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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、52 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 23 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 24 年３月末現在、図書 15,625 冊、資料 20,491

冊の合計 36,116 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～40 号）も併せてご活

用いただければ幸いに存じます。 
 

平成 24 年３月 
那覇市立教育研究所 
所長 田中浩三 



 

 

「図書・資料目録 第 41 号」の利用について 

 

 

 １．構成 

   「図書・資料目録 第 41 号」は、平成 23年度（2011 年 4 月～2012 年 3 月末）の間に

当研究所で受け入れた図書 140 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 162 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・メール

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

01019001 007.63 ｶ ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔビジネスプレゼン
図を描き・思考を磨き・人を
動かすプレゼンテーション

菅野誠二 翔泳社 2009

01018942 019.1 ｱ
読む心・書く心　文章の心理学入
門

心理学ジュニアライブラリ２ 秋田喜代美 北大路書房 2002

01018901 201 ｶ なぜなぜ首里城 首里城普及書
海洋博覧会記念
公園管理財団 1995

01018902 299 ｶ 首里城周辺史跡マップ 首里城普及書
海洋博覧会記念
公園管理財団 1997

01018875 318.3 ｶ 公務員のホンネ
地方公務員の人・間・関・係
～その２～

金子雅臣 ぎょうせい 2011

01018940 371.4 ｱ
不安やストレスを下げ、自尊感情を
高める心理学

学校生活を充実させるため
に

荒木紀幸 あいり出版 2011

01018938 371.6 ｺ
道徳性の発達と道徳教育
コールバーグ理論の展開と実
践

アメリカの道徳教育 麗澤大学出版会 1987

01018939 371.6 ｱ
道徳性を発達させる授業のコ
ツ

ピアジェとコールバーグの到
達点

北大路書房 2004

01018941 371.6 ｻ 道徳教育の視点　改訂版 佐野安仁 荒木紀幸 晃洋書房 2000

01018924 373.22 ﾓ
文部科学法令要覧　平成２３年
度

文部科学法令研究会 ぎょうせい 2011

01018952 374 ｶ 「夢実現学習」で中学校改革
学校評価・校内研修・学力向
上・カリキュラム開発の実践

学事出版 2010

01018917 374.04 ｻ 学校の挑戦 学びの共同体を創る 佐藤学 小学館 2006

01018865 374.1 ｶ 学級づくりのためのＱ－Ｕ入門
「楽しい学校生活を送る
ためのアンケート」活用ガ
イド

河村茂雄 図書文化社 2011

01018904 374.3 ｶﾞ 逆境を生き抜く力 我喜屋優 WAVE出版 2011

01018960 374.3 ｷ 学校改善と校内研修の設計
講座　現代学校教育の高度
化２４

学文社 2010

01018918 374.3 ｻ 教師花伝書
専門家として成長するた
めに

佐藤学 小学館 2010

01018950 374.3 ｼ
教師の意識を変える校内研修
マニュアル

白鳥信義 有元昌弘 学事出版 2010

ローレンス・コールバーグ,アン・ヒ
ギンズ/著、岩佐信道/訳

373.22　教育法令

荒木紀幸/訳、J.ライマー,D.P.パ
オリット,R.H.ハーシュ/著

加治佐哲也、田辺市立東陽
中学校

374　学校経営

北神正行,木原俊行
佐野享子,小島弘道

海洋博覧会記念公園管理財団

海洋博覧会記念公園管理財団

318　地方行政

編著者名

000　総記

371.4　教育心理学

371.6　道徳教育

200　歴史・地理
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図書ID
分類番

号
著者
記号 図書名 副書名 発行所 発行年編著者名

01018912 375 ﾑ
教師修業十年　プロ教師への
道

教師修業１０ 向山洋一 明治図書出版 1986

01018978 375 ﾓ
今、求められる力を高める総合的な学習の時
間の展開　中学校編　平成２２年１１月

総合的な学習の時間を核とした課題発
見・解決能力、倫理的思考力、コミュニ
ケーション能力等向上に関する指導資
料

文部科学省 文部科学省 2010

01018874 375 ﾓ
今、求められる力を高める総合的な学習の時
間の展開　小学校編　平成２２年１１月

総合的な学習の時間を核とした課題発
見・解決能力、論理的思考力、コミュニ
ケーション能力等向上に関する指導資
料

文部科学省 文部科学省 2011

01018979 375 ﾓ
言語活動の充実に関する指導
事例集　【中学校版】

思考力、判断力、表現力
等の育成に向けて

文部科学省 文部科学省 2011

01018943 375.1 ｱ 授業の研究　教師の学習
レッスンスタディへのいざ
ない

明石書店 2008

01018908 375.1 ｲ 授業研究入門 子どもと教育 稲垣忠彦 佐藤学 岩波書店 1996

01018909 375.1 ｵ
学校を変える　浜之郷小学校
の５年間

大瀬敏昭 佐藤学 小学館 2003

01018959 375.1 ｶ ほめる技術
授業で「やる気」を引き出
す４０の方法

上條晴夫 学陽書房 2011

01018916 375.1 ｻ 授業を変える学校が変わる
総合学習からカリキュラ
ムの創造へ

佐藤学 小学館 2000

01018905 375.1 ｻ 教育の方法 放送大学叢書０１１ 佐藤学 左右社 2010

01018906 373.1 ｻ 「学び」から逃走する子どもたち
岩波ブックレット　Ｎｏ．５２
４

佐藤学 岩波書店 2000

01018907 375.1 ｻ 習熟度別指導の何が問題か
岩波ブックレット　Ｎｏ．６１
２

佐藤学 岩波書店 2004

01018910 375.1 ｻ
公立中学校の挑戦　授業を変
える　学校が変わる

富士市立岳陽中学校の
実践

佐藤雅彰 佐藤学 ぎょうせい 2003

