
８月に行われた
「土佐市夏の学習会」講師、
日本女子大学　吉崎静夫先生　著
　　　　　　　　　　　→→→→→

事例から学ぶ
活用型学力が育つ授業デザイン

事例に挙げた授業にはポイントに即したフ
ロー図が付いており、“その授業がなぜ優れ
ていて、子どもたちが学びたくなるのか”が
わかりやすく分析されています。若年教師に
役立つのはもちろん、管理職が若手を指導す
る際や各種研修等でも使用できます。

子育てが楽しいものになる！
簡単で効果的な技法がたくさん紹介
されています。　　　　→→→→→

読んで学べるADHDのペアレントトレーニング
むずかしい子にやさしい子育て

UCLA精神神経医学研究所の研究と臨床実践か
ら生み出されたペアレントトレーニングの技
法をわかりやすく解説。ADHDの子どもをもつ
親はもちろんのこと、子どもの問題行動に悩
むすべての親に、子どもとの向き合い方を段
階的に教えてくれる。

土佐市居場所のある学級づくり推進
委員会スーパーバイザー、高知大学
鹿嶋真弓先生共著　　　→→→→→

中学生の自律を育てる学級づくり

学級という仲間集団を通してこそ、一人ひと
りの子どものなかに゛自律する力゛は育ちま
す。中学校教師として奮闘した著者の事例と
研究を踏まえ、小学校や高校の担任教師も実
践できる学級経営の理論と実践を紹介。

Ｑ－Ｕによる
学級経営スーパーバイズ・ガイド
小学校編

１０分で実施できる「Ｑ－Ｕ」の診断結果に
基づく，クラスに合わせた学級経営のアドバ
イス。抽象的な一般論でも，偏った経験則で
もない。客観的で具体的，信頼できる具体
策。

人間関係づくりで学力向上を実現する
公立学校の挑戦　小学校

本書では，直面する問題を乗り越えた学校
が，変化した子どもたちの状況に対する共通
認識を，教職員集団の中にどのようにつくり
出したかについて，全国の学校をサポートす
る著者らの鋭い観点から説き明かします。

Ｑ－Ｕによる
学級経営スーパーバイズ・ガイド
中学校編

１０分で実施できる「Ｑ－Ｕ」の診断結果に
基づく，クラスに合わせた学級経営のアドバ
イス。抽象的な一般論でも，偏った経験則で
もない。客観的で具体的，信頼できる具体
策。

人間関係づくりで学力向上を実現する
公立学校の挑戦　中学校

著者らが注目したのは，人間関係が良好で質
の高い相互作用が起きている学校の子どもた
ちは，学習意欲も高く，学力も伸びていると
いう事実です。Ｑ-Ｕですばらしい結果を出し
ている学校が，学力においても大きな成果を
あげています 。

育てるカウンセリング実践シリーズ　２
タイプ別！　学級育成プログラム
小学校編
ソーシャルスキルとエンカウンターの統合

エンカウンターなどの心の教育の実践と，ま
とまりのある学級集団の育成の目的は同じで
あることを強調し，両者を統合して進めてい
く方法を提案。

Q-U式学級づくり　小学校低学年
脱・小１プロブレム　「満足型学級」育成の１２か月

小１プロブレムを防ぎ，満足型学級へ導く１
年間の学級経営。低学年では，たのしく習慣
化しながらルールを指導することがポイン
ト！実践の意義とアイデアをイラスト豊富に
紹介。

育てるカウンセリング実践シリーズ　３
タイプ別！　学級育成プログラム
中学校編
ソーシャルスキルとエンカウンターの統合

エンカウンターなどの心の教育の実践と，ま
とまりのある学級集団の育成の目的は同じで
あることを強調し，両者を統合して進めてい
く方法を提案。

Q-U式学級づくり　小学校中学年
ギャングエイジ再生「満足型学級」育成の12か月

中学年の子どものパワーを引き出し，満足型
学級へ導く１年間の流れ。友達同士のかかわ
り合い学び合いを通した個の成長を支えるこ
とが，中学年担任の力量。学級経営の両輪で
あるルールとリレーションの確立をめざす。

