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まえがき 
 
「広く教育に役立つことを願って、直面している課題を積極的に取り上げ、教

育実践に結びついた教育活動の推進に寄与する。」これは、那覇市立教育研究所

の方針文です。昭和 34 年に開所し、51 年間の研究成果を財産に持つ研究所で

す。 
 
今年３月末には平成 22 年度の研究をまとめ、各学校・関係機関に配布させて

頂きます。日々新しいキーワードが飛びかう激動の教育界の中で、教材研究や

指導法の工夫をはじめ、教師の資質や専門性を向上させることが必要不可欠に

なってきました。また、各学校が抱える課題も多様化してきています。 
学校や教職員のニーズに応えられる研究所であるために、各学校・関係機関

との連携を深め、課題の把握を的確に行い研修事業の充実に努めていきたいと

思います。 
 
那覇市立教育研究所では、平成 23 年３月末現在、図書 15,485 冊、資料 20,329

冊の合計 35,814 冊の蔵書と教育雑誌９誌を所蔵し、教育資料の整備充実に努め

ています。 
これら蔵書のうち、資料の大部分は全国教育研究所連盟及び教育関係機関か

ら相互資料提供によって寄贈された教育研究紀要類となっており、たいへん貴

重な教育研究論文等が数多く含まれています。 
本研究所では、インターネットによる「図書・資料検索システム」と、デジ

タルデータによる研究資料の管理を行い、図書資料の円滑な検索が行えるよう

整備を進め、教育関係者への教育情報の提供に努力しています。この『図書・

資料目録』も教育情報提供のためのツールとして毎年発行しているものです。 
学校など、多くの教育現場でこの『図書・資料目録』が活用され、本研究所

図書室の蔵書が大いに活用されることを願ってやみません。 
なお、これまでに発行された図書・資料目録（第 1 号～39 号）も併せてご活

用いただければ幸いに存じます。 
 

平成 23 年３月 
那覇市立教育研究所 
所長 池間生子 



 

 

「図書・資料目録 第 40 号」の利用について 

 

 

 １．構成 

   「図書・資料目録 第 40 号」は、平成 22 年度（2010 年 4 月～2011 年 3 月末）の間に

当研究所で受け入れた図書 156 冊、県内外の教育研究機関等から送られてきた教育研

究資料 157 冊を集録いたしました。 

   図書編は、「日本十進分類法（ＮＤＣ）新訂９版」に基づき分類掲載しています。 

分類相関索引や目次を参照の上、資料検索にご利用ください。 

 

  ２．図書、資料が見つかった時は？ 

     本目録で必要な図書､資料が見つかった時は、次の事項をご確認ください。 

      （図書の場合） 

          書名の他に登録番号をご確認ください。 

      （資料の場合） 

          研究主題の他に、登録番号、請求番号、資料名、発行所をご確認ください。 

 

     これらの事項は、図書や資料を書架から円滑に探し出すのに必要な事項ですので、電

話での問い合わせの際もスムーズな対応が受けられることになります。また、来所の

際には、書架から類似の図書や同じ研究機関の発行した資料を見つけるのにも役立ち

ます。ご協力をお願いします。 

 

   ３．研究所図書室の利用案内 

     那覇市立教育研究所図書室は、教育関係の図書や研究紀要、資料、教育雑誌を収集・

管理し、教育に関する調査・研究に寄与することを目的に設置されています。 

 

    利 用 対 象：教育関係機関の教職員及び市民 

    利 用 時 間：月～金曜日（平日）午前８時半～午後５時 

    閲     覧：図書室内での閲覧は自由です。ただし、外部から図書を持ち込んで

行う試験勉強等でのご利用はご遠慮ください。 

    貸     出：個人２週間、  団体４週間 

    コ ピ ー  ：図書、資料の複写にご利用ください。有料です。（１枚１０円） 

    レファレンス：教育に関する図書、資料の検索のお手伝いを行います。電話での問          

い合わせも受付けます。 

 

