
書      名 著　者 出版社 出版年 請求記号 資料番号

教育AIが変える21世紀の学び
 指導と学習の新たなかたち

ウェイン・
ホルムス／著

北大路書房 2020.11
375.199/

ﾎﾙ20/
0015649452

AI時代の教師・授業・生きる力
 これからの「教育」を探る

渡部 信一／編著
ミネルヴァ

書房
2020.7 370.4/ﾜﾀ20/ 0015342454

学びと生き方を統合するSociety5.0の教育
 サイコエデュケーションで「知・徳・体」を総合的に育てる

柳沼 良太／著 図書文化社 2020.5 371.5/ﾔｷ20/ 0015274780

教育の未来をつくるスクールリーダーへ
 18人の識者が語る、これからの学校

『教職研修』
編集部／編

教育開発
研究所

2020.2 370.4/ｷﾖ20/ 0015160740

AIに負けない子どもを育てる
 21st Century Children

新井 紀子／著
東洋経済
新報社

2019.9 370.4/ｱﾗ19/ 0015037161

AI時代に必要な学び
 インプットからアウトプットの競争へ

大前 研一／編著 ビジネス・
ブレークスルー出版 2019.3 370.4/ｵｵ19/ 0014871180

AI時代を生きる子どもたちの資質・能力
 新学習指導要領に対応

赤堀 侃司／著 ジャムハウス 2019.3 370.4/ｱｶ19/ 0014871198

高校授業「学び」のつくり方
 大学入学共通テストが求める「探究学力」の育成

稲井 達也／著 東洋館出版社 2019.1 375.1/ｲﾅ19/ 0014821904

タブレット端末を授業に活かすNHK for School実践事例62
 ちゃんと活用できてますか?新しく配布されたタブレット端末!

NHK出版 2018.6
375.199/

ﾅｶ18/
0014463897

PC1人1台時代の間違えない学校ICT 堀田 龍也／編著 小学館 2020.4
375.199/

ﾎﾘ20/
0015257355

8つのポイントで運動大好きの子供をつくる!

体育授業のICT活用アイデア56
鈴木 直樹／編著 明治図書出版 2020.9 375.49/ｽｽ21/ 0015389364

学びの質を高める!

ICTで変える国語授業 基礎スキル&活用ガイドブック
野中 潤／編著 明治図書出版 2019.2 375.8/ﾉﾅ20/ 0015352388

楽しみながら力を付ける!

国語授業のICT簡単面白活用術50
細川 太輔／編著 明治図書出版 2019.8 375.8/ﾎｿ19/ 0015005044

小学校英語×ICT
「楽しい!」を引き出す活動アイデア60

東口 貴彰／著
明治図書出

版
2020.9

375.893/ﾄｸ
20/

0015388192

タブレットPCを学習サポートに使うためのQ&A 河野 俊寛／著 明治図書出版 2019.3 378/ｺｳ19/ 0014900534

特別支援教育ですぐに役立つ!ICT活用法
ソフトバンクによるモバイル端末活用研究
「魔法のプロジェクト」の選りすぐり実践27

学研プラス 2018.5 378/ｻﾄ18/ 0014446090

発達障害の子を育てる本
 スマホ・タブレット活用編

講談社 2019.12 378/ﾅｶ12/2 0015114945

日本のオンライン教育最前線
 アフターコロナの学びを考える

石戸 奈々子／編著 明石書店 2020.10
372.107/

ｲｼ20/
0015629371

教育委員会が本気出したらスゴかった。
 コロナ禍に2週間でオンライン授業を実現した熊本市の奇跡

佐藤 明彦／著
時事通信
出版局

2020.10
372.194/

ｻﾄ20/
0015605553

子どもがつながる!オンライン学級あそび
「楽しい」をあきらめない!

庄子 寛之／編著 学陽書房 2020.9
374.12/

ｼﾖ20/
0015571045

withコロナ時代の授業のあり方
 いまこそ、教育の「当たり前」を見直して、学びを進めませんか。

庄子 寛之／編著 明治図書出版 2020.9 375.1/ｼﾖ20/ 0015379811

オンライン学習・授業のデザインと実践 ジャムハウス 2020.9
375.199/

ｱｶ20/
0015568843

70の事例でわかる・できる!

小学校オンライン授業ガイド
佐藤 正範／編著 明治図書出版 2020.9

375.199/
ｻﾄ20/

0015378011

オンライン学習でできること、できないこと
 新しい学習様式への挑戦

千葉大学教育学部
附属小学校／著

明治図書出版 2020.9
375.199/

ﾁﾊ20/
0015379845

オンライン授業スタートブック
 子どもとつながり、学びが広がる!

上條 晴夫／著 学事出版 2020.8
375.199/

ｶﾐ20/
0015379837

やってみよう!
小学校はじめてのオンライン授業 続

堀田 龍也／編著 学陽書房 2020.8
375.199/

ﾋｸ20/2
0015376007

子どもが「学び合う」オンライン授業! 西川 純／編著 学陽書房 2020.7
375.199/

ﾆｼ20/
0015535750

すぐにできる!双方向オンライン授業
Zoom、Teams、Googleソフトを活用して、
質の高い講義と化学実験を実現

福村 裕史／編 化学同人 2020.7
375.42/

ﾌｸ20/
0015538945
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これで、
ICT活用・プログラミング×『学び合い』は成功する!

