
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校・高校教育版 

瀧沢 広人／著 学陽書房 
発行年：2022.4 請求記号：375.893/ﾀｷ 22/ 
資料番号：0015779002 

指導のアイデア満載！ 

英語授業のタブレット活用   

タブレット活用のための基本的なス
キル、文法や語彙の指導、家庭学習
のアイデアなどを幅広く紹介してい
ます。様々な所要時間や難易度の活
動の中から、無理なく取り入れられ
るタブレットの活用法が見つかりま
す。 

発達障害や知的障害のある生徒に向
けた自立活動を計画し、実践するた
めの情報と実践例が豊富に紹介され
ています。生徒たちが活動を主体的
・対話的に楽しむ中で、苦手なこと
を克服していく授業づくりのための
工夫が満載です。 
 

「自立活動」の授業づくり 

指導課題・教材開発・指導案づくり 

新井 英靖／編著 明治図書出版 
発行年：2022.5 請求記号：378.8/ｱﾗ 22/ 
資料番号：0016103152 

データサイエンスが求める「新しい数学力」 
ＡＩ、データ分析が壊す文系理系の壁 

宮本 さおり／著 日本実業出版社 
発行年：2022.5 請求記号 375.41/ﾐﾔ 22/ 
資料番号：0016089682 

AI やデータサイエンスの普及によ
って、文理融合の動きは今後ますま
す加速すると言われています。
Society5.0 時代に必要とされる
「新しい数学力」について、現場で
の実践例を交えて論じた一冊です。 

丸山 啓史／編 クリエイツかもがわ  
発行年：2022.6 請求記号：378.6/ﾏﾙ 22/  
資料番号：0016103095 

障害のある若者と学ぶ「科学」「社会」 

気候変動、感染症、豪雨災害 

猛暑や豪雨、感染症などの問題は、
障害のある人にとっても非常に重
要です。環境問題や社会問題などの
身近な課題について学習する機会
をどのように保障していくか、実践
例を通して考えます。 

本書では「個別最適な学び」につい
ての理解を深め、各校の状況に即し
て実践するための土台づくりを目指
しています。これまでの理論や実践
を振り返りながら、「令和の日本型
学校教育」を読み解き、今後の教育
の在り方について検討します。 

個別最適な学びの足場を組む。    

    
奈須 正裕／著 教育開発研究所 
発行年：2022.3 請求記号：375.1/ﾅｽ 22/ 
資料番号：0015981327 

Chromebookや Google Classroom、
各種のアプリ、保護者とのコミュニ
ケーションツールとしての利用方法
などを図解でていねいに解説してい
ます。実践者による失敗談や使い方
のコツなどのコラムも掲載されてお
り、現場ですぐに役立つ一冊です。 

今すぐ使えるかんたん Google for Education
導入から運用まで、一冊でしっかりわかる本  

電算システム／著 技術評論社 
発行年：2022.6 請求記号：374.35/ﾃﾝ 22/ 
資料番号：0016109381 

① 蔵書検索【岡山県立図書館蔵書検索】 
② 教育新着バックナンバー【調査研究と相談】→【新着図書紹介】 
☆ ご相談は、社会科学カウンター（社会科学班）までお気軽にどうぞ。 
   E-mail：syakai@libnet.pref.okayama.jp  TEL：086-224-1３１７  

県立図書館 のＨＰ を チェック !!!! 

 
 

