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・お借りになりたい図書を職員室へお持ちください。

・図書、DVD等の貸出期間は、お一人５冊まで、２週間借りられます。

・鳥取市の教職員の方のみ利用できます。

・返却は、職員室までお返しください。なお、職員室が閉まっているときは、夜間業務

　(総合受付)が午後10時までありますので、そちらにお返しください。

・土曜日、日曜日も総合受付は開いていますので、返却できます。

・貸出期間の延長（再貸出）が1回だけできます。

・電話でお知らせください。

・予約が入っている資料は、再貸出できません。

・返却期限は必ずお守りください。

・資料を紛失または破損した場合は、弁償していただくことになります。

・大切にお取扱いください。

鳥取市教育センター　図書の貸出について

鳥取市総合教育センター　　

図書など資料を借りるとき

図書など資料を返すとき

貸出期間の延長(再貸出)

注意



Ⅰ 学校経営

書 籍 名 著者名 発行所 出版年 新規購入※

1 マルチメディアの教育利用と学習指導　コンクール入賞校の実践と研究　Ｖol.２ 坂元昴　後藤忠彦　監修 日本教育新聞社 1994.2.26

2 ピア・サポートではじめる学校づくり 滝　充　編著 金子書房 2002.1.15

3 ２学期制の工夫と効果的な運用 葉養正明　編著 ぎょうせい 2004.10.20

4 チェックポイント・学校評価NO.1　これからの学校と組織マネジメント 木岡一明　編集 教育開発研究所 2003.5.1

5 チェックポイント・学校評価NO．3　学校を取り巻く環境の把握と地域協働 木岡一明　編集 教育開発研究所 2003.9.1

6 チェックポイント・学校評価NO.4　教職員の職能発達と組織開発 木岡一明　編集 教育開発研究所 2003.11.1

7 新しい学校評価と組織マネジメント 木岡一夫　 第一法規 2003.7.15

8 ２学期制の学校経営（導入と展開）「確かな学力」の形成に向けて２学期制をどう導入するか 高階玲治 教育開発研究所 2003.11.1

9 学校支援ボランティア　特色づくりの秘けつと課題 佐藤晴雄　編 教育出版 2005.2.25

10 教育三法の改正で学校はこう変わる！
小島 宏　寺崎千秋　編
著

ぎょうせい 2007.11.10

11 実践に基づく毅然とした指導 山本修司 教育開発研究所 2007.10.1

12 実践に基づく毅然とした指導　2 山本修司 教育開発研究所 2012.3.10

13 ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙｱﾌﾟﾛｰﾁ　誰もが行きたくなる学校づくり 栗原慎二　編著 ほんの森出版 2017.9.30

13 ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙｱﾌﾟﾛｰﾁ　誰もが行きたくなる学校づくり 栗原慎二　編著 ほんの森出版 2017.9.30

