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シリーズ・新時代の学びを創る 6  音楽科授業の理
論と実践

あいり出版 2015.4
375.08/ｼﾘ
15/6

0013069034

音楽科教育
加藤 富美子／編
著

一藝社 2015.5 375.76/ｶﾄ15/ 0013071113

子どもが活動する新しい鑑賞授業  音楽を聴いて図
形で表現してみよう

小島 律子／編著 音楽之友社 2011.2
375.76/ｺｼ
11/

0010273779

音楽授業のユニバーサルデザインはじめの一歩 阪井 恵／著 明治図書出版 2018.10
375.76/ｻｶ
18/

0014569404

音楽づくりの授業アイディア集  音楽をつくる・音楽を
聴く

坪能 克裕／著 音楽之友社 2012.4
375.76/ﾂﾎ
12/

0011206349

日本伝統音楽カリキュラムと授業実践  生成の原理
による音楽の授業

日本学校音楽教育
実践学会／編

音楽之友社 2017.8
375.76/ﾆﾎ
17/

0013930854

音楽教育実践学事典  学校音楽の理論と実践をつ
なぐ

日本学校音楽教育
実践学会／編

音楽之友社 2017.9
375.76/ﾆﾎ
17/

0014194187

童謡・唱歌でたどる音楽教科書のあゆみ  明治・大
正・昭和初中期

松村 直行／著 和泉書院 2011.11
375.76/ﾏﾂ
11/

0010958098

邦楽箏始め  今日からの授業のために
河合楽器製作
所・出版事業部

2002.4
375.76/ﾔﾏ
03/

0005485024

音楽科における教育内容論の成立と展開に関する
研究  授業構成の方法との関連を視野に入れて

山中 文／著 風間書房 2017.2
375.76/ﾔﾏ
17/

0013880679

音楽はなぜ学校に必要か  その人間的・教育的価値
を考える

山本 文茂／著 音楽之友社 2018.7
375.76/ﾔﾏ
18/

0014731806

唱歌教育の展開に関する実証的研究 嶋田 由美／著 学文社 2018.12
375.762/ｼﾏ
19/

0014807036

音楽科における教師の力量形成 高見 仁志／著
ミネルヴァ書
房

2014.4
375.762/ﾀｶ
14/

0012469656

向山型スキル・音楽の授業パーツ100選
谷 和樹／プロ
デュース

明治図書出版 2012.5
375.762/ﾀﾆ
12/

0011342995

音楽の力×コミュニケーションでつくる音楽の授業
先生と子どものやりとりが見える

中島 寿／編著 東洋館出版社 2016.2
375.762/ﾅｶ
16/

0013399522

Q&Aと授業リポートで探る音楽づくりの言葉がけ  表
現意欲と思考を導くために

平野 次郎／著 音楽之友社 2016.4
375.762/ﾋﾗ
16/

0013473566

新時代の知的障害特別支援学校の音楽指導
ジアース教育
新社

2015.3 378/ﾁｸ15/ 0013035688

「先生力」をつける!…待ち遠しい音楽授業のために 橋本 龍雄／著 教育出版 2017.5
375.76/ﾊｼ
17/

0014005276

小学生のやさしい器楽合奏曲集 [2018] 学年・クラス
に合わせて使える!

芦川 登美子／編
著

自由現代社
(発売)

2018.2
375.762/ｱｼ
18/2018

0014255996

小学校音楽あそび70  準備らくらく!アイデア満載! 石上 則子／編著 明治図書出版 2017.7
375.762/ｲｼ
17/

0013931738

小学校音楽科の学習指導  生成の原理による授業
デザイン

廣済堂あかつき 2018.5
375.762/ｺｼ
18/

0014543920

県立図書館にある『音楽科教育』に関する主な本の一部を紹介しています。

　　　2019.6　岡山県立図書館
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小学校音楽指導スキル大全  授業力アップのための
必須スキルを80本収録!