01018957 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

01018977 375.1 ﾀ
フィンランド・メソッドの学力革
命

その秘訣を授業に生かす
３０の方法

田中博之 明治図書出版 2008

01018949 375.1 ﾄ
学び合いで輝く・伸びる・高め
合う

東京学芸大学附属小金
井中学校の教育

東洋館出版社 2007

01018868 375.1 ﾆ
クラスが元気になる！「学び合
い」スタートブック

西川純 学陽書房 2011

01018948 375.1 ﾋ
学び合い、分かり合う授業づく
り

「教えること」の見直しか
ら

明治図書出版 2007

01018956 375.1 ﾐ 「学び合い」入門
これで、分からない子が
誰もいなくなる！

三崎隆 大学教育出版 2010

01018869 375.1 ﾐ 言語活動モデル事例集
平成２３・２４年度実施　新教育課
程モデル事例集　Ｎｏ．１ 水戸部修治 教育開発研究所 2011

01018931 375.18 ﾔ
特別活動の理論と実践　新訂
３版

学文社 2002

01018932 375.18 ﾜ
特別活動指導法　実践的指導
力をはぐくむ

日本文教出版 2011

東京学芸大学附属小金井中
学校

兵庫教育大学附属小学校教
育研究会

キャサリン・ルイス/著、
秋田喜代美/訳

山口五郎、松下静男
羽生隆英、原清治

渡部邦雄、緑川哲夫、桑
原憲一、米津光治、和田
孝

375.18　特別活動

375　学習指導
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図書ID
分類番

号
著者
記号 図書名 副書名 発行所 発行年編著者名

01018972 375.199 ﾅ ＩＣＴ教育１００の実践・事例集
デジカメ・パソコン・大型テレビ・電
子黒板などを使った、今すぐ始め
られるＩＣＴ教育

中川一史 フォーラム・A 2011

01018871 375.199 ﾅ 電子黒板が創る学びの未来
新学習指導要領　習得・活用・探
究型学習に役立つ事例５０ 中川一史 中橋雄 ぎょうせい 2010

01018872 375.199 ｱ
電子黒板・デジタル教材活用
事例集

教職研修総合特集 赤堀侃司 教育開発研究所 2011

01018961 375.2 ﾖ
生徒指導提要対応　エンカウン
ター・エクササイズ１２か月　中学
校

吉澤克彦 明治図書出版 2011

01019002 375.25 ﾓ 中学校キャリア教育の手引き 文部科学省 教育出版 2011

01018889 375.3 ﾔ
新版　小学校社会　板書で見る全
単元・全時間の授業のすべて　３・
４年　上

安野功
東洋館出版

社
2011

01018890 375.3 ﾔ
新版　小学校社会　板書で見る全
単元・全時間の授業のすべて　３・
４年　下

安野功
東洋館出版

社
2011

01018891 375.3 ﾔ
新版　小学校社会　板書で見る全
単元・全時間の授業のすべて　５
年

安野功
東洋館出版

社
2011

01018892 375.3 ﾔ
新版　小学校社会　板書で見る全
単元・全時間の授業のすべて　６
年

安野功
東洋館出版

社
2011

01018896 375.312 ｶ
観点別学習状況の評価規準と判
定基準　小学校社会　平成２３年
度版

片山宗二 北尾倫彦 図書文化社 2011

01018982 375.323 ｷ
観点別学習状況のｊ評価規準と判
定基準　中学校社会　平成２４年
度版

図書文化社 2011

01018936 375.35 ｱ
道徳教育はこうすればおもしろ
い

コールバーグ理論とその実
践

荒木紀幸 北大路書房 1988

01018937 375.35 ｱ
道徳教育はこうすればおもしろい
続

コールバーグ理論の発展と
モラルジレンマ授業

荒木紀幸 北大路書房 1997

01018894 375.412 ｶ
観点別学習状況の評価規準と判
定基準　小学校算数　平成２３年
度版

白井一之,長谷豊・渡辺秀貴 図書文化社 2011

01018914 375.412 ｻ
夏坂哲志の算数授業　授業づ
くりここが○ここが×

算数授業研究　第５１号　２０
０７年５・６月

東洋館出版社 2007

01018915 375.412 ｻ 板書で見る「研究授業」
算数授業研究　第５３号　２０
０７年９・１０月

東洋館出版社 2007

01018866 375.412 ｻ
算数研究で授業が学校が変わ
る　－授業改革から学校改革
へ－

算数授業観改革シリーズ 東洋館出版社 2011

01018867 375.412 ｻ
算数の本質を貫く話し合い活
動を創るポイント

算数授業観改革シリーズ 小松信哉 東洋館出版社 2011

01018921 375.412 ｼ 創造力をはぐくむ
推論し自ら発展的に学習を
拡げる子ども

東洋館出版社 2005

筑波大学附属小学校算
数研究部

清水静海
京都市立桃山東小学校

筑波大学附属小学校算
数研究部

田中博史,新潟市立浜浦
小学校

375.35　道徳

375.412　小学校算数

北尾倫彦,舘潤二,山森光
陽,鈴木秀幸

375.3　社会科教育

375.199　コンピュータ教育

375.2　生徒指導・進路指導
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図書ID
分類番

号
著者
記号 図書名 副書名 発行所 発行年編著者名

01018922 375.412 ｼ 新算数科の考え方と授業展開
全学年・全領域の指導計画
例

清水静海 文渓堂 2010

01018995 375.412 ﾀ
論理的思考力を育てる算数×
国語の授業

問いづくり・思考づくり・価
値づくり

田中博史 正木孝昌 明治図書出版 2011

01018966 375.412 ﾂ
新版　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

東洋館出版社 2011

01018967 375.412 ﾂ
新版　小学校算数　板書で見る全
単元・全時間の授業のすべて　２
年下

東洋館出版社 2011

01018968 375.412 ﾂ
新版　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

東洋館出版社 2011

01018969 375.412 ﾂ
新版　小学校算数　板書で見る全
単元・全時間の授業のすべて　４
年下

東洋館出版社 2011

01018970 375.412 ﾂ
新版　小学校算数　板書で見る全
単元・全時間の授業のすべて　５
年下

東洋館出版社 2011

01018971 375.412 ﾂ
新版　小学校算数　板書で見る全
単元・全時間の授業のすべて　６
年下

東洋館出版社 2011