          那覇市立教育研究所  電話  ０９８－８９１－３４４１ 

 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



図書ID 分類番号

著
者
記
号

図　書　名 副　書　名 発行所 発行年

01018829 023.067 ﾄ 東京書籍百年史 東京書籍 2010

01018764 210.75 ﾋ 未来へつなぐひめゆりの心
ひめゆり平和祈念資料館２０周年記
念誌

ひめゆり平和
祈念資料館

2010

01018747 219.9 ｺ アメリカのパイを買って帰ろう 沖縄５８号線の向こうへ 駒沢敏器
日本経済新聞
出版社

2009

01018736 281 ﾎﾞ 笑う！うちなー人物紀 ボーダーインク ボーダーインク 2010

01018688 290.2 ﾅ 那覇の生い立ちを知ろう
那覇市教育委員
会生涯学習部文
化財課

1996

01018763 291.99 ｵ 新版　沖縄の博物館ガイド 沖縄県博物館協会 1998

01018851 367.61 ｶ 子供を叱れない大人たちへ 桂　才賀 実務教育出版 2003

01018732 367.6199 ｵ 沖縄子ども白書 地域と子どもの「いま」を考える ボーダーインク 2010

01018757 368.6 ｳ
子どもの暮らしの安全・安心～命の教育へ
１

乳幼児期から小学校入学まで 内田伸子袖井孝子 金子書房 2010

01018758 368.6 ｳ
子どもの暮らしの安全・安心～命の教育へ
２

児童期から青年期にかけて 内田伸子袖井孝子 金子書房 2010

01018843 370 ｵ 現場の変化が子どもを変える 教育再生への提言1 大森　修 明治図書 2009

01018836 371.42 ﾎ
キレやすい子へのアンガーマネージメ
ント

段階を追った個別指導のための
ワークとタイプ別事例集

本田恵子 ほんの森出版 2010

01018745 374 ｵ 「荒れ克服」実践レポート 実践の成果と舞台裏 大久保正廣 教育開発研究所 2010

01018808 374.1 ｵ
教師のための「クラス・マネジメント」入
門

プロのイニシアティブによる改革に
向けて

岡本薫 日本標準 2008

01018859 374.1 ｶ 日本の学級集団と学級経営
集団の教育力を生かす学校シ
ステムの原理と展望

河合速雄 図書文化社 2010

01018704 374.12 ﾑ
授業が荒れないようにするチェックポイ
ント

向山洋一松崎力 明治図書 2007

375　教育課程・学習指導

000　総記

200　歴史・伝記・地理

367.6　児童・青少年問題

東京書籍株式会社百年
史編纂委員会・社史編
纂室

那覇市教育委員会生涯
学習部文化財課

368.6　犯罪予防

「沖縄子ども白書」編集委
員会

ひめゆり平和祈念資
料館

371.4　　問題行動

370　教育

著　者　名
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図書ID 分類番号

著
者
記
号

図　書　名 副　書　名 発行所 発行年著　者　名

01018759 375 ﾐ 沖縄・学力向上のための提言 島を育てる学力をめざして 三村和則 ボーダーインク 2010

01018787 375 ｲ 総合的な学習の時間実践事例集 小学校新学習指導要領の授業 井出政廣 小学館 2010

01018853 375 ﾀ
総合の新しい授業アイディア５０選　小
学校編

教科書を使いこなす！ 田村学 ぎょうせい 2011

01018846 375 ｱ
中学校・学校力がＵＰする新教育課程
マネジメント

学校改革選書　８ 安彦忠彦深谷孟延 明治図書出版 2008

01018847 375 ｱ
平成２０年度版　中学校新教育課程教科・
領域の改訂解説

安彦忠彦 明治図書出版 2008

01018849 375 ｸ 中学校新教育課程編成の手引き 改訂学習指導要領準拠 工藤文三 明治図書出版 2008

01018717 375.1 ｼ
小学校新学習指導要領の展開　図画
工作科編

新野貴則石賀直之 明治図書出版 2008

01018718 375.1 ｼ
小学校新学習指導要領の展開　家庭
科編

内野紀子藤原孝子 明治図書出版 2009

01018719 375.1 ｼ
小学校新学習指導要領の展開　体育
編

渡邊彰 今関豊一 明治図書出版 2009

01018720 375.1 ｼ
小学校新学習指導要領の展開　家庭
科編

内野紀子藤原孝子 明治図書出版 2009

01018721 375.1 ｼ
小学校新学習指導要領の展開　道徳
編

押谷由夫  福田富美雄明治図書出版 2008

01018722 375.1 ｼ
小学校新学習指導要領の展開　外国
語活動編

兼重昇  直山木綿子 明治図書出版 2008

01018723 375.1 ｼ
小学校新学習指導要領の展開　特別
活動編

新富康央 明治図書出版 2008

01018724 375.1 ｼ
小学校新学習指導要領の展開　特別
支援教育編　附属幼稚園教育

大南英明 明治図書出版 2009

01018731 375.1 ｼ
小学校新学習指導要領の展開　音楽
科編

佐藤日呂志 坪能由紀子 明治図書出版 2009

01018746 375.1 ｱ 教え上手 ＂自ら伸びる＂人を育てる 有田和正 サンマーク出版 2009

01018791 375.1 ﾆ
全教科で力を発揮する“国・算の学力
像”

二瓶弘行田中博史 明治図書出版 2010

01018792 375.1 ﾀ
やる気も保証！！これぞ究極の計算
指導、漢字・語彙指導

基幹学力の授業　国語＆算数
第22号

田中博史二瓶弘行 明治図書出版 2010

01018793 375.1 ﾆ
あなたの授業、読み解く力を鍛えてい
ますか

基幹学力の授業　国語＆算数
第23号

二瓶弘行田中博史 明治図書出版 2010

01018794 375.1 ﾀ
ヤング教師向け　あると便利！算数＆
国語教育指導用語辞典

基幹学力の授業　国語＆算数
第24号

田中博史二瓶弘行 明治図書出版 2010

01018795 375.1 ﾆ 授業の中の子ども評価
子どもを１０倍やる気にさせる
ヒント集

二瓶弘行田中博史 明治図書出版 2010

375.1　学習指導（一般）・学習指導要領
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図書ID 分類番号

