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フィンランドの大学における小学校英語担当教員養成
システム  小学校英語教科化への対応策をもとめて

伊東 治己／著 溪水社 2018.8 372.389/ｲﾄ19/ 0014576433

国際バカロレアの英語授業  世界標準の英語教
育とその実践

赤塚 祐哉／著 松柏社 2018.10 375.893/ｱｶ18/ 0014573919

英語指導法 理論と実践  21世紀型英語教育の探
究

赤松 信彦／編著 英宝社 2018.1 375.893/ｱｶ18/ 0014258685

英語学を英語授業に活かす  市河賞の精神を受
け継いで

池内 正幸／編 開拓社 2018.9 375.893/ｲｹ18/ 0014566053

英語教師力アップシリーズ 4  授業力アップのため
の英語授業実践アイディア集

開拓社 2018.11 375.893/ｴﾄ17/40014794341

英語教材を活かす  理論から実践へ 小野 尚美／著 朝日出版社 2018.3 375.893/ｵﾉ18/ 0014531453

英語学習ポートフォリオの理論と実践  自立した学
習者をめざして

清田 洋一／編 くろしお出版 2017.9 375.893/ｷﾖ18/ 0014206361

行動志向の英語科教育の基礎と実践  教師は成
長する

JACET教育問題
研究会／編

三修社 2017.11 375.893/ﾀｲ18/ 0014228399

なぜ、いま小学校で外国語を学ぶのか 小学館 2019.3 375.893/ﾅｵ19/ 0014871214

技能を統合した英語学習のすすめ  小学校・中学
校・高等学校での工夫と留意

中森 誉之／著 ひつじ書房 2018.9 375.893/ﾅｶ18/ 0014716633

検証迷走する英語入試  スピーキング導入と民間
委託

南風原 朝和／編 岩波書店 2018.6 375.893/ﾊｴ18/ 0014547855

Q&A小学英語指導法事典  教師の質問112に答え
る

樋口 忠彦／編著 教育出版 2017.10 375.893/ﾋｸ18/ 0014224539

これからの英語教育の話をしよう 藤原 康弘／編 ひつじ書房 2017.8 375.893/ﾌｼ17/ 0014194237

英語学と英語教育の接点 中川 直志／編著 金星堂 2017.3 830.4/ﾅｶ17/ 0013980818

英語教育徹底リフレッシュ  グローバル化と21世紀
型の教育

今尾 康裕／編 開拓社 2017.4 830.7/ｲﾏ17/ 0014002703

小学校英語の文字指導  リタラシー指導の理論と
実践

アレン玉井光江
／著

東京書籍 2019.3 375.893/ｱﾚ19/ 0014858948

英語絵本を使った授業つくり  CLIL的アプローチ指
導案12か月

内山 工／著 郁朋社 2018.6 375.893/ｳﾁ18/ 0014548705

はじめての小学校外国語活動実践ガイドブック
新学習指導要領対応

大城 賢／編著 開隆堂出版 2017.11 375.893/ｵｵ18/ 0014158828

小学校英語から中学校英語への架け橋  文字教育を
取り入れた指導法モデルと教材モデルの開発研究

小野 尚美／著 朝日出版社 2017.3 375.893/ｵﾉ17/ 0013885942

主体的な学びをめざす小学校英語教育  教科化
からの新しい展開

金森 強／編著 教育出版 2017.10 375.893/ｶﾅ18/ 0014224521

絵本で楽しく!幼児と小学生のための英語  英語教
育と日本語教育の視点

木戸 美幸／編著 大阪教育図書 2017.8 375.893/ｷﾄ17/ 0014194211

小学校教室英語ハンドブック 向後 秀明／著 光村図書出版 2019.1 375.893/ｺｳ19/ 0014858963

小学校で英語を教えるためのミニマム・エッセン
シャルズ  小学校外国語科内容論

酒井 英樹／編著 三省堂 2017.7 375.893/ｻｶ17/ 0014056311

　　　　2019.6 岡山県立図書館

県立図書館にある『外国語活動・英語教育』に関する主な本の一部を紹介しています。
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“先生”のための小学校英語の知恵袋  現場の『?』
に困らないために