01018879 375.412 ﾂ
新版　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　上

東洋館出版社 2011

01018880 375.412 ﾂ
新版　小学校算数　板書で見る全
単元・全時間の授業のすべて　２
年　上

東洋館出版社 2011

01018881 375.412 ﾂ
新版　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　上

東洋館出版社 2011

01018882 375.412 ﾂ
新版　小学校算数　板書で見る全
単元・全時間の授業のすべて　４
年　上

東洋館出版社 2011

01018883 375.412 ﾂ
新版　小学校算数　板書で見る全
単元・全時間の授業のすべて　５
年　上

東洋館出版社 2011

01018884 375.412 ﾂ
新版　小学校算数　板書で見る全
単元・全時間の授業のすべて　６
年　上

東洋館出版社 2011

01018897 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［６年　上］

東洋館出版社 2003

01018898 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［６年　下］

東洋館出版社 2003

01018962 375.412 ﾅ
観点別学習状況の評価規準と判
定基準　中学校数学　平成２４年
度版

図書文化社 2011

01018876 375.412 ﾌ
追及する力を高める算数指導の展
開

福岡市小学校
算数教育研究
会

1993

01018965 375.413 ｸ
数学的な思考力・表現力を鍛える
授業２４

小集団での追及で効果抜
群！

熊倉啓之 明治図書出版 2011

01018895 375.422 ｶ
観点別学習状況の評価規準と判
定基準　小学校理科　平成２３年
度版

村山哲哉 森田和良 図書文化社 2011

01018885 375.422 ﾑ
新版　小学校理科　板書で見る全
単元・全時間の授業のすべて　３
年

村山哲哉 日置光久 東洋館出版社 2011

01018886 375.422 ﾑ
新版　小学校理科　板書で見る全
単元・全時間の授業のすべて　４
年

村山哲哉 日置光久 東洋館出版社 2011

筑波大学附属小学校算
数部,山本良和

筑波大学附属小学校算
数部,細水保宏・大野桂

永田潤一郎,北尾倫彦
山森光陽,鈴木秀幸

福岡市小学校算数教育
研究会

筑波大学附属小学校算
数部,夏坂哲志

筑波大学附属小学校算
数部,山本良和

筑波大学附属小学校算
数部,盛山隆雄

筑波大学附属小学校算
数部,田中博史

筑波大学附属小学校算
数部

筑波大学附属小学校算
数部,中田寿幸

筑波大学附属小学校算
数部,田中博史

筑波大学附属小学校算
数部,田中博史

筑波大学附属小学校算
数部,細水保宏,大野桂

筑波大学附属小学校算
数部,盛山隆雄

筑波大学附属小学校算
数部,田中博史

筑波大学附属小学校算
数部,中田寿幸

375.413　中学校数学

375.422　小学校理科
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01018887 375.422 ﾑ
新版　小学校理科　板書で見る全
単元・全時間の授業のすべて　５
年

村山哲哉 日置光久 東洋館出版社 2011

01018888 375.422 ﾑ
新版　小学校理科　板書で見る全
単元・全時間の授業のすべて　６
年

村山哲哉 日置光久 東洋館出版社 2011

01018983 375.423 ｷ
観点別学習状況の評価規準と判
定基準　中学校理科　平成２４年
度版

図書文化社 2011

01018975 375.72 ｻ
図工子どもと素材が奏でる造
形

授業技術実践シリーズ１
２

坂田正則 国土社 1993

01018976 375.72 ﾏ
学級担任に贈るニュー教材集
３
基礎・基本をおさえた絵の指導

絵画、版画・切り絵編 松村陽子 東山明 明治図書出版 2004

01018933 375.72 ﾆ
図画工作　みかたがわかる授業づ
くり

西村徳行 東洋館出版社 2005

01018919 375.8 ﾀ 「にほんご」の授業 国土社の教育選書　２１ 国土社 1989

01018989 375.8 ﾂ 坪内稔典の俳句の授業　増補 坪内稔典 黎明書房 2010

01018994 375.8 ﾅ 表現力を鍛える対話の授業 長崎伸仁 村田伸宏 明治図書出版 2011

01018981 375.8 ﾆ 俳句の授業ができる本
創作指導ハンドブック
［ＣＤつき］

三省堂 2011

01018945 375.8 ﾔ
「伝え合い・学び合い」の時代
へ

関係を育て、言葉を育て
る

安居總子 東洋館出版社 2002

01018893 375.82 ｶ
観点別学習状況の評価規準と判
定基準　小学校国語　平成２３年
度版

田中洋一 北尾倫彦 図書文化社 2011

01018946 375.82 ｻ
話すこといっぱい書くこといっ
ぱい

ひらがな学習から広がる学
び合い

佐藤美和子 本の泉社 2010

01018990 375.82 ﾌ
言葉の力をつける俳句単元の計画
と指導

国語科・授業改革双書　Ｎ
ｏ．５

明治図書出版 2008

01019003 375.82 ﾜ
わかる、伝わる、古典のこころ
１

物語・随筆・説話・伝統芸能
を楽しむ１６のアイデア

光村教育図書 2009

01019004 375.82 ﾜ
わかる、伝わる、古典のこころ
２

短歌・俳句・近代詩・漢詩を
楽しむ１８のアイデア

光村教育図書 2009

01018963 375.83 ｶ
観点別学習状況の評価規準と判
定基準　中学校国語　平成２４年
度版

図書文化社 2011

01018923 375.853 ｱ
中学校国語科ＰＩＳＡ型読解力
を培うノート＆ワーク

相澤秀夫 明治図書出版 2007

藤井圀彦,習志野市立大
久保小学校国語科研究
部
工藤直子,髙木まさき,青
山由紀,小瀬村良美,岸田
薫
工藤直子,高木まさき,青
山由紀,小瀬村良美,岸田
薫

金子守,北尾倫彦
山森光陽,鈴木秀幸

北尾倫彦,金子丈夫
山森光陽,鈴木秀幸

谷川俊太郎、稲垣忠彦、竹
内敏晴、佐藤学,国語教育を
学ぶ会

375.423　中学校理科

375.72　図画・工作

375.8　国語教育

375.82　小学校国語

375.853　読解指導

375.83　中学校国語

日本俳句教育研究会
三浦和尚,夏井いつき
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01018954 375.86 ﾅ 楽しい随筆の授業 作文シリーズ３ 中島礼子 今井成司 日本標準 2011

