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思考する歴史教育への挑戦  暗記型か、思考型
か、揺れるアメリカ

川上 具美／著
九州大学出版
会

2018.3 372.53/ｶﾜ18/ 0014421531

シリーズ・新時代の学びを創る 3  社会科授業の理
論と実践

あいり出版 2016.12
375.08/ｼﾘ
15/3

0013768494

新社会科討論の授業づくり  思考・理解が深まる
テーマ100選

北 俊夫／著 学芸みらい社 2017.4 375.3/ｷﾀ17/ 0013898218

社会科教育におけるカリキュラム・マネジメント  ゴールを基
盤とした実践及び教員養成のインストラクション 須本 良夫／編著 梓出版社 2017.4 375.3/ｽﾓ17/ 0013964747

「考える」社会科の授業  愛知教育大学教職大学
院発

中妻 雅彦／編著 同時代社 2016.3 375.3/ﾅｶ16/ 0013470752

社会科教育の今を問い、未来を拓く  社会科(地理
歴史科、公民科)授業はいかにしてつくられるか

日本社会科教育
学会／編

東洋館出版社 2016.11 375.3/ﾆﾎ16/ 0013759287

社会科教育と災害・防災学習  東日本大震災に社
会科はどう向き合うか

日本社会科教育
学会／編

明石書店 2018.8 375.3/ﾆﾎ18/ 0014516215

社会科教科内容構成学の探求  教科専門からの
発信

松田 愼也／監修 風間書房 2018.3 375.3/ﾏﾂ18/ 0014448385

「公民的資質」とは何か  社会科の過去・現在・未
来を探る

唐木 清志／編著 東洋館出版社 2016.11 375.31/ｶﾗ17/ 0013937867

これからの「歴史教育法」 野崎 雅秀／著 山川出版社 2017.5
375.324/ﾉｻ
17/

0014022248

景観写真で読み解く地理 加賀美 雅弘／編 古今書院 2018.4 375.33/ｶｶ18/ 0014407803

社会教育・生涯学習論  すべての人が「学ぶ」ため
に必要なこと

鈴木 敏正／編著 学文社 2018.9 379/ｽｽ18/ 0014567887

新しい教職教育講座 教科教育編2  初等社会科教
育

原 清治／監修
ミネルヴァ書
房

2018.3
370.8/ﾊﾗ
18/2

0014407720

小学校学習指導要領の読み方・使い方 2017 「術」
「学」で読み解く教科内容のポイント

大森 直樹／編著 明石書店 2017.8
375.1/ｵｵ
17/2017

0014194104

21世紀の教育に求められる「社会的な見方・考え
方」

江口 勇治／監
修・編著

帝国書院 2018.3 375.3/ｴｸ18/ 0014531412

社会科の授業 小学3年 1時間ごとの授業展開・応
答例・板書を一体化

加藤 好一／著 民衆社 2018.3 375.3/ｶﾄ18/3 0014526008

小学校社会科「新内容・新教材」指導アイデア 北 俊夫／編著 明治図書出版 2018.4 375.3/ｷﾀ18/ 0014534770

これで、社会科の『学び合い』は成功する!  新学習
指導要領対応

水落 芳明／編著 学事出版 2018.4 375.3/ﾐｽ18/ 0014262877

教師がつくる新しい社会科の授業  授業づくりにお
ける5つのキーワード

安野 功／編著 日本標準 2017.11 375.3/ﾔｽ18/ 0014224422

一人ひとりが考え、全員でつくる社会科授業 由井薗 健／著 東洋館出版社 2017.6 375.3/ﾕｲ17/ 0013917901

板書&展開例でよくわかる社会科授業づくりの教科
書 3・4年 主体的・対話的で深い学びを実現する!