著
者
記
号

図　書　名 副　書　名 発行所 発行年著　者　名

01018809 375.1 ｺ 「ことば」で伸ばす子どもの学力
小学校・言語活動の評価と指
導のポイント

小森茂 角屋重樹 ぎょうせい 2010

01018811 375.1 ｼ
中学校新学習指導要領の展開　数学
科編

清水静海 明治図書出版 2009

01018812 375.1 ﾎ
中学校新学習指導要領の展開　社会
科編

堀内一男伊藤純郎 明治図書出版 2008

01018813 375.1 ﾔ
中学校新学習指導要領の展開　理科
編

山極隆 明治図書出版 2009

01018814 375.1 ﾊ
中学校新学習指導要領の展開　音楽
編

原田徹 明治図書出版 2009

01018815 375.1 ﾌ
中学校新学習指導要領の展開　美術
編

福本謹一水島尚喜 明治図書出版 2009

01018816 375.1 ｲ
中学校新学習指導要領の展開　保健
体育科編

今関豊一品田龍吉 明治図書出版 2008

01018817 375.1 ｻ
中学校新学習指導要領の展開　技術
家庭科家庭分野編

佐藤文子 明治図書出版 2009

01018818 375.1 ﾋ
中学校新学習指導要領の展開　外国
語科英語編

平田和人 明治図書出版 2008

01018819 375.1 ｶ
中学校新学習指導要領の展開　道徳
編

加倉井隆 明治図書出版 2008

01018820 375.1 ｻ
中学校新学習指導要領の展開　総合
的な学習編

佐藤真 明治図書出版 2008

01018821 375.1
中学校新学習指導要領の展開　特別
支援教育編

大南英明 明治図書出版 2009

01018825 375.1 ｶ 「言語力」を育てる授業づくり　小学校 新学習指導要領対応 梶田叡一甲斐睦朗 図書文化社 2009

01018826 375.1 ｶ 「言語力」を育てる授業づくり　中学校 新学習指導要領対応 梶田叡一甲斐睦朗 図書文化社 2009

01018835 375.1 ﾀ
学級力が育つワークショップ学習のす
すめ

明日の授業からすぐに使える５
つのメソッド

田中博之 金子書房 2010

01018842 375.1 ｸ
中学校学習指導要領移行措置の手引
き

工藤文三 明治図書出版 2008

01018848 375.1 ｵ 平成２０年度版　中学校学習指導要領 全文と改訂のピンポイント解説 大杉昭英 明治図書出版 2008

01018693 375.2 ｷ
子ども力の育成　第１巻　いじめ・暴力
を乗り越える トラブルを克服する力の育成 北村文夫 教育開発研究所 2007

01018778 375.3 ﾃ 言語力が育つ社会科授業 対話から討論まで 寺本潔 嘉納英明 教育出版 2009

01018779 375.3 ｲ
「言語力」をつける社会科授業モデル
小学校編

岩田一彦米田豊 明治図書出版 2008

375.2　生活指導・生徒指導

375.3　社会・生活科
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図書ID 分類番号

著
者
記
号

図　書　名 副　書　名 発行所 発行年著　者　名

01018780 375.3 ｲ
「言語力」をつける社会科授業モデル
中学校編

岩田一彦米田豊 明治図書出版 2009

01018864 375.3 ﾑ
社会科「資料読み取りトレーニング
シート」６年編

ＰＩＳＡ型読解力を鍛える　新版 村野聡 明治図書出版 2010

01018863 375.3 ﾑ
社会科「資料読み取りトレーニング
シート」５年編

ＰＩＳＡ型読解力を鍛える　新版 村野聡 明治図書出版 2010

01018862 375.3 ﾑ
社会科「資料読み取りトレーニング
シート」　３・４年編

ＰＩＳＡ型読解力を鍛える　新版 村野聡 明治図書出版 2010

01018827 375.312 ﾓ 小学校学習指導要領解説　生活編 文部科学省 日本文教出版 2008

01018789 375.312 ｲ 生活科実践事例集 小学校新学習指導要領の授業 池野悟 小学館 2010

01018765 375.35 ｲ
Ｑ＆Ａ道徳的実践力を高める道徳的
授業の改善ポイント

岩上薫 教育開発研究所 2009

01018774 375.35 ﾄ 道徳教育論 対話による対話への教育 徳永正直堤正史　 ナカニシヤ出版 2003

01018775 375.35 ｺ
各教科・領域等における道徳教育の
進め方の実際

小島宏 教育出版 2010

01018844 375.35 ﾅ 道徳教育推進教師の役割と実際
心を育てる学校居幾の活性化
のために

永田繁雄島恒生 教育出版 2010

01018766 375.352 ｵ 「価値の明確化」の授業実践
新しい道徳授業づくりへの提唱
２３

尾高正浩 明治図書出版 2006

01018776 375.352 ﾂ 筑波発道徳授業の改善 道徳授業の新しい展開 初等教育研究会 2009

01018777 375.352 ﾅ 道徳実践事例集
小学校新学習指導要領の授業
：　全学年

永田繁雄青木利雄 小学館 2010

01018708 375.412 ﾅ
数学的な思考力・表現力を伸ばす算
数授業

教材の本質を問い、学び合い
を通して

中村享史 明治図書出版 2009

01018709 375.412 ｾﾞ 活用力が育つ「算数的活動」　１年 全国算数授業研究会 東洋館出版社 2008

01018710 375.412 ｾﾞ 活用力が育つ「算数的活動」　１年 全国算数授業研究会 東洋館出版社 2008

01018711 375.412 ｾﾞ 活用力が育つ「算数的活動」　２年 全国算数授業研究会 東洋館出版社 2008

01018712 375.412 ｾﾞ 活用力が育つ「算数的活動」　３年 全国算数授業研究会 東洋館出版社 2008

375.412　小学校算数

375.32　小学校道徳

筑波大学附属小学校
道徳教育研究部

375.312　生活科

375.35　道徳
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図書ID 分類番号

著
者
記
号

図　書　名 副　書　名 発行所 発行年著　者　名

01018713 375.412 ｾﾞ 活用力が育つ「算数的活動」　４年 全国算数授業研究会 東洋館出版社 2008

01018714 375.412 ｾﾞ 活用力が育つ「算数的活動」　５年 全国算数授業研究会 東洋館出版社 2008

01018715 375.412 ｾﾞ 活用力が育つ「算数的活動」　６年 全国算数授業研究会 東洋館出版社 2008

01018734 375.412 ﾀ 田中博史のおいしい算数授業レシピ 田中博史 文溪堂 2010

01018740 375.412 ｶ
これからの算数教育２　人間愛に基づ
く算数指導法

学力向上を目指す授業実践 片桐重男 明治図書出版 2009

01018741 375.412 ｶ
これからの算数教育３　数学的な考え
方を育てる算数科授業の新展開

思考力を育成する言語技術の
活用法

片桐重男藤井博敏 明治図書出版 2009

01018742 375.412 ﾑ
これからの算数教育４　算数的活動で
子どもの思考力・表現力を育てる

向山宣義廣田敬一 明治図書出版 2009

01018743 375.412 ｶ
これからの算数教育５　算数のキー
ワードと高次の学力を育てる指導

算数的活動、思考力・判断力・
表現力、基礎・基本

片桐重雄 明治図書出版 2010

01018744 375.412 ｶ
これからの算数教育３　数学的な考え
方を育てる算数科授業の新展開

思考力を育成する言語技術の
活用法

片桐重男藤井博敏 明治図書出版 2009

01018767 375.412 ｺ 算数科の思考力・表現力・活用力 新しい学習指導要領の実現 小島宏 文溪堂 2008

01018768 375.412 ｲ
伝え合い学び合う「足場」のある算数
授業

思考力・表現力を育てる授業
事例集

石田淳一 明治図書出版 2010

01018769 375.412 ﾔ
新学力！習得・活用・探究を支える算
数の授業づくり

感動詞、探る活動、書く活動を
「鍵」にして

山本良和 明治図書出版 2008

01018770 375.412 ｶ
算数科：言語力・表現力を育てる「ふき
だし法」の実践

算数的活動と思考過程記述の
アイデア

亀岡正睦 明治図書出版 2009

01018781 375.412 ﾂ
小学校算数　板書で見る全単元・全時
間の授業のすべて［１年　下］

東洋館出版 2003

01018782 375.412 ﾂ
小学校算数　板書で見る全単元・全時
間の授業のすべて［３年　下］

東洋館出版 2003

01018860 375.413 ｲ
思考・判断・表現による『学び直し』を
求める数学の授業改善

新学習指導要領が求める対話
アーギュメンテーションによる
学び方学習

磯田正美・笠一生 明治図書出版 2009

01018861 375.413 ｲ
思考・判断・表現による『学び直し』を
求める数学の授業改善

新学習指導要領が求める対話
アーギュメンテーションによる
学び方学習

磯田正美・笠一生 明治図書出版 2009

01018762 375.413 ｶ
中学校数学科　中１ギャップを撃退す
る指導のアイディア３６

川上公一 明治図書 2010

01018823 375.413 ｿ 「問題解決の授業」に生きる「問題」集 相馬一彦 明治図書 2000

01018824 375.413 ｿ
中学校数学科新「問題解決の授業」に
生きる「問題」集

相馬一彦佐藤保 明治図書 2009

筑波大学附属小学校
算数部

375.413　中学校数学

375.52　小学校技術・家庭科

筑波大学附属小学校
算数部
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図書ID 分類番号

著
者
記
号

図　書　名 副　書　名 発行所 発行年著　者　名

01018788 375.52 ｵ 家庭科実践事例集 小学校新学習指導要領の授業 岡陽子 小学館 2010

01018828 375.72 ﾓ
小学校学習指導要領解説　図画工作
編

文部科学省 日本文教出版 2008

01018786 375.72 ﾆ 図画工作科実践事例集 小学校新学習指導要領の授業 新野貴則 小学館 2010

01018834 375.75 ｷ 美術資料　沖縄県版「沖縄の美術」 秀学社 2007

01018790 375.762 ﾀ 音楽科実践事例集 小学校新学習指導要領の授業 高須一  佐藤日呂志 小学館 2010

01018733 375.82 ｼ 白石範孝のおいしい国語授業レシピ 白石範孝 文溪堂 2010

01018735 375.82 ﾌ
論理的思考力を鍛える超シンプルト
レーニング

人気国語塾発!「3つの型」で驚
異の効果!