14 地域環境教育を主題とした「総合学習」の展開 藤岡達也　編著 協同出版 2006.3.20

15 環境教育からみた自然災害・自然景観 藤岡達也　編著 協同出版 2007.3.31

16 環境教育と地域観光資源 藤岡達也　編著 学文社 2008.6.20

17 環境教育と総合的な学習の時間 藤岡達也　編著 協同出版 2011.3.31

18 先生になりたいあなたへ 藤岡達也　 協同出版 2010.5.1

19 教育を変える！持続発展科の誕生 上越教育大学附属中学校　編著 協同出版 2013.3.31

20 保健室は震災救護センター 藤岡達也　監修 少年写真新聞社 2009.7.15

21 生きる力をはぐくむ学校防災 学校防災研究プロジェクトチーム 協同出版 2013.3.31

22 生きる力をはぐくむ学校防災Ⅱ 学校防災研究プロジェクトチーム 協同出版 2014.3.31

23 生きる力をはぐくむ学校防災Ⅲ 学校防災研究プロジェクトチーム 協同出版 2015.3.31

24 絵でわかる　日本列島の地震・噴火・異常気象 藤岡達也　 講談社 2018.2.9

25 絵でわかる　日本列島の地形・地質・岩石 藤岡達也　 講談社 2019.1.23

26 学校マネジメントの視点から見た学校教育研究ー優れた教師を目指してー 三村隆男 学文社 2019.3.30

27 「迷惑施設」?としての学校　近隣トラブル解決の処方箋 小野田正利 時事通信社 2017.6.31

28 それでも親はモンスターじゃない！ 小野田正利 学事出版 2015.8.1

29 普通の教師が普通に生きる学校　モンスター・ペアレント論を超えて 小野田正利 時事通信社 2013.3.10

30 「つながり」を深め子どもの成長を促す教育学 露口健司編著 ミネルバ書房 2016.10.10

31 チーム学校での効果的な援助　学校心理学の最前線 水野治久 ナカニシヤ出版 2018.8.30

32 子どもと教師のための「チーム援助」の進め方 水野治久 金子書房 2014.4.30

33 学校組織の信頼 露口健司著 大学教育出版 2012.10.10

34 超多忙な教師たちを救う学校改革の極意 西留安雄 教育開発研究所2021

35 教師崩壊 先生の数が足りない、質も危ない 妹尾昌俊 PHP研究所 2020



Ⅱ 学級経営

書 籍 名 著者名 発行所 出版年 新規購入※

1 エンカウンターで学級が変わる　小学校編 國分康孝　監修 図書文化 1996.11.10

2 エンカウンターで学級が変わる　小学校編　Ｐａｒｔ２ 國分康孝　監修 図書文化 1997.10.30

3 エンカウンターで学級が変わる　小学校編　Ｐａｒｔ３ 國分康孝　監修 図書文化 1999.11.10

4 崩壊しない学級経営をめざして　教師・学級集団のタイプでみる学級経営
國分康孝　監修　　河村
茂雄　著

学事出版 1998.12.10

5 学級崩壊を起こさないクラスづくりへの処方箋 小宮山博仁 ぎょうせい 1999.11.10

6 グループ体験によるタイプ別学級育成プログラム（小学校編） 河村茂雄　編著 図書文化 2001.10.20

7 グループ体験によるタイプ別学級育成プログラム（中学校編） 河村茂雄　編著 図書文化 2001.10.20

8 エンカウンターで学校を創る 國分康孝　監修 図書文化 2001.6.15

9 構成的グループ・エンカウンターの原理と進め方　　リーダーのためのガイド 國分康孝　片野智治　著 誠信書房 2001.8.10

10 子どものためのアサーション自己実現グループワーク　自分も相手も大切にする学級づくり 園田雅代・中釜洋子　著
（株）日本・精神技術
研究所

2003.7.23

10 子どものためのアサーション自己実現グループワーク　自分も相手も大切にする学級づくり 園田雅代・中釜洋子　著
（株）日本・精神技術
研究所

2003.7.23

12 社会性を育てるスキル教育３５時間　小学５年生
國分康孝　監修　清水井
一　編集

図書文化 2007.6.10

13 社会性を育てるスキル教育３５時間　小学６年生
國分康孝　監修　清水井
一　編集

図書文化 2007.6.10

14 社会性を育てるスキル教育３５時間　中学１年生
國分康孝　監修　清水井
一　編集

図書文化 2006.11.1

16 社会性を育てるスキル教育３５時間　中学３年生
國分康孝　監修　清水井
一　編集

図書文化 2006.11.1

17 学級経営力を高める３・７・３０の法則 野中伸行　 学事出版 2006.5.1

18 体験型の子育て学習プログラム１５　来てよかったと喜ばれる新しい保護者会
亀口憲治　監修　群馬県総合
教育センター 図書文化 2006.6.10

19 いま子どもたちに育てたい学級ソーシャルスキルＣＳＳ　小学校低学年
河村茂雄　品田笑子　藤
村一夫

図書文化 2007.6.1

20 いま子どもたちに育てたい学級ソーシャルスキルＣＳＳ　小学校中学年
河村茂雄　品田笑子　藤
村一夫

図書文化 2007.6.20

21 いま子どもたちに育てたい学級ソーシャルスキルＣＳＳ　小学校高学年
河村茂雄　品田笑子　藤
村一夫

図書文化 2007.8.1

22 教室環境づくり　早わかり 杉田　洋　 小学館 2008.1.20

23 ワークシートによる教室復帰エクササイズ 河村茂雄　編集 図書文化 2003.2.25

24 子どもをつなぐ学級づくり 佐藤曉・守田暁美　 東洋館出版社 2009.10.30

25 子どもが夢中になる授業づくり 土田雄一 教育開発研究所 2011.4.1

26 クラスがみるみる素直になる方法！ 渡邉尚久 学陽書房 2011.4.15

27 「気になる子」のいるクラスがまとまる方法！ 赤坂真二 学陽書房 2011.8.10

28 読本　達人に学ぶ学級経営力 千葉市教育センター 宮坂印刷 2012.9.24

29 PBIS実践ﾏﾆｭｱﾙ＆実践集 栗原慎二　編著 ほんの森出版 2018.1.10

30 社会性と情動の学習(SEL-8S)の導入と実践 小泉令三　 ミネルヴァ書房 2011.9.10

31 社会性と情動の学習(SEL-8S)の進め方　小学校編 小泉令三/山田洋平　 ミネルヴァ書房 2011.12.10

32 社会性と情動の学習(SEL-8S)の進め方　中学校編 小泉令三/山田洋平　 ミネルヴァ書房 2011.12.9

33 教師のための社会性と情動の学習(SEL-8T)
小泉令三/山田洋平/
大坪靖直 学陽書房 2017.5.20

34 子どものきもちを育む　紙芝居作成ブック 小泉令三/山田洋平 世界文化社 2018.3.20

35 ｱｾｽの使い方・活かし方 栗原慎二・井上 弥　編著 宮坂印刷 2010.7.8

36 すぐ始められるピア・サポート　指導案＆シート集 森川澄男監修　菱田準子著 ほんの森出版 2002.12.22

37 ピア・サポートによるトラブル・けんか解決法！ 池島徳大監修　竹内和雄著 ほんの森出版 2011.7.7

38 自ら向上する子どもを育てる学級づくり 赤坂真二編著 明治図書 2015.3

39 毎日の子ども理解＆指導の心得 藤平敦・二宮龍也編著 学事出版 2018.3.6



Ⅲ 教育課程・教科教育

書 籍 名 著者名 発行所 出版年 新規購入※

1 ＡＩＤＳをどう教えるか 五島真理為　監修 解放出版社 1995.12.10

2 中学校編　「いじめ」を防ぐ道徳教育へのシナリオ
金井　肇　七條正典　津田　充　編
著

明治図書 1998. 1

3 小学校編　「いじめ」を防ぐ道徳教育へのシナリオ　
金井肇　押谷由夫　馬淵金男　編
著

明治図書 1998. 2

4 実践　クロスカリキュラム 高階玲治　編 図書文化 1996.10. 1

5 評価で完結！総合的な学習
仙台市立東2番丁小学校　小川哲
男　共著

東洋館出版社 2002.12.10

6 こころを育てる授業ベスト１７　育てるカウンセリングを生かした道徳・特活・教科の実践 諸富祥彦 図書文化 2004. 6.25

8 学力が身に付く授業の技１　教師という仕事と授業技術 奈須正裕　 ぎょうせい 2006. 4.15

9 学力が身に付く授業の技２　子どもとともに育つ「技」 守屋　淳　編著 ぎょうせい 2006. 6.15

10 学力が身に付く授業の技３　授業に命を吹き込む「技」 江間史明　編著 ぎょうせい 2006. 5.15

11 学力が身に付く授業の技４　授業をデザインする「技」 久野弘幸　編著 ぎょうせい 2006. 5.15

12 学力が身に付く授業の技５　「技」を磨き合える学校づくり 吉村敏之　編著 ぎょうせい 2006. 7.25

13 授業力の開発　No．１　導入で子どもを熱中させる発問の開発 有田和正　教材・授業開発研究所　編著 明治図書 2005. 6

14 授業力の開発　No．４　調べ活動のツールは，こう活用する！ 有田和正　古川光弘　教材・授業開発研究所
編著 明治図書 2007. 5

15 授業力の開発　NO．５　こんな板書が子どもの思考を発展させる　国語・社会編
有田和正　古川光弘　編著　教材・授業開発
研究所協力 明治図書 2008. 3

16 授業力の開発　No．６　こんな板書が子どもの思考を発展させる　算数・理科・他編
有田和正　古川光弘　編著　教材・授業開発
研究所協力 明治図書 2008. 3