土佐市教育研究所　購入・寄贈図書
ご覧になりたい方は，研究所までご連絡ください。



いま子どもたちに育てたい
学級ソーシャルスキル　小学校低学年
人とかかわりともに生きるためのルール，マナー

ＣＳＳおすすめポイント！
〈ポイント1〉学級づくりがうまくいきます
〈ポイント2〉日常生活で繰り返し定着させます
〈ポイント3〉すぐに，何度でも使えます

Q-U式学級づくり　小学校高学年
プレ思春期対策「満足型学級」育成の12か月

思春期の早期化に対応し，自律的な学級集団
を形成する１年間の流れ。思春期が早まって
いるといわれる現代の高学年の子どもたちを
どう育てるか。学級集団の自律的な活動を支
援し，成功と失敗を通して一人一人の成長を
めざす。

いま子どもたちに育てたい
学級ソーシャルスキル　小学校中学年
人とかかわりともに生きるためのルール，マナー

ＣＳＳおすすめポイント！
〈ポイント1〉学級づくりがうまくいきます
〈ポイント2〉日常生活で繰り返し定着させます
〈ポイント3〉すぐに，何度でも使えます

Q-U式学級づくり　中学校
脱・中１ギャップ　「満足型学級」育成の１２か月

中１ギャップを予防する入学オリエンテー
ションから，１年間の学級経営まで。中学校
の学級経営は，ルールづくりからスタート。
膨大なＱ－Ｕの学級データから，その最大公
約数をとりあげ，わかりやすく解説。中１
ギャップの予防にも配慮。

いま子どもたちに育てたい
学級ソーシャルスキル　小学校高学年
人とかかわりともに生きるためのルール，マナー

ＣＳＳおすすめポイント！
〈ポイント1〉学級づくりがうまくいきます
〈ポイント2〉日常生活で繰り返し定着させます
〈ポイント3〉すぐに，何度でも使えます

ソーシャルスキル教育で子どもが変わる
「小学校」

友達づきあいのコツとルールを楽しく体験。
仲よく遊ぶ子，協力して活動する子，気持ち
よく集団生活ができる子を育てる。わが国で
始めて，①小学校で身につけるべきソーシャ
ルスキルを具体化し，②学習の手順を段階
化，③一斉指導で行う具体的な実践方法をま
とめる。

プロジェクトアドベンチャー入門
グループのちからを生かす
成長を支えるグループづくり

プロジェクトアドベンチャープログラムの入
門編。初めての人がPAに触れるときのため
に，いろいろな事例をあげて説明。スタッフ
の体験の中から使いやすくて，面白い活動を
集めたアクティビティ集も収録。

実践！
ソーシャルスキル教育・小学校
対人関係能力を育てる授業の最前線

友達との豊かな人間関係をはぐくみ，自分ら
しさを発揮できるために。「トラブルを上手
に解決する」「感情をコントロールする」
「相手の気持ちを思いやる」。これら友達づ
きあいのマナーとコツを育てる実践！

構成的グループエンカウンター事典

日本で構成的グループエンカウンターを打ち
立てた國分康孝・國分久子が総編集。学校を
中心に３０年に及ぶ実践の全ノウハウを集大
成。
単なるゲームではなく，ふれあい体験を心の
成長に結びつけていく方法が明らかに。「お
もいやり」「自分に問う力」「勇気と自信」
を育てる。

実践！
ソーシャルスキル教育・中学校
対人関係能力を育てる授業の最前線

発達段階を踏まえて中学生に必要な１４の
ソーシャルスキルをはじめて提案！「きちん
と謝る」「トラブル解決策を考える」「怒り
をコントロールする」など，中学生でこそ必
要な，対人関係能力を育てる最新の実践！

