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学事出版
2019年 新規配信タイトル
豊かな心を育むへき地・小規模校教育

学校をおもしろくする思考法

―少子化時代の学校の可能性―

―卓越した企業の失敗と成功に学ぶ―

川前 あゆみ 著
同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年
商品コード

妹尾 昌俊 著

¥4,125
¥6,187
9784761925505
2019
1030910493

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年
商品コード

小学校プログラミング教育がわかる、できる

荒れへの不安がにわか指導につながる

―子どもが夢中になる各教科の実践―

―新任・若手が身につけるべき生徒指導の考え方と力―

吉田 順著
同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年
商品コード

教育デザイン研究所 著
¥2,475
同時3アクセス（本体）
¥3,712
冊子版ISBN
9784761923419
発行年
2017
商品コード
1029312017

¥2,805
¥4,207
9784761925635
2019
1030910502

書名

¥3,300
¥4,950
9784761925659
2019
1030910504

同時1アクセス（本体）

同時１アクセス
（本体）

同時３アクセス
（本体）

著編者

発行年

冊子版ISBN

日本国際教育学会『国際教
育』編集委員会

2018

9784761925123

¥4,620

¥6,930 1030910481

PROG白書プロジェクト

2018

9784761925093

¥3,960

¥5,940 1030910482

教職員の働き方改革推進
プロジェクト

2018

9784761925086

¥2,970

¥4,455 1030910483

学習社会と学習都市 （学習社会研究 第3号(2019年)）

日本学習社会学会(『学習
社会研究』編集委員会)

2019

9784761925550

¥3,630

¥5,445 1030910484

奇跡の学校 ―広尾学園の挑戦―

田邉 裕

教師5年目からのステップアップ仕事術
高校生・大学生のための読書の教科書
―アウトプット力を高める11のワーク―
教育実習のよりよい授業づくり ―単元指導計画&学習指導案で学ぶ―

宮本 宣孝

2019
2019

9784761925383
9784761925529

¥2,475
¥2,970

¥3,712 1030910485
¥4,455 1030910486

稲井 達也

2019

9784761925567

¥2,750

¥4,125 1030910487

明星大学教職センター

探究の力を育む課題研究 ―中等教育における新しい学びの実践―

林 創

2019
2019

9784761925499
9784761925437

¥1,980
¥3,630

¥2,970 1030910488
¥5,445 1030910489

日本教育政策学会年報編
集委員会
日本教育政策学会年報編
集委員会

2018

9784761924911

¥4,950

¥7,425 1030910490

2019

9784761925666

¥4,950

¥7,425 1030910491

高嶋 幸太

2019

9784761925734

¥2,970

¥4,455 1030910492

キャリア講座推進プロジェクト

2019

9784761925598

¥2,310

¥3,465 1030910494

滝澤 雅彦

2018

9784761925208

¥2,970

¥4,455 1030910495

貝ノ瀬 滋

2018

9784761925215

¥3,300

¥4,950 1030910496

現代学校経営研究会

2018

9784761925222

¥3,795

¥5,692 1030910497

日本教育事務学会年報編

2018

9784761925352

¥3,300

¥4,950 1030910498

2019

9784761925345

¥2,970

¥4,455 1030910499

2019

9784761925512

¥2,970

¥4,455 1030910500

2019

9784761925543

¥2,970

¥4,455 1030910501

2019

9784761925628

¥2,970

¥4,455 1030910503

国際教育 第24号 ―日本国際教育学会紀要―
企業が採用した学生の基礎力とPROG研究論文集 （PROG白書 2018）
学校をブラックから解放する
―教員の長時間労働の解消とワーク・ライフ・バランスの実現―

教育政策研究の展開と方向性 （日本教育政策学会年報 第25号）
「不当な支配」と「公正な民意」 （日本教育政策学会年報 第26号）
日本語でできる外国人児童生徒とのコミュニケーション
―場面別学校生活支援ガイド―
未来を生き抜く力を育むキャリア教育
―志を社会人と語る協働型プログラムの実践―
「違い」がわかる生徒指導 ―担任・学年主任・生徒指導担当者・管理職・
教育委員会指導主事、それぞれの役割―
「社会に開かれた教育課程」を実現する学校づくり
―具体化のためのテーマ別実践事例15―
新学習指導要領を推進する学校マネジメント
―スクールリーダーが取り組むべき8つの重要課題―

「事務をつかさどる」(法改正)と教育経営 （日本教育事務学会年報 第5号） 集委員会
「探究」の学びを推進する高校授業改革
高見 京子
―学校図書館を活用して「深い学び」を実現する―
理不尽な保護者への対応術
齋藤 浩
―関係を悪化させず教師が疲弊しないためのガイド―
47のエピソードで学ぶ学校のリスクマネジメント
櫻井 靖久
―日常的なトラブルへの実践的対応―
図説・例解生徒指導史
嶋崎 政男
―少年非行・いじめ・不登校等の歴史から学ぶ生徒指導―

● 表示価格は税抜きです。

商品コード
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Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

雑誌

月刊

生徒指導

学校で起きる様々な現象に対して、生徒指導部の教師の
ために具体的な解決方法を示す。学校生活はもちろん、
家庭に起因するまで原因にアプローチします。

2010年～2016年刊行分 (合計81冊)を配信中!
全81冊揃価格
同時１アクセス（本体）

同時３アクセス（本体）

¥145,904

¥229,392

2010年4月号－2016年12月号まで
一冊単位でご購入できます。
【各冊価格】
同時1アクセス（本体）：¥1,727～¥1,980
同時3アクセス（本体）：¥2,590～¥3,520
※詳しい価格・お見積もりはお問い合わせください

教育改革・学校改革の羅針盤！

高校教育

月刊

高校の現状や展望、学習指導要領の改訂についてなど、
義務教育改革の指針を論じる。全国の教育者が現場に即
した興味深いテーマで論じる！

2010年～2016年刊行分 (合計81冊)を配信中!
全81冊揃価格
同時１アクセス（本体）

同時３アクセス（本体）

¥170,489

¥268,261

2010年4月号－2016年12月号まで
一冊単位でご購入できます。
【各冊価格】
同時1アクセス（本体）：¥2,002～¥2,629
同時3アクセス（本体）：¥3,003～¥4,180
※詳しい価格・お見積もりはお問い合わせください

● 表示価格は税抜きです。

各巻の詳細はお問合せください。

2019年10月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