45 「スタートカリキュラム」のすべて 仙台市教育委員会　編 ぎょうせい 2010.11.10

50 これで育つ！　数学的な表現力 中村享史　Y.M.E　 東洋館出版 2010. 1

51 活用する力を育てる　学習活動事典 長谷川康男　 東洋館出版 2011. 1

52 体力を高める運動　７５選　 神家一成　編著 東洋館出版 2010. 2

53 学校体育実技指導資料第８集　ゲーム及びボール運動 文部科学省　 東洋館出版 2010. 9

54 学習新聞のつくり方事典 鈴木伸男 PHP 2011.11

55 小学校理科　授業の思想 露木和男 不昧堂 2011. 4.23

57 JSLカリキュラム（中学校編） 文部科学省 文部科学省 2012. 2.20

58 音読したい英語名言３００選 英語名言研究会　編集 中経出版 2012. 9.24

59 「道徳授業改革」出発点としての授業 長野藤夫 明治図書 2012. 9.24

60 愛国心・公共の精神を教える 長野藤夫 明治図書 2012. 9.24

61 読本　達人に学ぶ授業力 千葉市教育センター (株)宮坂印刷 2012. 9.24

62 すべての子どもがわかる授業づくり 高橋　純　堀田龍也　編著 高陵社書店 2009. 4.24

63 授業づくりの知恵６０ 藤森裕治 明治図書 2015. 3

64 国語科授業づくり入門 堀裕嗣 明治図書 2015. 7



65 共同学習
赤坂真二・「THE教師力」編集
委員会

明治図書 2015. 9

66 普段の楽しい社会科授業のつくり方 長瀬拓也 黎明書房 2015.10.20

71 道徳の時代がきた！道徳教科化への提言 押谷由夫　柳沼良太編著 教育出版 2013.10.30

72 道徳の時代をつくる！道徳教科化への始動 押谷由夫　柳沼良太編著 教育出版 2014. 7. 7

73
今求められる学力と学びとはコンピテンシー・ベースのカリキュラムの
光と影

石井英真 日本標準 2017.12.10

74 「資質・能力」と学びのメカニズム 奈須　正裕　 東洋館出版 2017. 6.19

75 深い学び 田村学 東洋館出版 2018. 4.13

76 学力向上・授業改善・学校改革　カリマネ１００の処方 村川雅弘
教育開発研究
所 2018.4.20

77 ワークショップ型教員研修　はじめの一歩 村川雅弘
教育開発研究
所 2016.12.15

78 これならできる小学校教科でのプログラミング教育 赤堀侃司 東京書籍 2018.10.20

79 アクティブな学びを創る授業改革　子どもが生きる主体的・協働的な学習 西留安雄 ぎょうせい 2017. 4. 1

80 学びを起こす授業改革 村川雅弘・田村知子・東村山市立大岱小学校 ぎょうせい 201１. 3. １

81 小学校プログラミング教育の研修ガイドブック 小林祐紀・兼宗進・中川一史 翔泳社 2017. 4. 3

82 島恒生・吉永幸司のみんなでつくる「考え、議論する道徳」 島恒生・吉永幸司著 小学館 2017. 2.20

83 シリーズ・「変わる！キャリア教育」１学校に行くのは何のため？ 長田徹監修稲葉茂勝著 ミネルバ書房 2017. 3.10

84 学校と企業と地域をつなぐ 新時代のキャリア教育 長田徹・清川卓二・翁長有希東京書籍 2017. 5. 6

85 生活科の評価の決め手　　子どもの変容を的確にとらえる 寺師信之・無藤隆　編著 ぎょうせい 1993.11.25

86 ７0の事例でわかる・できる！小学校 オンライン授業ガイド 佐藤正範編著 明治図書 2020.9

87 よりよい人間関係を築く特別活動 杉田洋 図書文化 2009.12. 1

88 特別活動で学校が変わる！ 杉田洋、稲垣孝章 小学館 2020.7.20

89 特別活動の理論と実践 上岡学・林尚示編著 ミネルバ出版 2020.11. 1

90 カリキュラムマネジメント 田村知子 日本標準 2014.11.20

91 実践・カリキュラムマネジメント 田村知子 ぎょうせい 2011. 7. 1

92 キャリア教育基礎論ー正しい理解と実践のためにー 藤田晃之 実業之日本社 2014.11. 1

93 新しい時代の特別活動　個が生きる集団活動を創造する 相原次男・新富康央・南本長穂 ミネルバ出版 2010. 4.30

94 すぐれた小学校英語授業 泉恵美子・小泉仁・築道和明・大城賢・ 酒井
秀樹編 研究社 2020.10.30

95 小学校英語教育ハンドブック　－理論と実践ー 小学校英語教育学会２０周年記念誌編集委
員会　編 東京書籍 2020.10.31

96 キャリア教育　フォービギナーズ 藤田晃之 実業之日本社 2019. 6.15

97 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・吉富芳正・西岡加名恵
編著 ぎょうせい 2016. 6. 1

