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知的障害特別支援学校における深い学びへのアプローチ 
 ―「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業実践― 

著編者名 全国特別支援学校知的障害教育校長会 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 同時3アクセス（本体） ¥17,820 

冊子版ISBN 9784491036120  商品コード 1030988298 

知的障害教育における「主体的・対話的で深い学び」とは何か。質の高い学びを実現し、学習内容を深く理解していくことを目指
し、各教科等の特質に応じた様々な授業実践を紹介。「実践編」では小学部6事例、中学部6事例、高等部8事例を掲載。 

「深い学び」を目指す授業UD （授業のユニバーサルデザイン Vol.11） 

著編者名 桂 聖 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥6,930 同時3アクセス（本体） ¥20,790 

冊子版ISBN 9784491035918  商品コード 1030988295 

特集１では、田村学氏の著書『深い学び』から、「知識の構造化」に関する部分を図解した「図解でわかる『深い学び』」、田村学氏・桂聖氏・川上康
則氏による対談。特集２では、新学習指導要領に取り入れられた「障害のある児童（生徒）への指導内容や指導方法の工夫」の記述について、考
えられる多様な事例やその背景、考えられる対応などを、ケーススタディ形式でまとめた。 

Round Study教師の学びをアクティブにする授業研究 
 ―授業力を磨く!アクティブ・ラーニング研修法― 

著編者名 石井 英真 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥6,270 同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784491032948  商品コード 1030988299 

Round Studyは、2030年の社会と子どもたちの未来を見据えて提唱されている 「主体的・対話的で深い学び」を教師自身が実感できる研修手法で
あり、「新しい学習指導要領が求める授業改善の姿」を体現したものです。本書では、これからの教師に求められる学びとは何かや、６つのRound 
を通して、参加者の知を交流し集合知を形成していく研修法「Round Study」の具体的な進め方を図解を交えて解説。 
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算数授業研究 Vol.120 なぜ算数授業がうまくいかないのか？だから、授業を
こう変える！ 

筑波大学附属小学校
算数研究部 

2019 9784491036335 ¥2,521  ¥7,563  1030988313 

イラスト図解ですっきりわかる理科 鳴川 哲也 2019 9784491036373 ¥6,270  ¥18,810  1030988314 

「Which型課題」の国語授業 ―「めあて」と「まとめ」の授業が変わる― 桂 聖 2018 9784491035864 ¥6,600  ¥19,800  1030988301 

定番教材で考える「深い学び」をうむ国語授業 全国国語授業研究会 2018 9784491035680 ¥6,930  ¥20,790  1030988304 

見方・考え方 国語科編 ―「見方・考え方」を働かせる真の授業の姿とは?― 中村 和弘 2018 9784491034768 ¥6,600  ¥19,800  1030988306 

中学校理科図解でわかる「深い学び」のプロセス 
 ―ビジュアル解説&ワークシート集― 

大久保 秀樹 2018 9784491035185 ¥7,590  ¥22,770  1030988315 

加藤宣行の道徳授業実況中継 ―この一冊でぜんぶわかる!― 加藤 宣行 2018 9784491034836 ¥6,600  ¥19,800  1030988316 

小学校新学習指導要領ポイント総整理 平成29年版 東洋館出版社編集部 2017 9784491033587 ¥6,105  ¥18,315  1030988294 

見方・考え方 社会科編 ―「見方・考え方」を働かせる真の授業の姿とは?― 澤井 陽介 2017 9784491034232 ¥6,600  ¥19,800  1030988307 

白石範孝集大成の授業「モチモチの木」全時間・全板書 白石 範孝 2016 9784491032054 ¥6,105  ¥18,315  1030988305 

授業で使える!算数おもしろ問題60 細水 保宏 2016 9784491032375 ¥5,610  ¥16,830  1030988310 

算数・数学教育と数学的な考え方 復刻版 ―その進展のための考察― 中島 健三 2015 9784491031309 ¥11,550  ¥34,650  1030988311 

算数科授業づくりの基礎・基本 坪田 耕三 2014 9784491029887 ¥15,840  ¥47,520  1030988309 

教材に「しかけ」をつくる国語授業10の方法 ―説明文アイデア50― 桂 聖 2013 9784491029016 ¥6,930  ¥20,790  1030988302 

教材に「しかけ」をつくる国語授業10の方法 ―文学アイデア50― 桂 聖 2013 9784491029009 ¥6,930  ¥20,790  1030988303 

参観授業で使いたい!算数教材30 
 ―「ハテナ?」と「ナルホド!」で皆が活躍する授業を!― 

細水 保宏 2013 9784491029665 ¥6,270  ¥18,810  1030988308 

論理が身につく「考える音読」の授業文学アイデア50 桂 聖 2011 9784491026763 ¥6,600  ¥19,800  1030988296 

実践!常勝ドイツのプレッシングメソッド ―プレッシングは最強ドイツに学べ!― ラルフ・ペーター 2019 9784491036359 ¥6,105  ¥18,315  1030988300 