朝倉 一民／著 明治図書出版 2018.6
375.312/ｱｻ
18/3

0014549521

　　　2019.5　岡山県立図書館

県立図書館にある『社会科教育』に関する主な本の一部を紹介しています。
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中学校学習指導要領の読み方・使い方 2017 「術」
「学」で読み解く教科内容のポイント

大森 直樹／編著 明石書店 2017.9
375.1/ｵｵ
17/2017

0014199913

見方・考え方 社会科編 「見方・考え方」を働かせる
真の授業の姿とは?

澤井 陽介／編著 東洋館出版社 2017.10 375.1/ｻﾜ17/ 0014125660

新社会科授業づくりハンドブック 中学校編
全国社会科教育
学会／編

明治図書出版 2015.10 375.3/ｾﾝ16/ 0013347844

教師のための地図活  地図帳・地球儀・防災・観光
の活かし方

寺本 潔／著 帝国書院 2017.4
375.332/ﾃﾗ
17/

0013956537

小学校における社会科地理教育の実践と課題 水野 雅夫／著 古今書院 2017.12
375.332/ﾐｽ
18/

0014228381

中学校地理の雑談ネタ40  授業をもっと面白くする! 井田 仁康／著 明治図書出版 2018.2
375.333/ｲﾀ
18/

0014254221

「地理総合」ではじまる地理教育  持続可能な社会
づくりをめざして

碓井 照子／編 古今書院 2018.7
375.334/ｳｽ
18/

0014552269

すぐ実践できる!アクティブ・ラーニング中学社会 朝比奈 雅人／著 学陽書房 2016.4 375.3/ｱｻ16/ 0013572532

すぐ実践できる!アクティブ・ラーニング高校地歴公
民

後呂 健太郎／著 学陽書房 2016.4 375.3/ｳｼ16/ 0013572540

アクティブ・ラーニングを位置づけた中学校社会科
の授業プラン

小原 友行／編著 明治図書出版 2016.7 375.3/ｺﾊ16/ 0013607510

アクティブ・ラーニングを位置づけた小学校社会科
の授業プラン

小原 友行／編著 明治図書出版 2017.3 375.3/ｺﾊ17/ 0013898721

中学社会科“アクティブ・ラーニング発問”174  わくわくド
キドキ地理・歴史・公民の難単元攻略ポイント

峯 明秀／編 学芸みらい社 2016.4 375.3/ﾐﾈ16/ 0013579867

歴史的思考力を育てる  歴史学習のアクティブ・
ラーニング

永松 靖典／編 山川出版社 2017.6
375.32/ﾅｶ
17/

0014056329

主権者はつくられる 池田 賢市／編著
アドバンテージ
サーバー

2018.7
375.31/ｲｹ
18/

0014556716

クイズ主権者教育-ウッソー?ホント!楽しい教材71 河原 和之／著 学芸みらい社 2017.4 375.31/ｶﾜ17/ 0013890553

やさしい主権者教育  18歳選挙権へのパスポート 田中 治彦／編著 東洋館出版社 2016.6 375.31/ﾀﾅ16/ 0013604178

子どものための主権者教育  大学生と行政でつくる
アクティブ・ラーニング型選挙出前授業

中 善則／編著
ナカニシヤ出
版

2017.9
375.312/ﾅｶ
18/

0014209852

現役先生が教える主権者教育授業実例集
国政情報セン
ター

2016.11
375.314/ｱｶ
16/

0013689765

高校生のための主権者教育実践ハンドブック 桑原 敏典／編著 明治図書出版 2017.4
375.314/ｸﾜ
17/

0013890561

授業LIVE18歳からの政治参加  アクティブラーニン
グで学ぶ主権者教育<授業事例集>

清水書院 2017.9
375.314/ﾊｼ
17/

0014194153

18歳選挙権に向けて主権者教育のすすめ  先生・
生徒の疑問にすべてお答えします

藤井 剛／著 清水書院 2016.6
375.314/ﾌｼ
16/

0013596564

実践学校模擬選挙マニュアル

早稲田大学マニフェ
スト研究所シティズン
シップ推進部会／編
集

ぎょうせい 2016.4
375.314/ﾜｾ
16/

0013572565

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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