01018953 375.862 ｻ 楽しい児童詩の授業 作文シリーズ１ 佐藤保子 今井成司 日本標準 2010

01018974 375.893 ｵ
小学校英語教育の進め方　「こ
とばの教育」として　改訂版

（ＣＤつき） 岡秀夫 金森強 成美堂 2011

01018973 375.893 ｶ
新しい時代の小学校英語指導
の原則

小学校英語基本図書選１ 影浦攻 明治図書出版 2007

01018870 375.893 ｼ
小学校外国語活動研修ガイドブッ
ク

文部科学省 旺文社 2009

01018964 375.893 ﾏ
観点別学習状況の評価規準と判
定基準　中学校外国語　平成２４
年度版

図書文化社 2011

01018873 375.893 ｶ
小学校外国語活動「英語ノート」対
応電子黒板活用ガイドブック

管正隆 梅本竜多 旺文社 2009

01018903 376.1 ｼ 教育と保育のための発達診断 白石正久 白石恵理子
全国障害者
問題研究会
出版部

2009

01018944 376.1 ﾏ
参加型園内研修のすすめ　学
び合いの「場づくり」

松山益代 秋田喜代美 ぎょうせい 2011

01018998 376.11 ｹﾞ 乳幼児の発達と指導　改訂版 家政教育社 2000

01018987 376.11 ﾑ ＜領域＞表現 事例で学ぶ保育内容 萌文書林 2008

01018988 376.11 ﾑ ＜領域＞環境 事例で学ぶ保育内容 萌文書林 2008

01018984 376.11 ﾑ ＜領域＞言葉 事例で学ぶ保育内容 萌文書林 2008

01018985 376.11 ﾑ ＜領域＞健康 事例で学ぶ保育内容 萌文書林 2008

01018986 376.11 ﾑ ＜領域＞人間関係 事例で学ぶ保育内容 萌文書林 2008

01018991 376.156 ﾋ
絵の指導がうまくいくヒント＆ア
ドバイス

絵がイキイキする４３のア
イテム

東山明 今井真理 ひかりのくに 2008

01018951 376.158 ｺ 実践につなぐことばと保育 ひとなる書房 2011

01018920 376.2 ｲ 子どものための学校 イギリスの小学校から 稲垣忠彦
東京大学出
版会

1984

01018947 376.31 ﾏ
学び合いで育つ未来への学力　新
版

中高一貫教育のチャレン
ジ

明石書店 2010

無籐隆,浜口順子,松井とし,
岩立京子,砂上史子,吉川は
る奈,宮里暁美,仲明子,友定
啓子無籐隆,福元真由美,浜口順
子,井口眞美,砂上史子,亀井
彩,中野圭祐,山田有希子,野
口隆子無籐隆,高濱裕子,倉持清美,
伊集院理子,野田淳子,清水
由紀,堀越紀香,横山真貴子

無籐隆,倉持清美,河辺貴子,
田代幸代,森司朗,西坂小百
合

無籐隆, 岩立京子,赤石小百
合,高濱裕子,西坂小百合,森
下葉子,倉持清美

近藤幹生,寶川雅子,源証
香,小谷宜路,瀧口優

松浦伸和,北尾倫彦
,山森光陽,鈴木秀幸

A.ゲゼル,F.L.イルグ,L.B.エイ
ムズ,J.L.ローデル,岡宏子,大
野澄子

東京大学教育学部附属
中等教育学校

378　障害児教育

375.86　作文指導

375.893　外国語教育＜英語＞

376　幼児教育

376.2　小学校　　　376.31　中学校
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01018993 378 ｱ ワーキングメモリと発達障害
教師のための実践ガイド
２

北大路書房 2011

01018992 378 ｲ
思春期以降の理解と支援　充実し
た大人の生活へのとりくみと課題

発達障害の臨床的理解と支
援４

金子書房 2010

01018911 378 ｺ 特別支援教育の基礎・基本
一人一人のニーズに応じ
た教育の推進

ジアース教
育新社

2009

01018958 378.5 ﾀ
実践インリアル・アプローチ事
例集

豊かなコミュニケーション
のために

日本文化科
学社

2007

01018955 379 ｽ
教育の公共化と社会的協同
［新版］

排除か学び合いか 鈴木敏正 北樹出版 2006

01018878 388 ｵ おきなわの民話百選
沖縄県生活福
祉部児童家庭
課

1996

01018900 483.35 ｵ
造礁サンゴ　～楽園をつくった
偉大な建築家～

２００９年度博物館企画展 田中聡
沖縄県立博物
館・美術館

沖縄県立博
物館・美術館

2010

01018925 702.2 ｵ 沖縄美術全集１ 陶芸 沖縄美術全集刊行委員会 沖縄タイムス社 1989

01018926 702.2 ｵ 沖縄美術全集２ 漆芸 沖縄美術全集刊行委員会 沖縄タイムス社 1989

01018927 702.2 ｵ 沖縄美術全集３ 染織 沖縄美術全集刊行委員会 沖縄タイムス社 1989

01018928 702.199 ｵ 沖縄美術全集４ 絵画・書 沖縄美術全集刊行委員会 沖縄タイムス社 1989

01018929 702.2 ｵ 沖縄美術全集５ 建築・彫刻・民具・工芸 沖縄美術全集刊行委員会 沖縄タイムス社 1989

01018930 702.2 ｵ 沖縄美術全集６ 別館 沖縄美術全集刊行委員会 沖縄タイムス社 1989

01018899 751.1 ｵ 琉球陶器の来た道
沖縄県立博物館・美術館×
那覇市立壷屋焼物博物館合
同企画展

沖縄県立博物館・美術館
沖縄県立博
物館・美術館

2011

01018934 813.1 ｺ 広辞苑　第６版 新村出 岩波書店 2008

01018935 813.1 ｺ 広辞苑　第６版　付録 新村出 岩波書店 2008

01018999 816.5 ｻ
これから研究を書くひとのため
のガイドブック

ライティングの挑戦１５週
間

佐渡島紗織 吉野亜矢子 ひつじ書房 2008

01018996 816.5 ｻ
レポート・論文の書き方　上級
改訂版

櫻井雅夫
慶応義塾大
学出版会

2003

01018997 816.5 ｳ
論文作成のためのパソコン入
門

学文社 2008

T．P．アロウェイ,湯澤美
紀,湯澤正通

石井哲夫,辻井正次,氏田
照子

竹田契一,里美恵子,河内
清美,石井喜代香

宇多賢治郎,横浜国立大
学経済学部

おきなわの民話百選刊行委員会

国立特別支援教育総合研究所

379　社会教育

800　言語

700　芸術

400　自然科学

388　伝説・民話
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01019000 816.5 ﾌ
レポート・論文作成のための引
用・参考文献の書き方

