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　岡山県の教育

[岡山県]教育要覧　2021(令和3年度)
岡山県教育庁教
育政策課／編

岡山県教育
広報協会

2022.8
KL370.5/3/2021
B

0016451759

第3次岡山県教育振興基本計画
岡山県教育委
員会／[編]

岡山県教育
委員会

2021.2
KL373.4/14/202
1-1B

0015752082

教育県岡山の復活に向けて  全国学力テスト下位か
ら上位への飛躍と「夢育」の実現  ※館内利用

高見 英樹／著 悠光堂 2022.7 K373.4/25/ 0015982762

　非認知能力
学力テストで測れない非認知能力が子どもを
伸ばす

中山 芳一／著 東京書籍 2018.11 371.3/ﾅｶ19/ 0014794325

自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ 中山 芳一／著 東京書籍 2020.7 	371.3/ﾅｶ20/ 0015340912

究極の子育て  自己肯定感×非認知能力
おおた としまさ
／監修

プレジデント
社

2020.11 379.9/ｵｵ20/ 0015649437

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

伸芽会式非認知能力の伸ばし方 伸芽会／著 講談社 2020.5 379.9/ｼﾝ20/ 0015313885

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」の育て方　心の強い幸せな子に
なる0〜10歳の家庭教育

ボーク重子／著 小学館 2018.1 	379.9/ﾎｸ18/ 0014728653

　探究
「探究」の学びを推進する高校授業改革　学校
図書館を活用して「深い学び」を実現する

高見 京子／著 学事出版 	2019.1 017.4/ﾀｶ19/ 0014774541

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

アクティブ・ラーニングとしての国際バカロレア
「覚える君」から「考える君」へ

大迫 弘和／著 日本標準 2016.2 371.5/ｵｵ16/ 0013423538

問題解決ができる!武器としてのデータ活用術  高校生・大
学生・ビジネスパーソンのためのサバイバルスキル 柏木 吉基／著 翔泳社 2019.10 417/ｶｼ19/ 0015051253

研究って楽しい　探究心の育て方
関 和之／マン
ガ・イラスト

旺文社 2019.7 C002/ｾｷ/ 0014618698

調べるまとめる発表する調べ学習パーフェクト
ガイド  上手に情報を得るヒントがたくさん

稲葉 茂勝／著 新日本出版社 2021.2 C375/ｲﾅ/ 0015420037

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

高校生のための「探究」学習図鑑 廣瀬 志保／編著 学事出版 2022.4 L375/ﾋﾛ22/ 0015982325

※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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おしごと図鑑
WE HAVE A DREAM  201カ国202人の夢×
SDGs

WORLD
DREAM
PROJECT／編

いろは出版 2021.6 333.8/ﾜﾙ21/ 0015833908

仕事のカタログ 2023-24年版 「なりたい自分」
を見つける!

自由国民社 2022.6
366.29/ｼｺ
09/2023

0015497829

JOB PICKS未来が描ける仕事図鑑
JobPicks編集
部／編著

ニューズピッ
クス

2021.4 366.29/ﾆﾕ21/ 0015804065

なぜ僕らは働くのか  君が幸せになるために考
えてほしい大切なこと

池上 彰／監修 学研プラス 2020.3 C366/ｲｹ/ 0014666424

お仕事図鑑300  「好き」から未来を描く
16歳の仕事塾
／監修

新星出版社 2021.7 C366/ｼﾕ/ 0015439946

こども手に職図鑑  AIに取って代わられない仕
事100

子供の科学／編 誠文堂新光社 2020.11 C366/ｾｲ/ 0015384753

地方に「かえ〜る人」　自分スタイルではたら
く、暮らす

	丸尾 宜史／編 吉備人出版 2015.7 K602/111B/ 0013184809

　夢を見つけよう
世界を変えた100の偉人  アリストテレスからス
ティーヴ・ジョブズまで

ベン・ジリランド
／著

実業之日本社 2019.6 C280/ｷﾘ/ 0014616429

自分を信じた100人の男の子の物語
※『世界を変えた100人の女の子の物語』もあります。

ベン・ブルックス
／文

河出書房新社 2019.4 C280/ﾌﾙ/ 0014603823

郷土の発展につくした先人 1 しらべよう!47都道
府県 開発　※シリーズ５巻まであります。

北 俊夫／監修 偕成社 2021.4 C281/ｷﾀ/1 0016005571

日本をつくった42人  教科書完全網羅 設楽 幸生／文 理論社 2020.9 C281/ｼﾀ/ 0015367782

PEACE AND MEわたしの平和  ノーベル平和
賞12人の生きかた

アリ・ウィンター
／文

かもがわ出版 2019.9 C319/ｳｲ/ 0014634968

世界をうごかした科学者たち 生物学者
※シリーズ８巻まであります。

フェリシア・ロー
／文

ほるぷ出版 2018.11 C460/ﾛ/ 0014575708

あっ晴れ岡山人
	「あっ晴れ岡山人」
刊行委員会／企
画・編集

第25回国民文化
祭岡山県実行委
員会

2010.1 K280.8/19B/ 0010260040

　生涯学習施設

見たい!知りたい!図書館はうら側もすごい! 小田 光宏／監修 WAVE出版 2020.12 C010/ｵﾀ/ 0015403991

まちづくりと図書館 大串 夏身／著 青弓社 	2021.4 016.21/ｵｵ21/ 0015804354

博物館のひみつ  保管・展示方法から学芸員
の仕事まで

斎藤 靖二／監修 PHP研究所 2016.6 C069/ｻｲ/ 0013394184

おかやま博物館活用ガイドブック
	岡山県教育庁生涯
学習課企画推進班
／[編]

岡山県教育庁
生涯学習課

2012.2 KL375/107B/ 0011139169

学校×美術館  アクセシビリティを高める多角
的・多様な活用

岡本 裕子／編集
岡山県立美術館
学校と美術館の
連携委員会

2018.3 KL706.9/73B/ 0014452841

せとうち美術館ネットワーク 2021 全81施設
せとうち美術館ネッ
トワーク事務局／
[編]

せとうち美術館
ネットワーク事務
局

[2021]
K706.9/110/202
1B

0015752892

☆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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