
書名 編著者名 本体単
若手教師を育てるマネジメント
―新たなライフコースを創る指導と支援―

大脇　康弘 2,400

2019年改訂　速解 新指導要録と「資質・能力」を育む 市川　伸一 1,800
大学入試改革対応！ミスマッチをなくす進路指導 倉部　史記 2,400
発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ 小栗　正幸 1,905
青年期の発達課題と支援のシナリオ 小栗　正幸 1,905
ファンタジーマネジメント 小栗　正幸 2,000
「脱いじめ」への処方箋 嶋崎　政男 2,190
体罰ゼロの学校づくり 本村　清人、三好　仁司 2,200
カウンセリング・テクニックで高める「教師力」第１巻 諸富祥彦 2,000
カウンセリング・テクニックで高める「教師力」第２巻 諸富祥彦 2,000
カウンセリング・テクニックで高める「教師力」第３巻 諸富祥彦 2,000
カウンセリング・テクニックで高める「教師力」第４巻 諸富祥彦 2,000
カウンセリング・テクニックで高める「教師力」第５巻 諸富祥彦 2,000

事例解説　教育対象暴力
近畿弁護士会連合会
民事介入暴力及び弁護士業
務妨害対策委員会

3,200

学校教育・実践ライブラリ　Vol.1 株式会社ぎょうせい 1,350
学校教育・実践ライブラリ　Vol.2 株式会社ぎょうせい 1,350
学校教育・実践ライブラリ　Vol.3 株式会社ぎょうせい 1,350
共生社会の時代の特別支援教育　第1巻　新しい特別
支援教育

柘植雅義 2,500

共生社会の時代の特別支援教育　第2巻　学びを保障
する指導と支援

柘植雅義 2,500

共生社会の時代の特別支援教育　第3巻　連携とコン
サルテーション

柘植雅義 2,500

福祉が世界を変えてゆく―社会の課題に取り組む現
場の声

伊藤冨士江 1,777

次代を創る「資質・能力」を育む学校づくり　第１巻
「社会に開かれた教育課程」と新しい学校づくり

吉冨芳正 2,400

次代を創る「資質・能力」を育む学校づくり　第２巻
「深く学ぶ」子供を育てる学級づくり・授業づくり

吉冨芳正 2,400

次代を創る「資質・能力」を育む学校づくり　第３巻　新
教育課程とこれからの研究・研修

吉冨芳正 2,400

平成２９年改訂　小学校教育課程実践講座　総則 天笠 茂 1,800
平成２９年改訂　小学校教育課程実践講座　国語 樺山敏郎 1,800
平成２９年改訂　小学校教育課程実践講座　社会 北俊夫 1,800
平成２９年改訂　小学校教育課程実践講座　算数 齊藤一弥 1,800
平成２９年改訂　小学校教育課程実践講座　理科 日置光久 1,800
平成２９年改訂　小学校教育課程実践講座　生活 朝倉淳 1,800
平成２９年改訂　小学校教育課程実践講座　音楽 宮下俊也 1,800
平成２９年改訂　小学校教育課程実践講座　図画工 奥村高明 1,800
平成２９年改訂　小学校教育課程実践講座　家庭 岡陽子 1,800
平成２９年改訂　小学校教育課程実践講座　体育 岡出美則 1,800
平成２９年改訂　小学校教育課程実践講座　外国語
活動・外国語

菅正隆 1,800

平成２９年改訂　小学校教育課程実践講座　特別の
教科　道徳

押谷由夫 1,800

平成２９年改訂　小学校教育課程実践講座　総合的な
学習の時間

田村学 1,800

平成２９年改訂　小学校教育課程実践講座　特別活 有村久春 1,800
平成２９年改訂　中学校教育課程実践講座　総則 天笠 茂 1,800
平成２９年改訂　中学校教育課程実践講座　国語 髙木展郎 1,800
平成２９年改訂　中学校教育課程実践講座　社会 工藤文三 1,800
平成２９年改訂　中学校教育課程実践講座　数学 永田潤一郎 1,800



