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1018906
「学び」から逃走する子どもたち
岩波ブックレット　Ｎｏ．５２４

佐藤学 岩波書店

1018924 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

1018917 学校の挑戦　学びの共同体を創る 佐藤学 小学館

1018865
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

1018904 逆境を生き抜く力 我喜屋優 WAVE出版

1018918 教師花伝書　専門家として成長するために 佐藤学 小学館

1018874

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

1018912
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

1018868 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1018868 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

1018869
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

1018905
教育の方法
放送大学叢書０１１

佐藤学 左右社

1018907
習熟度別指導の何が問題か
岩波ブックレット　Ｎｏ．６１２

佐藤学 岩波書店

1018908
授業研究入門

稲垣忠彦 佐藤学 岩波書店1018908
授業研究入門
子どもと教育

稲垣忠彦、佐藤学 岩波書店

1018909 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

1018910
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

1018916
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

電子黒板が創る学びの未来
中 史 中橋雄 ぎ う1018871

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

1018872
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

1018889
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

1018890
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

新版 小学校社会 板書で見る全単元・全時間の授業の
1018891

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

1018892
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

1018896
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

1018866
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－

田中博史、新潟市立浜浦
小学校

東洋館出版社

算数の本質を貫く話し合い活動を創るポイント
1018867

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

1018879
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

筑波大学附属小学校算
数部、盛山隆雄

東洋館出版社

1018880
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

筑波大学附属小学校算
数部、田中博史

東洋館出版社
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1018881
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

筑波大学附属小学校算
数部、中田寿幸

東洋館出版社

1018882
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

夏坂哲志、筑波大学附属
小学校算数部

東洋館出版社

1018883
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

山本良和、筑波大学附属
小学校算数部

東洋館出版社
す て 年

1018884
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

細水保宏、大野桂、筑波
大学附属小学校算数部

東洋館出版社

1018894
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

1018914
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　２００７年５・６月

筑波大学附属小学校算
数研究部

東洋館出版社

1018915
板書で見る「研究授業」
算数授業研究 第５３号 ２００７年９・１０月

筑波大学附属小学校算
数研究部

東洋館出版社
算数授業研究　第５３号　２００７年９ １０月 数研究部

1018921
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

清水静海、京都市立桃山
東小学校

東洋館出版社

1018922
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

1018885
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

1018886
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
すべて　４年

1018887
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

1018888
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

1018895
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

1018919
「にほんご」の授業
国土社の教育選書 ２１

谷川俊太郎、稲垣忠彦、
竹内敏晴 佐藤学

国土社
国土社の教育選書　２１ 竹内敏晴、佐藤学

1018893
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

1018923 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

1018870 小学校外国語活動研修ガイドブック 文部科学省 旺文社

1018873
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
ブック

、 多

1018903 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

1018920
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

1018911
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

国立特別支援教育総合
研究所

ジアース教育新社

1018875 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1018875 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

2