酒井 志延／編著 くろしお出版 2018.7 375.893/ｻｶ18/ 0014447932

今すぐ教えられる小学校英語指導案集  モジュー
ル対応

佐藤 久美子／編
著

朝日出版社 2017.6 375.893/ｻﾄ17/ 0013995857

小学生に英語の読み書きをどう教えたらよいか 田中 真紀子／著 研究社 2017.3 375.893/ﾀﾅ17/ 0013826409

1日5分で英語の授業を劇的に変える方法  すぐで
きる!北相木メソッド

松倉 邦幸／著
健康ジャーナ
ル社

2019.1 375.893/ﾏﾂ19/ 0014829501

これで、小学校外国語の『学び合い』は成功する!
実例で見る!外国語×働き方改革

水落 芳明／編著 学事出版 2018.11 375.893/ﾐｽ19/ 0014580260

先生のための授業で1番よく使う英会話  ミニフ
レーズ300

山崎 祐一／著 Jリサーチ出版 2017.8 375.893/ﾔﾏ17/ 0013926100

自分の本当の気持ちを「考えながら話す」小学校
英語授業  使いながら身に付ける英語教育の実現

山田 誠志／編著 日本標準 2018.4 375.893/ﾔﾏ18/ 0014262935

小学校英語教科化への対応と実践プラン  新学習
指導要領ポイントはここ!

吉田 研作／編集
教育開発研究
所

2017.6 375.893/ﾖｼ17/ 0014155261

「困り」解消!小学校英語ハンドブック  どの子も分
かる楽しさを味わえる小学校英語

ジアース教育
新社

2017.9 378/ﾀﾀ17/ 0014094296

若手英語教師のためのお悩み解決BOOK 阿野 幸一／著 大修館書店 2017.12 375.893/ｱﾉ18/ 0014224513

中学英語生徒がどんどん話せるようになる!即興ス
ピーキング活動

胡子 美由紀／著 学陽書房 2018.7 375.893/ｴﾋ18/ 0014552327

英語運用力が伸びる5ラウンドシステムの英語授
業

金谷 憲／監修・
著

大修館書店 2017.9 375.893/ｶﾅ17/ 0014084271

レッスンごとに教科書の扱いを変えるTANABU Modelと
は  アウトプットの時間を生み出す高校英語授業

金谷 憲／編著 アルク 2017.11 375.893/ｶﾅ18/ 0014233936

英文法、何を重点的に教えるか  大学入試分析を
授業に活かす

佐藤 誠司／著 大修館書店 2017.9 375.893/ｻﾄ17/ 0014084339

3語で伝わる!最強の英語授業 瀧沢 広人／著 学陽書房 2017.10 375.893/ﾀｷ17/ 0014125728

中学英語生徒が5分で話し出す!スピーキング活動
ベスト45

瀧沢 広人／著 学陽書房 2019.2 375.893/ﾀｷ19/ 0014858955

中学校英語科における教室談話研究  文法指導
とコミュニケーション活動の検討

東條 弘子／著 風間書房 2018.1 375.893/ﾄｳ18/ 0014368575

テストが導く英語教育改革  「無責任なテスト」への
処方箋

根岸 雅史／著 三省堂 2017.8 375.893/ﾈｷ17/ 0014061113

はじめてのオールイングリッシュ授業  今日から使
える基本フレーズ&活動アイデア

又野 陽子／著 明治図書出版 2017.8 375.893/ﾏﾀ17/ 0014194658

高校英語授業を知的にしたい  内容理解・表面的
会話中心の授業を超えて

三浦 孝／編著 研究社 2016.7 375.893/ﾐｳ16/ 0013596572

英語で教える英語の授業  その進め方・考え方 望月 正道／著 大修館書店 2016.10 375.893/ﾓﾁ17/ 0013620380

すぐ実践できる!アクティブ・ラーニング高校英語 江村 直人／著 学陽書房 2017.3 375.893/ｴﾑ17/ 0013952387

アクティブ・ラーニングを位置づけた小学校英語の
授業プラン

菅 正隆／編著 明治図書出版 2017.7 375.893/ｶﾝ17/ 0014078885

「プロ教師」に学ぶ真のアクティブ・ラーニング  ="
“脳働”的な英語学習のすすめ"

中嶋 洋一／責任
編集

開隆堂出版 2017.8 375.893/ﾅｶ17/ 0014194229

英語授業・全校での協同学習のすすめ  「主体的・
対話的で深い学び」をめざして

根岸 恒雄／著 高文研 2019.3 375.893/ﾈｷ19/ 0014899686

寺島メソッド英語アクティブ・ラーニング 山田 昇司／編著 明石書店 2016.11 375.893/ﾔﾏ16/ 0013756044

All Englishでできるアクティブ・ラーニングの英語授
業  使えるフレーズ満載!

山本 崇雄／著 学陽書房 2016.12 375.893/ﾔﾏ16/ 0013760624

ホームページからも蔵書検索できます！ご不明な点及びご相談は、社会科学カウンターまでお気軽にお尋ね下さい。メール、電話、Faxでもお受けします。

http://www.libnet.pref.okayama.jp/      E-mail:libnet@libnet.pref.okayama.jp 　Ｔｅｌ　086-224-1286　Fax 086-224-1208　社会科学班
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