
著　者 出版社 出版年 請求記号 資料番号

「みんな」の学級経営 1年生 伸びるつながる 安部 恭子／編著 東洋館出版社 2018.3
374.12/ｱﾍ

18/1
0014529168

ユニバーサルデザインの学級づくり・授業づくり
小学校1年 12か月のアイデア事典

上野 一彦／監修 明治図書出版 2018.3
374.12/ｳｴ

18/1
0014261820

小学1年の学級づくり&授業づくり  12か月の仕事術 多賀 一郎／編 明治図書出版 2019.3
374.12/ﾀｶ

19/
0014870596

小1担任のための学級経営大事典  1年間まるっとおまかせ!
『授業力&学級経
営力』編集部／編

明治図書出版 2019.3
374.12/ﾒｲ

19/
0014870414

八巻寛治365日の学級づくり 低学年編
やまかんメソッドでつくる最高の教室

八巻 寛治／著 明治図書出版 2020.3
374.12/ﾔﾏ

20/1
0014680789

『授業力&学級経
営力』編集部／編

明治図書出版 2020.9 374.1/ﾒｲ20/ 0015377997

笠井 美香／著 学芸みらい社 2019.8
374.12/ｶｻ

21/
0015403538

深浦 喜久雄／著 小学館 2015.6
374.12/ﾌｶ

18/
0014293179

友田 真／著 明治図書出版 2020.2
374.12/ﾄﾓ

20/
0014670608

中村 健一／編著 黎明書房 2017.1
374.12/ﾅｶ

17/
0013765227

菊池 省三／編著 日本標準 2017.1
374.12/ｷｸ

17/1
0013885843

中嶋 郁雄／著 学陽書房 2017.7 375.2/ﾅｶ17/ 0014059380

三好 真史／著 東洋館出版社 2020.3 375.1/ﾐﾖ20/ 0014676571

吉田 順／著 学事出版 2020.6 375.2/ﾖｼ20/ 0015358369

青山 由紀／著 東洋館出版社 2019.6
374.12/ｱｵ

19/
0014981054

高久 啓吾／著 学事出版 2020.3 374.1/ﾀｶ20/ 0014685580

佐藤 正寿／著 明治図書出版 2020.10
374.12/ｻﾄ

21/
0015392780

静岡教育サークル
「シリウス」／編著 明治図書出版 2019.3

374.12/ｼｽ
19/

0014866461

沼田 晶弘／監修 ナツメ社 2020.4
374.12/ﾇﾏ

20/
0014678916

平山 靖／編著 学芸みらい社 2020.6
374.12/ﾋﾗ

20/
0015307838

松尾 信悟／著 明治図書出版 2020.9
374.12/ﾏﾂ

20/
0015379803

三好 真史／著 黎明書房 2020.8
374.12/ﾐﾖ

20/
0015384134

前田 智行／著 明治図書出版 2021.4 378.8/ﾏｴ21/ 0015682222

加藤 博之／著 明治図書出版 2020.5 378/ｶﾄ20/ 0015307465

田中 裕一／監修 東洋館出版社 2017.10 378/ﾀﾅ18/ 0014224653

七木田 敦／著 学研教育みらい 2019.3 378/ﾅﾅ19/ 0014871305

村野 聡／著 学芸みらい社 2018.4 378/ﾑﾗ18/ 0014526529

子どもを伸ばす教師の見方  子どものどこをどう見て、どう褒め、叱る?

6年生担任の仕事術  卒業に向けて

ホメる!教師の1日

　　　　2021.11　岡山県立図書館
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withコロナの学級経営と授業づくり

先生大好き!小学1年生に効く!“キュートな指導”の法則
 小学1年の担任になったら読む本

書      名

小学校発!一人ひとりが輝くほめ言葉のシャワー [1]
※[２] もあります

信頼される教師の叱り方
フツウの教師・デキる教師・凄ワザな教師

教師の言葉かけ大全

「叱り方」の教科書   学級・学年の“荒れ”を防ぐ叱り方

「かかわり言葉」でつなぐ学級づくり

楽しみながら信頼関係を築くゲーム集

学級づくりに役立つ!毎日できる「昔遊び・伝承遊び」

お楽しみ会&ミニパーティアイデア事典  手軽にできて盛り上が
る!

子どもが「話せる」「聞ける」クラスに変わる!学級あそび

面白レク&学習ゲーム55選

5分でできる場面別学級ミニゲーム  準備ゼロで簡単・楽しい!

スキマ時間で大盛り上がり!楽しい教室クイズ77

ユニバーサルデザインの学級づくり
全体指導×個別支援で実現する!

こんなときどうする?発達が気になる子への指導・支援Q&A100
親も教師も悩み解決!