授業スキル　小学校編
学級集団に応じる授業の構成と展開

クラスの実態に応じ，「豊富な授業技術」を
絶妙なタイミングで繰り出せば，一つの授業
が何とおりにも進化する。カウンセリング心
理学を学習指導に取り入れた，授業を変える
法則とテクニック。

育てるカウンセリング実践シリーズ　１
学級崩壊　予防・回復マニュアル
全体計画から１時間の進め方まで

心理学と社会学を背景に，学級回復のたしかな手
順がまとめられています。イラスト入りで，どこ
から読んでもすぐ使えます。雰囲気を和らげる
ゲームの進め方や，学級生活の振り返り方がシナ
リオ形式で紹介。学級のタイプと実態を診断し，
それぞれに応じた対策を網羅しています。

エンカウンターで学級が変わる　小学校編
-グループ体験を生かした楽しい学級づくり-

構成的グループ・エンカウンター実践マニュ
アル・エクササイズ集。いじめ・不登校を予
防する，学級の温かな人間関係を，ゲーム感
覚の集団活動で育む。

エンカウンターで総合が変わる　小学校編
-総合的な学習のアイディア集-

「エンカウンターを総合的な学習に活用でき
ないか」「総合的な学習を組み立てるのに役
立つ枠組みはないか」。この願いに，エンカ
ウンターの最前線に立つ著者たちが答える
「エンカウンターが総合的な学習にとても役
立つ理由」と「総合的な学習のアイディア
集」。



エンカウンターで学級が変わる　小学校編
Ｐａｒｔ２

温かな人間関係を育む手法として，全国の先
生に注目されている「構成的グループ・エン
カウンター」。多彩なエクササイズから，子
どもたちにフィットするものをすぐ実施でき
るようにした第２集。

エンカウンターで総合が変わる　中学校編
-総合的な学習のアイディア集-

「エンカウンターを総合的な学習に活用でき
ないか」「総合的な学習を組み立てるのに役
立つ枠組みはないか」。この願いに，エンカ
ウンターの最前線に立つ著者たちが答える
「エンカウンターが総合的な学習にとても役
立つ理由」と「総合的な学習のアイディア
集」。

エンカウンターで学級が変わる　小学校編
Ｐａｒｔ３

実態に応じた課題設定とエクササイズ選び，
集団育成の理論をもとに崩壊しない学級づく
りを徹底追求。エンカウンターがうまくいか
ない疑問と不安に答えるために「失敗！と
思ったときのチェックシート」「エンカウン
ターのＱ＆Ａ」つき。

エンカウンター
こんなときこうする！　小学校編
ヒントいっぱいの実践記録集

本書は，「クラスがこんな状態のとき，この
エクササイズをこんなふうにやってみたら，
クラスはこう変わりましたよ。」といった，
エンカウンターの実践記録集。

エンカウンターで学級が変わる　中学校編
-グループ体験を生かしたふれあいの学級づくり-

構成的グループ・エンカウンター実践マニュ
アル・エクササイズ集。いじめ・不登校を予
防する，学級の温かな人間関係を，ゲーム感
覚の集団活動で育む。

エンカウンター
こんなときこうする！　中学校編
ヒントいっぱいの実践記録集

ジャンルタイプ別に２０の実践を掲載。エク
ササイズの手順やワークシートがいっぱい。
「指導の流れ図」で実践の全体像が一目瞭
然。

保健室・相談室・適応教室での「教室に行けない
子」の支援
ワークシートによる教室復帰エクササイズ

子どものエネルギーを高め，教室復帰への足
がかりをつくるワーク。「子どもが一人で取
り組むワークシート」を中心にしているの
で，だれでもすぐに使えて，先生が他の子ど
もに対応したり，執務したりする時間を作り
出すことができます。

エンカウンターで学級が変わる
　　　ショートエクササイズ集　Ｐａｒｔ２

子どもから大人までだれでも，教室から屋外
どこでも，使い方自由自在！こころのふれあ
いから自己発見までつなぐ，エンカウンター
のエッセンス。よりシンプルに，より使いや
すく，よりこころがふれあうように。このＰ
ａｒｔ２で，さらに使いやすさとエンカウン
ターらしさを追求。

