
No. 図書名 著者名 出版社 定価

1 日本の伝統芸能の魅力 NHKソフトウェア 65,664

2 日本子ども資料年鑑2018
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2018/2019 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2018 二宮書店編集部　編 二宮書店 734

5 データでみる県勢2018 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2018　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 図表でみる教育　2018年版 経済協力開発機構 明石書店 9,288

8 文部科学省白書H29 文部科学省 日経印刷 2,106

9
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30年度

文部科学省 日経印刷 7,042

10 学校基本調査報告書　校等教育機関編　平成30年度 文部科学省 日経印刷 4,406

11 小学校教育課程実践講座　平成29年改訂　特別の教科　道徳 押谷　由夫 ぎょうせい 1,944

12 中学校教育課程実践講座　平成29年改訂　特別の教科　道徳 押谷　由夫 ぎょうせい 1,944

13 小学校学習指導要領本体　平成29年３月公示 東洋館出版社 217

14 解説　総則編 東洋館出版社 167

15 解説　国語編 東洋館出版社 175

16 解説　社会編 日本文教出版株式会社 153

17 解説　算数編 日本文教出版株式会社 242

18 解説　理科編 東洋館出版社 120

19 解説　生活編 東洋館出版社 145

20 解説　音楽編 東洋館出版社 141

21 解説　図画工作編 日本文教出版株式会社 108

22 解説　家庭編 東洋館出版社 103

23 解説　体育編 東洋館出版社 175

24 解説　外国語活動編・外国語編 開隆堂出版株式会社 138

25 解説　特別の教科　道徳編 廣済堂あかつき株式会社 146

26 解説　総合的な学習の時間編 東洋館出版社 136

27 解説　特別活動編 東洋館出版社 152

28 中学校学習指導要領本体 株式会社東山書房 352

29 解説　総則編 株式会社東山書房 271

30 解説　国語編 東洋館出版社 312

31 解説　社会編 東洋館出版社 204

32 解説　数学編 日本文教出版株式会社 225

33 解説　理科編 学校図書株式会社 117

34 解説　音楽編 株式会社教育芸術社 245

35 解説　美術編 日本文教出版株式会社 124

36 解説　保健体育編 株式会社東山書房 449

37 解説　技術・家庭編 開隆堂出版株式会社 154

38 解説　外国語編 開隆堂出版株式会社 129

39 解説　特別の教科　道徳編 教育出版株式会社 168

40 解説　総合的な学習の時間編 株式会社東山書房 226

41 解説　特別活動編 株式会社東山書房 276
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42 特別支援学校幼稚部教育要領　小学部・中学部学習指導要領 海文堂出版 475

43
特別支援学校教育要領・学習指導要領解説　総則編（幼稚部・小
学部・中学部）

開隆堂出版株式会社 370

44 特別支援学校学習指導要領解説　各教科等編（小学部・中学部） 開隆堂出版株式会社 541

45
特別支援学校教育要領・学習指導要領解説　自立活動編（幼稚
部・小学部・中学部）

開隆堂出版株式会社 172

46 民俗芸能で広がる子どもの世界 全日本郷土芸能協会 全日本郷土芸能協会 1,296

47 最新（改訂版）中等科音楽教育法 中等科音楽教育研究会 音楽之友社 3,024

48
平成24年版　観点別学習状況の評価基準と判定基準(中学校音
楽)