藤田節子
日外アソシ
エーツ

2009

01018980 816.5 ﾎ 論文作成デザイン
テーマの発見から研究の構
築へ

細川英雄 東京図書 2008

01018913 914.68 ﾋ 感想文集ひめゆり　第２２号 ひめゆり平和祈念資料館
ひめゆり平和
祈念資料館

2011

01018877 916 ｳ 海鳴りの底から
戦時遭難船舶の記録と手
記

アーガス
戦時遭難船舶
遺族会連合会 1987

900　文学
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03028829 011 ｶ 10 研究紀要　第３６号
第１４次研究　思考力・判断力・
表現力等をはぐくむ学習指導
の在り方　第３年次

上川教育研修センター 2011

03028870 011 ｸ 10 釧研紀要　第６４集　平成２２年度 釧路教育研究所 2011

03028827 011 ﾋ 10 平成２２年度　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 2011

03028923 031 ｲ 11 教育研究岩手　第９９号 岩手県立総合教育センター 2012

03028843 091 ｱ 10
平成２２年度　研究集録（兼学習指導ハ
ンドブック）

紀要４２７ 足利市立教育研究所 2011

03028897 091 ｳ 10 平成２２年度　研究紀要 宇都宮市教育センター 2011

03028861 101 ﾀ 10 研究報告書　平成２２年度
紀要第４９号（通巻第２０２
集）

高崎市教育センター 2011

03028862 101 ﾀ 10 高崎市の適応指導教室　平成２２年度 高崎市教育センター 2011

03028863 101 ﾀ 10
教育研究論文・教育実践記録・教材教
具の工夫　入選論文集　平成２２年度

紀要第３５号（通巻第２０４
集）

高崎市教育センター 2011

03028834 110 ﾌﾞ 10 教育研究所紀要　第１９号
特集：教員養成・現職教員研
修制度改革　～私見・提言～

文教大学教育研究所 2010

03028918 110 ﾌﾞ 11 教育研究所紀要　第２０号
特集：学校における教育機器
の活用をめぐって　～その研
究・開発および研修の最前線

文教大学教育研究所 2011

03028844 111 ｸ 10 研究紀要　第３５集　平成２２年度 熊谷市立教育研究所 2011

03028854 120 ﾁ 10 千葉大学教育学部研究紀要　第５９巻 千葉大学教育学部 2011

03028888 129 ﾄ 11
平成２２年度東レ理科教育賞受賞作品
集　第４２回

東レ科学振興会 2011

03028855 130 ｾ 10
教育政策プログラムポリシー・ペーパー
Ｎｏ．２

政策研究大学院大学 2011

03028856 130 ｾ 10
教育政策プログラムポリシー・ペーパー
概要集　Ｎｏ．２

政策研究大学院大学 2011

03028864 130 ｿ 10 教育学論集　第６２号
創価大学教育学部・教
職大学院 2011

03028836 130 ﾜ 10
早稲田大学大学院　教育学研究科紀
要　別冊第１８号－２

早稲田大学大学院教
育学研究科 2010

03028835 130 ﾜ 10
早稲田大学大学院　教育学研究科紀
要　第２１号

早稲田大学大学院教
育学研究科 2010

03028907 130 ﾜ 11
早稲田大学大学院　教育学研究科紀
要　別冊第１９号－１

早稲田大学大学院教
育学研究科 2011

03028852 131 ｶ 10 研究紀要　第２４０集　体力調査 平成２２年度 葛飾区立総合教育センター 2010

03028896 131 ｺ 10 国立教育政策研究所紀要　第１４０集
特集：教育研究におけるエビ
デンス

国立教育政策研究所 2011

03028887 131 ｺ 10
教育研究におけるエビデンスとは　国
際的動向と先行分野からの知見

平成２２年度　教育改革国際
シンポジウム

国立教育政策研究所 2010

03028779 131 ｺ 10
全国学力・学習状況調査「小学校」報告
書　平成２２年度

文部科学省 2010
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03028780 131 ｺ 9
全国学力・学習状況調査「中学校」報告
書　平成２１年度