福嶋隆史 明治図書出版 2010

01018783 375.82 ﾓ 国語教育の新常識 これだけは教えたい国語力 森山卓郎達富洋二 明治図書出版 2010

01018705 375.82 ﾉ 話せない子・話さない子の指導 小学校国語科授業技術全書３ 野口芳宏 明治図書出版 1981

01018807 375.85 ｽ
自立した読み手が育つ読書生活デザ
イン力

子どもが変わる読書指導 杉本直美 東洋館出版社 2010

01018840 375.85 ｱ
新学習指導要領をみすえた新しい国
語授業の提案

「言語活動」「言語能力」をどう
とらえるか

阿部昇 加藤郁夫 学文社 2009

01018749 375.893 ｶ 小学校英語セミナー№３１
コミュニケーション力を育む工
夫

影浦攻 明治図書出版 2008

01018750 375.893 ｶ 小学校英語セミナー№３２
授業の出発・何からどう始める
か

影浦攻 明治図書出版 2009

01018751 375.893 ｶ 小学校英語セミナー№３３
「英語ノート」の役立つ使い方
情報

影浦攻 明治図書出版 2009

01018752 375.893 ｶ 小学校英語セミナー№３４
言語や文化の体験的理解を図
る工夫

影浦攻 明治図書出版 2009

01018754 375.893 ｶ 小学校英語セミナー№３４
言語や文化の体験的理解を図
る工夫

影浦攻 明治図書出版 2009

01018753 375.893 ｶ 小学校英語セミナー№３５
子どもに合った教材づくり・授
業づくり

影浦攻 明治図書出版 2010

375.893　外国語教育　＜英語＞

京都市立芸術大学美術
教育研究会・日本文教
出版編集部

375.85　読方教育　読解指導

375.762　小学校音楽

375.72　図画・工作　美術教育

375.82　小学校国語
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図書ID 分類番号

著
者
記
号

図　書　名 副　書　名 発行所 発行年著　者　名

01018755 375.893 ｲ
英語脳はすでにあなたの頭の中にあ
る！

井上一馬 大修館書店 2010

01018784 375.893 ﾅ 外国語活動実践事例集Ⅰ 小学校新学習指導要領の授業 直山木綿子 小学館 2009

01018785 375.893 ﾅ 外国語活動実践事例集Ⅱ 小学校新学習指導要領の授業 直山木綿子 小学館 2009

01018796 375.893 ｴ 英語教育２００５年９月号 英語教育編集部 大修館書店 2005

01018797 375.893 ｴ 英語教育２０１０年４月号 英語教育編集部 大修館書店 2010

01018798 375.893 ｴ 英語教育２０１０年５月号 英語教育編集部 大修館書店 2010

01018799 375.893 ｴ 英語教育２０１０年６月号 英語教育編集部 大修館書店 2010

01018800 375.893 ｴ 英語教育２０１０年７月号 英語教育編集部 大修館書店 2010

01018801 375.893 ｴ 英語教育２０１０年８月号 英語教育編集部 大修館書店 2010

01018802 375.893 ｴ 英語教育２０１０年９月号 英語教育編集部 大修館書店 2010

01018803 375.893 ｴ 英語教育２０１０年１０月号 英語教育編集部 大修館書店 2010

01018804 375.893 ｴ 英語教育２０１０年１０月増刊号 英語教育編集部 大修館書店 2010

01018805 375.893 ｴ 英語教育２０１０年１１月 英語教育編集部 大修館書店 2010

01018806 375.893 ｴ 英語教育２０１０年１２月 英語教育編集部 大修館書店 2010

01018822 375.893 ｴ 英語教育２０１１年１月 英語教育編集部 大修館書店 2011

01018831 375.893 ｴ 英語教育２０１１年２月 英語教育編集部 大修館書店 2011

01018850 375.893 ｴ 英語教育２０１１年３月 英語教育編集部 大修館書店 2011

01018810 375.893 ﾑ
小学校外国語活動のための校内研修
パーフェクトガイド

多忙な小学校現場でもすぐに取り組める，効果
的・実用的な「外国語活動」校内研修の進め
方！

村川雅弘池田勝久 教育開発研究所 2010

01018858 375.893 ﾑ
小学校外国語活動のための校内研修
パーフェクトガイド

多忙な小学校現場でもすぐに取り組める，効果
的・実用的な「外国語活動」校内研修の進め
方！

村川雅弘池田勝久 教育開発研究所 2010

01018841 375.893 ﾓ
新学習指導要領にもとづく英語科教育
法

望月昭彦 大修館書店 2010

01018845 375.893 ｱ 英語語彙指導の実践アイディア集 活動例からテスト作成まで 相澤一美望月正道 大修館書店 2010

376　幼児教育
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図書ID 分類番号

著
者
記
号

図　書　名 副　書　名 発行所 発行年著　者　名

01018756 376.1 ｺ
小１プロブレムを克服する！幼小連携
活動プラン

考え方と実践アイディア 小林宏己 明治図書出版 2009

01018837 376.12 ｷ 「スタートカリキュラム」のすべて
仙台市発信・幼小連携の新し
い視点

ぎょうせい 2010

01018832 376.15 ｱ 新保育所保育指針の展開 保育の真髄を伝える 網野武博増田まゆみ明治図書出版 2009

01018854 376.2176 ｱ 小中一貫教育のマネジメント 呉市の教育改革 天笠　茂 ぎょうせい 2011

01018855 376.2176 ｱ 小中一貫教育のマネジメント 呉市の教育改革 天笠　茂 ぎょうせい 2011

01018695 378 ｱ
グレーゾーンの子どもと向き合う国語
授業の提案

雨宮久 明治図書出版 2005

01018694 378 ｲ グレーゾーンの子を救う効果的な方法 伊藤雅亮 明治図書出版 2009

01018696 378 ﾂ
授業での予期せぬ反応にどう対応す
るか

堤正則 編 明治図書出版 1998

01018699 378 ｺ
あると便利！特別支援教育の手づくり
簡単お役立ちグッズ

小橋川哲男 明治図書出版 2007

01018772 378 ﾊ
シリーズ子どもへの発達支援のエッセ
ンス　第１巻　生きたことばの力とコ
ミュニケーションの回復

秦野悦子 金子書房 2010

01018773 378 ｽ
シリーズ子どもへの発達支援のエッセ
ンス　第２巻　情動的な人間関係の問
題への対応

須田治 金子書房 2010

01018833 378 ﾄ
こんな子いるよね！幼児期からの特別
支援教育

「子ども理解」のためのヒント集 鳥居深雪 明治図書出版 2008

01018700 378 ｲ
医学と教育との連携で生まれたグレー
ゾーンの子どもに対応した作文ワーク
初級編　１

大森修 横山浩之 明治図書出版 2004

01018701 378 ｲ
医学と教育との連携で生まれたグレー
ゾーンの子どもに対応した作文ワーク
中級編

大森修 横山浩之 明治図書出版 2004

01018702 378 ｲ
医学と教育との連携で生まれたグレー