北尾　倫彦　他 図書文化社 2,808

49 中学音楽が魅力的に変わる！授業プラン　第２・３学年 原田　徹・酒井　美恵子 明治図書 2,657

50
年長さんがつくったおばけやしき
～生活発表会に向けて～

岩波映像株式会社 37,800

51 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 3,780

52 2018年受験用全国大学入試問題正解 8国語(国公立大編) 旺文社 5,508

53 平成29年版 小学校新学習指導要領の展開 図画工作編 阿部　宏行 明治図書出版 1,944

54 平成29年版 中学校新学習指導要領の展開 美術編 福本　謹一 明治図書出版 1,944

55 ２１世紀型保育の探求　倉橋惣三を旅する 大豆生田啓友 フレーベル館 2,808

56 保育のグランドデザインを描く－これからの保育の創造にむけて－ 汐見稔幸/久保健太 ミネルヴァ書房 2,592

57 「子どもがケアする世界」をケアする 佐伯胖 ミネルヴァ書房 2,376

58 参加型園内研修のすすめ 秋田喜代美/松山益代 ぎょうせい 1,851

59 日本伝統音楽カリキュラムと授業実践 日本学校音楽教育実践学会 音楽之友社 3,024

60 人生最高の声を手に入れる６つのステップ 萩野仁志、後野仁彦 音楽之友社 2,592

61 こども・からだ・おんがく　髙倉先生の授業研究ノート 髙倉弘光 音楽之友社 3,456

62 小学校社会科　学習指導案文例集 澤井　陽介ほか 東洋館出版社 2,268

63 公民的資質とは何か 唐木　清志 東洋館出版社 2,970

64 教育課程・教育評価 原　清治ほか ミネルヴァ書房 2,160

65 英語4技能テストの選び方と使い方—妥当性の観点から— 小泉 利恵 アルク 2,916

66
高校英語のアクティブ・ラーニング 生徒のやる気を引き出すモチ
ベーション・マネジメント50

小林 翔 明治図書出版 2,117

67 全解説 英語革命2020 安河内 哲也 文藝春秋 1,512

68 改訂　A４・１枚で学校を動かす実例シート８５ 渡辺　秀貴 教育開発研究所 2,592

69
「見方・考え方　社会科編」見方・考え方を働かせる真の授業の姿
とは？

澤井陽介　加藤寿朗 東洋館出版社 2,160

70
確かな「学力」を育てるアクティブ・ラーニングを生かした探求型の
授業づくり

阿部昇 明治図書 2,009

71 アクティブ・ラーニングを位置づけた高校数学の授業プラン 吉田　明史 明治図書 2,484

72
「データの活用」の授業　ー小中高の体系的指導で育てる統計的
問題解決力

お茶の水女子大学付属学校園　連携
研究算数・数学部会

東洋館出版社 2,052

73 難関大学入試数学　方針をどう立てるか（大学への数学） 栗田　哲也 東京出版 1,296

74
主体的な学びをめざす小学校英語教育―教科化からの新しい展
開

金森 強、本多 敏幸、 泉 惠美子 教育出版 2,592

75 小学校新学習指導要領ポイント総整理 外国語 大城 賢 東洋館出版社 1,836

76 小学生に英語の読み書きをどう教えたらよいか 田中　真紀子  研究社 2,268

77
第二言語習得理論の視点からみた 早期英語教育に関する研究
小学校英語教育に対する提言の試み

大石　文朗  三恵社 2,160

78 語義からの算数指導 黒田　春海 東洋館出版社 2,160

79 小学校　新学習指導要領　算数の授業づくり 尾﨑　正彦 明治図書出版 2,160

80 図解実践　世界最高の学級経営 ハリー・ウォンローズマリー・ウォン 東洋館出版社 2,376

81 アクティブ・ラーニング時代の古典教育 小・中・高・大の授業づくり 河添房江 東京学芸大学出版会 2,700

82 ライティングの高大接続—高校・大学で「書くこと」を教える人たちへ 渡辺哲司、 島田康行 ひつじ書房 2,160

83 高校国語科授業の実践的提案 三浦和尚 三省堂 2,376

84 中学校　古典　－言語文化に親しむ－ 日本国語教育学会 監 東洋館出版社 2,160



85 中学校　文学　－主体的・対話的に読み深める－ 日本国語教育学会 監 東洋館出版社 2,160

86 中学校　国語授業づくりの基礎・基本 日本国語教育学会 監 東洋館出版社 2,160

87 ＡI vs 教科書が読めない子どもたち 新井紀子 東洋経済新報社 1,620

88 世界に通じる子を育てる パトリック・ハーラン 大和書房 1,512

89
真の問題解決能力を育てる数学授業
資質・能力の育成を目指して

西村　圭一 明治図書出版 2,160

90 授業改革の二大論点　算数の活動・算数の活用 全国算数授業研究会 東洋館出版社 2,160

91 理論×実践で追求する！数学の「よい授業」
相馬　一彦・國宗　進・二宮　裕之 編
著

明治図書 1,944

92 新学習指導要領対応　高校の国語授業はこう変わる 大滝　一登、高木　展郎 三省堂 2,160

93 バイオ実験超基本Q＆A　意外に知らない、いまさら聞けない 大藤　道衛 羊土社 3,672

94 原理からよくわかるリアルタイムPCR　完全実験ガイド 北條　浩彦 羊土社 4,752

95
目的別で選べるPCR実験プロトコール　失敗しないための実験操
作と条件設定のコツ(実験医学別冊)

