
平成２６年度
新規購入

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。

平成２６年度
新規購入

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。

平成２６年度
新規購入

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　書籍
ご覧になりたい方は，研究所までご連絡ください。

【学級経営】



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。

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。

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。

ゆるみを突破！
学級集団づくりエクササイズ小学校
叱らずに学級規律をつくるチェックポイント

まじめにやっているのに，学級経営や授業がどこ
かうまくいかない先生へ、小学校に多い「ゆるみ
のみられる学級集団」では，満足型の学級集団に
比べて，子どもたちが，学習や対人関係の場面で
力を出し切ることが難しい。学級集団づくりの力
量を高めて，よりよい学級経営，授業の実現へ！

javascript:void(win01('./detail_image.php?product_id=108&image=main_large_image','detail_image','400', '580'))


不登校の子どもの生活と親・教師の支援

はじめて不登校を引き受けた親・教師への親
の会からのアドバイス
不登校が始まったばかりの親・教師への具体
的な提案

ゆるみを突破！
学級集団づくりエクササイズ中学校
叱らずに学級規律をつくるチェックポイント

まじめにやっているのに，学級経営や授業がどこ
かうまくいかない先生へ、中学校に多い「かたさ
のみられる学級集団」では，満足型の学級集団に
比べて，子どもたちが，学習や対人関係の場面で
力を出し切ることが難しい。学級集団づくりの力
量を高めて，よりよい学級経営，授業の実現へ！

教育委員会の挑戦
「未然防止への転換」と「組織で動ける学校づくり」

地域を活性化させる学校と教育委員会のコラボレーショ
ン　いじめ・不登校・暴力行為など，現代の子どもたち
が抱える問題、学級王国，チーム連携のむずかしさな
ど，教員組織の抱える問題、これらの問題に，教育委員
会・学校・教師たちがどう苦戦し，どう乗り越えたか。
ネットワーク方式のリーダシップを模索して効果を上げ
た三重県教育委員会の取り組みを全国の学校をサポート
する河村教授が解説。教師の意欲を大切にした取り組み
こそが，学校を活性化させる！

学級づくりのためのＱ-Ｕ入門
楽しい学校生活を送るためのアンケート活用ガイ
ド

これから実施する先生へ「楽しい学校生活を送る
ためのアンケートＱ－Ｕ」は、子どもたちの学校
生活における満足度を測るための質問紙です。不
登校・いじめ・学級崩壊の予防、そしてよりよい
教育実践のために全国で活用されています。Ｑ－
Ｕのよくある質問に、Ｑ＆Ａ形式でやさしく答え
ます。

エンカウンタースキルアップ
ホンネで語る「リーダーブック」

エンカウンターリーダーとしてのスキルアッ
プマニュアル。「エンカウンターとは何か」
の姉妹書。実際の疑問や困ったことに一問一
答形式で答える。

エンカウンターで学級が変わる　Ｐａｒｔ２
中学校編

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。

教育カウンセラー標準テキスト　初級編

「教育カウンセリングの原理・基礎」「カウ
ンセリングの理論」「教育カウンセリングの
方法とスキル」「教育カウンセリングの扱う
領域・問題」など
教育カウンセラーの基礎的テキスト

先生のための
スクールカウンセラー２００％活用術

自ら成長できるたくましい子どもを育てるた
めに、子どもたちのつまずきを受けとめ、一
人一人の成長を支援する。相談室の面接だけ
ではない、積極的なスクールカウンセラーの
仕事。

学級担任の特別支援教育
個別支援と一斉指導を一体化する学級経営

学級担任の現実に基づき、いまできるベストの対
応を提案する。ポイントは「個と全体に配慮した
教室運営」。子どもたちが「あの子だけ特別扱い
されている！」と思わずに、みんなが先生に大切
にされていることが伝わる対応を２章と３章で。
「担任を支え機能する校内連携」もポイント。例
えば、「学習面×生活面」の観点で支援ニーズを
把握し、校内協力体制が必要かを考える観点と目
安を提供。