98 平成２９年改訂　中学校教育課程実践講座　特別活動
城戸茂・島田光美・美谷島正義・三好仁司編
著 ぎょうせい 2018. 2.15

99 日本の協同学習 日本協同教育学会編 ナカニシヤ出版 2019.10.20

100 キャリア教育 藤田 晃之 教育開発研ミネ
ルヴァ書房究所 2018.11.30 ※

101 対話を楽しみ、学びを深める算数指導 石田　淳一 東洋館出版社 1021.9.21 ※



102 カリキュラム・マネジメントで実現する学びの未来 中川　一史 翔泳社 2020.10.19 ※

103
「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資
料　小学校　国語

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版社 2020.6.27 ※

104
「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資
料　小学校　算数

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版社 2020.6.27 ※

105
「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資
料　小学校　社会

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版社 2020.6.27 ※

106
「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資
料　小学校　理科

国立教育政策研究所教
育課程研究センター

東洋館出版社 2020.6.27 ※



Ⅳ 教育相談・生徒指導

書 籍 名 著者名 発行所 出版年 新規購入※

25 適応指導教室　よみがえる「登校拒否」の子どもたち
相馬誠一　花井正樹　倉
淵泰佑　編著

学事出版 1998.7.30

26 実践　スクール・カウンセリング　学級担任ができる不登校児童・生徒への援助 田上不二夫　 金子書房 1999.4.30

27 学級で活かす教育相談　子どもを伸ばすカウンセリングの基礎 北島貞一　清水　勇　編著 ぎょうせい 2000.1.7

28 よくわかる！短期療法ガイドブック 若島孔文　長谷川啓三　 金剛出版 2000.5.20

29 学校における子どものメンタルヘルス対策マニュアル
ＪＳＰＰ　杉山登志郎　小枝達也・宮
本信也・長尾圭造 ひとなる書房 2001.11.10

30 大人が変われば子どもも変わる　脱『不登校』～４２人の軌跡～ 日本財団ボランティア支援部 日本財団 2001.12.10

31 思春期の子どもと向き合うために 文部科学省 文部科学省 2001.9.1

32 教師のためのアサーション
園田雅代　中釜洋子　沢崎俊
之　編著 金子書房 2002.10.25

33 森・黒沢のワークショップで学ぶ　解決志向ブリーフセラピー 森　俊夫　黒沢幸子 ほんの森出版 2002.4.15

34 カウンセラーのためのアサーション
平木典子　沢崎達夫　土沼雅
子　編著 金子書房 2002.7.30

35 犯した罪に向きあうこと　少年事件の臨床Ⅱ 神谷信行 明石書店 2002.7.31

37 上手な登校刺激の与え方 小澤美代子　編著 ほんの森出版 2003.4.21

38 不登校ーその後 森田洋司　編著 教育開発研究所 2003.5.31

39 育てるカウンセリングによる教室課題対応全書　１　サインを発している学級
國分康孝　國分久子　監修　品田
笑子　田島聡　齊藤優 図書文化 2003.6.25

40 育てるカウンセリングによる教室課題対応全書　２　学級クライシス
國分康孝　國分久子　監修　河村
茂雄　大友秀人　藤村一夫 図書文化 2003.6.25

41 育てるカウンセリングによる教室課題対応全書　３　非行・反社会的な問題行動
國分康孝　國分久子　監修　藤川
章　押切久遠　嘉嶋真弓 図書文化 2003.6.25

42 育てるカウンセリングによる教室課題対応全書　４　非社会的な問題行動
國分康孝　國分久子　監修　諸富
祥彦　中村道子　山崎久美子 図書文化 2003.6.25

43 育てるカウンセリングによる教室課題対応全書　５　いじめ
國分康孝　國分久子　監修　米田
薫　岸田幸弘　八巻寛治 図書文化 2003.6.25

44 育てるカウンセリングによる教室課題対応全書　６　不登校
國分康孝　國分久子　監修　片野
智治　明里康弘　植草伸之 図書文化 2003.6.25

45 育てるカウンセリングによる教室課題対応全書　７　教室で気になる子
國分康孝　國分久子　監修　吉田
隆江　森田勇　吉澤克彦 図書文化 2003.6.25

47 育てるカウンセリングによる教室課題対応全書　１０　保護者との対応
國分康孝　國分久子　監修　岡田
弘　加勇田修士　佐藤節子 図書文化 2003.6.25

48 育てるカウンセリングによる教室課題対応全書　１１　困難を乗り越える学校
國分康孝　國分久子　監修　佐藤
勝男　水上和夫　石黒康夫 図書文化 2003.6.25