佐々木　博己 羊土社 4,860

96 現代理科教育改革の特色とその具現化 橋本 健夫 東洋館出版社 2,700

97
VISIBLE LEARNING 教育の効果　メタ分析による学力に影響を与
える要因の効果の可視化

ジョン・ハッティ（著）
山森光陽（翻訳）

図書文化 3,996

98 ガリレオ工房の科学マジック ガリレオ工房 新星出版社 1,296

99 理科の授業がもっとうまくなる50の技  大前 暁政 明治図書出版 1,944

100 高校化学実験集 芝原 寛泰 他 電気書院  2,484

101 教育現場からの化学Q&A  日本化学会 丸善 2,592

102 ビーカーくんのゆかいな化学実験: その手順にはワケがある! うえたに夫婦 誠文堂新光社 1,620

103 ぼくらは「化学」のおかげで生きている 齋藤勝裕 実務教育出版 1,512

104 商品から学ぶ化学の基礎 松田 勝彦 化学同人 1,944

105
新学習指導要領対応! 中学校「理科の見方・考え方」を働かせる授
業

山口 晃弘 (著, 編集), 江崎 士郎 (著,
編集)

東洋館出版社 2,592

106 中学校理科　図解でわかる「深い学び」のプロセス 大久保　秀樹 東洋館出版社 2,484

107 子どもの思考をアクティブにする! 小学校理科授業ネタ事典 鷲見 辰美 (著, 編集) 明治図書出版 2,117

108
「資質・能力」を育成する理科授業モデル (小学校新学習指導要領
のカリキュラム・マネジメント)

佐々木 昭弘 学事出版 2,160

109
身近なものでふしぎな科学実験―「なぜこうなるの?」驚きの理科の
法則が見えてくる!