教室でできる特別支援教育
子どもに学んだ「王道」ステップ
ワン・ツー・スリー

「軌跡」が「奇跡」を生む！明日からでも
「教室でできる」！「通常学級における特別
支援教育」について、各地の学校現場の実践
に触れ、私の中で「これが『王道』」と感じ
た、誰もが配慮・工夫により実践できる支援
の考え方を整理してみました。

クラスのちからを生かす

「教室のなかでは使いにくい」「プロジェクトア
ドベンチャーに割く時間がない」「ゲームはうま
くいくが、クラスはうまくいかない」などの声も
聞きます。
　本書はそうした声に応えて、教室のなかで実際
にプロジェクトアドベンチャープログラムを効果
的に実践し、どの子どもにとっても居心地がよ
く、自分の思うことが発言でき、お互いを認め合
えるようなクラスをつくるための方法が紹介され
ています。

気になる子が溶け込む授業のしかけ
クラスみんなのための特別支援教育

発達障害のある子やグレーゾーンの子，その子にわざと刺激を
与える子やそのことのかかわりを嫌がる子などといった「気に
なる子」が在籍する学級では，教師が授業に苦戦する声が聞か
れます。本書には，そんな「気になる子」の心の声に寄り添な
がら，どの子にもわかりやすく自然に溶け込める授業の「しか
け」，教師のテクニックが満載です！「気になる子」も溶け込
む授業づくりの際に，先生方が抱えるお悩みにも，ベテラン教

師がお答えします。

「ADHD」の子どもと生きる教室

「ADHD」だという海田君。ベテラン教師の著
者も海田君のことがつかめない――。克明な
「学級日記」をもとに，試行錯誤を繰り返し
ながら，学級の子どもたち，教職員集団，父
母との共同で生み出した海田君の変化・成長
を綴る感動の記録。

自閉症のすべてがわかる本

【自閉症の正しい知識と治療・対処法のすべ
てを紹介する】
私たちの育て方が悪かったの？いいえ。自閉
症は心の病気ではなく脳の障害であり、決し
てしつけが原因ではありません。社会性をど
う身につけるか。その療育法を学ぶことで、
家や学校での育て方・目標が見えてきます。
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ＡＤ／ＨＤ（注意欠陥／多動性障害）
のすべてがわかる本

【保護者と教師のためのＡＤ／ＨＤ入門書】
授業中に動き回る、キレやすい、忘れ物が多い。
これらはＡＤ／ＨＤにみられる症状。放っておく
と子どもは孤立し症状は悪化する。治療法はある
のか？障害を正しく理解でき、対処法がわかるＡ
Ｄ／ＨＤの入門書。

〈教室で気になる子〉
ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症児への手だてと
ヒント

軽度発達障害の子たちへの具体的な対応策。全児
童の６％にのぼるという〈学習・行動面で困難を
示す子どもたち〉と教室でどう対応すればいい
の？　現場の学級担任のために、こんな一言、こ
こで目印、このグッズ…具体的で、すぐできる手
だてを紹介します。LD、ADHD、高機能自閉症児へ
の手だてとヒント

ＬＤの子どもへのサポート＆指導事例集

通常学級にＬＤの子が入った場合、担任がど
う対処し指導すべきか、具体的かつ豊富な指
導事例をもとに解説しています。

高機能自閉症・アスペルガーの子どもへの
サポート＆指導事例集

通常学級に高機能自閉症、アスペルガーの子が
入った場合、担任がどう対応し、指導すべきか具
体的かつ豊富な指導事例をもとに解説していま
す。

ＡＤＨＤの子どもへの
サポート＆指導事例集

通常学級にＡＤＨＤの子が入った場合、担任がどう
対処し指導すべきか、具体的かつ豊富な実践事
例をもとに解説しています。

特別支援教育
学級担任のための教育技術

授業成立を意識した特別支援教育の教育技術
を紹介。授業構成から個別指導まで、授業づ
くりのアイデア満載。子どもの関係づくりを
促す集団づくりのコツがわかる。

特別支援教育
手軽にすぐに使える教材・教具集

身近なものを使った教具、隙間時間に使える
教具、学習が楽しくなるプリントなど、すぐ
に使える教材・教具。教室に備えておくと、
超便利。

ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症の子どもの
指導ガイド

平成１６年１２月に発達障害者支援法が成立
し、これに対応した指導内容・方法や配慮事
項を指導にあたる教師のために、国立特殊教
育総合研究所で活用しやすいガイドにまとめ
た。各事項を見開きで解説し、校内研修等で
すぐ使える「子どもと教師のための支援ノー
ト」付き！