酒井 美恵子／編
著

明治図書出版 2019.4
375.762/ｻｶ
19/

0014894836

小学校音楽科授業成功の極意 首藤 政秀／著 明治図書出版 2017.10
375.762/ｼﾕ
18/

0014216816

新しい小学校音楽科の授業をつくる 高見 仁志／編著
ミネルヴァ書
房

2018.3
375.762/ﾀｶ
18/

0014439871

「子どもファースト」でつくる!音楽授業プラン成功のア
イデア

高倉 弘光／編著 明治図書出版 2018.3
375.762/ﾀｶ
18/

0014259733

新しい小学校音楽科の授業をつくる 高見 仁志／編著
ミネルヴァ書
房

2018.3
375.762/ﾀｶ
18/

0014439871

音楽の授業で大切なこと  なぜ学ぶのか?何を、どの
ように学ぶのか?

中島 寿／著 東洋館出版社 2017.6
375.762/ﾅｶ
17/

0013917935

「資質・能力」を育成する音楽科授業モデル  使える
授業ベーシック研究会発

平野 次郎／編著 学事出版 2017.4
375.762/ﾋﾗ
17/

0014036727

小学校音楽科教育法  学力の構築をめざして 吉富 功修／編著 ふくろう出版 2017.3
L375.762/ﾖｼ
17/

0013913041

和楽器発!音楽授業へのヒント 茅原 芳男／著 牧歌舎 2010.4
375.76/ﾁﾊ
10/

0009701665

クラシック名曲のワケ  音楽授業に生かすアナリー
ゼ

野本 由紀夫／著 音楽之友社 2016.2 375.76/ﾉﾓ16/ 0013410741

中学校音楽科授業成功の極意 小村 聡／著 明治図書出版 2015.2
375.763/ｵﾑ
15/

0012973780

中学校・音楽科新学習指導要領ガイドブック 佐野 靖／編著 教育芸術社 2018.2
375.763/ｻﾉ
18/

0014254254

和楽器・日本の音楽を楽しもう!  中学校3年間で多様
な音楽体験を目指す実践事例集

清水 宏美／著 音楽之友社 2003.8
375.763/ｼﾐ
03/

0005171665

実践!3時間で「和楽器・日本の音楽」の授業 雅楽編 清水 宏美／著
全音楽譜出版
社

2009.11
375.763/ｼﾐ
10/

0009764523

中学校音楽科の授業と学力育成  生成の原理によ
る授業デザイン

廣済堂あかつ
き

2009.10
375.763/ﾆｼ
09/

0009455114

中学音楽が魅力的に変わる!授業プランの新モデル
24  第1学年編

原田 徹／編著 明治図書出版 2010.11
375.763/ﾊﾗ
11/

0010096162

お悩みポイッと撃退!かおるせんせの合唱塾 坂本 かおる／著 音楽之友社 2014.8
375.76/ｻｶ
14/

0012585709

授業のための合唱指導虎の巻 眞鍋 淳一／著 音楽之友社 2017.8
375.76/ﾏﾅ
17/

0013930862

さすが!といわれる合唱指導の原則  音楽教師がつく
るステキな歌声づくりのヒント

横崎 剛志／著 学芸みらい社 2019.2 375.76/ﾖｺ19/ 0014598130

子どもノリノリ歌唱授業  音楽+身体表現で“歌遊び”
68選

飯田 清美／著 学芸みらい社 2016.1
375.762/ｲｲ
16/

0013389762

歌う力を育てる!歌唱の授業づくりアイデア 丸山 久代／著 音楽之友社 2017.4
375.762/ﾏﾙ
17/

0013890629

元気よく声を出し、クラスがひとつになる合唱指導 吉村 温子／著 ナツメ社 2016.8
375.762/ﾖｼ
16/

0013602107

中学生を本気にさせる!学級担任のための合唱コン
クール指導

小村 聡／著 明治図書出版 2018.9
375.763/ｵﾑ
18/

0014566038

中学校学級担任のための合唱コンクール指導ハンド
ブック  歌声でクラスをつくろう!

戸塚 健太郎／著 明治図書出版 2019.3
375.763/ﾄﾂ
19/

0014866222

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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