水落 芳明／編著 学事出版 2020.6
375.199/

ﾐｽ20/
0015364094

小学校はじめてのプログラミング授業
 結局、何を教えればいいかがスッキリわかる!

丸岡 慎弥／著 学陽書房 2020.4
375.199/

ﾏﾙ20/
0014687305

なぜ、いま学校でプログラミングを学ぶのか
 はじまる「プログラミング教育」必修化

平井 聡一郎／編著 技術評論社 2020.2
375.199/

ﾋﾗ20/
0015166275

AI研究からわかる

「プログラミング教育」成功の秘訣
渡部 信一／著 大修館書店 2019.9

375.199/
ﾜﾀ19/

0015012693

授業で出来るプログラミング学習大好き入門 許 鍾萬／著 学芸みらい社 2018.12
375.199/

ﾎ19/
0014875967

小学校の「プログラミング授業」実況中継  <教科別>
 2020年から必修のプログラミング教育はこうなる

松田 孝／[ほか]著 技術評論社 2017.7
375.199/

ﾏﾂ17/
0013926076

はじめよう!プログラミング教育
 新しい時代の基本スキルを育む

吉田 葵／著 日本標準 2017.3
375.199/

ﾖｼ17/
0013954805

学校を変えた最強のプログラミング教育
 普通の公立小学校から見えたAI時代の学び

松田 孝／著 くもん出版 2020.2 374/ﾏﾂ20/ 0015197395

Scratch 3.0入門
 小学生の「正多角形の作図」「漢字の筆順」「作曲」習得!

梅原 嘉介／著 工学社 2019.10
375.199/

ｳﾒ19/
0015059736

小学校プログラミング教育の考え方・進め方 蔵満 逸司／著 黎明書房 2019.1
375.199/

ｸﾗ18/
0014804041

小学校プログラミング教育の研修ガイドブック 翔泳社 2019.3
375.199/

ｺﾊ19/
0014895445

小学校担任が
安心して取り組めるプログラミング教育

鷲見 辰美／著 学事出版 2019.6
375.199/

ｽﾐ19/
0014617971

「プログラミング」授業の腕が上がる新法則 学芸みらい社 2020.5
375.199/

ﾀﾆ20/
0015357189

小学校におけるプログラミング教育の理論と実践
東京学芸大学プログラ
ミング教育研究会／編

学文社 2019.8
375.199/

ﾄｳ19/
0015037195

小・中・高等学校でのプログラミング教育実践
 問題解決を目的とした論理的思考力の育成

日本産業技術
教育学会／編

九州大学
出版会

2019.9
375.199/

ﾆﾎ19/
0015042187

これが知りたかった!

すぐにできるプログラミング授業実践  小学校理科
高橋 純／編著 東洋館出版社 2019.7

375.422/
ﾀｶ19/

0014989859

知的・発達障害のある子のプログラミング教育実践
 新時代を生きる力を育む

水内 豊和／編著
ジアース
教育新社

2020.3 378.6/ﾐｽ20/ 0015210578

岡山県小学校プログラミング教育実践事例集
2020  【特集】全校で取り組むプログラミング教育

岡山県総合教育
センター／編集

岡山県総合
教育センター

2020.3
KL375/206/

2020B
0015279854

これならできる小学校教科でのプログラミング教育 赤堀 侃司／監修 東京書籍 2018.10
L375.199/ｱｶ

19/
0014578835

小学校の先生のためのWhy!?
プログラミング授業活用ガイド  学年別・教科別に実践

阿部 和広／監修 日経BP社 2018.12
L375.199/ｱﾍ

19/
0014825038

みんなで学ぼう学校教育と著作権
 著作権の基本から指導まで

森田 盛行／著
全国学校

図書館協議会
2019.7

375.19/
ﾓﾘ19/

0015064314

メディア・リテラシー教育と出会う
 小学生がデジタルメディアとポップカルチャーに向き合うために

ルネ・ホッブス／著
弘前大学
出版会

2016.3 375.19/ﾎﾂ16/ 0013590773

情報モラルの授業
 スマホ世代の子どものための主体的・対話的で深い学びにむかう

今度 珠美／著 日本標準 2017.10
375.199/

ｲﾏ18/
0014342505

AI時代の情報モラル教育とビデオゲーム・リテラシー教
育

小孫 康平／著 風間書房 2020.8
375.199/

ｺﾏ20/
0015583123

情報モラル教育
 知っておきたい子どものネットコミュニケーションとトラブル予防

西野 泰代／編著 金子書房 2018.8
375.199/

ﾆｼ18/
0014509459

学校と図書館でまなぶインターネット活用法
 ウェブ情報の使い方と情報リテラシーの向上 教員と司書教諭のためのガイド

ジェームス・
E.ヘリング／著

日本図書館
協会

2016.1
375.199/

ﾍﾘ16/
0013399506

だれもが実践できるネットモラル・セキュリティ 堀田 龍也／編著 三省堂 2018.1
L375.199/ﾎﾘ

18/
0014310171

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

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。
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