なにがちがうの？
ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）
の子の見え方・感じ方

ADHDは行動のコントロールがむずかしい障害。
うっかりわすれたり、つい人の迷惑になることを
してしまったり。そのときは反省しても、また同
じことを繰り返すので、あきれられたり…。まわ
りも困るけど、いちばん困っているのは本人で
す。ADHDの子どもが失敗した瞬間どんな気持ちで
いるのか、そこから理解していけば、きっといい
関係が築けます。

ふしぎだね！？
ADHD（注意欠陥多動性障害）のおともだち

自分をコントロールする力が弱く、注意欠陥または多動性・衝
動性が行動にあらわれる……それがADHD（注意欠陥多動性障
害）のおともだちの特徴です。この絵本は、「なるほど、おと
もだちのふしぎな行動には、こんな理由があるんだ。じゃあ、
こうすればもっと楽しく過ごせるね！」……そんな気づきをも
たらします。学校やおうちでよく見られるケースをイラストで
わかりやすく伝え、学校の授業や暮らしの中でできる工夫を具
体的に紹介。子どもと大人がいっしょに考え学べる工夫がいっ

ぱい！

ふしぎだね！？
アスペルガー症候群［高機能自閉症］の
おともだち

人と上手につきあえない、コミュニケーションがうまく
とれない、想像力がとぼしい・こだわりがある……それ
がアスペルガー症候群［高機能自閉症］の特徴です。こ
の絵本は、「なるほど、おともだちのちょっとふしぎな
行動には、こんな理由があるんだ。じゃあ、こうすれば
もっと楽しく過ごせるね！」……そんな気づきをもたら
します。よく見られるケースをイラストでわかりやすく
伝え、具体的に紹介。子どもと大人がいっしょに考え学

ふしぎだね！？
自閉症のおともだち

人と上手につきあえない、コミュニケーションがうま
くとれない、想像力がとぼしい・こだわりがある…
…それが自閉症のおともだちの特徴です。この絵
本は、「なるほど、おともだちのちょっと困ってしま
う行動には、こんな理由があるんだ。じゃあ、こうす
ればもっと楽しく過ごせるね！」……そんな気づき
をもたらします。

 ふしぎだね！？
LD（学習障害）のおともだち

聞く、話す、読む、書く、計算する、推論す
る、これらの能力のうち、ひとつまたは複数
についてなかなか身につけることができない
……それがLD（学習障害）のおともだちの特
徴です。この絵本は、「なるほど、わがまま
やらんぼうな子じゃなくて、こんな理由があ
るんだ。じゃあ、こうすればもっと楽しく過
ごせるね！」……そんな気づきをもたらしま

ふしぎだね！？
知的障害のおともだち

知的障害のおともだちの文化を理解し、助け合
い、協力する気持ちを育てる。第10回（2008年
度）学校図書館出版賞大賞 受賞
◎ 障害を理解するための「最初の一歩」◎ よく
ある事例がイラストでわかる◎ 困っていることへ
の工夫を紹介◎ ふりがな付きで小学生から読める
◎ 親子で、先生と生徒で一緒に読みながら考えら
れる



ふしぎだね！？
ダウン症のおともだち

ダウン症のおともだちの文化を理解し、助け合
い、協力する気持ちを育てる。第10回（2008年
度）学校図書館出版賞大賞 受賞
◎ 障害を理解するための「最初の一歩」◎ よく
ある事例がイラストでわかる◎ 困っていることへ
の工夫を紹介◎ ふりがな付きで小学生から読める
◎ 親子で、先生と生徒で一緒に読みながら考えら
れる