小・中学校でできる「合理的配慮」のための授業アイデア集

小学校教師のための気になる子の保護者対応

イラスト版通常学級での特別支援教育  授業づくり・学級経営
場面でパッとできる支援100
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から検索お役立ちブックリスト
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著　者 出版社 出版年 請求記号 資料番号

子どもが伸びるポジティブ通知表所見文例集 小学校1年
新学習指導要領対応!指導要録にも使える

小川 拓／編著 学事出版 2020.4
374.12/ｵｶ

20/1
0014686265

新3観点保護者の信頼を得る通知表所見の書き方&文例集
小学校低学年

田中 耕治／編著 日本標準 2020.7
374.12/ﾀﾅ

20/1
0015348360

子どもの学びが深まる・広がる通知表所見文例集
小学校低学年

評価実践研究会／
著

東洋館出版社 2020.7
374.12/ﾋﾖ

20/1
0015375975

どの子も輝く!通知表の書き方&所見文例集
小学校低学年　1,2年生向け

『授業力&学級経営
力』編集部／編 明治図書出版 2020.6

374.12/ﾒｲ
20/1

0015395288

土田 雄一／編集 教育開発研究所 2020.7
374.12/ﾂﾁ

20/
0015366578

赤坂 真二／編著 明治図書出版 2017.5 374.6/ｱｶ17/ 0013907779

大石 幸二／監修 学苑社 2020.2 374.6/ｵｵ20/ 0015163355

くま ゆうこ／著 東洋館出版社 2021.3 374.6/ｸﾏ21/ 0015444029

齋藤 浩／著 学事出版 2019.3 374.6/ｻｲ19/ 0014610281

堀 裕嗣／編著 明治図書出版 2020.3
374.6/ﾎﾘ

20/1
0014675946

赤坂 真二／著 明治図書出版 2020.3
374.12/ｱｶ

20/1
0015395767

城ケ崎 滋雄／著 学陽書房 2019.11
374.12/ｼﾖ

19/
0015094568

高本 英樹／著 明治図書出版 2020.3
374.12/ﾀｶ

20/
0015203284

俵原 正仁／著 学陽書房 2019.6
374.12/ﾀﾜ

19/
0014943336

成瀬 仁／著 明治図書出版 2019.3
374.12/ﾅﾙ

19/
0014866479

野中 信行／著 学陽書房 2021.7
374.12/ﾉﾅ

21/
0015869290

山田 洋一／著 明治図書出版 2019.6
374.12/ﾔﾏ

19/
0014943237

梶川 高彦／編著 黎明書房 2020.5 374.3/ｶｼ20/ 0015361397

丸岡 慎弥／著 学陽書房 2016.10 374.6/ﾏﾙ17/ 0013837109

宇野 弘恵／著 明治図書出版 2018.6 375.2/ｳﾉ18/ 0014541494

大前 暁政／著 東洋館出版社 2021.2
374.12/ｵｵ

21/
0015757081

河原田 友之／監
修

時事通信出版局 2019.2
374.12/ｶﾜ

19/
0014862452

こちゃ／著
(文・マンガ)

学陽書房 2021.3
374.12/ｺﾁ

21/
0015757958

中嶋 郁雄／著 学陽書房 2020.2
374.12/ﾅｶ

20/
0015170616

西野 宏明／著 明治図書出版 2016.8
374.12/ﾆｼ

16/
0013609284

江澤 隆輔／著 東洋館出版社 2019.2
374.35/ｴｻ

19/
0014866206

坂本 良晶／著 学陽書房 2019.3
374.35/ｻｶ

19/
0014871149

庄子 寛之／著 明治図書出版 2018.9
374.35/ｼﾖ

18/
0014566012

山中 伸之／著 学陽書房 2020.3
374.35/ﾔﾏ

20/
0014676555

江越 喜代竹／著 学陽書房 2021.4
374.37/ｴｺ

21/
0015683329

保護者を味方にする教師の心得

書      名

全
学
年
あ
り
ま
す

先生のための保護者相談ハンドブック
配慮を要する子どもの保護者とつながる3つの技術

保護者のお悩み解決します!  学校あるあるトラブル18

小学校通知表ポジティブ所見辞典
子どもの様子にピタリとはまる1820文例

理不尽な保護者への対応術
関係を悪化させず教師が疲弊しないためのガイド

保護者対応すきまスキル70 小学校低学年1～3年
　※高学年４～6年もあります

クラスを最高の笑顔にする!学級経営365日困った時の突破術
低学年編　※中学年、高学年版もあります

「気にならない子」を気にとめる、見落とさない指導法!
学級崩壊の原因はそこだった!

いつからでも挽回できる!時期別学級立て直しガイド

「崩壊フラグ」を見抜け!  必ずうまくいくクラスのつくり方

教師の引き算仕事術

先生のためのがんばりすぎない技術
仕事の『しんどい』がスーッとほぐれる!

ワンランク上の子ども見取り術  学級の荒れを防ぐキーポイン
ト

困難な現場を生き抜く!やんちゃな子がいるクラスのまとめかた

子どもの笑顔を取り戻す!「むずかしい学級」リカバリーガイド

崩壊学級担任を救う33の方法&つぶす13の方法

教師を守る保護者トラブル対応術
プロ教師&弁護士が正しくアドバイス!

教師1年目の学級経営  担任スキルと広い視野を身につけるため
に

新任教師の学級づくり35のヒケツ

はじめての担任お仕事BOOK  マンガでわかる!

新任1年目なのに、学級担任が驚くほどうまくいく本。
何があってもグラつかないスキルが身につく!

タイプ別でよくわかる!高学年女子困った時の指導法60

ホームページからも蔵書検索できます！ご不明な点やご相談は、社会科学カウンターまでお気軽におたずねください。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

新任3年目までに必ず身に付けたい!子どもがサッと動く統率のワザ68
学級崩壊の対処に悩む教師が時間も労力も10分の1で解決する秘密

教師の働き方を変える時短  5つの原則+40のアイディア

さる先生の「全部やろうはバカやろう」
Twitterで教師に人気急上昇!

学級担任のための残業ゼロの仕事のルール働
き
方
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