芳正 ぎょうせい 7,776

108 授業分析の方法と課題 日比裕、的場正美 黎明書房 2,808

109 ブラック部活動　子どもと先生の苦しみに向き合う 内田良 東洋館出版社 1,512

110 『教育という病 子どもと先生を苦しめる「教育リスク」』 内田良 光文社新書 842

111 アクティブラーニング型授業としての反転授業[理論編] 森朋子 ナカニシヤ出版 2,808

112 アクティブラーニング型授業としての反転授業[実践編] 森朋子 ナカニシヤ出版 2,808

113 算数科授業づくりの基礎・基本 坪田　耕三 東洋舘出版社 5,184

114 東大現代文でロジカルシンキングを鍛える 柳生 好之 KADOKAWA/中経出版 1,404

115 大人のための国語ゼミ 野矢 茂樹  山川出版社 1,944

116 東大入試 至高の国語「第二問」 竹内 康浩 朝日新聞社出版 1,296

117 東大VS京大 入試文芸頂上決戦 永江朗 原書房 1,944

118 授業づくりをまなびほぐす ここからはじめるクリエイティブ授業論 阿部学 静岡学術出版 1,512

119 プレゼンテーションZEN 第2版 Garr Reynolds (著), 熊谷 小百合 (翻訳) 丸善出版 2,808

120 ここまで作れる! Raspberry Pi 実践サンプル集 太田 一穂  (著), 岡嶋 和弘 (著), 西村 良太 (著), 樋山 淳  (著) マイナビ出版 3,229

121 高校教師が教える物理実験室 山本 明利 (著) 工学社 2,484

122 魅了する科学実験 早稲田大学本庄高等学院実験開発班 すばる舎 2,376

123 アクティブラーニング入門2〔DVD付〕 小林昭文 (著) 産業能率大学出版部 1,836

124 すぐ実践できる! アクティブ・ラーニング 高校理科 西川純 (著), 大野 智久 (著), 菊池 篤 (著), 西川 純 (編集) 学陽書房 2,160

125 かんたん! スマートフォン+FlashAir(TM)で楽しむIoT電子工作 小松 博史 (著) オーム社  2,160

126 おもしろ実験研究所 高見寿 山陽新聞社 1,080

127 使える！楽しい！中学校理科授業のネタ100 三好美覚 明治図書 2,117

128 葉っぱで見わける 樹木ハンドブック 高橋　秀男　監修 池田書店 1,350

129 増補改訂版 葉っぱで調べる身近な樹木図鑑 林将之 主婦の友社 1,404

130 ワッとわく　理科おもしろ実験＋ものづくり　小学１～６年 谷賢一 フォーラム・Ａ 2,160

131 小・中・高の理科がまるごとわかる 間地秀三 ベレ出版 1,836

132 科学をどう教えるか: アメリカにおける新しい物理教育の実践 日本物理教育学会 (監修, 翻訳) 丸善出版 4,104

133 EXCELグラフ作成　データを可視化するノウハウ 早坂清志 翔泳社 2,376



134 Arduinoでロボット工作をたのしもう!第2版 鈴木美朗志 秀和システムズ 2,592

135 実践Arduino! 電子工作でアイデアを形にしよう 平原真 オーム社 2,700

136 Processingをはじめよう 第2版 (Make: PROJECTS) Casey Reas (著),    Ben Fry (著),    船田 巧 (翻訳) オライリージャパン; 第2版 2,160

137 ゼロからはじめるSkypeスマートガイド リンクアップ 技術評論社 1,274

138 今すぐ使えるかんたんPLUS Skype完全大事典 リンクアップ 技術評論社 1,490

139 HTML5&CSS3デザイン　現場の新標準ガイド エビスコム マイナビ出版 3,229

140 iOS/Android対応　HTML5ハイブリッドアプリ開発[実践]入門 久保田光則　ほか 技術評論社 3,110

141 アプリを作ろう！HTML5入門（アプリを作ろう！シリーズ） 山田祥寛 日経BP 2,052

142 HTML5でモバイルアプリ開発入門 SCCライブラリーズ制作グループ (株)SCC 2,808

143 草木染め大全ー食物から染料食物から染色技法まで全てが分かる 箕輪直子 誠文堂新光社 3,024

144 楽しんでナチュラル染色－子どもも一緒に楽しめる染色の本 松本道子 文化出版局 1,728

145 としまF１会議ー「消滅可能都市」270日の挑戦 萩原なつ子 生産性出版 1,944

146 市民力による知の創造と発展－身近な環境に環する市民研究の持続的展開 萩原なつ子 東信堂 3,456

147 プログラミング教育導入の前に知っておきたい思考のアイディア 黒上晴夫 小学館 1,512

148 情報教育・情報モラル教育 日本教育工学会 ミネルヴァ書房 2,916

149 Scratchで学ぶプログラミングとアルゴリズムの基本 中植正剛　他 日経BP社 2,376

150 小学校プログラミング教育が分かる、できるー子どもが夢中になる各教科の実践 一般社団法人教育デザイン研究所 学事出版 1,620

151 ICT×思考ツールで創る「主体的・対話的で深い学び」を促す授業 新潟大学附属新潟小学校 小学館 1,512

152 情報学習支援ツール 木村明憲 さくら社 2,160

153 時間栄養学　時計遺伝子と食事のリズム 香川靖雄他 女子栄養大学出版部 3,240

154 アセスメントと連動した効果的な読みの指導 海津亜希子　杉本陽子 学研教育みらい 3,240

155 発達が気になる子への読み書き指導ことはじめ 鴨下賢一 中央法規 2,376

156 不登校外来－眠育から不登校病態を理解する 三池輝久　他 診断と治療社 4,860

157 日本版KABC-IIによる解釈の進め方と実践事例 小野純平　他 丸善出版 4,104

158 ワーキングメモリと日常 T.Pアロウェイ 北大路書房 4,104

159 子どもへの司法面接 仲真紀子 有斐閣 3,132

160 吃音検査法第2版　解説 小澤恵美　他 学苑社 5,400

161 ジェノグラムの臨床 M・マクゴールドリック　他 ミネルヴァ書房 5,400

162 「思考力」を育てる―上越教育大学からの提言１― 上越教育大学 上越教育大学出版会 2,916

163 平成29年改訂　小学校教育課程実践講座（※道徳を除く　13冊） 天笠茂　ほか ぎょうせい 25,272

164 平成29年改訂　中学校教育課程実践講座（※道徳を除く　12冊） 天笠茂　ほか ぎょうせい 23,328

165 共生社会の時代の特別支援教育（全３巻） 柘植雅義 ぎょうせい 8,100