心が元気になる本 (1)
イライラ、クヨクヨ　どうすればいいの？
ー悩む・いらつく・心のしくみ

イライラやクヨクヨといった、いやな気持ち
とどうのようにつきあえばいいのかというこ
とを、スクールカウンセラーといっしょにさ
ぐる。

心が元気になる本 (2)
自分はダメだと思うとき
ー１日の心の動きと悩み

学校や家庭などの日常生活の中の子どもたち
の悩みをとりあげている。スクールカウンセ
ラーといっしょに考えていく。

心が元気になる本 (3)
学校に行くのがつらいとき
ーいじめ・不登校・性の悩み

クラスで起こりうる深刻な問題、いじめ・不
登校・学級崩壊・リストカットなどをとりあ
げ、悩む子どもをサポート。

スクールソーシャルワーカー養成テキスト

不登校やいじめ、ひきこもり、非行といった
教育現場が抱える課題には、家庭・学校・地
域が協働する必要がある。そのつなぎ役を果
たすのがスクールソーシャルワーカー。本書
では、スクールソーシャルワーカーが身につ
けるべき知識と技術を解説し、実際の取り組
みを紹介する。

学級経営テンプレート集―これは便利!

学級経営に役立つコンテンツを満載！
イラスト800点、テンプレート200点、文例190
点を1枚のCD−ROMに収録。季節の行事や学年・
学級通信の作成に、CD−ROMから読み込んで、
また忙しいときはコピーしてお使いいただけ
ます。

すぐ使える
スクールカット

学級通信などで使える月別カットやテーマ別
カットが収録されています。CD-ROM付きで、
使いやすいです。

教師のための不登校サポートマニュアル
不登校ゼロへの挑戦

不登校問題は確かな方法論と実践で必ず解決
する。不登校問題は必ず解決する。｢見守る｣｢
待つ｣ではなく，確かな方法論に基づいた行動
によってこそ，子どもの教育を受ける権利を
保障することができる。埼玉県熊谷市での半
減をめざした実践と，Ａ町での不登校ゼロ達
成の実践を紹介する。

「いじめ」をえぐり出し、そして闘う

「いじめ」は教師だけがなくすことが出来る
を前提に、いじめ発見のシステムの作り方、
いじめ発見！第一手と第二手の打ち方、いじ
めに立ち向かう生徒と学級をこう育てる提案

エンカウンターとは何か
教師が学校で生かすために

　「エクササイズをすればエンカウンターか？」
「エンカウンターは学級王国をつくるのか？」エ
ンカウンターの理解が不足すれば、このような誤
解も生まれる。一方エンカウンターの本質をつか
めば、いま目の前にいる子どもたちに自信をもっ
て応じられる。　エンカウンターを利用し尽くし
て、エンカウンターから十分に学ぶために、全国
のエンカウンターをリードする著者たちが、その
本質について熱く語る。

だけど、学校をあきらめきれない
-「行けない不登校」に悩む親子へ-

「行きたいけれども、行けない」不登校の子
供の学校復帰を支援してきた「浪合こころの
塾」。その４年間の足跡を追い、彼らが学校
復帰を果たすまでの課程を研究。不登校の
子・悩む親・子供を迎え入れる学校、三者へ
の徹底ルポとレクチャーにより「学校復帰」
への道筋を明らかにする。

子どもの創造的思考力を育てる

子どもに考える習慣をつけさせるために知っ
ておきたい創造性の理論と適切な言葉のかけ
方がわかる。

子どもの集中力を育てる

子どもは誰でも集中力をもっている
集中力の源
興味・関心・好奇心
集中力とこだわり
教えることと、育てること
集中力の妨害刺激について

不登校の予防と再登校への支援
－効果的な登校刺激の与え方－

不登校の児童を無理に再登校させようとしても、
あまりうまくいかないことが多い。しかし周囲が
学校に登校させようとしないで、児童本人に生活
をまかせてしまうのにも多くの問題が生ずる。県
立教育センターでの２２年間のキャリアを持つ著
者が、不登校の児童が自分から再登校へと向かう
ための、実践的で効果的な「登校刺激」の与え方
をまとめた。
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対人関係ゲームによる仲間づくり
学級担任にできるカウンセリング

体を動かし相手の心に触れ合う｢遊び｣で子ど
も集団をいきいきさせる。｢楽しい思い｣｢身体
運動反応｣で、｢不安｣｢緊張｣を抑制する仕組み
が分かる。小・中学校専門学校、大学、教員
研修における豊富な実践を紹介。イラストと
授業展開案で主なゲームを開設、教育現場に
すぐ役立つ。