岡山県立図書館では、９月３日（土）に県立図書館とことん活用講座 

「読み書き障害のある子どもたちへのサポート」を開催します。 

学習障害について正しく理解し、適切な支援をするための知識が 

身につきます。特別支援教育に携わる方や興味をお持ちの方は 

ぜひご参加ください。くわしくはホームページをご覧ください。 



書　　　　　　名 著　者 出版者 請求記号 資料番号

多文化・多様性理解ハンドブック  学校と子ども、保
護者をめぐる

松永 典子／編著 金木犀舎 371.5/ﾏﾂ22/ 0015486236

デンマークのシティズンシップ教育  ユースカウンシ
ルにおける若者の政治参加

原田 亜紀子／著
慶應義塾大学出
版会

372.389/ﾊﾗ22/ 0015270416

3時間で学べる「令和の日本型学校教育」Q&A
新しい学習指導要領を
研究する会／編著

明治図書出版 373.1/ｱﾀ22/ 0015485071

教師の最速仕事術大全 三好 真史／著 東洋館出版社 374.3/ﾐﾖ22/ 0016093080

画一化する授業からの自律  スタンダード化・ICTを
超えて

子安 潤／著 学文社 375.1/ｺﾔ22/ 0016040396

子どもたちの未来を創ったプログラミング教育  日本最初のプロ
グラミング教育を受けた小学生たちは一世代後にどう育ったか、
プログラミングが育てた思考・創造力

戸塚 滝登／著 技術評論社 375.199/ﾄﾂ22/ 0016109365

GIGAスクール構想<取り組み事例>ガイドブック  小・中学校ふだ
ん使いのエピソードに見る1人1台端末環境のつくり方

中川 一史／編著・
監修

翔泳社 375.199/ﾅｶ22/ 0015484280

プレゼンテーション・グループディスカッションのルール
ブック  大学入試ゼロから1カ月で受かる

神崎 史彦／著 KADOKAWA 376.87/ｶﾝ22/ 0015479397

よく分かる教育ＤＸ １人１台のＰＣとクラウド活用
で何が変わる？

日経ＢＰ L375.199/ﾖｸ22/ 0015778988

世界とつながる科学教育  高校生サイエンスフェアを
通して理系グローバル人材を育てる

田中 博／編著 学文社 375.4/ﾀﾅ22/ 0016083487

M.C.エッシャーと楽しむ算数・数学パズル  敷きつめ
模様の美しさを触って描いて追体験しよう!

荒木 義明／著 明治図書出版 375.41/ｱﾗ22/ 0016092850

授業づくりのための中等理科教育法  不易と流行の
エッセンス

山下 芳樹／編著 ミネルヴァ書房 375.42/ﾔﾏ22/ 0016088056

1人1台端末でみんなつながる!音楽授業のICT活用
handbook  小学校・中学校

瀧川 淳／編著 明治図書出版 375.76/ﾀｷ22/ 0015486426

英語アクティブ音読「超」指導法  スピーキング力に
差がつく!

安木 真一／著 明治図書出版 375.893/ﾔｽ22/ 0015483167

教頭・副校長1年目のあなたに伝えたいこと  困難を
乗り越える思考法と知識

余郷 和敏／編 教育開発研究所 374.3/ﾖｺ22/ 0016064024

実例満載養護教諭のための保健だより&掲示物  小学
校・中学校

森 慶惠／著 明治図書出版 374.9/ﾓﾘ22/ 0015981343

ICT主任の仕事術  仕事を最適化し、学びを深めるコツ 五木田 洋平／著 明治図書出版 375.199/ｺｷ22/ 0015486418

生徒指導24の鉄則  指導に自信を深める「考え方」
の原理・原則

吉田 順／著 学事出版 375.2/ﾖｼ22/ 0015485105

学校保健マニュアル 衞藤 隆／編集 南山堂 L374.9/ｴﾄ22/ 0015980923

京都発高等学校における特別支援教育のこれから
持続可能な支援にむけて

相澤 雅文／編
クリエイツかも
がわ

378/ｱｲ22/ 0016075079

新しい時代の特別支援教育における支援技術活用と
ＩＣＴの利用

金森 克浩／編著 ジアース教育新社 378/ｶﾅ22/ 0016086555

特別支援教育のマネジメント 篠原 清昭／編著 ミネルヴァ書房 378/ｼﾉ22/ 0016083925

発達障害の子どもに自立力をつける本   高山 恵子／監修 講談社 378.8/ﾀｶ22/ 0016083826

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。　Tel : 086-224-1317（社会科学班直通）
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