49 生徒指導上の諸問題の推移とこれからの生徒指導
国立教育政策研究所生徒指
導研究センター ぎょうせい 2009.7.1

49 (改訂版)生徒指導上の諸問題の推移とこれからの生徒指導
国立教育政策研究所生徒指
導研究センター ぎょうせい 2009.7.1

50 不登校児の理解と援助 小林正幸　 金剛出版 2003.7.30

51 子どもをキレさせない　おとなが逆ギレしない対処法 戸田　有一　訳 北大路書房 2003.8.20

52 あなたは子どもの心と命を守れますか 武田さち子 ＷＡＶＥ出版 2004.2.22

53 学校心理士による心理教育的援助サービス　２ 石隈利紀　他 北大路書房 2004.4.10

54 カウンセリングプロセスハンドブック
福島脩美　田上不二夫　沢崎
達夫　諸富祥彦　編 金子書房 2004.5.26

55 保護者との関係に困った教師のために
小林正幸　有村久春　青
山洋子　編著

ぎょうせい 2004.7.20

56 不登校への対応と学校の取組について　ー小学校・中学校編ー
国立教育政策研究所生徒指
導研究センター ぎょうせい 2004.7.30

57 不登校の子への援助の実際 小林正幸　 金子書房 2004.10.25

58 教師のための不登校サポートマニュアル 小林正幸　小野昌彦　 明治図書 2005.3

59 子ども相談機関　利用ガイド 小林正幸　嶋崎政男　編 ぎょうせい 2005.11.1

60 続　上手な登校刺激の与え方 小澤美代子　編著 ほんの森出版 2006.2.18



61 不登校ゼロの達成 小野昌彦　 明治図書 2006.3

62 生徒指導必携　改訂版　 生徒指導研修会　編集 ぎょうせい 2006.8.25

63 いじめの中で生きるあなたへ 小森美登里 ＷＡＶＥ出版 2007.5.18

64 わが子をいじめから守る１０ヶ条 武田さち子 ＷＡＶＥ出版 2007.6.25

65 児童・生徒のための学校環境適応ガイドブック　－学校適応の理論と実践－
石井眞治・井上弥・沖林洋平・
栗原慎二・神山貴弥 協同出版 2009.2.28

67 解決のための面接技法（第２版）
P・D/ I・Ｋ　玉真慎子/住谷祐
子/桐田弘江訳 金剛出版 1998.11.25

68 教室の悪魔　見えない「いじめ」を解決するために
東京都児童相談センター　心理司
山脇　由貴子 ポプラ社 2006.12.20

69 不登校の予防と再登校への支援　 金子　保　著 田研出版 2003.7.25

71 登校拒否の子と親から教えられたこと　自然に学ぶ子育て 渡辺　位 教育史料出版会 1992.11.10

72 自分の気持ちをきちんと　＜伝える＞技術 平木典子 PHP研究所 2007.6.8

73 不登校　学校に背を向ける子どもたち
監修　上里一郎　編　相馬
誠一

ゆまに書房 2007.8.25

74 生徒指導提要 文部科学省 文部科学省 2010.3

75 教師と保護者の協働による不登校支援 小野昌彦　編著 東洋館出版 2011.4.19

76 カウンセリング・テクニック第1巻　学級づくりと授業に生かすカウンセリング　　 諸富祥彦 ぎょうせい 2011.8.25

77 カウンセリング・テクニック第2巻　気になる子と関わるカウンセリング 諸富祥彦 ぎょうせい 2011.8.25

78 カウンセリング・テクニック第３巻　特別支援教育に生かせるカウンセリング 諸富祥彦 ぎょうせい 2011.8.25

79 カウンセリング・テクニック第４巻　保護者との信頼関係をつくるカウンセリング 諸富祥彦 ぎょうせい 2011.8.25

80 カウンセリング・テクニック第５巻　教師のチーム力を高めるカウンセリング 諸富祥彦 ぎょうせい 2011.8.25

82 いじめを断つ！毅然とした指導３　 山本修司　編集 教育開発研究所 2012.12.1

85 子どもをめぐるトラブルと法律Ｑ＆Ａ 医療と法律研究協会 新紀元社 2005.5

94 場面緘黙児の心理と指導 河井芳文　河井英子 田研出版 1994.5.10

95 子どもと保育者の物語によりそう巡回相談 浜谷直人　三山岳 ミネルヴァ書房 2016.4.10

96 子どもを被害者にも加害者にもしない 藤井誠二 徳間書店 2014.10.15

97 子どもとまなぶいじめ・暴力克服プログラム 武田さち子 合同出版 2014.2.10

98 保護者の心をつかむ「言葉」のルール 栗田正行 東洋館出版社 2015.2.18

99 保護者とつながる教師のコミュニケーション術 小林正幸監修　早川惠子編著 東洋館出版社 2015.3.16

100 教育現場で役立つ子ども虐待対応の手引き 玉井郁夫 明石書店 2013.4.30

101 スマホやネットが苦手でも指導で迷わない！スマホ時代に対応する生徒指導・教育相談 竹内和雄 ほんの森出版 2014.7.6

102 ファンタジーマネジメント　“生きづらさ”を和らげる対話術 小栗正幸 ぎょうせい 2015

103 行為障害と非行のことがわかる本 小栗正幸  講談社 2011



Ⅴ 特別支援教育

書 籍 名 著者名 発行所 出版年 新規購入※

1 ＬＤ（学習障害）の子どもたち 茂木俊彦　監修 大月書店 1998.11.24

2 発達障害の豊かな世界 杉山登志郎 日本評論社 2000.4.20

3 ＡＤＨＤ,LD,HFPDD,軽度ＭＲ児　保健指導マニュアル 小枝達也 診断と治療社 2002.6.20

5 発達障害の子どもたち　いきいきとしたその世界 細川　徹　編 中央法規 2003.5.20

6 ９　育てるカウンセリングによる教室課題対応全書　教室で行う特別支援教育
國分康孝　國分久子　監修　月森久
江　朝日滋也　岸田優代 図書文化 2003.6.25

7
こんなサポートがあれば！ＬＤ、ＡＤＨＤ、アスペルガー症候群、高機能自閉症の
人たち自身の声

梅永雄二　著
エンパワメント
研究所

2004.3.28

8 ＡＤＨＤ　注意欠陥/多動性障害の子への治療と介入
Ｃ・キース・コナーズ　ジュリエット・
Ｌ・ジェット著　佐々木和義　訳 金子書房 2004.3.30

9 ＡＤＨD/LD指導の基礎基本　知って欲しい・出来て欲しい５０の原則 横山浩幸　著 明治図書 2004.10

13 ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症の子どもの指導ガイド　
独立行政法人国立特殊教
育総合研究所