プロカウンセラーの聞く技術

「沈黙は金、雄弁は銀」「一度語る前に二度聞
け」など、昔からしゃべることよりも聞くことの
大切さが強調される。もちろん「話す」ことも人
間関係の上で大きな影響を与えるが、本当に人の
話を「聞く」ことができると、人間関係は驚くほ
どよくなる。本書は、「聞く」ことのプロである
カウンセラーが、「聞き上手」になるための極意
を、実例をふくめてわかりやすく説いた1冊。

教師がつらくなった時に読む本
心がホッとでき、役立つ情報と知恵が満載

子供・親への対応、職場の人間関係と悩める
教師のリアルな声がビッシリ。悩みを共有し
た上で、克服体験、カウンセラーからの助
言、学校改革への提言、座談会〝教師の悩み
〟その現状と解決のポイント、教師を支える
会窓口等、心がホッとでき、役立つ情報と知
恵が満載。

行動・性格アセスメント　基本ハンドブック
-児童生徒理解の理論と方法-

「性格」とはなにか？人の行動・性格はどう
やって理解するか？アセスメントの立場か
ら、より総合的な児童生徒理解をめざし、と
くに性格検査の正しい理解と活用のあり方を
示す。

育てるカウンセリングによる教室課題対応全
書
全１１巻セット

学級担任が使える、教室課題対応のあり方を
網羅。
学校現場における最前線の取り組みがわか
り、すぐに使える課題別対応全書。

育てるカウンセリングによる教室課題対応全書１
サインを発している学級

学級は日々小さなサインを発している。これにど
う対応するかは、学級担任が最も頻繁に直面し、
手腕の問われる課題である。サインへの対応は、
ルール（規範）とリレーション（心のふれあい）
に働きかけて行う。本全書「学級クライシス」で
扱う集団機能の喪失に至る前に、この段階で十分
な対応を行いたい。

育てるカウンセリングによる教室課題対応全書２
学級クライシス

学級クライシスとは、集団が教育機能を失ってい
る状態であり、教師の指示に従わない・他人を傷
つける・ルールを破るなどマイナスの規範で回転
している状態である。これは緊急事態であり、通
常とは違う対応を要する。まず学習権を保障する
ことから始め、学級集団を立て直すまでの原理と
進め方を子細に網羅する。

育てるカウンセリングによる教室課題対応全書３
非行・反社会的な問題行動

学校や教師に対する反抗、校則指導、性非
行、薬物乱用、プチ家出、万引きなど、すべ
ての学校すべての教師が対処に苦慮する問題
に、育てるカウンセリングを生かした対応を
示す。非行について、教師と警察・更正機関
関係者という立場の異なる専門性をブレンド
した。

育てるカウンセリングによる教室課題対応全書４
非社会的な問題行動
～無言で支援を求める子ども～

学校や社会とうまくつきあえなくて、家族や友
達、学校とのつながりを放棄したり、その不全感
を自分に向けたり、症状として表出する子供がい
る。彼らは無言のうちに支援を求めている子ども
である。教師は子どもに寄り添い社会につなげ、
かかわりの中で自分を発揮して生きていけるよう
になる支援を行いたい。

育てるカウンセリングによる教室課題対応全書５
いじめ

いじめとは、他者の「幸福になる権利」を不当に
奪う行為であり、決して許されるものではない。
発生をくい止め、集団全体で対応と防止に取り組
むことが必要である。それには人間としての尊厳
を認め合い、ヒューマニスティックな思想と確か
に効果を生む方法で、いじめない、いじめさせな
い子どもたちを育てていく。

育てるカウンセリングによる教室課題対応全書６
不登校

増え続ける不登校。「無理をさせずに休ませ
た方がいい」という常識が広まり、教師は迷
いながらも何もできず、子どもと関係を築け
ずに問題がさらに重くなる。学校の吸引力が
弱まり、何となく足が遠のくという最近の不
登校には、まず教師が子どもと心の絆を紡ぐ
ことが必要である。