文部科学省 2009

03028781 131 ｺ 9
全国学力・学習状況調査「中学校」集計
結果　平成２１年度

文部科学省 2009

03028782 131 ｺ 10
全国学力・学習状況調査「中学校」報告
書　平成２２年度

文部科学省 2010

03028783 131 ｺ 10
全国学力・学習状況調査　解説資料
小学校算数　平成２２年度

国立教育政策研究所 2010

03028784 131 ｺ 10
全国学力・学習状況調査　解説資料
小学校国語　平成２２年度

国立教育政策研究所 2010

03028785 131 ｺ 10
全国学力・学習状況調査　解説資料
中学校数学　平成２２年度

国立教育政策研究所 2010

03028786 131 ｺ 10
全国学力・学習状況調査　解説資料
中学校国語　平成２２年度

国立教育政策研究所 2010

03028838 131 ﾁ 10 教育資料目録　第２５集　平成２２年度 千代田区立教育研究所 2011

03028778 131 ﾓ 09
全国学力・学習状況調査　追加分析報
告書　平成１９・２０年度

文部科学省 2009

03028842 132 ｾ 10
平成２２年度　発達障害に関する啓発・
普及、相談等補助事業報告書

環境調整の視点から発達を
考えるセミナー報告書

星槎教育研究所 2011

03028841 132 ﾁ 10 小学校算数における和算の活用 研究報告　Ｎｏ．７４ 中央教育研究所 2011

03028882 132 ﾁ 10
自立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

研究報告　Ｎｏ．７５ 中央教育研究所 2011

03028899 132 ﾁ 11 教科書フォーラム　中研紀要　Ｎｏ．８ 中央教育研究所 2011

03028925 132 ﾆ 11 日本私学教育研究所　紀要　第４７号 日本私学教育研究所 2011

03028912 132 ﾆ 11
ＳＴＥＰ　ＢＵＬＬＥＴＩＮ　第２３回「英検」
研究助成報告

日本英語検定協会 2011

03028837 136 ﾁ 10
読書に親しむ子どもの育成　－読書習
慣の形成・定着に向けて－

平成２２年度　教育課題調査
研究部会

千代田区教育委員会 2010

03028828 139 ﾊﾟ 09
学校における実践研究を充実させるた
めに

その企画・運営の工夫を学ぶ
ハンドブック

パナソニック教育財団 2010

03028893 141 ｻ 11 さがみはら教育　Ｎｏ．１５１ 進め！言語活動の充実
相模原市立総合学習
センター 2011

03028894 141 ｻ 10 教育研究集録　平成２２年度
相模原市立総合学習
センター 2011

03028825 141 ｻ 10 さがみはら教育　Ｎｏ．１５０
相模原市立総合学習
センター 2011

03028903 141 ﾊ 10
研究紀要　第８０集　Ｌｅｔ’ｓ　ｔｒｙ　Ｅｎｇｌｉ
ｓｈ！　外国語活動ハンドブック

秦野市教育委員会 2011

03028901 141 ﾊ 10
研究紀要　第７８集　Ｌｅｔ＇ｓ　ｃｈａｌｌｅｎｇ
ｅ！！　小中一貫教育国語研究部会指
導資料集

楽しく話そう！　「話す・聞く」
力を伸ばすために

秦野市教育研究所 2011

03028900 141 ﾊ 10 自主研究レポート集　探究　２７ 秦野市教育研究所 2011

03028902 141 ﾊ 10
研究紀要　第７９集　フリプリ　算数・数
学振り返りプリント集

小中一貫教育（算数・数学）
研究部会

秦野市教育委員会 2011
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03028904 141 ﾊ 10
研究紀要　第７７集　理科実験アイディ
アハンドブック

秦野市教育研究所 2011

03028885 141 ﾌ 10
教育実践臨床研究　子どもの学びを創
り出す

藤沢市教育文化センター 2011

03028884 141 ﾌ 10
第１０回　「学習意識調査」報告書　藤
沢市立中学校３年生の学習意識

２０１０年（平成２２年）実施 藤沢市教育文化センター 2011

03028915 141 ﾔ 10
研究紀要　第６３集　大和市児童生徒
の人間関係に関する調査

大和市教育研究所 2011

03028916 141 ﾔ 10
研究紀要　第６４集　大和市小学校「外
国語活動」カリキュラム　英訳付

大和市教育研究所 2011

03028917 141 ﾔ 10 大和市情報教育のネタ帳 大和市情報教育ハンドブック 大和市教育研究所 2011

03028850 170 ｼ 09
学力向上のための読書活動　学校図書
館活用ハンドブック

平成２１年度文部科学省委託事
業　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

静岡大学 2010

03028889 171 ｼ 10 研究紀要　第１５号　平成２２年度 静岡県総合教育センター 2011

03028890 171 ｼ 10
静岡県教育研究年報　教育資料目録
第４３集

静岡県総合教育センター 2011

03028898 236 ｱ 10 平成２２年度　研究紀要　第４８集 安城市教育委員会 2011

03028822 251 ｵ 10 平成２２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 2011

03028826 251 ｼ 10 研究紀要　第５３集　要旨集 滋賀県総合教育センター 2011

03028905 260 ｷ 10 教育実践研究紀要　第１１号
京都教育大学附属教
育実践センター機構教
育支援センター

2011

03028881 261 ｷ 10 平成２２年度　研究紀要
京都市教育委員会　京
都市総合教育センター 2011

03028846 270 ｵ 10
実践教育による社会的問題解決能力
の養成　フィールドワークを活用したプ
ロジェクト型演習の導入

平成２０年度　文部科学省質の
高い大学教育推進プログラム
（教育ＧＰ）　平成２０年度～平成
２２年度報告書

大阪商業大学 2011

03028853 270 ｵ 10 卒業・終了の記録　２０１１ 大阪教育大学 2011

03028868 270 ｵ 10 美術科研究　第２８号　平成２２年度
大阪教育大学・美術教
育講座・芸術講座 2011

03028935 271 ｵ 11
学校内外における子どもへの支援　－
連携－

専門的な視点から 大阪府教育研究所連盟 2012

03028895 271 ｽ 10 平成２２年度　研究報告書 紀要１０５号 吹田市立教育センター 2011

03028847 281 ｱ 10 研究報告書　（紀要４８号） 尼崎市立教育総合センター 2011

03028880 281 ﾀ 10
研究紀要　第８３号　平成２２年度（２０１
０年度）

宝塚市立教育総合センター 2011

03028879 281 ﾋ 10 紀要　２０１０ 姫路市立総合教育センター 2011

03028845 281 ﾋ 10
平成２２年度　姫路市立総合教育セン
ター要覧

姫路市立総合教育センター 2011

03028820 361 ﾄ 10 入賞作品集録　第４２集
平成２２年度第５４回教育論文・
実践記録・創案教具・自作教材
選賞会

徳島市教育研究所 2011
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03028821 361 ﾄ 10 研究紀要　９６集 徳島市教育研究所 2011