平成２９年改訂　中学校教育課程実践講座　理科 小林辰至 1,800
平成２９年改訂　中学校教育課程実践講座　音楽 宮下俊也 1,800
平成２９年改訂　中学校教育課程実践講座　美術 永関和雄 1,800
平成２９年改訂　中学校教育課程実践講座　保健体 今関豊一 1,800
平成２９年改訂　中学校教育課程実践講座　技術・家 古川稔、杉山久仁子 1,800
平成２９年改訂　中学校教育課程実践講座　外国語 菅正隆 1,800
平成２９年改訂　中学校教育課程実践講座　特別の
教科　道徳

押谷由夫 1,800

平成２９年改訂　中学校教育課程実践講座　総合的な
学習の時間

田村学 1,800

平成２９年改訂　中学校教育課程実践講座　特別活 三好仁司 1,800
世界の学校体系 文部科学省 4,300
Q＆Aスクール・コンプライアンス１１１選 菱村幸彦 2,200
アクティブな学びを創る授業改革　子供が生きる主体
的・協働的な学習

西留安雄 2,200

Q＆A小中一貫教育～改正学校教育法に基づく取組
のポイント～

文部科学省小中一貫教育制
度研究会

2,700

実践！　アクティブ･ラーニング研修 村川雅弘 2,100

教師のコーチング
八尾坂 修・片山紀子・原田
かおる

1,700

カリキュラムマネジメント･ハンドブック
田村知子・村川雅弘・吉冨芳
正・西岡加名恵

2,300

どうする?　これからの道徳 大和久勝　今関和子 1500

自立と希望をともにつくる
湯浅恭正　小室友紀子　大
和久勝

1800

対話と共同を育てる道徳教育 大和久勝　今関和子 1800
海ちゃんの天気今日は晴れ 大和久勝 1500
誰もが幸せになる学力を 古関勝則 1300
気になる子と学級づくり 大和久勝　丹野清彦 1800
保護者と仲良く 大和久勝　丹野清彦 1800
話し合いをしよう 大和久勝　丹野清彦 1800
リーダーを育てよう 大和久勝　丹野清彦 1800
班をつくろう 大和久勝　丹野清彦 1800
困っている子と集団づくり 湯浅恭正 1905
子ども理解からはじめる感覚統合遊び 加藤寿宏　高畑脩平ほか 1800
学童期の作業療法入門 小林隆司　森川芳彦ほか 1800
特別支援教育簡単手作り教材BOOK 東濃特別支援学校研究会 1500

子どもの見方・受けとめ方・接し方 大沼宗男 1500
新装版ゲーム手づくりあそびBESTO100 愛知みんなの会 1500
新装版ゲーム手づくりあそびセレクト100 愛知みんなの会 1600
中学・高校『働くルール」の学習 新谷威・笹山尚人・前澤檀 1000
絶対トクする！学生バイト術 角谷信一 800
ブラック企業に負けない！労働法・労働組合を学ぶ 川村雅則・井沼淳一郎ほか 2200
主権者を育てる模擬投票 杉浦真理 1500
学校にローアンの風を 村上剛志監修 1200
学校を巡るメンタルヘルスカウンセラー 土井一博 1600
衛生推進者の手引き 大里総一郎 700
ぐんぐんできる算数練習帳１年 森川幾太郎監修 1429
ぐんぐんできる算数練習帳２年 森川幾太郎監修 1429
ぐんぐんできる算数練習帳３年 森川幾太郎監修 1429
ぐんぐんできる算数練習帳４年 森川幾太郎監修 1429
ぐんぐんできる算数練習帳５年 森川幾太郎監修 1429
ぐんぐんできる算数練習帳６年 森川幾太郎監修 1429



おはなしおもちゃ・こぶたパズル 藤田浩子 700
おはなしおもちゃ・変身泥棒 藤田浩子 800
おはなしおもちゃ・桃太郎パズル 藤田浩子 1000
‟紙とえんぴつでおはなし”小道具セット 藤田浩子 1100
おはなしの小道具セット② 藤田浩子 1200
おはなしの小道具セット③ 藤田浩子 1200
おはなしの小道具セット④ 藤田浩子 1200
あやとりでおはなし 藤田浩子 1200
ハンカチでおはなし 藤田浩子 1200
紙とえんぴつでおはなし 藤田浩子 1200
こどもといっしょにたのしくさんすう
小学1～3年編