育てるカウンセリングによる教室課題対応全書７
教室で気になる子

教師が日々子どもたちに接していると、ちょっと
気になるときがある。これをきっかけにして子ど
もを的確に理解し対応すると、一人では乗り越え
られずに立ち止まっていた問題を解決したり、分
かれ道にたちつくす子どもを支えることができ
る。日常的なかかわりを意図的な教育につなげて
いくための具体策である。

育てるカウンセリングによる教室課題対応全書８
学習に苦戦する子

思った成果を上げられず勉強に苦戦している子ど
もは多い。学習に希望がもてなくなれば、進路・
人生にまで希望を失いかねない。彼らには、苦戦
の要因に働きかけて、「基本的な学力を身につけ
る」「自分の得意な学習スタイルを見つける」
「人と学ぶ力を身につける」「学習に対していい
イメージをもつ」ための援助を進めていく。

育てるカウンセリングによる教室課題対応全書９
教室で行う特別支援教育

たいていのクラスにLDやAD/HD、高機能自閉症など
の軽度発達障害を示す子がいる。文部科学省では
特別支援教育を通常の学級で十分に実現する方向
を打ち出している。本書は行動の特色に応じた対
応をイラスト入りで紹介する。これらノウハウは
同様な事柄で苦戦している子の支援にも貴重なヒ
ントとなる。



育てるカウンセリングによる教室課題対応全書１０
保護者との対応

教師と保護者は、子どもを育てる同じチームの一
員である。にもかかわらず十分に連携することは
なかなかむずかしい。傾聴を中心とした好ましい
人間関係づくりにとどまらず、協力して子どもの
教育にあたる体制づくりと、実際の問題解決の方
法を示す。特に保護者からの多様な訴え、保護者
への協力要請方法を解きほぐす。

育てるカウンセリングによる教室課題対応全書１１
困難を乗り越える学校

教師一人の力で子どもにかかわりきれる時代では
ない。チームによる支援が常識となりつつある。
子どもの抱える困難を乗り越えるには、同時に学
校が抱えている困難を避けて通ることはできな
い。教師の立場、管理職の立場、それぞれに育て
るカウンセリングを応用して、教師集団が困難を
乗り越えていく方法を示す。

育てるカウンセリング全書　１
育てるカウンセリング
～考え方と進め方～

子供たちの心を「受け止め」「育む」ため
に。カウンセリングが示す考え方とはじめの
一歩。

育てるカウンセリング全書　２
サイコエジュケーション
～「心の教育」　その方法～

心の教育は、考え方の学習・行動の仕方の学
習・豊かな感情体験からなる。その具体的な
方法。

育てるカウンセリング全書　３
児童生徒理解と教師の自己理解
～育てるカウンセリングを支えるもの～

子どもを「わかる」には、多様な見方ができ
ること、教師が自分自身を理解することがカ
ギ。

育てるカウンセリング全書　４
授業に生かす育てるカウンセリング

対話の技術は子どもたちをイキイキさせる。
言葉と言葉、心と心をつなぐ知恵を授業に！

育てるカウンセリング全書　５
問題行動と育てるカウンセリング

どの子にも起こりうるトラブルに、学級の力
を生かした予防と対処、教師が連携する手順
を示す。

育てるカウンセリング全書　６
進路指導と育てるカウンセリング
～あり方と生き方を育むために～

「将来どうしたらいいのか」から今すべきこ
とを考える、新しい進路指導の考え方と幅広
い具体策。

育てるカウンセリング全書　７
保健室からの育てるカウンセリング

養護教諭は「心を育む」キーパーソン。対応
の実際から校内の組織化まで現場のノウハウ
が結実。

育てるカウンセリング全書　８
育てるカウンセリングが学級を変える
「小学校編」

安心感を味わい集団のルールを身につけるた
め、心に響く体験で学級と個を育てる方法を
示す。

育てるカウンセリング全書　９
育てるカウンセリングが学級を変える
「中学校編」

「手探りの自分づくり」を援助する視点で、
思春期の中学生に向き合う担任の苦悩に答え
る。

カウンセリングと精神分析

カウンセリング理論の構成要素に従って、精
神分析理論をアレンジしたこと。カウンセリ
ングのほかの諸理論となるべく比較対照しな
がら精神分析を語ったこと。学校や職場のカ
ウンセラーを主たる読者対象にして内容・表
現を調整したこと。の３つの特徴にまとめら
れた内容である。