山村 紳一郎(著) 誠文堂新光社 2,376

110 簡単! 時短! 理科授業の効率アップ術 楠木 宏 (著) 東洋館出版社 1,836

111 佐々木昭弘の理科授業　これだけは身につけたい指導の技 佐々木 昭弘 (著) 明治図書出版 2,117

112 難問・奇問で語る　世界の物理 Thomas Povey 丸善出版 3,132

113 たのしくわかる物理100時間　上 東京物理サークル 日本評論社 2,268

114 たのしくわかる物理100時間　下 東京物理サークル 日本評論社 2,268

115 物理チャレンジ独習ガイド
杉山忠夫著
物理オリンピック日本委員会編

丸善出版 3,132

116 瞬間をとらえる（びっくり，ふしぎ写真で科学） 滝沢　美絵 大月書店 1,944

117 小学校理科室経営ハンドブック 村山哲哉　日置光久 東洋館出版 5,184

118 宇宙に終わりはあるのか？　素粒子が解き明かす宇宙の歴史 村山斉 近代科学社 1,944

119 宇宙はなぜこんなにうまくできているのか （知のトレッキング叢書） 村山斉 集英社インターナショナル 1,188

120 ホーキング虚時間の宇宙 竹内薫 講談社 1,080

121 若い先生のための理科教育概論　三訂 畑中　忠雄 東洋館出版社 2,376

122
手軽にできる！
中学校理科　観察・実験のアイディア５０

青野裕幸 明治図書出版 2,052

123 原点からの化学　化学の発想法　改訂版 石川正明 駿台文庫 1,296

124
実験でわかる科学のなぜ？AI時代を生きぬく理科系脳が育つ（子
供の科学STEM体験ブック）

コリン・スチュアート 誠文堂新光社 2,160

125 中学校 新学習指導要領 理科の授業づくり 宮内 卓也 明治図書出版 2,052

126 音と振動の科学 山田　伸志 B＆Tブックス 1,728

127 土壌への雨水浸透　環境地水読本 宮崎　毅 東銀座出版社 2,000



128 岩手の身近な植物 菅原　亀悦 興版社 1,512

129 JavaScriptによるデータビジュアライゼーション入門 Stephen A.Thomas 著 オライリー 3,888

130
インクルーシブHTML+CSS＆JavaScript多様なユーザニーズに応
えるフロントエンドデザインパターン

Heydon Pickering 著 ボーンデジタル 3,024

131 木材加工系実技教科書
長野県立上松技術専門校 安納五十
雄

雇用問題研究会 3,024

132 三訂 木工工作法 雇用・能力開発機構  職業訓練教材研究会 2,700

133 グーグルに学ぶディープラーニング 日経ビッグデータ　編集 日経BP社 1,944

134 毎日90分でメール・ネット・SNSを終わらせる９９のシンプルな方法 樺澤　紫苑　著 東洋経済新報社 1,296

135 脱ネット・スマホ中毒：依存ケース別　SNS時代を生き抜く護身術！ 遠藤　美季　著 誠文堂新光社 1,512

136 HTML5&CSS3ポケットリファレンス［改訂版」 森　史憲　他著 技術評論社 1,814

137 伝わるデザインの基本　よい資料を作るためのレイアウトのルール 高橋　佑磨 技術評論社 2,138

138 プロが教える本当に役立つ介護術 福辺　節子 ナツメ社 1,490

139 野菜のバスケット栽培―タネから育てる63種 増田 繁 農山漁村文化協会 1,728

140 野菜の袋栽培―ビックリするほどよくできる 増田 繁 農山漁村文化協会 1,440

141 改定新版　食品ロスの経済学 小林　富雄 農林統計出版 3,240

142 画像認識 (機械学習プロフェッショナルシリーズ) 清水 昌平　他 講談社 3,240

143 現場ですぐに使える！ Pythonプログラミング逆引き大全 313の極意 金城 俊哉 秀和システム 2,808

144 Pythonで学ぶ実践画像・音声処理入門 伊藤 克亘　他 コロナ社 2,700

145 イチからつくるワタの糸と布 大石尚子 農文協 2,700

146 イチからつくるチョコレート オルタート・ドレード・ジャパン 農文協 2,700

147 イチからつくるカレーライス 関野吉晴 農文協 2,700

148 伝え継ぐ日本の家庭料理　寿司編 日本調理科学会 農文協 1,728

149 伝え継ぐ日本の家庭料理　小麦・いも・豆編 日本調理科学会 農文協 1,728

150 教師のための情報リテラシー 船生日出男 ナカニシヤ出版 1,944

151 新しい消費者教育　これからの消費生活を考える 神山久美　他 日本消費者教育学会 1,944

152 衣料と繊維がわかる 佐藤銀平 東京書籍 1,620

153 お買いもので世界を変える (岩波ブックレット) 日本弁護士連合会消費者問題対策連合会 562

154 「資質・能力」と学びのメカニズム  奈須正裕 東洋館出版 1,998

155
小・中学校国語科スクリーニングテスト　聞く、読む、書く能力の認
知特性・発達状況を把握する

佐藤　明宏 明治図書 2,225

156 小学校・中学校　通常の学級の先生のための手引き書 国立特別支援教育総合研究所 ジアース教育新社 1,620

157 小学校　新学習指導要領　特別支援教育の視点での授業づくり 田中　博司 明治図書 2,052

158 イラスト版　通常学級での特別支援教育 村野　聡 学芸みらい社 2,376

159 学級担任が進める特別支援教育の知識と実際 河村　茂雄 図書文化社 1,728

160 保育士・教師のためのティーチャーズトレーニング 上林靖子 中央法規 1,728

161 小・中学校でできる「合理的配慮」のための授業アイディア集 全国特別支援学級設置校長協会 東洋館出版社 2,160

162 やさしいコグトレ 宮口幸治 三輪書店 2,160

163 通級指導教室と特別支援教室の指導のアイディア小学校編 月森久江 図書文化社 2,592

164 ソーシャルスキルトレーニングのためのICT活用ガイド 山西潤一 グレートインターナショナル 8,640

165
社会性と情動の学習（SELｰ８S）の導入と実践（子どもの人間関係
能力を育てるSELｰ８S）

小泉令三 ミネルヴァ書房 2,592

166 社会性と情動の学習（SELｰ８S）の進め方小学校編 小泉令三　山田洋平 ミネルヴァ書房 2,592

167 社会性と情動の学習（SELｰ８S）の進め方中学校編 小泉令三　山田洋平 ミネルヴァ書房 2,592