03028874 361 ｱ 10 研究紀要　第７０集
阿南市教育委員会教
育研究所 2011

03028824 371 ｶ 10 ゲーム・インターネット依存とその克服
平成２２年度研究成果報告書
調査研究２

香川県教育センター 2011

03028823 371 ｶ 10
思考力・判断力・表現力等を育成する
指導と評価

平成２２年度研究成果報告書
調査研究１

香川県教育センター 2011

03028931 371 ｶ 11
思考力・判断力・表現力等を育成する
指導と評価（２年次）

平成２３年度研究成果報告書
調査研究１

香川県教育センター 2012

03028932 371 ｶ 11 校務の情報化に関する調査研究
平成２３年度研究成果報告書
調査研究２

香川県教育センター 2012

03028891 381 ｴ 10 平成２２年度　教育研究紀要　第７７集 愛媛県総合教育センター 2011

03028878 391 ｱ 10 研究紀要　第５９集 安芸市教育研究所 2011

03028875 401 ｷ 10 研究紀要　平成２２年度
よりよい授業を求めて（第二
年次）

北九州市立教育センター 2011

03028876 401 ｷ 10
第４回　北九州市学校教育実態調査報
告書

北九州市立教育センター 2011

03028877 401 ｷ 10 平成２３年度　教育センター研修案内 北九州市立教育センター 2011

03028848 421 ﾅ 10 平成２２年度　研究紀要　第４１集 長崎市教育研究所 2011

03028924 421 ﾅ 11 平成２３年度　研究紀要　第４２集 長崎市教育研究所 2012

03028934 431 ｸ 11 平成２３年度　研究紀要　第４０集
未来を拓く確かな学力をはぐ
くむ教育の展開

熊本県立教育センター 2012

03028851 440 ｵ 11
大分大学教育福祉科学部研究紀要
第３３巻第１号

大分大学教育福祉科学部 2011

03028908 440 ｵ 11
大分大学教育福祉科学部研究紀要
第３３巻第２号

大分大学教育福祉科学部 2011

03028865 441 ﾍﾞ 10 平成２２年度　研究集録　第６集 別府市総合教育センター 2011

03028866 441 ﾍﾞ 10 所報　第６号　平成２２年度 別府市総合教育センター 2011

03028849 460 ｶ 10
鹿児島大学教育学部研究紀要　教育
科学編　第６２巻

鹿児島大学教育学部 2011

03028831 471 ﾅ 01
平成１３年度　ネットワークを活用した新
しい授業の創造

ネットワークモデル校授業実
践記録

那覇市立教育研究所 2001

03028833 471 ﾅ 98 思い出の樹　第７１期研究員 那覇市立教育研究所 1999

03028795 476 ﾅ 10
平成２２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 那覇市教育委員会 2011

03028799 476 ﾂ 10 壷屋焼物博物館紀要　第１２号
Ｂｕｌｌｅｔｉｎ　ｏｆ　ｔｓｕｂｏｙａ　ｐｏｔｔ
ｅｒｙ　ｍｕｓｅｕｍ

那覇市立壷屋焼物博物館 2011

03028800 476 ﾂ 10 壷屋焼物博物館年報　平成２２年度 那覇市立壷屋焼物博物館 2011
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03028911 477 ﾅ 11 なはのこガイド　保育実践編 未来を拓き、笑顔輝く 那覇市 2011

03028808 480 ｵ 06 沖縄芸術の科学　第１９号
沖縄県立芸術大学附
属研究所 2007

03028809 480 ｵ 07 沖縄芸術の科学　第２０号
沖縄県立芸術大学附
属研究所 2008

03028810 480 ｵ 10 沖縄芸術の科学　第２３号
沖縄県立芸術大学附
属研究所 2011

03028832 481 ｵ 01
目標に準拠した評価の進め方　《中学
校》　平成１４年２月

沖縄県立教育センター 2002

03028839 484 ﾘ 02 研究紀要　第１５集
学び合いをはぐくむカリキュラ
ムのデザイン（２年次）

琉球大学教育学部附
属中学校 2002

03028840 484 リ 02 学習指導案集　平成１４年度 第１５回教育研究発表会
琉球大学教育学部附
属中学校 2002

03028892 484 ﾘ 10 研究紀要　第２３集
琉球大学教育学部附
属中学校 2011

03028791 486 ｵ 10 第１４回　沖縄県産業教育フェア報告書 高校生美ら産フェア
沖縄県教育庁県立学
校教育課 2011

03028830 486 ｵ 01 沖縄県教育長期計画　平成１４年３月 沖縄県教育委員会 2002

03028867 486 ｵ 10
幼稚園教育課程研究協議会報告書
平成２２年度

沖縄県教育庁義務教育課 2011

03028871 486 ｵ 11 義務教育課要覧　平成２３年度 沖縄県教育庁義務教育課 2011

03028929 486 ｵ 11
平成２３年度　教育課程研究概要集（幼
稚園）

沖縄県教育庁義務教育課 2012

03028930 486 ｵ 10
平成２２年度　初任者研修課題研究報
告書

沖縄県教育庁那覇教
育事務所 2011

03028922 486 ｵ 12
平成２４年度　学校教育における指導
の努力点

沖縄県教育委員会 2012

03028886 486 ｵ 11
沖縄県教育委員会の点検・評価報告書
（平成２２年度対象）　平成２３年度

沖縄県教育委員会 2011

03028811 487 ｵ 08
沖縄県観光学習教材　第３版　めん
そーれー沖縄（うちなー）

世界に誇る沖縄の魅力を見
つけよう！

沖縄観光コンベンショ
ンビューロー 2009

03028812 487 ｵ 08
沖縄県観光学習教材　第３版　めん
そーれー沖縄（うちなー）

世界に誇る沖縄の魅力を見
つけよう！

沖縄観光コンベンショ
ンビューロー 2009

03028813 487 ｵ 08
沖縄県観光学習教材　第３版　めん
そーれー沖縄（うちなー）

世界に誇る沖縄の魅力を見
つけよう！

沖縄観光コンベンショ
ンビューロー 2009

03028814 487 ｵ 08
沖縄県観光学習教材　めんそーれー沖
縄（うちなー）　ワークブック　４・５・６年
用

沖縄観光コンベンショ
ンビューロー 2009

03028815 487 ｵ 08
沖縄県観光学習教材　めんそーれー沖
縄（うちなー）　ワークブック　４・５・６年
用

沖縄観光コンベンショ
ンビューロー 2009

03028816 487 ｵ 08
沖縄県観光学習教材　めんそーれー沖
縄（うちなー）　ワークブック　４・５・６年
用

沖縄観光コンベンショ
ンビューロー 2009

03028817 487 ｵ 08
沖縄県観光学習教材　めんそーれー沖
縄（うちなー）　ワークブック　４・５・６年
用　教師用

沖縄観光コンベンショ
ンビューロー 2009

03028818 487 ｵ 08
沖縄県観光学習教材　めんそーれー沖
縄（うちなー）　ワークブック　４・５・６年
用　教師用

沖縄観光コンベンショ
ンビューロー 2009
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03028819 487 ｵ 08
沖縄県観光学習教材　めんそーれー沖
縄（うちなー）　ワークブック　４・５・６年
用　教師用

