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「アンガーマネジメント」とは，「怒らないこと」ではなく，「怒りと上手につきあう」ため
のトレーニングです。そのためには，衝動をコントロールするために，まず６秒間我慢するこ
とや，どんなことがあっても譲れない「～べき」と，許容できる「～べき」を仕分けるトレー
ニングをすることが大切であると著者は語ります。また注意の時に「何回言ったら～」や「ど
うして同じことばっかりするの」は要注意ワードだそうです。それは自分が注意していること
が伝わっていない証拠だからです。どのように「怒ればいい」のか。自分を変えるきっかけと
なる一冊です。

次期学習指導要領のキーワード「主体的・対話的で深い学び」。「算数を通して育てたい力が
算数科における深い学びにつながることはいうまでもありません。」と著者は書かれていま
す。本書の第１章では深い学びをつくるために，「使えなくする」「解けなくする」「一瞬だ
け見せる」「条件をずらす」などの“しかけ”が１４例紹介されています。授業の中でそれら
の“しかけ”をすることで，児童が解決に向かうために意見を出したり，話し合あったりする
具体的な場面が示されています。さらに第２章では“しかけ”を組み合わせた授業実践も紹介
されています。

『保育者のためのアンガーマネジメント入門』

『14のしかけでつくる「深い学び」の算数授業』

本書は，自閉症をもつ兄弟が偏見やいじめに遭いながらも，両親の大きな愛に包まれ大人に
なっていく成長の記録です。「障がい児を担任するにあたり，「おもしろい」「楽しい」と最
初に言う先生はアタリで，「たいへんだ」と言う先生はハズレだ。親にしてもそれは同じだ。
「たいへん」と思っているうちは子どもたちを叱ってばかりいた。「おもしろい」と思えた瞬
間、子どもの気持ちがわかりはじめる」とは，母親である志ほみさんの言葉です。少しの笑い
と大きな感動とともに，教師として親として子どもにどう関わればいいのかについて考えさせ
られます。

高校では既に英語の授業は原則英語でとなっていますが，2018年からは中学校でも本格的に
オールイングリッシュでという方針が文部科学省から出され，新学習指導要領にも明示されま
した。本書では中学生にも伝わる，中学生でも使える「３語フレーズ」が紹介されています。
「３語フレーズ」とは，３単語ではなく，ＳＶＯやＳＶＣといった３要素を表します。例え
ば，“Write the spelling of the word 5 times and remember its spelling.”を“Write
the word 5 times.”とジェスチャー付きで言った後，“Try to remember it.”のように言
うやり方です。生徒と楽しくやり取りをしながら授業を進める方法が紹介された本です。

『イマイキテル自閉症兄弟の物語』

『3語で伝わる!最強の英語授業』
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0・1・2歳未満児の食事

１月分新着資料の一部を紹介します。

0歳からの発達が気になる赤ちゃんにやってあげたい
こと  気づいて・育てる超早期療育プログラム

「考え、議論する道徳」の指導法と評価

インクルーシブ教育システム構築に向けた地域における体制づく
りのグランドデザイン  文部科学省モデル事業等の実践を通じて

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

発達障害のある人とのコミュニケーションに役立
つコミュニケーションパートナーハンドブック

ADHDの子の育て方のコツがわかる本

音楽教育実践学事典  学校音楽の理論と実践
をつなぐ

だれも教えてくれない教師の仕事の流儀と作法  信
頼され、敬愛される教育者となるために

教科のプロが教える「深い学び」をうむ授業づくりの極意
筑波大学附属小10人の先生から学ぶ主体的・対話的で深
い学びの授業とは?

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どうぞ。
Http://ｗｗｗ.libnet.pref.okayama.jp/   E-mail libnet@libnet.pref.okayama.jp  TEL 086-224-1286  FAX 086-224-1208

認定こども園における保育形態と保育の質

MINERVAはじめて学ぶ保育 9  インクルーシブ
保育論

イラストで読む!幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認
定こども園教育・保育要領はやわかりBOOK  平成29年告示対応

幼稚園教育要領

アクティブラーニングで学ぶ福祉科教育法  高
校生に福祉を伝える

イラストと写真でわかる武道のスポーツ医学 少林寺拳法  中学校
体育の少林寺拳法指導と外傷・障害、事故予防のポイント

小学校プログラミング教育がわかる、できる  子どもが夢中
になる各教科の実践

チームで育む病気の子ども  新しい病弱教育の
理論と実践

全員が参加!全員が活躍!学級担任のための学
芸会指導ガイド

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

子どもが動き出す授業づくり  総合・道徳・保健
の時間にできる「主体的・対話的で深い学び」

造形教育の手法  図工・美術教育へのアプロー
チ

小学校英語早わかり実践ガイドブック  新学習
指導要領対応

道徳科授業のつくり方  パッケージ型ユニットで
パフォーマンス評価

書　　　　　　名

となりのPTAの実践このPTAがすごい!  全国活
動事例集
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