エンカウンターで学級づくり１２か月
小学校低学年

学級づくりにエンカウンターは絶対に効果
的。取り組んだ先生方の声です。本書は，低
学年の学級づくりの筋道に生きるエクササイ
ズを選択・網羅，シート付きで手軽に活用で
きます。特に若手の先生方の力になること間
違いなしです。是非お役立てください。

エンカウンターで進路指導が変わる
生き抜くためのあり方生き方教育

急激に変化する社会で，主体的創造的な問題
解決能力をもち，自分のキャリアデザインを
しっかり描き，豊かな人間関係を保持し，職
業生活や人生を生きていく力を育む進路指導
とは何か。生徒たちが求めている，中学校教
師が本当に必要だと感じる進路指導を，現場
教師の手で一から創り出した一冊。

エンカウンターで学級づくり１２か月
小学校中学年

学級づくりにエンカウンターは絶対に効果
的。取り組んだ先生方の声です。本書は，中
学年の学級づくりの筋道に生きるエクササイ
ズを選択・網羅，シート付きで手軽に活用で
きます。特に若手の先生方の力になること間
違いなしです。是非お役立てください。

シリーズ・２１世紀を創る子どもと学校教育ー①
新しい情報教育を創造する
ー７歳からのマルチメディア学習ー

教育実践現場に役立つ情報教育コンピュータ
教育，メディア教育を含むのあり方を提案。
実践事例の紹介だけでなく，メディア研究の
歴史，教材開発の視点と方法などを具体的に
示す。

エンカウンターで学級づくり１２か月
小学校高学年

学級づくりにエンカウンターは絶対に効果
的。取り組んだ先生方の声です。本書は，高
学年の学級づくりの筋道に生きるエクササイ
ズを選択・網羅，シート付きで手軽に活用で
きます。特に若手の先生方の力になること間
違いなしです。是非お役立てください。

教師の仕事３６５日：ここから始める情報教育①
知ってトクする“情報教育”の基礎基本

Ⅰ　これだけは知っておきたい
　　情報教育の基礎基本
Ⅱ　これが情報教育実践だ（12実践）
Ⅲ　情報教育は誰にでもできる
　　情報教育の勘どころ。



教師の仕事３６５日：ここから始める情報教育②
デジタルカメラから始める情報教育の授業

Ⅰ　デジタルカメラを授業で使うと
　  どんないいことがあるの
Ⅱ　記録性を生かしたデジタルカメラの活用
Ⅲ　デジタルカメラで情報発信
Ⅳ　デジタルカメラワンポイント上の使い方

教師の仕事３６５日：ここから始める情報教育③
デメディアが身近に感じる情報教育の授業

Ⅰ　メディアを授業で使うと
　　どんないいことがあるの
Ⅱ　コンピュータで表現しよう
Ⅲ　いろんなメディアを使ってみよう
Ⅳ　プレゼンテーションをしてみよう

「生きる力」と情報教育
２１世紀を生きる子どもたちのために

（目次）
１．小学校における情報教育
２．子どもによる自己評価
３．グループウェアで協調学習
４．インターネットはみんなの広場．．．

総合的な学習としてのマルチメディアプロジェクト
ヒューマンネットワークをひらく情報教育

（目次）
第１部　マルチメディアプロジェクトによる
　　　　情報教育
第２部　ヒューマンネットワークをひらく
　　　　子どもたち
第３部　情報教育を支えるシステムづくり

今日から始める
プリンタ＆プロジェクター活用授業

小学校での学力向上のためにコンピュータ，
プロジェクタ，プリンタを活用した授業を集
めた事例集。学力向上効果が高かった授業に
ついて，効果を高めるためのコツを，授業者
本人が詳しく解説。明日からすぐに実践でき
る取り組み易い事例を多数収録。