沖縄観光コンベンショ
ンビューロー 2009

03028857 487 ｵ 08 博物館紀要　第２号（２００９） 沖縄県立博物館・美術館 2009

03028858 487 ｵ 09 沖縄県立博物館・美術館年報　Ｎｏ．２ 沖縄県立博物館・美術館 2010

03028859 487 ｵ 10 沖縄県立博物館・美術館年報　Ｎｏ．３ 沖縄県立博物館・美術館 2011

03028860 487 ｵ 10 新収蔵品展　平成２１年度収蔵資料 博物館企画展 沖縄県立博物館・美術館 2010

03028869 490 ｵ 11 沖縄県立芸術大学紀要　第１９号 沖縄県立芸術大学 2011

03028792 490 ﾘ 10 琉球大学　教育学部紀要　第７８集 琉球大学教育学部 2011

03028910 490 ﾘ 11 琉球大学　教育学部紀要　第７９集 琉球大学教育学部 2011

03028921 490 ﾘ 10
琉球大学教育学部発達支援教育実践
センター紀要　第２号

琉球大学教育学部附
属発達支援教育実践
センター

2011

03028793 490 ﾘ 10
沖縄県内の公立小学校・中学校・高等
学校教員の現職研修に関する調査　第
１次報告書

琉球大学 2011

03028794 490 ﾘ 10
海を活かした教育に関する実践研究報
告書　２０１０年度

琉球大学 2011

03028789 490 ﾘ 10
沖縄発「伝統的な言語文化」の学びの
創造

琉球大学教育学部 2011

03028790 490 ﾘ 10
沖縄発「伝統的な言語文化」の学びの
創造

琉球大学教育学部 2011

03028926 490 ﾘ 11
沖縄県内の公立小学校・中学校・高等
学校教員の現職研修に関する調査　第
２次報告書

琉球大学 2012

03028933 490 ﾘ 09
音楽・演劇表現の基礎行動によるコミュ
ニケーション・スキル向上のための研修
教材集

平成２１年度　教員研修モデ
ルカリキュラム開発プログラ
ム

琉球大学教育学部・沖
縄県立総合教育セン
ター

2010

03028936 490 ﾘ 11
八島っ子の学びの足あと　－豊かな学
びから学力を育む－

平成２１年度文科省特別教育
研究経費（連携融合事業）報
告書

２１世紀おきなわ子ども
教育フォーラム（琉球
大学教育学部）

03028883 491 ｲ 10
研究報告書　第１３号　平成２２年度（前
期・後期）教育研究員

石垣市立教育研究所 2011

03028919 491 ｳ 11
平成２２年度　教育研究員　研究報告
集録　第３９号

浦添市立教育研究所 2012

03028920 491 ｳ 11 平成２２年度　教育相談事業報告書 浦添市立教育研究所 2012

03028807 491 ｳ 10 研究集録　第２５号 うるま市立教育研究所 2011

03028796 491 ｵ 10 研究報告書　（第５０集）　紀要１２４号 沖縄市立教育研究所 2010

03028797 491 ｵ 10 研究報告書　（第５１集）　紀要１２５号 沖縄市立教育研究所 2011

03028798 491 ｵ 10
ＩＣＴ利活用による授業改善に係る事例
研究　平成２２年度

ＩＣＴ利活用による「分かる授業・
参加する事業」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 2011

03028804 491 ｷﾞ 10 平成２２年度　実践報告書
宜野湾市適応指導教室「若葉教
室」　宜野湾市派遣スクールカウ
ンセラー　はごろも学習センター
臨床心理士

宜野湾市はごろも学習
センター 2011
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03028937 491 ｷﾞ 11
平成２３年度研究教員　研究報告集録
第３６号

宜野湾市立教育研究所 2012

03028802 491 ｷﾞ 10 研究報告集録　（第３５号） 平成２２年度研究教員 宜野湾市立教育研究所 2011

03028803 491 ｷﾞ 10
ＩＣＴ利活用による授業づくりの事例研
究　平成２２年度

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

宜野湾市立教育研究所 2011

03028872 491 ｼ 10 東雲　第３３号 島尻教育研究所 2011

03028928 491 ｼ 11 東雲　第３４号 島尻教育研究所 2011

03028873 491 ｼ 10
研究報告書　３３号　平成２２年度　後
期教育研究員

島尻教育研究所 2011

03028927 491 ｼ 11
研究報告書　３４号　平成２３年度　前
期教育研究員

島尻教育研究所 2011

03028805 491 ﾅ 10 研究報告書（第３６号） 平成２２年度　紀要 名護市立教育研究所 2011

03028906 491 ﾅ 11 研究報告書　第３７号 平成２３年度紀要 名護市立教育研究所 2011

03028806 491 ﾐ 10 研究報告集録　第９号 宮古島市立教育研究所 2011

03028909 491 ﾐ 11 研究報告集録　第１０号
平成２３年度前期（第１０期）
研究教員

宮古島市立教育研究所 2011

03028788 492 ｵ 10 交流　第２５号
２０１１年九英研沖縄大会を
成功させよう！　平成２２年度

沖縄県中学校英語教
育研究会 2001

03028787 493 ｾ 10 実践教育研究　第２５号
千原初等教育研究会
（琉球大学教育学部附
属小学校）

2011

03028913 493 ﾘ 11 研究紀要　第２９集
よりよく考え学び合う授業の
創造（２年次）　多様な子ども
の姿をとらえて

琉球大学教育学部附
属小学校 2011

03028801 496 ﾄ 10
平成２２年度「問題を抱える子ども等の
自立支援に関する調査研究」報告書

文部科学省・沖縄県教育委
員会委託研究

豊見城市教育委員会 2011

03028914 499 ﾆ 10
教育実践研究論文集　第１８号　２０１０
年（平成２２年）度

日本教育公務員弘済
会沖縄支部 2011
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１．搬送システム稼動日（平成 24 年度） 
毎週  火曜日・木曜日  

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お申し

込みください。（搬送日前日の午前中

までにお問合わせいただけると、搬送

日の火曜日、木曜日に学校の図書館宛

発送できます） 
 

 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ご確認のうえ、

当研究所へお申し込みください。 
 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。） 
   （研究所玄関横のブックポストもご利用

いただけます。） 

 
・ 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 ・ 新しい算数研究 
・ 教職研修  
  
◎ 月刊誌は、最新号以外の貸出になります。  

どうぞご利用ください。    

 

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（平成 23 年度） 

 
○ 「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 

             図書室 tosho@naha-c.nakahen-okn.ed.jp 
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