ゾーンの子どもに対応した作文ワーク
上級編　１

大森修 横山浩之 明治図書出版 2004

01018703 378 ｲ
医学と教育との連携で生まれたグレー
ゾーンの子どもに対応した作文ワーク
上級編　２（中学生向き）

大森修 横山浩之 明治図書出版 2004

01018698 378.6 ｼ
＜ことば・文字・数＞基礎学習の教材
づくりと学習法

進一鷹 明治図書出版 2005

01018697 378.6 ミ 知的障害教育．　国語（音声言語）編 宮崎直男 編 明治図書出版 2004

01018852 379.9 ﾀ
子どもに教えてあげたいノートの取り
方

成績が伸びる子の勉強術 高濱正伸持山泰三 実務教育出版 2010

01018857 379.9 ﾂ どこまでも伸びていく子どもに育てる
親だからできる「学力伸ばし」
の秘訣

鶴田秀樹坂元京子 実務教育出版 2008

木村吉彦・仙台市教育
委員会

378　障害児教育

379.9　家庭教育
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図書ID 分類番号

著
者
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号

図　書　名 副　書　名 発行所 発行年著　者　名

01018760 384.5 ﾉ 沖縄・戦後子ども生活史 野本三吉 現代書館 2010

01018739 385.9 ｺ
なぜ、いけないの？どうしたらいい
の？　：　子どもに教えたい「心のマ
ナー」

近藤珠實 PHP研究所 2008

01018737 407 ﾀ 理科読をはじめよう
子どものふしぎを育てる１２の
カギ

滝川洋二 岩波書店 2010

01018838 493.937 ﾓ
教師とスクールカウンセラーのための
やさしい精神医学１

ＬＤ・広汎性発達障害・ＡＤＨＤ
編

森俊夫 ほんの森出版 2006

01018839 493.937 ﾓ
教師とスクールカウンセラーのための
やさしい精神医学２

薬物依存・統合失調症・うつ
病・不安障害編

森俊夫 ほんの森出版 2010

01018771 498.39 ﾓ 「読む、書く、話す」脳活用術 日本語・英語学習法 茂木健一郎 PHP研究所 2010

01018692 709.199 ﾅ 那覇市の文化財　平成１８年度 那覇市教育委員会 2007

01018761 726.101 ﾓ 手塚治虫のオキナワ 本浜秀彦 春秋社 2010

01018730 751.1 ﾅ
壺屋の金城次郎：日本民藝館蔵新里
善福コレクション

那覇市立壺屋焼物博物館特別
展

那覇市立壺屋
焼物博物館

2003

01018691 753.8 ｼ
紅型の輝き　名匠と琉球王国時代衣
裳

首里城公園企画展　図録 首里城公園管理センター

海洋博覧会記
念公園管理財
団

2005

01018830 830.7 ｼ 英語教育用語辞典　改訂版
Ａ　ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｌａｎｇ
ｕａｇｅ　ｔｅａｃｈｉｎｇ　ｔｅｒｍｉｎｏｌｏｇ
ｙ

白畑知彦冨田祐一 大修館書店 2009

01018738 914.68 ﾋ 感想文集ひめゆり　第２１号
ひめゆり平和
祈念資料館

2010
ひめゆり平和祈念資
料館

400　自然科学

那覇市教育委員会文化
財課

800　言語

900　文学

384.5　子どもの生活

385.9　礼儀作法・エチケット

700　芸術

那覇市立壺屋焼物博
物館
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記号

巻冊
番号 図　書　名 副　書　名 発行年

03028635 011 ﾎ 01
ネットワーク環境の活用に関する研究
（ＣＤ－ＲＯＭ）

北海道立教育研究所 2002

03028661 011 ｶ 09
研究紀要　第３５号　思考力・判断力・
表現力等をはぐくむ学習指導の在り方

習得した知識・具能の探究活動
へのつながり

上川教育研修センター 2010

03028634 011 ｵ 09 平成２１年度　研究紀要　第１６４集 渡島教育研究所 2010

03028639 011 ﾋ 09
ＨＥＬ平成２１年度　日高教育研究所
研究紀要

主体的に学び、学びを深めること
ができる「日高の子」の育成

日高教育研究所 2010

03028680 011 ｸ 09 釧研紀要　第６３集 釧路教育研究所 2010

03028712 031 ｲ 09 教育研究岩手　第９７号 岩手県立総合教育センター 2010

03028774 031 ｲ 10 教育研究岩手　第９８号 岩手県立総合教育センター 2011

03028698 081 ﾋ 09 研究報告書　第１５５号
平成２１年度教育課題調査研究
員報告書

日立市教育研究所 2010

03028699 081 ﾋ 10 研究報告書　第１５６号 平成２１年度研究紀要 日立市教育研究所 2010

03028636 091 ﾄ
研究紀要１８号　「小学校英語活動」資
料（ＣＤ）

栃木県国際教育研究所

03028659 091 ｱ 09 平成２１年度　研究集録 紀要４２４ 足利市立教育研究所 2010

03028729 091 ｳ 09 平成２１年度　研究紀要 宇都宮市教育センター 2010

03028709 101 ﾀ 09 研究報告書　平成２１年度 紀要第４８号 高崎市教育センター 2010

03028711 101 ﾀ 09 平成２１年度　高崎市の適応指導教室 高崎市教育センター 2010

03028710 101 ﾀ 09 入選論文集
教育研究論文・教育実践記録・
教材教具の工夫

高崎市教育センター 2010

03028611 111 ｻ 00
埼玉大会　学習指導案集「人・夢…２１世紀」
ゆたかな社会をつくり出す心と力を育てる社
会科授業の構想

平成１２年度全国小学校社会科
研究協議会

埼玉大会実行委員長 2001

03028612 111 ｻ 00
埼玉大会　研究紀要「人・夢…２１世紀」　ゆ
たかな社会をつくり出す心と力を育てる社会
科授業の構想

平成１２年度全国小学校社会科
研究協議会

埼玉大会実行委員長 2001

03028644 111 ｸ 09 研究紀要　第３４集　平成２１年度 熊谷市立教育研究所 2010

03028668 111 ﾌﾞ 09 教育研究所紀要　第１８号
特集：「学習指導要領」改訂
～その意義と課題～

文教大学教育研究所 2009

03028682 120 ﾁ 06 千葉大学教育学部研究紀要　第５５巻 千葉大学教育学部 2007

03028683 120 ﾁ 09 千葉大学教育学部研究紀要　第５８巻 千葉大学教育学部 2010

03028631 121 ﾁ 09 平成２１年度　研究紀要　第１８号 千葉市教育センター 2010

03028632 121 ﾁ 09
平成２１年度　第３０回　千葉市教職員
教育研究発表会研究報告集

千葉市教育センター 2009

03028727 129 ﾄ 10
平成２１年度東レ理科教育賞受賞作品
集　第４１回

財団法人 東レ科学振興会 2010

著　者　名
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03028637 131 ﾓ 10 小学校　キャリア教育の手引き 文部科学省 2010