渡辺恵津子 1350

まわる！とぶ すべる！おもちゃ 芳賀哲 1500
かざろう！あそぼう！ ほんわかおもちゃ 芳賀哲 1500
作って・歌って・話して・あそぶ
おはなし小道具

芳賀哲 1500

かわいい・びっくり！動く手作りおもちゃ 芳賀哲 1500
おばけの作り方教えます 芳賀哲 1500
こどもといっしょにたのしくさんすう
小学4～6年編

渡辺恵津子 1500

競争教育から‟共生”教育へ 渡辺恵津子 1500
論理的に考える力を引き出す 三森ゆりか 1500
冒険迷路ゲーム・おばけの森 藤田浩子 2000
お手玉・まりつき・ゴムとび 田中邦子 2800

書名 編著者名 本体単
:CDブック・「リズム遊び曲集」 井上伸子 2857
CDブック・「旅立ちの日に」 2857
DVD･CDブック・「キッズ・エイサー」 3333
CDブック・「じごくのそうべえ」 原作たｊまゆきひこ 2857
CDブック・「そうべえごくらくへゆく」 原作たｊまゆきひこ 2857
CDブック・「ガラガラドンと妖精たち」 河合正雄 2857
CDブック１　学級びらきでうたおう！ 1429
CDブック２　遠足・キャンプでうたおう！ 1429
CDブック３　学芸会・発表会でうたおう！１～泣ける感
動ソング

1429

CDブック４季節をうたおう！１～春の歌・夏の歌 1429
CDブック５　学芸会・発表会でうたおう２～笑っちゃうお
楽しみソング

1429

CDブック６　季節をうたおう！２～秋の歌・冬の歌 1429
CDブック７　お別れ会・卒業式でうたおう！ 1429
DVD＆CDブック「手話でうたうこどものうたベスト」 かわにしりさ 3333
CDブック・小学生版「合唱構成　ぞうれっしゃがやって
きた」

藤村記一郎 2857

【動く絵本シリーズ（絵本付きDVD）】合唱構成 ぞう
れっしゃがやってきた

藤村記一郎 2315

CD・たけよしかず作品集「さあ耳をすまして たけよしかず 1905
楽譜集・たけよしかず作品集「さあ耳をすまして」 たけよしかず 952
CD・こどもたちへ贈る沖縄の歌１「花」 1429
CD・こどもたちへ贈る沖縄の歌２「樹」 1429
【ソングブック】いのちの大切さを“うた”でみんなに伝
えよう！「平和のうた ～HEIWAの鐘～」

1389

CD・平和のうたベスト１「青い空は」 1429
CD・平和のうたベスト２「We shall overcome」 1429
【ライヴCD・３枚組】デューク・エイセス「珠玉のライヴ
1962-2016」

3241



CDブック・三上満＆松野迅「星めぐりの歌」 2857
楽譜集・クラスでうたうこどものうた「音楽会のうた・行
事のうた曲集」

井上伸子 1333

CD・クラスでうたうこどものうた「音楽会のうた・行事の
うた曲集」

井上伸子 2476

DVDブック・まーぼーおじさんと手づくり楽器をつくろう 河合正雄 2857
【CD】川口真由美2ndアルバム「人のチカラ - 沖縄・平
和を歌う・２ -」

2778

ピアノとヴァイオリンによるうたごえ名曲選「セレモ 1852
【メモリアルCDブック】「歌がなくては人間らしく生きて
はいけない」

笠木透 3,241

【CD・セレモニー2】 バラライカ・アコーディオン・ピアノ
によるうたごえ名曲選《ロシア編》「心さわぐ青春の歌 -
russian instrumental music」

1852

CD「PASSION（パッション）」 松野 迅 2778
【CD】東京朝鮮中高級学校合唱部「ウリハッキョ - 私
たちの学校、私たちのふるさと - 」

1667








