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書名（タイトル） 編著者 出版者 出版年月 備考

人権教育・啓発白書　令和４年版
法務省
文部科学省

勝美印刷 22.6 新版補充 316.1 ﾎ 2022

日本国勢図会　日本がわかるデータブック　２０２２／２３ 矢野恒太記念会
矢野恒太記
念会

22.6 新版補充 351 ﾔ 2022

新しい消費者教育　第２版 神山 久美
慶應義塾大
学出版会

19.10
消費者教育の基礎知識をやさしく解
説。具体的なアイディアを盛り込み、授
業でも使える便利なテキスト。

365 ｶ

子供・若者白書　令和４年版 内閣府 日経印刷 22.7 新版補充 367.6 ﾅ 2022

文部科学白書　令和３年度 文部科学省 日経印刷 22.8 新版補充 370.591 ﾓ 2021

マンガ脱・「不登校」　２
　起立性調節障害〈ＯＤ〉：長期化する「ＯＤ複合型」への対応

加藤　善一郎 学びリンク 22.6

起立性調節障害、起立性調節障害複
合型にどう対応していくかを、内的環境
調整・知的特性を踏まえ、正しく理解す
る。

371.42 ｶ 2

子どもを支える「チーム学校」ケースブック 水野　治久 金子書房 22.7

多様なニーズのある児童生徒に対し、
どう支援を展開していくか、事例をプロ
セスで読み解き、連携のポイントを学
ぶ。

371.43 ﾐ

A4・1枚で学校を動かす　実例シート92 　新訂 渡辺 秀貴
教育開発研
究所

22.3
「Ａ４･１枚」で人を育て、組織を動かし、
学校を変える実例９２とその活用法を
紹介する。

374 ﾜ

開かれた協働と学びが加速する教室 河村　茂雄 図書文化社 22.5
学習環境として最適なクラスの実現方
法を，順を追って解説する。学級づく
り・授業づくりの方法論。

374.1 ｶ

できる教師のＴＯＤＯ仕事術 栗田　正行 東洋館出版社 19.3

教師の仕事の生産性を上げるため、
TODOリストを仕事にどうに落とし込
み、活用していくかの具体例を紹介す
る。

374.35 ｸ

若手教師の働き方 須貝　誠 東洋館出版社 21.2
授業、教材研究、事務仕事、個人面
談、会議…。多岐にわたる教師の仕事
を逆算思考で時間効率を上げる。

374.35 ｽ

教職員・教育委員会のための学校現場の声を生か
した予算づくり

内田　裕一朗
井上　聡大

ぎょうせい 22.7
文科省の現役職員＋公立小中学校事
務職員が基礎から解説する、ありそう
でなかった予算の教科書。

374.5 ｳ

養護教諭のための保健指導資料集 宇田川 和子
労働教育セ
ンター

22.2

先生方に病気について理解してもらう
資料として、校内研修の資料や保健だ
よりにもなる、すぐに使える保健指導資
料集。

374.9 ｳ

教師の「困った!」を解決する授業術
玉置　崇
和田  裕枝

プラネクサス 18.1

「効果的な机間指導」「全員参加の班
活動にするための方法」「子どもの意
見をつなぐ指導」等、さまざまな技を伝
授する。

375.1 ﾀ

総合的な探究の時間ハンドブック　地域課題解決編 吉田　雅彦 鉱脈社 22.4

高校での「総合的な探究学習」の悩み
に寄り添った共同作業、助言（コーチン
グ）による学習の実例を豊富に紹介す
る。

375.1 ﾖ

デジタル・シティズンシップ＋（プラス）　やってみよう！
創ろう！善きデジタル市民への学び

坂本　旬 大月書店 22.4

小学校から高校までの具体的な授業
例と実践のポイント、著作権ワーク
ショップ等、デジタル・シティズンシップ
教育を紹介する。

375.199 ｻ

請求記号



書名（タイトル） 編著者 出版者 出版年月 備考 請求記号

社会科が好きになる授業づくり入門 北 俊夫 文溪堂 22.1

小学校で学習する教科の中でも社会
科は特に指導の難しい教科。その指導
に悩む先生への社会科授業実践の入
門書。

375.312 ｷ

高等学校地理歴史科公民科 必履修科目ガイド 藤野　敦 学事出版 22.7

高等学校地理歴史科、公民科必履修
科目「地理総合」「歴史総合」「公共」の
ポイントを現役視学官・教科調査官ら
が解説する。

375.314 ﾌ

道徳教育キーワード辞典 赤堀　博行 東洋館出版社 21.12
「道徳科の内容・指導」「評価」「教材分
析」に関わる基礎用語をシンプルに分
かりやすく解説する。

375.35 ｱ

算数・数学わくわく道具箱
数学教育協議会
伊藤　潤一

日本評論社 22.6
わかって楽しい算数・数学のために、
長年にわたる研究と実践の成果を集
めたアイディア集。

375.41 ｲ

理論と実践をつなぐ理科教育学研究の展開
日本理科教育学
会

東洋館出版社 22.7
新たな時代に求められる理科の資質・
能力を問い直し、その保障のための理
論の応用と実践の理論化を促進する。

375.42 ﾆ

確かな学習状況を見取る小学校体育の評価規準
づくり

高田　彬成 大修館書店 22.2

小学校体育における全学年・全領域の
評価の在り方と進め方を解説する。観
点別評価規準、指導と評価の一体化を
サポート。

375.492 ﾀ

幼保連携型認定こども園における園児が心を寄せ
る環境の構成

内閣府
文部科学省
厚生労働省

フレーベル
館

22.3

園生活を通して発達に必要な経験が
得られるよう、環境を構成していくため
の、基本的な考え方や方法などについ
て解説する。

376.1 ﾅ

子どもが思わず動きだす！ソーシャルスキルモンス
ター

小貫　悟 東洋館出版社 21.3
ポスターの提示＋読み聞かせでモンス
ター（問題行動）を攻略しながら学ぶ
ソーシャルスキルトレーニング。

378 ｲ

「１人１台」端末で特別支援教育が変わる！　すぐ
に取り組め，役立つアイデア１２３

全国特別支援学
級・通級指導教室
設置学校長協会

東洋館出版社 22.3

特別支援教育における1人1台端末の
活用方法を「一斉学習」「個別学習」
「協働学習」の領域に分類し、アイデア
を紹介する。

378 ｾﾞ

科学技術・イノベーション白書 令和4年版 文部科学省 日経印刷 22.6 新版補充 502.1 ﾓ 2022

大切な人を守るための応急手当 湘南ER KADOKAWA 22.7

幅広い知識と技術を備えた「ＥＲ医」が
教える応急手当。すり傷、打撲、誤飲、
呼吸困難などの正しいケア方法が分か
る。

598.5 ｼ

【利用案内】
　◆開室日時：平日　９：００～１７：００   ◆ 貸出冊数：図書５冊、雑誌バックナンバー５冊　計１０冊まで
　◆貸出期間：３週間　　（雑誌の最新号、教科書、研究資料は貸出をしておりません。）
【資料の検索】
　総合教育センターホームページ内で、当室の所蔵資料が検索できます。　https://www.gifu-net.ed.jp/ggec/
【連絡先】　電話：058-271-3404（直通）　メール：c17781@pref.gifu.lg.jp