東洋館出版社 2005.3.25

14 WISCーⅢ　アセスメント事例集　
藤田和弘　上野一彦　前川久男　石
隈利紀　大六一志　編著

日本文化科学社 2005.4.5

15 ソーシャルストーリーブック　書き方と文例
キャロル･グレイ　著　服巻
智子　監訳

クリエイツかも
がわ

2005.6.20

16 お母さんと先生が書く　ソーシャルストーリー　新しい判定基準とガイドライン
キャロル･グレイ　著　服巻
智子　訳・解説

クリエイツかも
がわ

2006.3.20

17 輝きＭＡＸ　すべての子どもが伸びる特別支援教育 品川裕香　 金子書房 2007.8.17

19 通常学級の特別支援　 佐藤慎二 日本文化科学者 2008.4.1

20 発達障害のある子どもの支援スタートブック 鬼　秀範　　編著 明治図書 2008.12

21 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　 ぎょうせい 2010.3.15

22 特異的発達障害　診断・治療のための実践ガイドライン 特異的発達障害の臨床診断と治療指針作

成に関する研究チーム　編集 診断と治療社 2010.5.27

24 LD・ADHDへのソーシャルスキルトレーニング
小貫　悟　名越斉子　三和
彩

日本文化科学
社

2010.12.21

26 【特別支援教育】実践　ソーシャルスキルマニュアル 上野一彦・岡田智　編著 明治図書 2010.12.21

28 特別支援教育コーディネーターのための　対人関係ゲーム　　活用マニュアル
田上不二夫・今田里佳・岸
田優代編

東洋館出版社 2007.12.20

29 授業のユニバーサルデザイン　VOL　２
授業のユニバーサルデザ
イン研究会

東洋館出版社 2011.4.15

30 授業のユニバーサルデザイン　VOL　３
授業のユニバーサルデザ
イン研究会　著

東洋館出版社 ２０11.2.26

31 発達障害が引き起こす不登校へのケアとサポート 齋藤万比古　編著 学研 2011.9.27

32 自閉症スペクトラムの子どものソーシャルスキルを育てるゲームと遊び レイテュル・バレゲット 黎明書房 2011.8.31

33 WISCーⅣの臨床的利用と解釈
Aﾌﾟﾘﾌｨﾃﾗ、DHｻﾌﾛﾌｽｷｰ、
AGﾜｲｽ編 上野一彦監訳

日本文化課学
社

2012.6.21

34 多層指導ﾓﾃﾞﾙ　ｱｾｽﾒﾝﾄと連動した効果的な読みの指導 梅津亜希子、杉本陽子 学研 2016.9.20

35 ｲﾗｽﾄ版　LDのともだちを理解する本 上野一彦　編著 合同出版 2011.2.15

36 学級と学童保育で行う特別支援教育 西本絹子　編著 金子書房 2008.9.24

37 学級担任の特別支援教育 河村茂雄　編著 図書文化 2005.11.10

38 「愛情の器」ﾓﾃﾞﾙに基づく愛着修復ﾌﾟﾛｸﾟﾗﾑ 米澤好史 福村出版 2015.10.20

38 「愛情の器」ﾓﾃﾞﾙに基づく愛着修復ﾌﾟﾛｸﾟﾗﾑ 米澤好史 福村出版 2015.10.20

39 七転び八起きの「自分づくり」
鳥大附属特支学校著
三木裕和監修

今井出版 2017.9.30

40 特別支援教育ライフスキルトレーニング実践ブック 梅永雄二 明治図書 2014.11

41 気になる子の保育のための運動あそび・感覚あそび 徳田克己 チャイルド本社 2013.7

42 アスペルガー症候群高機能自閉症の子どもを育てる本 佐々木正美 講談社 2002.2.3



43 アスペルガー症候群高機能自閉症のすべてがわかる本 佐々木正美 講談社 2014.2.10

44 自閉症スペクトラムSSTスタートブック 藤野　博 学苑社 2010.3.25

45 ふしぎだね！自閉症のおともだち
内山登紀夫監修安倍陽
子諏訪利明著

ミネルヴァ書房 2006.2.3

46 アスペルガー症候群(高機能自閉症）のおともだち
内山登紀夫監修安倍陽
子諏訪利明

ミネルヴァ書房 2006.3.3

47 自閉症指導・支援のための情報データ活用実践 菅原　弘 明治図書 2010.3

48 発達障害のある子どもの支援スタートブック 鬼秀範編著 明治図書 2013.6.5

49 絵を使ったソーシャルスキルトレーニング ことばと発達の学習室M エスコアール 2014.1.15

50
自尊感情を持たせ、きちんと自己主張できる子を育てるアサー
ショントレーニング４０

リサM.シャーブ著上田勢子
訳

黎明書房 2014.2.15

51 親子で楽しめる発達障がいのある子の感覚あそび・運動あそび 秦野悦子監修 ナツメ社 2014.2.20

52 聞き取りワークシート　１　言われたことをよく聞こう
NPOフトゥーロ　LD発達相
談センターかながわ

かもがわ出版 2016.10.28

53 学校における情動・社会性の学習～就学前から高等学校まで～
兵庫教育大学大学院連
合学校教育学研究科村
松京子編著

財団法人日本
学校保健会

2012.3.3

53 学校における情動・社会性の学習～就学前から高等学校まで～
兵庫教育大学大学院連
合学校教育学研究科村
松京子編著

財団法人日本
学校保健会

2012.3.3

54
「特別」ではない特別支援教育①子どもの特性を知るアセスメン
トと指導・支援

中尾繁樹 明治図書 2014.9.9

55
「特別」ではない特別支援教育③みんなの「自立活動」特別支援
学級・通級指導教室・通常の学級編

中尾繁樹 明治図書 2019.1.13

56
「特別」ではない特別支援教育⑤不器用な子どもたちの感覚運
動指導

中尾繁樹 明治図書 2016.11

57 発達障害の子どもを二次障害から守る！あったか絆づくり 岩佐嘉彦 明治図書 2013.11

58 T式ひらがな音読支援の理論と実践 小枝達也　関あゆみ
日本小児医事
出版社

2019.1.18

59
ABCフレームでわかる！気になる子の「できる」を増やすポジ
ティブ支援(小学校編）

前田卿子
エンパワメント
研究所

2017.10.25

60
特別支援教育のプロが通常学級の気になる子の「困った」を解
決します！

七木田　敦 学研 2015.6.16

61
特別支援その子に合ったサブルート探し　わかる！できる！た
めの関わり＆ツール

髙橋あつ子編著 ほんの森出版 2012.1.20

62 統合保育の方法論　相互行動的アプローチ 園山繁樹 相川書房 1996.4.26

63 特別支援教育をサポートする　読み・書き・計算指導事例集 梅田真理編著 ナツメ社 2016.6.30

64 みんなが輝くために０ 梅田真理 学びリンク 2019.12.2.