学校で取り組む
情報社会の安全・安心

新学習指導要領に明示された情報モラル教育
の具体的ですぐに実践できる事例を豊富に提
示。「保護者向け」と「教員研修」の事例も
掲載。さらに道徳教育の観点から「心の育
成」を目指した情報モラル教育の新たな方策
を示す。

事例で学ぶ
Ｎｅｔモラル

急激なIT社会の進展にともない，インター
ネットの利用者もどんどん低年齢化してい
る。子どもたちがインターネットを適切に利
用する方法を，ネットモラル教育の第一人者
が理論と実践をもとに解き明かす。

コミュニケーション力が育つ
情報モラルの授業

授業の［意義］，［必要な要素］から８つの
［モデル授業案］，［実践例］，授業の［効
果］を手にすることで，誰でも情報モラルの
授業ができます。すぐに使える授業用ワーク
シートも多数収録！

先生のためのパソコン入門①
実践　パソコンを活用した授業
小学校１～４年

ホームページへのアクセス方法やインター
ネットを利用した授業の記録，１～４年生の
各教科・単元でのパソコンを利用した授業を
紹介。

先生のためのパソコン入門②
実践　パソコンを活用した授業
小学校５・６年

ホームページへのアクセス方法やインター
ネットを利用した授業の記録，５・６年生の
各教科・単元でのパソコンを利用した授業を
紹介。

小学校　情報教育Ｑ＆Ａ

情報教育とは？どう進める？機器について
知っておくことは？どんな授業ができる？普
段の授業の流れの中で利用できる事例案も
たっぷり紹介する。計画と実践のノウハウ
を，机上プランではなく，実際の取り組みを
通して示す。

中学校　情報教育Ｑ＆Ａ

情報教育とは？どう進める？機器について
知っておくことは？どんな授業ができる？普
段の授業の流れの中で利用できる事例案も
たっぷり紹介する。計画と実践のノウハウ
を，机上プランではなく，実際の取り組みを
通して示す。

（英語）授業改革論

教科書って必要ですか？　板書って必要です
か？　教師の説明って必要ですか？　予習っ
て必要ですか？――英語授業の「常識」を見
直すきっかけとなる１冊。

英語教師田尻悟郎の挑戦
生徒の心に火をつける

授業終了のベルが鳴っても教室を出ていかな
い生徒たち。どうしてこの生徒たちはこんな
に勉強への意欲をもつようになったのか？
その答えが本書の中に。



教師のためのソーシャルスキル
子どもとの人間関係を深める技術

子どもとの関係がうまくいかない」「学級経
営がうまくいかない」などの悩みを抱える教
師が増えている。こうした問題を解決するた
めに，本書では，子どもとの関係を良好にす
るコツとポイントを，教師が学校現場で生か
せるようにわかりやすく解説している。

脳が元気になる読み聞かせ
子どもと本との楽しい出会い

「考える回路」を拓く！子どもたちが物語の
展開を推理したり詩を群読して楽しんだりす
る読み聞かせ。童話あり，民話あり，落語あ
り。総合的学習の時間にも活用できる。

※本の紹介文は，主に下記サイトより引用，抜粋（一部補足）
図書文化社ホームページ　http://www.toshobunka.co.jp/

Ｃ．Ｓ．Ｌ．学習評価研究所　http://www.csl-center.jp/index.html
明治図書ＯＮＬＩＮＥ　http://www.meijitosho.co.jp/

ミネルヴァ書房　http://www.minervashobo.co.jp/book/b46868.html
高陵社書店　http://www.koryosha.co.jp/
学研出版サイト　http://hon.gakken.jp/

三省堂　http://www.sanseido-publ.co.jp/
JustSystems-ジャストシステム　http://www.justsystems.com/jp/

風土社　http://www.fudosha.com/
教育出版　http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/
誠信書房　http://www.seishinshobo.co.jp/

一光社　http://www.ikkou-sha.co.jp
金子書房　http://www.kanekoshobo.co.jp/np/

ぎょうせいオンライン　http://shop.gyosei.jp/index.php
明石書店　http://www.akashi.co.jp/


