
番号 書　　　　　名 著　　者　　名 発行所名

1 授業のユニバーサルデザイン　Ｖｏｌ．１
授業のユニバーサルデ
ザイン研究会 東洋館出版社

2 授業のユニバーサルデザイン　Ｖｏｌ．２ 東洋館出版社

3 新しい教育課程と学習活動Ｑ＆Ａ
全国特別支援学校知的
障害教育校長会 東洋館出版社

4
ケース別発達障害のある子へのサポート実例集
小学校編

上野　一彦 ナツメ社

5
豊かな言語活動が拓く国語単元学習の創造７
高等学校編

東洋館出版社

6 アウトプット重視の英語授業 伊東　治己 教育出版

7 英語を教える５０のポイント 太田　洋 光村図書

8 英語授業の「幹」をつくる本　上/下 北原　延晃
ベネッセコーポレー
ション

9 家庭科の本質がわかる授業　１～３ 山田　綾 日本標準

10 生態学入門 日本生態学会 東京化学同人

11 生態学事典 巌佐庸 共立出版

12 保全生物学 Ａｎｄｒｅｗ　Ｓ．Ｐｕｌｌｉｎ 丸善

13 キャンベル生物学
Ｎｅｉｌ　Ａ．　　　　　Ｃａ
ｍｐｂｅｌｌ

丸善

14 子どもの社会性づくり１０のステップ キャシー・コーエン 金子書房

15 ワークシートを活用した実践アクション・リサーチ 三上　明洋 大修館書店

16 光村ライブラリー　中学校編　　全５ 井上　靖 光村図書

17 読書力アップ！学校図書館のつくり方 赤木かん子 光村図書

18
算数・数学教育における構成的アプロ－チの研
究

聖文社

19 親面接のポイント 加藤　純一 ほんの森出版

20
ＮｅｔＣｏｍｍｏｎｓ実践デザインカスタマイズ
私にもできちゃった！

近代科学社

21 基本からしっかりわかるＭｏｖａｂｌｅ　Ｔｙｐｅ５ 田口　和裕
毎日コミュニケー
ションズ

平成２２年度購入図書リスト
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22 ケーススタディ教育法規 坂田仰　河内祥子 教育開発研究所

23 理科は感動だ! : 子どもたちを理科好きに 小森栄治 明治図書出版

24 変声期と合唱指導のエッセンス 竹内秀男 教育出版

25 教頭のホンネ : 学校組織の理想と現実
全国高等学校教頭・
副校長会

学事出版

26 英語教師のための発問テクニック 田中知聡 大修館書店　　

27 教えて考えさせる理科小学校 鏑木良夫 図書文化社

28 教室で行う特別支援教育 月森久江 図書文化社

29 石隈・田村式援助シートによるチーム援助入門 石隈利紀 図書文化社

30 新指導要録の記入例と用語例　 小・中 無藤隆 図書文化社

31 学習評価基本ハンドブック 辰野千壽 図書文化社

32 (英語)授業改革論 田尻悟郎 教育出版

33 実践教育評価事典 梶田叡一 文溪堂

34 目標分析と具体的評価規準
ぶんけい教育研究
所

文溪堂

35
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの
『マネジメント』を読んだら

岩崎夏海 ダイヤモンド社

36 マネジメント P.F.ドラッカー ダイヤモンド社

37 13歳からの論理ノート 小野田博一
PHPエディターズ・グ
ループ

38 ロジカル・ライティング 照屋華子 東洋経済新報社

39 「難しい親」への対応
スザンヌ・カペック・
ティングリー

溪水社

40 教育用音楽用語 文部科学省 教育芸術社

41
小・中学校新指導要録全文と改訂のピンポイン
ト解説

安彦忠彦 明治図書出版

42 開発的カウンセリングを実践する9つの方法　　 栗原慎二 ほんの森出版

43 ロジカル・シンキング 照屋華子 東洋経済新報社



番号 書　　　　　名 著　　者　　名 発行所名

44 先生のための不登校の予防と再登校援助 小林正幸 ほんの森出版

45 ＤＮ－ＣＡＳによる子どもの学習支援 Ｊ．Ａ．ナグリエリ 日本文化科学社

46
エッセンシャルズDN-CASによる心理アセスメン
ト

ジャック・A.ナグリエ
リ

日本文化科学社

47 新しい学校教育相談の在り方と進め方   栗原慎二 ほんの森出版

48 3分でわかるロジカル・シンキングの基本 大石哲之 日本実業出版社

49 宇宙や法則がよくわかるやさしい数学の世界 ニュートンプレス

50 虚数がよくわかる 　 ニュートンプレス

51 図形に強くなる ニュートンプレス

52 キーワードで学ぶ特別活動生徒指導・教育相談 有村久春 金子書房

53 高等学校学習指導要領解説特別活動編 文部科学省[著] 海文堂出版

54
高等学校学習指導要領解説総合的な学習の時
間編

文部科学省[著] 海文堂出版

55 高等学校学習指導要領解説数学編理数編 文部科学省[著] 実教出版

56 高等学校学習指導要領解説理科編理数編 文部科学省[著] 実教出版

57
高等学校学習指導要領解説芸術（音楽、美術、
工芸、書道）編・音楽編・美術編

文部科学省[著] 教育出版

58 高等学校学習指導要領解説　地理歴史編 教育出版

59 高等学校学習指導要領解説　公民編 教育出版

60 高等学校学習指導要領解説 水産編 海文堂

61 高等学校学習指導要領解説　福祉編 海文堂

62
高等学校学習指導要領解説　外国語編・英語
編

開隆堂

63 高等学校学習指導要領解説　家庭編 開隆堂

64 高等学校学習指導要領解説　工業編 実教出版

65 高等学校学習指導要領解説　商業編 実教出版
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66 高等学校学習指導要領解説　国語編 教育出版

67 高等学校学習指導要領解説　　農業編 海文堂

68 高等学校学習指導要領解説　　情報編 開隆堂

69 高等学校学習指導要領解説　　看護編 文部科学省

70 高等学校新学習指導要領の展開　福祉科編 保住　芳美 明治図書出版

71
高等学校新学習指導要領の展開　地理歴史科
編

原田　智仁 明治図書出版

72 高等学校新学習指導要領の展開　公民科編 大杉　昭英 明治図書出版

73
高等学校新学習指導要領の展開　保健体育科
編

高等学校保健体育授業
改善研究会 明治図書出版

74 高等学校新学習指導要領の展開　家庭科編 石井　克枝 明治図書出版

75
高等学校新学習指導要領の展開　外国語科英
語編

岡部　幸枝 明治図書出版

76 高等学校新学習指導要領の展開　国語科編 鳴島　甫 明治図書出版

77 高等学校新学習指導要領の展開　数学科編 吉田明史 明治図書出版

78 特別支援学校学習指導要領解説総則等編（高） 海文堂出版

79
特別支援学校新学習指導要領ポイントと授業づ
くり. 平成21年版 特別支援教育 知的障害・発達
障害

太田俊己 東洋館出版社

80 解放新聞　縮刷版　第４２巻 解放新聞社

81 教育アンケート調査年鑑　　２０１０年版　上・下 創育社

82 子ども白書　２０１０ 草土文化

83 子ども・若者白書　平成２２年版 中和印刷

84 天文年鑑　２０１１年版 誠文堂新光社

85 発達障害白書　２０１１年版　　 日本文化科学社

86 文部科学白書　平成２１年度 佐伯印刷

87 文部科学統計要覧　　 平成２２年版 日経印刷