65 対人援助の作法 竹田伸也 中央法規出版 2018



Ⅵ 人権教育

書 籍 名 著者名 発行所 出版年 新規購入※

1
非暴力をめざすトレーニング・ガイド　内なる力を引き出
す１２１のアクション・メソッド

アンディ・ヒクソン　著　田上時
子　本田敏子　訳 解放出版社 1984.8.25

2 じんけんスキルブック 兵庫県人権教育研究協議会
兵庫県人権教育
研究協議会 2001.4

3 早わかり　人権教育小事典 中野陸夫　編 明治図書 2003.12

4 自分を好きになろう　セルフ・エスティームと人権感覚 中川喜代子 解放出版社 2005.10.30

5 クイズウルトラ人権１００問 辛　淑玉　　監修 解放出版社 2005.12.20

6 子どもの人権を守ろう　いじめＱ＆Ａ　（改訂） 人権実務研究会　編著 ぎょうせい 2007.6.5



Ⅶ 教育一般

書 籍 名 著者名 発行所 出版年 新規購入※

1 大人になることのむずかしさ　青年期の問題［新装版］ 河合隼雄 岩波書店 1996.1.25

2 小児精神医学マニュアル 安藤春彦　編集 篠原出版 1996.6.1

3 暮れ果つるまで　尾崎放哉と二人の女性 小山貴子 春秋社 1999.3.30

4 心をはぐくむ　子育てＱ＆Ａ
全国情緒障害児短期治
療施設協議会 2000.3

5 心をはぐくむⅡ　相談Ｑ＆Ａ
全国情緒障害児短期治
療施設協議会 2001.3

6 旅は愉し 福田光明 2000.4.1

7 教育基本法の改正で教育はどう変わるか 高階玲治　編著 ぎょうせい 2001.11.10

8 生老病死の教育観　仏教と心理療法
太田清史　岩宮恵子　阿満
利麿　老松克博

自照社 2001.4.1

9 昔話と日本人の心 河合隼雄 岩波書店 2002.1.16

10 優しい心が一番大切だよ 小森美登里 ＷＡＶＥ 2002.1.23

11 ロストプロセス・ジェネレーション
サントリー不易流行研究所
編著

神戸新聞総合出
版センター 2002.12.21

12 校長の耳ポスト　転身した新聞記者 北尾正幸 雲母書房 2002.12.5

12 校長の耳ポスト　転身した新聞記者 北尾正幸 雲母書房 2002.12.5

13
輝ける子　100メートルを10秒で走れと言われてもさ、いっくら努力しても走れな
い奴っているじゃん

明橋大二 一万年堂出版 2002.7.15

14 変光星　自閉の少女に見えていた世界 森口奈緒美 花風社 2004.1.10

15
心からのごめんなさい　一人ひとりの個性に合わせた教育を導入し
た少年院の挑戦

品川裕香　 中央法規 2005.7.20

16 市民と創る教育改革　検証：志木市の教育政策
渡部昭男　金山康博　小川正人　編
志木教育政策研究会 日本標準 2006.3.25

17 子どもと哲学を 森田伸子 勁草書房 2011.1

19 教師のためのなるほどQ＆A 全国連合退職校長会 東洋館出版社 2012.1.17

20 ちょっと先輩が教える「うまくいく」仕事のコツ 諸富祥彦 教育開発研究所 2011.4.1

21 子どもを蝕む空虚な日本語 齋藤　浩 草思社 2012.9.24

22 なぜ日本の教育は間違うのか～復興のための教育学～ 森口　朗 扶桑社 2012.9.24

23 学力の国際比較に意義あり　フィンランド教育の批判的検討 柴田勝征　 花伝社 2012.9.24

24 教職とは？　　エピソードからみえる教師・学校 「教職とは？」編集委員会　著 教育出版 2012.9.26

25 はじめての道徳教科書 道徳教育を進める有識者の会 育鵬社 2014.1.7

26 13歳からの道徳教科書 道徳教育を進める有識者の会 育鵬社 2014.1.7

27 小学生のための言志四録 NPO法人　いわむら一斉塾 PHP研究所 2014.1.7

28 小学生のための論語 斎藤孝 PHP研究所 2014.1.7

29 ワールド・カフェをやろう！ 香取一昭
日本経済新聞出
版社

2009.11.12

30 英語から学ぶスペイン語会話 細川幸夫 創拓社 1991.6.5

31 反復練習英語暗唱ノート 景山英夫＆藤井弘之 アルク 2005.10.6

32 もっと知ろう！  国を愛するこころを育む 歴史と文化 逸見博昌 悠光堂 2019.5.1

33 「学校」をつくり直す 苫野　一徳 河出新書 2019.3.30 ※



34
カウンセリング・テクニック１
学級づくりと授業に生かすカウンセリング

代表：諸富 祥彦
伊藤 亜矢子,会沢 信彦,
大友 秀人

ぎょうせい 2022.1.20 ※

35
カウンセリング・テクニック2
「気にしたい子」「困っている子」と関わるカウンセリング

代表：諸富 祥彦
金山 健一,佐々木 掌子

ぎょうせい 2022.1.20 ※

36
カウンセリング・テクニック3
特別支援と愛着の問題に生かすカウンセリング

代表：諸富 祥彦
曽山 和彦,米澤 好史

ぎょうせい 2022.1.20 ※

37
カウンセリング・テクニック4
保護者とのよい関係を積極的につくるカウンセリング

代表：諸富 祥彦
黒沢 幸子,神村 栄一

ぎょうせい 2022.1.20 ※

38
カウンセリング・テクニック5
「チーム学校力」を高めるカウンセリング

代表：諸富 祥彦
水野 治久,田村 修一

ぎょうせい 2022.1.20 ※



Ⅷ デジタル教材

名 前 発行所 出版年 新規購入※

3 道徳ドキュメント①　キミならどうする？ ＮＨＫエンタープライズ 2008

4 道徳ドキュメント②　人生はチャレンジだ ＮＨＫエンタープライズ 2008

5 道徳ドキュメント③　人とつながる ＮＨＫエンタープライズ 2008

6 第３回教育シンポジュウム　東京「これからの特別支援教育」全体質疑 財団法人中央教育研究所 2005

7
第３回教育シンポジュウム　東京「これからの特別支援教育」効果的な実践
のために

財団法人中央教育研究所 2005

8