03028736 131 ﾓ 09
「生きる力」をはぐくむ学校での安全教
育

学校安全参考資料 文部科学省 2010

03028672 130 ﾜ 09 早稲田教育評論　第２４巻　第１号 早稲田大学教育総合研究所 2010

03028629 130 ﾜ 09
早稲田大学大学院　教育学研究科紀
要　第２０号

早稲田大学大学院教育学研究科 2010

03028742 130 ﾜ 10
早稲田大学大学院　教育学研究科紀
要　別冊第１８号－１

早稲田大学大学院教育学研究科 2010

03028768 130 ﾜ 10
早稲田大学大学院　教育学研究科紀
要　別冊第１７号－２

早稲田大学大学院教育学研究科 2010

03028725 130 ｾ 10 教育政策プログラムポリシー・ペーパー 政策研究大学院大学 2010

03028726 130 ｾ 10
教育政策プログラムポリシー・ペーパー
概要集

政策研究大学院大学 2010

03028734 131 ｺ 09 国立教育政策研究所紀要　第１３９集 特集：ＦＤの新しい動向 国立教育政策研究所 2010

03028653 131 ﾁ 09
平成２１年度　教育課題調査研究報告
書

コミュニケーション能力の素地を養う小学校
英語活動の在り方　－年間カリキュラムと評
価を中心として－

千代田区立教育研究所 2010

03028650 131 ﾁ 06 教育資料目録　第２１集 千代田区立教育研究所 2007

03028651 131 ﾁ 07 教育資料目録　第２２集 千代田区立教育研究所 2008

03028652 131 ﾁ 09 教育資料目録　第２４集 千代田区立教育研究所 2010

03028673 132 ｶﾞ 09 教育時評　平成２２年　Ｎｏ．２０ 探究型学習をどう考えるか 財団法人　学校教育研究所 2010

03028714 132 ｶﾞ 10 教育時評　Ｎｏ．２１ 財団法人　学校教育研究所 2010

03028716 132 ｶﾞ 10
学校教育研究所年報　第５４号・２０１０
年

財団法人　学校教育研究所 2010

03028728 132 ｶﾞ 09
新しい教育課程における言語活動の充
実

財団法人　学校教育研究所 2010

03028671 132 ﾍﾞ 09
第２回　子どもの生活実態基本調査
小４生～高２生を対象に

子どもたちの意識や生活実態は、ど
のよように変化しているのだろうか？ 2010

03028648 132 ｾ 10
平成２１年度　発達障害に関する啓発・
普及、相談等補助事業報告書

ライフステージに応じた理解と支
援セミナー

星槎教育研究所 2010

03028756 132 ﾆ 10 日本私学教育研究所　紀要　第４６号 2010

03028769 132 ﾆ 09
ＳＴＥＰ　ＢＵＬＬＥＴＩＮ　第２２回「英検」
研究助成報告

2010

03028767 138 ｺ 09
平成２１年度　国立教育政策研究所年
報　（第２０号）

国立教育政策研究所 2010

03028638 139 ｶ 09 花王・教員フェローシップ報告書
ＥＳＤの実践を目指して生物多様
性を学ぶ

花王株式会社 2010

03028681 139 ﾁ 09
自律した学習者を育てる英語教育の探
究

小中高大を接続することばの教
育として

中央教育研究所 2010

Ｂｅｎｅｓｓｅ教育研究開発セン
ター

財団法人日本私学教育研究
所

財団法人日本英語検定協会
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03028674 141 ｻ 09 さがみはら教育　Ｎｏ．１４８
子どもの「やる気」を引き出す　～
やる気スイッチＯＮ！～

2010

03028741 141 ｻ 10 さがみはら教育　Ｎｏ．1４９
さがみはら教育の継承と発展　今
こそ、教育の夢を語ろう

2010

03028740 141 ｻ 09 平成２１年度　教育研究集録 2010

03028695 141 ﾊ 09
研究紀要　第７５集　幼小一貫教育研
究部会研究報告

がっこう　だいすき　－協同的な
学びとスタートカリキュラムの研
究－

秦野市教育研究所 2010

03028696 141 ﾊ 09 自主研究レポート集　２６　探究 秦野市教育研究所 2010

03028697 141 ﾊ 09
研究紀要　第７６集　Ｌｅｔ＇ｓ　ｅｎｊｏｙ　Ｅ
ｎｇｌｉｓｈ！

小学校外国語活動指導指導資料
集２

秦野市教育研究所 2010

03028720 141 ﾊ 10 不登校支援の充実を目指して
秦野市適応指導教室「いずみ」実
践報告

秦野市教育研究所 2010

03028703 141 ﾌ 09 子どもが育つ　教師が育つ 教育実践臨床研究 藤沢市教育文化センター 2010

03028647 141 ｱ 08 平成２０年度　研究紀要　第８２集
児童・生徒の人間関係調整力の
育成に関する調査研究

厚木市教育研究所 2009

03028739 141 ﾔ 09
研究紀要第６２集　外部人材を活かした
理科学習

理科教育に関する調査研究　外部人材を活
かした小中学校理科カリキュラムの研究 大和市教育研究所 2010

03028626 151 ｼﾞ 09 平成２１年度　実践研究集録　第３８集 学びのひろば 上越市立教育センター 2010

03028662 171 ｼ 06
静岡県教育研究年報　教育資料目録
第４０集

静岡県総合教育センター 2007

03028663 171 ｼ 07
静岡県教育研究年報　教育資料目録
第４１集

静岡県総合教育センター 2008

03028733 171 ｼ 09
静岡県教育研究年報　第４２集　教育
資料目録

静岡県総合教育センター 2010

03028732 171 ｼ 09 平成２１年度　研究紀要　第１４号 静岡県総合教育センター 2010

03028770 236 ｱ 09 平成２１年度　研究紀要　第４７集 安城市教育委員会 2010

03028773 236 ｱ 10 平成２２年度要覧 安城市教育センター 2010

03028660 251 ｼ 09 研究紀要　第５２集　要旨集 滋賀県総合教育センター 2010

03028640 251 ｵ 09 平成２１年度　研究紀要 教師力の向上をめざして 大津市教育センター 2010

03028715 260 ｷ 09 教育実践研究紀要　第１０号 2010

03028688 266 ｷ 09 平成２１年度　研究紀要
一人一人の子どもを徹底的に大
切にする教育の推進のために

京都市教育委員会 2010

03028754 270 オ 09 美術科研究　平成２１年　第２７号 2009

03028755 270 オ 09 卒業・修了の記録　’０９ 大阪教育大学 2009

03028743 271 ﾄ 09 教育センター紀要 研究紀要第１４５号 豊中市教育センター 2010

相模原市立総合学習セン
ター

京都教育大学付属教育実践
総合センター

大阪教育大学・美術教育講
座・芸術講座

相模原市立総合学習セン
ター

相模原市立総合学習セン
ター
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03028744 271 ﾄ 09
理科資料「理科実験ガイドブック　試薬
編」