知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント 丹野 哲也 2018 9784491035109 ¥8,250  ¥24,750  1030988297 

数学III入試問題集 ―SureStudy 点数が確実にUPする！―（シュアスタ！） 土田 竜馬 2016 9784491032559 ¥4,290  ¥12,870  1030988312 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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「かかわり言葉」でつなぐ学級づくり  青山 由紀 2019 9784491035413 ¥6,105  ¥18,315  1030988317 

学級づくりこれだけ! ―面倒なことは一切なし!―  楠木 宏 2019 9784491036595 ¥6,534  ¥19,602  1030988322 

マインドセット学級経営 ―子供の成長を力づける1年にする―  アニー・ブロック 2019 9784491036656 ¥7,260  ¥21,780  1030988323 

スクールリーダーが知っておきたい60の心得  田中 博史 2018 9784491035758 ¥6,270  ¥18,810  1030988341 

「発問」する技術 
 ―発問の基本ルールASKの法則で、子どもの反応が驚くほど変わる!―  

栗田 正行 2017 9784491033280 ¥5,775  ¥17,325  1030988328 

「学びに向かう力」を鍛える学級づくり  松村 英治 2017 9784491033211 ¥5,940  ¥17,820  1030988330 

学級経営の教科書  白松 賢 2017 9784491033419 ¥6,105  ¥18,315  1030988336 

学級経営は「問い」が9割 ―Empowerment for Children―  澤井 陽介 2016 9784491032047 ¥6,105  ¥18,315  1030988340 

通常学級のユニバーサルデザインプランZero 2 授業編（授業のUD Books）  阿部 利彦 2015 9784491031576 ¥5,610  ¥16,830  1030988319 

わかる「板書」伝わる「話し方」  栗田 正行 2013 9784491029474 ¥5,610  ¥16,830  1030988339 

授業のビジョン  小川 雅裕 2019 9784491036991 ¥6,930  ¥20,790  1030988325 

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 2019 9784491036342 ¥6,600  ¥19,800  1030988332 

福井発プロジェクト型学習 ―未来を創る子どもたち―  秋田 喜代美 2018 9784491036168 ¥6,930  ¥20,790  1030988326 

授業改善8つのアクション ―学び合えるチームが最高の授業をつくる!―  石井 英真 2018 9784491035475 ¥6,105  ¥18,315  1030988333 

教師にも瞬発力・対応力が必要です 
 ―学級・授業づくりと芸人さんの話から学ぶ―  

田中 博史 2018 9784491035802 ¥4,620  ¥13,860  1030988334 

道徳の評価で大切なこと  赤堀 博行 2018 9784491035789 ¥6,930  ¥20,790  1030988337 

カリキュラム・マネジメント入門 
 ―「深い学び」の授業デザイン。学びをつなぐ7つのミッション。―  

田村 学 2017 9784491033204 ¥6,600  ¥19,800  1030988331 

私は『学び合い』をこれで失敗し、これで乗り越えました。 
 ―誰もがぶつかる悩みに答える『学び合い』を成功させる秘訣!―  

西川 純 2017 9784491033235 ¥6,105  ¥18,315  1030988335 

「特別の教科道徳」で大切なこと  赤堀 博行 2017 9784491034270 ¥6,105  ¥18,315  1030988338 

授業のユニバーサルデザイン入門 
 ―どの子も楽しく「わかる・できる」授業のつくり方―（授業のUD Books）  

小貫 悟 2014 9784491030111 ¥5,610  ¥16,830  1030988318 

教師の勝算 ―勉強嫌いを好きにする9の法則―  Daniel T.Willingham 2019 9784491036823 ¥7,590  ¥22,770  1030988324 

特別支援学校新学習指導要領ポイント総整理 特別支援教育 平成29年版 
 ―まるごと早わかり―  

全日本特別支援教
育研究連盟 

2018 9784491035796 ¥5,610  ¥16,830  1030988327 

幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿  無藤 隆 2018 9784491035147 ¥5,610  ¥16,830  1030988329 

The last girl ―イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語― （Toyokan books）  

著編者名 ナディア・ムラド 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 同時3アクセス（本体） ¥17,820 

冊子版ISBN 9784491036175  商品コード 1028973176 

2018年ノーベル平和賞を受賞したナディア・ムラド、自伝刊行。21歳でイスラム国に家族を虐殺され、自身も性奴隷として壮絶な苦しみを受
けた著者が「戦時下での武器としての性暴力」の実態を告発する！「この世界で私のような体験をする女性は、わたしが最後（ラストガール）
であってほしい」戦争犯罪の被害者として、筆舌に尽くしがたい自らの体験を、圧倒的な臨場感で語る。 

教師の学び方  

著編者名 澤井 陽介 

発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784491036717  

商品コード 1030988320 

世界基準の教師の育て方 
 ―新任教師を成功させる育成プログラム― 

著編者名 アネット・ブロー 

発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥21,780 

冊子版ISBN 9784491036588  

商品コード 1030988321 
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