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シリーズ・新時代の学びを創る 12  特別支援教育の授業
の理論と実践

あいり出版 2018.4
375.08/ｼﾘ
15/12

0014448732

学級担任が進める特別支援教育の知識と実際  集団の
教育力を生かしたインクルーシブ教育の実現

河村 茂雄／編著 図書文化社 2017.11 378/ｶﾜ18/ 0014367056

キーワードブック特別支援教育  インクルーシブ教育時代
の基礎知識

玉村 公二彦／編
著

クリエイツかも
がわ

2019.4 378/ﾀﾏ19/ 0014895429

共生社会の時代の特別支援教育 第1巻  新しい特別支
援教育

柘植 雅義／編集
代表

ぎょうせい 2017.12 378/ﾂｹ18/1 0014371058

知っておきたい!教師のための合理的配慮の基礎知識 西村 修一／著 明治図書出版 2018.8 378/ﾆｼ18/ 0014554810

小学校・中学校通常の学級の先生のための手引き書  通
級による指導を通常の学級での指導に生かす

国立特別支援教育
総合研究所／編著

ジアース教育新
社

2018.2 L378/ｺｸ18/ 0014300768

授業のユニバーサルデザイン Vol.1 教科教育に特別支
援教育の視点を取り入れる 全員が楽しく「わかる・でき
る」国語授業づくり
※「２～１１」もあります

授業のユニバーサ
ルデザイン研究会
／編著

東洋館出版社 2010.2
375.1/ｼﾕ
10/1

0009639048

目指せ!英語のユニバーサルデザイン授業  みんなにわ
かりやすい小・中学校の授業づくり

村上 加代子／編・
著

学研教育みらい 2019.4
375.893/ﾑﾗ
19/

0014895254

アセスメントで授業が変わる  特別支援学校・学級で生か
す子ども理解と支援のアイデア

青山 眞二／編 図書文化社 2019.4 378/ｱｵ19/ 0014895411

学校でのICT利用による読み書き支援  合理的配慮のた
めの具体的な実践

近藤 武夫／編著 金子書房 2016.6 378/ｺﾝ16/ 0013537527

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

特別支援教育のアクティブ・ラーニング  「主体的・対話的
で深い学び」の実現に向けた授業改善

三浦 光哉／編著
ジアース教育新
社

2017.7 378/ﾐｳ17/ 0014039788

「特別の教科道徳」とライフキャリア教育  生きる力をつけ
て生きる意味と生き方を学ぶ

渡邉 昭宏／著 明治図書出版 2018.9 378/ﾜﾀ18/ 0014564397

新指導要領に対応した特別支援教育で学校が変わる! 小野 隆行／著 学芸みらい社 2018.1 378/ｵﾉ18/ 0014387633

発達につまずきがある子どもの輝かせ方  通常の学級の
特別支援教育

川上 康則／著 明治図書出版 2018.9 378/ｶﾜ18/ 0014571202

小学校特別支援教育指導スキル大全  支援力アップの
ための必須スキルを80本収録!

中尾 繁樹／編著 明治図書出版 2019.4 378/ﾅｶ19/ 0014900526

小学校教師のための気になる子の保護者対応 七木田 敦／著 学研教育みらい 2019.3 378/ﾅﾅ19/ 0014871305

特別支援学級担任のための学級経営サポートQ&A  特
別支援学級の達人になろう!

三浦 光哉／編著
ジアース教育新
社

2018.12 378/ﾐｳ18/ 0014747703

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

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

県立図書館にある『通常学級や幼児教育で行う特別支援教育』に関する主な本の一部を紹介しています。

　　　2019.7　岡山県立図書館
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レッツ★特別支援 Vol.1 つないで創って
※「２～１５」もあります

ジアース教育新
社

2011.8
378.05/ﾚﾂ
12/1

10829026

現代の障がい児保育 井村 圭壯／編著 学文社 2016.1 378/ｲﾑ16/ 0013415310

保育士・教師のためのティーチャーズ・トレーニング  発達
障害のある子への効果的な対応を学ぶ

中央法規出版 2016.7 378/ｶﾝ16/ 0013650551

イラストでわかるはじめてのインクルーシブ保育  保育場
面で考える50のアイデア

合同出版 2016.5 378/ｼﾊ16/ 0013503081

園生活がもっとたのしくなる!クラスのみんなと育ち合う保
育デザイン  保育者の悩みを解決する発達支援のポイン
ト

中村 みゆき／著 福村出版 2016.3 378/ﾅｶ16/ 0013461066

発達が気になる子どもの行動が変わる!保育者のための
ABI<活動に根ざした介入>実践事例集

七木田 敦／編著 福村出版 2017.1 378/ﾅﾅ17/ 0013766928

ココロとカラダほぐしあそび  発達が気になる子といっしょ
に

二宮 信一／著 学研プラス 2017.1 378/ﾆﾉ17/ 0013765029

発達の視点で保育をとらえる 林 美／著 新読書社 2016.9 378/ﾊﾔ17/ 0013618749

気になる子もみんないきいき保育  ここからはじめよう、
幼稚園の特別支援教育

星山 麻木／著 河出書房新社 2016.10 378/ﾎｼ16/ 0013708490

実践に生かす障害児保育 前田 泰弘／編著 萌文書林 2016.1 378/ﾏｴ16/ 0013298302

気になる子の保育「伝わる言葉」「伝わらない言葉」  保育
者が身につけたい配慮とコミュニケーション

守 巧／著 中央法規出版 2018.10 378/ﾓﾘ18/ 0014573943

教室の困っている発達障害をもつ子どもの理解と認知的
アプローチ  非行少年の支援から学ぶ学校支援

宮口 幸治／著 明石書店 2017.2
371.42/ﾐﾔ
17/

0013810734

教師と学校が変わる学校コンサルテーション 奥田 健次／編著 金子書房 2018.9 378/ｵｸ18/ 0014566863

中学校・高等学校発達障害生徒への社会性指導  キャリ
ア教育プログラムとその指導

桑田 良子／編著
ジアース教育新
社

2017.5 378/ｸﾜ17/ 0013994116

発達障害の子をサポートする生活動作・学習動作実例集 池田書店 2017.3 378/ｺｼ17/ 0013886106

特別支援教育をサポートする読み書きにつまずく子への
国語教材集

齊藤 代一／著 ナツメ社 2018.2 378/ｻｲ18/ 0014341879

ユニバーサル音楽授業 1  苦手を克服!感覚統合の音楽
スキル

関根 朋子／編 学芸みらい社 2018.12 378/ｾｷ19/1 14875959

発達障害のある子のケース別サポート実例事典 月森 久江／著 ナツメ社 2018.5 378/ﾂｷ18/ 0014537260

子供が学びを深める授業  新学習指導要領で目指す授
業づくりと発達障害通級指導の実践事例

ジアース教育新
社

2018.11 378/ﾅｶ18/ 0014747166

通級指導教室発達障害のある子を伸ばす!指導アイデア
小学校

夏目 徹也／著 明治図書出版 2017.2 378/ﾅﾂ17/ 0013874276

発達障害児を救う体育指導  激変!感覚統合スキル95 根本 正雄／編 学芸みらい社 2017.12 378/ﾈﾓ18/ 0014366306

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。

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

★県立図書館にはマルチメディアデイジーの資料もありますので，ご活用ください

発

達

障

害

障

害

児

保

育