教育研究双書第５５集 豊中市教育センター 2010

03028702 271 ｽ 09 平成２１年度　研究報告書 紀要１０４号 吹田市教育センター 2010

03028654 271 ｵ 09 コミュニケーション能力について よりよい人間関係をめざして 大阪府教育研究所連盟 2010

03028655 281 ﾋ 07 教育研究資料件名目録　第１２集 姫路市立教育研究所 2007

03028645 281 ﾋ 09
４歳児・５歳児の発達にふさわしい保育
内容・援助の在り方

４歳児らしさ・５歳児らしさから発
達を考える

姫路市立教育研究所 2010

03028646 281 ﾋ 09 ＩＣＴ機器を活用した授業づくりの方途 姫路市立教育研究所 2010

03028664 281 ﾋ 09
コミュニケーション能力をはぐくむ小学
校外国語活動の進め方

担任が創る楽しい授業 姫路市立教育研究所 2010

03028667 281 ﾋ 09 地域の資源を活かした環境教育 研究報告　第２５１号 姫路市立教育研究所 2010

03028628 281 ﾀ 09 平成２１年度　研究紀要　第８２号 宝塚市立教育総合センター 2010

03028692 361 ﾄ 09 研究紀要　第６９集 徳島県阿南市教育研究所 2010

03028642 361 ﾄ 09 研究紀要　９５集 徳島市教育研究所 2010

03028643 361 ﾄ 09 入賞作品集録　第４１集 徳島市教育研究所 2010

03028656 371 ｶ 09 言語活動Ｑ＆Ａ
思考力・判断力・表現力等をはぐ
くむ授業づくりのために

香川県教育センター 2010

03028657 371 ｶ 09 「子どもの視点」を生かした授業改善
これからの校内研修の在り方シ
リーズ

香川県教育センター 2010

03028721 381 ｴ 09
平成２１年度　教育研究紀要　（第７６
集）

愛媛県総合教育センター 2010

03028686 391 ｱ 09 第５８集　研究紀要 安芸市教育研究所 2010

03028730 391 ｱ 10 教研情報「安芸市の教育」第１０８号 安芸市教育研究所 2010

03028689 401 ｷ 10 平成２１年度　研究紀要
よりよい授業を求めて（第一年
次）

北九州市立教育センター 2010

03028700 401 ｷ 10
平成２０・２１年度　研究開発協力校研
究報告書

集団の教育力に着目した学校教
育の試み

北九州市立教育センター 2010

03028701 401 ｷ 10
平成２１年度長期研修員研究報告書
「『今日的教育課題』の解明に向けた調
査研究」

北九州市立教育センター 2010

03028704 401 ｷ 10 平成２２年度教育センター研修案内 北九州市立教育センター 2010

03028627 421 ﾅ 09 平成２１年度　研究紀要　第４０集 長崎市教育研究所 2009

03028735 431 ｸ 10
平成２０～２２年度熊本市教育センター
研究員研究紀要

子ども一人一人を大切にする熊
本市の教育

熊本市教育センター 2010

03028624 440 ｵ 09
大分大学教育福祉科学部研究紀要
第３１巻　第２号

大分大学教育福祉科学部 2009
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03028669 440 ｵ 10
大分大学教育福祉科学部研究紀要
第３２巻　第１号

大分大学教育福祉科学部 2010

03028745 440 ｵ 10
大分大学教育福祉科学部研究紀要
第３２巻　第２号

大分大学教育福祉科学部 2010

03028693 441 ﾍﾞ 09 平成２１年度　研究集録　第５集 別府市総合教育センター 2010

03028658 470 ｵ 09 沖縄芸術の科学　第２２号
沖縄県立芸術大学附属研究所紀
要

2010

03028616 471 ﾅ 09 第９２期９３期教育研究員研究報告書 那覇市立教育研究所 2010

03028675 471 ﾅ 09 図書・資料目録　《第３９号》
平成２１年度（２００９年４月～２０
１０年３月末）受入分

那覇市立教育研究所 2010

03028705 473 ﾒ 09 創立５周年記念誌　銘苅っ子 2010

03028622 473 ｶ 09 金城小学校　平成２１年度研究報告書
児童一人一人の確かな学力の定着を目指し
て　算数科における指導の工夫・改善を目指
して

那覇市立金城小学校 2010

03028762 473 ﾅ 10
平成２１・２２年度文部科学省指定道徳
教育実践研究事業報告書（最終年次）

那覇市立壷屋小学校 2010

03028706 476 ﾅ 09
沖縄県・秋田県　人材相互派遣授業
夢・まつがわ型学習モデル

子どもの主体の学びづくりを目指
して　那覇市立松川小学校

那覇市教育委員会 2010

03028722 476 ﾅ 小学校学習指導の改善と工夫 那覇市教育委員会 1987

03028731 476 ﾅ 10 平成２２年度　那覇市の教育 那覇市教育委員会 2010

03028747 476 ﾅ 08
平成２０年度那覇市学力向上対策実践
報告書

「夢・にぬふぁ星プランⅡ」
那覇市学力
向上対策委
員会

・那覇市教
育委員会

2009

03028748 476 ﾅ 09
平成２１年度那覇市学力向上対策実践
報告書

「夢・にぬふぁ星プランⅡ」
那覇市学力
向上対策委
員会

・那覇市教
育委員会

2001

03028759 476 ﾅ 10 館報２０１０ 那覇市立中央図書館 2010

03028760 477 ﾅ 10 那覇市の公民館　平成２２年度版 那覇市立中央公民館 2010

03028761 477 ｵ 10 海のクロスロード八重山
２０１０年度沖縄県立博物館・美
術館博物館特別展

沖縄県立博物館・美術館 2010

03028771 479 ｵ 02
２００２年（平成１４年）度　教育実践研
究論文集　第１０号

（財）沖縄県教育弘済会 2003

03028772 479 ｵ 07
２００７年（平成１９年）度　教育実践研
究論文集　第１５号

（財）沖縄県教育弘済会 2008

03028708 481 ｵ 09
教材開発プロジェクト　校務支援システ
ム開発プロジェクト　報告書

平成２１年度ＩＴ教育班研究報告
書

沖縄県立総合教育センター 2010

03028630 481 ｵ 02
へき地・複式学習指導資料　第６集　（Ｃ
Ｄ）

沖縄県立総合教育センター 2002

03028633 481 ｵ 07 研究集録　第４２－４３集　（ＣＤ） 沖縄県立総合教育センター 2008

03028751 484 ｵ 09 研究紀要　第２２集
基礎・基本の習得と活用能力を
はぐくむ

2010

03028752 484 ﾘ 10 実践事例集　第５集 2010
琉球大学教育学部付属中学
校

琉球大学教育学部附属中学
校

沖縄県立芸術大学付属研究
所

那覇市立銘苅小学校・幼稚
園
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03028685 486 ｵ 09
平成２１年度　児童生徒の体力・運動能
力・泳力調査報告書