第３回教育シンポジュウム　東京「これからの特別支援教育」理解とシステ
ム構築のために

財団法人中央教育研究所 2005

9 Ｕｎｉｔ１，２学校組織マネジメント研修～これからの校長・教頭のために～ 文部科学省 2004

9 Ｕｎｉｔ１，２学校組織マネジメント研修～これからの校長・教頭のために～ 文部科学省 2004

10 Ｕｎｉｔ１３，４学校組織マネジメント研修～これからの校長・教頭のために～ 文部科学省 2004

11 学校組織開発 鳥取県教育センター 2006

12 「食に関する個別指導」～運動部活動などでスポーツをする児童生徒のために～ ＮＨＫちゅうごくソフトプラン 2007

12 「食に関する個別指導」～運動部活動などでスポーツをする児童生徒のために～ ＮＨＫちゅうごくソフトプラン 2007

13 自閉症の子どもたち～バリアフリーを目指して～ 社団法人日本自閉症協会 2006

13 自閉症の子どもたち～バリアフリーを目指して～ 社団法人日本自閉症協会 2006

15 総務部総務課山口六平太裁判員プロジェクトはじめます！ 総務省 ＤＶＤ

17 めぐみ 政府拉致問題対策本部 2008DVD

17 めぐみ 政府拉致問題対策本部 2008DVD

18 幸せ運ぼう～阪神・淡路大震災から学ぶ～
ビジュアル版幸せ運ぼう制
作委員会 2005DVD

22 津波からにげる 国土交通省気象庁 2012DVD

23 ひらけ！エネルギーのとびら　～小学校(４～６学年向け）
経済産業省資源エネルギー
庁 ＤＶＤ

31 ようこそ！エネルギー図書館へ NHKインターナショナル ２００９ＤＶＤ

33 自分で頑張る子どもになるDVD～心にともし火がともる「チャレンジ」という魔法～ ＦＣエデュケーション ＤＶＤ

34 わがまち再発見！ぼうさい探検隊 社団法人日本損害保険協会 ＤＶＤ

35 裁判員制度 法務省 ＤＶＤ

37 消費者センスを身に付けよう 消費者庁 ２０１３ＤＶＤ

37 消費者センスを身に付けよう 消費者庁 ２０１３ＤＶＤ

38 ドキュメント立ち直ること、支えること、出会うこと 法務省保護局 ＤＶＤ

40 理科ねっとわーく 科学技術振興機構 2009ＤＶＤ

55 学校組織の危機対応教育プログラム開発事業 大坂教育大学 2009DVD

56 災害から命を守るために～防災教育教材(中学生用）～ 文部科学省 2009DVD

58 食生活学習教材(中学生用）食生活を考えよう～体も心も元気な毎日のために～ 文部科学省 ｄｉｓｋ

60 創立１００周年記念学校紹介　　　鳥取県立鳥取盲学校 鳥取県立鳥取盲学校 ｄｉｓｋ

66 AD/HD理解のための教員向け研修用教材キット 日本イーライリリー株式会社 DVD

68 音読したい英語名言３００選 英語名言研究会 ＣＤ



69 知っていますか?発達障がい～ｼﾛｳｸﾏ先生の４知ってほしい授業～
県福祉保健部子育て王国推
進局子ども発達支援課 ＣＤ

70 創り出す校内研修　研修手法編１８分　ストーリー編３４分
独立行政法人　教員研修ｾﾝ
ﾀｰ DVD

71 情報モラル教育校内研修用DVD２０１５
鳥取県ICT活用教育推進協働コンソー

シアム情報モラル部会編 DVD

72 わたしたちの道徳小学校１年～６年 文部科学省 DVD

73 オリンピック・パラリンピックに関する指導参考映像資料 スポーツ庁 DVD

74 柔道指導のための映像参考資料１－１ 文部科学省 DVD

75 柔道指導のための映像参考資料１－２ 文部科学省 DVD

76 柔道指導のための映像参考資料１－３ 文部科学省 DVD

77 柔道指導のための映像参考資料１－４ 文部科学省 DVD

78 柔道指導のための映像参考資料１－５ 文部科学省 DVD

79
全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた理科の学習指導の
改善・充実に関する指導事例集

文部科学省 DVD

80 小学校音楽映像指導資料　楽しく実践できる音楽づくり授業ガイド 文部科学省 DVD

81 レクで学校まるごと元気アップ事業平成２５年度山梨県モデル校実施記録文部科学省 DVD

82 手話でつながる支え合うコミュニケーション 鳥取県 DVD

83
第１４回全国障がい者芸術・文化祭鳥取大会テーマソング
あなたと一緒に歌いたい　ふるさと

鳥取県教育委員会 DVD

84
第１５回全国障がい者芸術・文化祭鳥取大会テーマソング
あなたと一緒に歌いたい　ふるさと

鳥取県教育委員会 DVD

84 リズム系ダンス指導のための映像参考資料 文部科学省 DVD

85 リズム系ダンス指導のための映像参考資料 文部科学省 DVD

86 リズム系ダンス指導のための映像参考資料 文部科学省 DVD

87 リズム系ダンス指導のための映像参考資料 文部科学省 DVD

88 学校における体育活動中の事故防止のための映像資料 文部科学省 DVD

89 学校における体育活動中の事故防止のための映像資料 文部科学省 DVD

90 英語教育推進リーダー中央研修DVD教材 文部科学省 DVD



Ⅸ ICT教育

書 籍 名 著者名 発行所 出版年 新規購入※

1 はじめての授業のデジタルトランスフォーメーション  高橋　純 東洋館出版社 2021

2 小学校ICTの授業づくり　超入門！
高橋　純

水谷 年孝
明治図書 2021

3 デジタル・シティズンシップ 豊福晋平 大月書店 2020.12.15 ※

4 デジタル・シティズンシップ　プラス 豊福晋平 大月書店 2022.4.18 ※



調査関係

書 籍 名 著者名 発行所 出版年

1
平成19年度全国学力・学習状況調査の分析と課題のまとめ　学習
指導の改善支援ハンドブック　授業改善から学校改善へ

鳥取県検証改善委員
会 2008.3 不明

2 支えあって生きる　登校拒否・不登校　親の会20年全国調査
NPO法人　登校拒否・不登
校を考える全国ネットワー
ク

2009.8.22 不明

７ｙ


