
令和4年度第1回放送大学・岡山県立図書館連携講座提供資料

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 資料番号

これからの時代に向けて

VUCA時代のグローバル戦略
パンカジュ・ゲ
マワット／著

東洋経済新
報社

2020.11 335.5/ｹﾏ20/ 0015631377

本当は大切なのに誰も教えてくれないVUCA時
代の仕事のキホン

河野 英太郎／著 PHP研究所 2019.3 336/ｺｳ19/ 0014862163

OECD Education2030プロジェクトが描く教育の未来
エージェンシー、資質・能力とカリキュラム

白井 俊／著 ミネルヴァ書房 2020.12 370/ｼﾗ21/ 0015698954

AI時代を生きる子どもたちの資質・能力  新学
習指導要領に対応

赤堀 侃司／著 ジャムハウス 2019.3 370.4/ｱｶ19/ 0014871198

0才から100才まで学び続けなくてはならない時
代を生きる学ぶ人と育てる人のための教科書

落合 陽一／著 小学館 2018.12 370.4/ｵﾁ18/ 0014775761

22世紀を見る君たちへ  これからを生きるため
の「練習問題」

平田 オリザ／著 講談社 2020.3 370.4/ﾋﾗ20/ 0015249386

思考力・判断力・表現力

齋藤孝式“学ぶ”ための教科書  必要な「思考
力」「判断力」「表現力」が身につく!

齋藤 孝／著 辰巳出版 2020.8 002/ｻｲ20/ 0015565229

哲学で子どもの思考力が伸び、心が成長する
親子で考える人生の疑問

小川 仁志／著 ジアース教育新社 2018.8 104/ｵｶ18/ 0014493324

考え続ける力 石川 善樹／著 筑摩書房 2020.5 141.5/ｲｼ20/ 0015283302

未来を創るプレゼン  最高の「表現力」と「伝え
方」

伊藤 羊一／著 プレジデント社 2020.5 336.49/ｲﾄ20/ 0015300122

10歳でもわかる伝え方の授業 苅野 進／著 WAVE出版 2020.1 336.49/ｶﾘ20/ 0015160658

学びに向かう力

メタ認知  あなたの頭はもっとよくなる 三宮 真智子／著 中央公論新社 2022.2 371.41/ｻﾝ22/ 0016031940

子どもと大人の主体的・自律的な学びを支える
実践  教師・指導者のための自己調整学習

中谷 素之／編著 福村出版 2021.9 371.41/ﾅｶ21/ 0015912256

教えない指導  子どもの主体的な学びを引き出
すしつもんメンタルトレーニング

鎌田 賢二／著 東洋館出版社 2021.2 375.1/ｶﾏ21/ 0015757065

ポジティブ&リフレクティブな子どもを育てる授業づくり  「学
びに向かう力」を発揮し、協働的に学ぶエデュスクラム

中田 正弘／編著 学事出版 2020.10 375.1/ﾅｶ21/ 0015392830

教えるから学ぶへ  協同的学びとの出会い 丹松 美代志／著 晃洋書房 2019.5 375.13/ﾀﾝ19/ 0014932172

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。

VUCAとは… Volatility（変動性）・Uncertainty（不確実性）・

Complexity（複雑性）・Ambiguity（曖昧性）の頭文字で、将来の予測が困難な状態のこと
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　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。

コミュニケーション力

思いやりの力  共感と心の健康 櫻井 茂男／著 新曜社 2020.11 361.4/ｻｸ20/ 0015647852

コミュニケーション大百科  イラスト&図解 戸田 久実／著 かんき出版 2019.2 361.454/ﾄﾀ19/ 0014601678

遊び・会話・家事で今こそ「家族のコミュニケーション力」
アップ  「新しい生活様式」で家族がもっと仲よくなるために

司馬 理英子／著 主婦の友社 2020.8 367.3/ｼﾊ20/ 0015366552

対話力がグングン高まる!コミュニケーション・ト
レーニング

橋本 慎也／著 明治図書出版 2021.2 375.1/ﾊｼ21/ 0015433691

未来を創造する学び  コミュニケーション能力・創造
的思考力を育む新領域創造表現活動の可能性

香川大学教育学部附
属高松中学校／著 明治図書出版 2020.4 375/ｶｶ20/ 0014688378

子どもから話したくなる「かぞくかいぎ」の秘密
一生ものの対話力を磨く

玉居子 泰子／著 白夜書房 2022.2 379.9/ﾀﾏ22/ 0016034662

話す・聞く・つながるコミュニケーション上手にな
ろう! 1  ※４巻まであります

藤野 博／監修 旬報社 2021.1 C361/ﾌｼ/1 0015404379

課題解決能力

課題解決の7Step  データ活用で地域のミライ
を変える!

コード・フォー・
ジャパン／編著

ぎょうせい 2019.12 318.5/ｺﾄ20/ 0015141153

あたらしい問題解決  「論理的思考だけでは出
せない答え」を導く

長田 英知／著
日本実業出
版社

2021.2 336.2/ﾅｶ21/ 0015738768

戦略思考が身につく問題解決トレーニング 西村 克己／著 イースト・プレス 2021.2 336.2/ﾆｼ21/ 0015738891

情報活用型プロジェクト学習ガイドブック  探究
する学びをデザインする!

稲垣 忠／編著 明治図書出版 2020.8 375.1/ｲﾅ20/ 0015345051

問う方法・考える方法　「探究型の学習」のために 河野 哲也／著 筑摩書房 2021.4 C375/ｺｳ/ 0015425911

非認知能力全般

非認知能力  概念・測定と教育の可能性 小塩 真司／編著 北大路書房 2021.8 141.93/ｵｼ21/ 0015903297

自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ  家庭、
学校、職場で生かせる!

中山 芳一／著 東京書籍 2020.7 371.3/ﾅｶ20/ 0015340912

非認知能力が育つこれからの保育  0～5歳児 横山 洋子／監修 池田書店 2021.1 376.15/ﾖｺ21/ 0015727241

非認知能力を伸ばすおうちモンテッソーリ77の
メニュー

しののめモンテッソー
リ子どもの家／監修 東京書籍 2020.9 379.9/ｼﾉ20/ 0015605587

自然あそびで子どもの非認知能力が育つ 長谷部 雅一／著 東洋館出版社 2020.7 379.9/ﾊｾ20/ 0015369085

非認知能力を育てる「しつけない」しつけのレシ
ピ  0歳～5歳児の生活習慣が身につく

大豆生田 啓友
／著

講談社 2021.8 379.911/ｵｵ21/ 0015910722

非認知能力が育つ3～6歳児のあそび図鑑 原坂 一郎／監修 池田書店 2020.7 599/ﾊﾗ20/ 0015530991

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　社会科学班
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