沖縄県教育委員会 2009

03028707 486 ｵ 10
平成２１年度文部科学省指定　幼児教
育の改善・充実調査研究報告書

幼稚園における食育に関する調
査研究

沖縄県教育委員会 2010

03028690 486 ｵ 10 学校教育における指導の努力点 沖縄県教育委員会 2010

03028749 486 ｵ 10
平成２２年度　沖縄県教育委員会の点
検・評価報告書（平成２１年度対象）

沖縄県教育委員会 2010

03028737 486 ｵ 09
沖縄県における児童生徒の生活習慣・運動
習慣・食生活習慣の改善に関するプロジェク
ト

2010

03028641 486 ｵ 09 第１３回　沖縄県産業教育フェア報告書 2010

03028764 490 ｵ 10
子どもたちの未来に繋がる特別支援教
育の展開

沖特研第３９号沖縄県特別支援
教育研究大会要項

沖縄県特別支援教育研究会 2010

03028691 490 ｵ 09 沖縄県立芸術大学紀要　第１８号 沖縄県立芸術大学 2010

03028694 490 ﾘ 09 琉球大学　教育学部紀要　第７６集 琉球大学教育学部 2010

03028746 490 ﾘ 10 琉球大学　教育学部紀要　第７７集 琉球大学教育学部 2010

03028766 490 ﾘ 09
地方自治体の学力調査と接合したパネ
ルデターを用いた学力の規定要因分析

平成２１年度文部科学省委託研究「学力調
査を活用した専門的な課題分析に関する調
査研究研究」結果報告著書

広島大学・琉球大学 2010

03028750 490 ﾘ 10 研究紀要　第２８集
よりよく考え学び合う授業の創造
授業リフレクションを通して

2010

03028613 491 ｵ 09 研究報告書（第４８集） 沖縄市立教育研所 2009

03028614 491 ｵ 10 研究報告書（第４９集） 沖縄市立教育研所 2010

03028625 491 ｵ 09
ＩＣＴ利活用による授業改善に係る事例
研究

ICT利活用による「分かる授業・参加する授
業」への取り組み　～身近な情報機器を活用
して～

沖縄市立教育研究所 2010

03028617 491 ﾐ 09 実践報告書 適応指導教室　『まてぃだ教室』 宮古島市立教育研究所 2010

03028618 491 ﾐ 09 研究報告集録　第７号
平成２１年度　後期（第７期）研究
教員

宮古島市立教育研究所 2010

03028738 491 ミ 10 研究報告集録　第８号
平成２２年度　前期（第８期）研究
教員

宮古島市立教育研究所 2010

03028619 491 ｷﾞ 09 実践報告集録　【算数・数学】 平成２１年度教科等研究員 宜野湾市立教育研究所 2010

03028620 491 ｷﾞ 09 研究報告集録　（第３４号） 宜野湾市立教育研究所 2010

03028621 491 ｳ 09 研究集録 うるま市立教育研究所 2010

03028623 491 ﾅ 09 研究報告書（第３５号） 名護市立教育研究所 2010

03028649 496 ﾅ 09
平成２１年度　学校評価の充実・改善の
ための実践研究　報告書

名護市教育委員会 2010

03028676 491 ｼ 09
研究報告書　（平成２１年度　後期教育
研究員）

2010

沖縄県産業教育フェア実行
委員会

沖縄県教育委員会保健体育
課

琉球大学教育学部附属小学
校

島尻教育研究所(南部広域
行政組合)
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図書ID
分類番

号
著者
記号

巻冊
番号 図　書　名 副　書　名 発行年著　者　名

03028677 491 ｼ 09
学校や日常生活に関する基本調査　平
成２１年度（第３回）

小学校５年・中学校２年を対
象とした報告書

2010

03028678 491 ｼ 09 教育実践事例集 2010

03028757 491 ｼ 10
研究報告書　第３２号　（平成２２年度
前期教育研究員）

2010

03028758 491 ｼ 10 東雲　第３２号 2010

03028713 491 ｲ 10 研究報告書　（第１２号）
平成２１年度（前期・後期）教
育研究員

石垣市立教育研究所 2010

03028717 491 ｳ 07 創立２０周年記念誌 浦添市立教育研究所 2010

03028718 491 ｳ 09
平成２１年度　教育研究員　研究報告
集録　第３８号

浦添市立教育研究所 2010

03028719 491 ｳ 09 教育相談事業報告書 浦添市立教育研究所 2010

03028763 493 ｳ 10 幼小のなめらかなつなぎをめざして
平成２２年度沖縄県・浦添市
教育委員会指定研究報告書

浦添市立牧港小学校 2010

03028765 499 ｵ 09
教育実践研究論文集第１７号２００９年
（平成２１年）度

2010

島尻教育研究所(南部広域
行政組合)

財団法人日本教育公務員弘
済会沖縄支部

島尻教育研究所(南部広域
行政組合)

島尻教育研究所(南部広域
行政組合)

島尻教育研究所(南部広域
行政組合)
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１．搬送システム稼動日（平成 22 年度） 
毎週  水曜日・金曜日  

２．利用対象 
   那覇市立小･中学校図書館  

３．貸出期間.・冊数 
  4 週間 ･ 20 冊 

※ 貸出は「図書」・「英語教材」・｢月

刊誌｣のみ。研究紀要等の資料は館内

での閲覧となります。 
 ４．申込方法   

各学校図書館の先生を通して申し込

んでください。搬送日前日の午前中ま

でに申し込みください。次回搬送日の

水曜日、金曜日には学校の図書館宛発

送します。 
 

 ５．研究所の本の検索 
図書 那覇市教育研究所のホームペ

ージを開き、｢研究所図書室｣→「利用

案内・検索等」→「図書検索システム

(Web 検索)」→「利用者番号」に guest
と入力しログイン→画面左側の｢図書

名｣、｢著者名｣、｢内容｣等に検索事項

を入力し｢検索開始｣をクリック。 
英語教材 
｢研究所図書室｣→「英語関係資料等」

をクリックし検索してください。 
図書が見つかりましたら、様式に図

書登録番号と図書名を記入のうえ

FAX にて当研究所へ申込みください。 
 ６．レファレンス 

図書・資料等の検索のお手伝いをいた

します。（電話・FAX・E メール等で

も検索依頼を受け付けております。） 

 ７．本の返却 
   搬送システムを利用して返却してくだ

さい。（各学校図書館の先生を通して返

却ください。） 
 

 

・ 初等教育資料 ・ 中等教育資料 
・ 教育研究 ・ 子ども英語 
・ 児童心理 ・ 国語教育 
・ 数学教育 ・ 楽しい算数の授業 
・ 教職研修  
  
◎ 月刊誌は、最新号以外のみ貸出しています。

ご利用ください。    

 

那覇市立教育研究所 

〒901-0155 那覇市金城３丁目５番地３号 
TEL（０９８）８９１－３４４１ 
FAX（０９８）８５７－８６８１ 

E_mail： tosho@naha-c.nahaken-okn.ed.jp 

http://www.nahaken-okn.ed.jp/naha-c/index.html 
(図書の検索は那覇市内小中学校のみアクセス可能) 



 
 

研究所所蔵教育雑誌 

 
○ 「教職研修」     ○ 「初等教育資料」      ○ 「中等教育資料」 
    
○ 「数学教育」     ○ 「楽しい算数の授業」    ○ 「児童心理」 
 
○ 「国語教育」     ○ 「子ども英語」       ○ 「教育研究」 
 
 
 

 
 

 

那覇市立教育研究所               

〒901-0155  那覇市金城 3-5-3 

℡：（098）891-3441  FAX：（098）857-8681 
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