カウンセリングの理論

今やひとつのカウンセリング理論だけを信奉
する時代は去った。複数の理論にふれなが
ら、それを自分なりに統合せよと、著者は折
衷主義を提唱する。そのためには各理論の比
較研究が不可欠となる。本書は主要理論7つの
要約と比較がその内容である。

カウンセリングの技法

精神分析を核にした折衷的立場から、カウン
セリングにおける「はしのあげおろし」を説
いている。カウンセリングは会話術ではな
く、人格の表現であるということを、著者独
特の覇気に富んだ文章で語りかける。



学校現場で使える
カウンセリング・テクニック　上
育てるカウンセリング編・11の法則

目の前の子どもたちの問題を解決するのに役立つ
速効性のあるカウンセリング技法」を紹介すると
ともに、その背後にある考え方も解説。役立つ技
法をすぐに現場に応用しながら、しかもカウンセ
リングの基礎も学べる。忙しい教師にぜひ読んで
ほしい一冊。

学校現場で使える
カウンセリング・テクニック　下
問題解決編・10の法則

学級崩壊緊急対策プラン、不登校、いじめ、キレ
る子どもへの対応、難しい親とのつきあい方、ス
クールカウンセラーの上手な活用方法、学校教育
相談の体制づくり、さらに教師のメンタルヘルス
まで、現場教師が頭を痛めるさまざまな問題を解
決するためのノウハウを満載した。

ネイチャーゲーム　１

「ゲームを通して深い喜びや心の落ちつき、
自然との一体感を得ることができる」。著者
の20年にわたる野外教育活動の実践で得た経
験をもとに、既存の42のゲーム内容を見直
し、今回新たに8つのゲームを加えた。21世紀
の環境教育のバイブルとして読者に送る決定
版。

やってみよう！ネイチャーゲーム
学校で役立つネイチャーゲーム２０選

本書は、学校教育におけるネイチャーゲーム
の普及と発展のため、実践例を中心にまとめ
たものです。学校教育の場で、自然と子ども
たちの触れ合いに関心を寄せられるようにな
る内容です。

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。

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　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す
る、中学校編。

カウンセリング演習

カウンセリング技法を真に身につけるために,
現場の実際中心に記述した,すぐ役に立つ実践
本位のテキスト。

不登校・ひきこもりのカウンセリング
子どもの心に寄り添う

主要内容　一般心理学／教育心理／発達／学
習／動機づけ／知覚・認知／思考・言語／性
格心理／障害児教育／精神分析／精神医学／
生理／他

教師のためのカウンセリングワークブック

学級担任として,教育相談・生徒指導担当とし
て,身につけたいカウンセリング的対応を書き
込み式で学べる。

やさしく学ぶカウンセリング　26のレッスン

カウンセリングの基本であるロジャーズの来
談者中心カウンセリングが「わかっていく」
ワーク、ロールプレイが満載。自己理解、他
者理解を深めながら、カウンセリングスキル
を身につけるワークブック。カウンセリング
演習の授業や研修、グループの勉強会のテキ
ストに最適。

人間関係づくりトレーニング

人間関係づくりにも基本とコツがある。本書
は身近な生活事例から,プロのファシリテー
ターの30年に亘る研究と実践の成果を凝縮し
た「体験学習」の決定版。

自己理解ワークブック

カウンセリング心理学の視点から,自己の理解
と成長の方法をレクチャー。ワークブック形
式で,書き込むほどに自己理解が深まり,心理
学の基礎も学ぶことができるテキスト。

学校の危機管理　虐待から子どもを守る
子どものサインをどう読み取るか

子どもの虐待に教師としてどう関わるべきか
を具体的に解説。虐待のニュースがあとを絶
たない。学校における｢虐待｣の発見と対応、
またネットワークづくりのポイントを解説。
教師は親の次に身近な存在。子ども出すサイ
ンに気づいてほしい、子どもの味方でいてほ
しい、という著者の切なる思いが伝わる。教
師にとって必読書である。

楽しいクラスづくりフレッシュ文庫71
教師発：保護者・親への“禁句集”
言ってはマズイ言葉６１例

Ⅰ親から子どもへの禁句集／おしゃべりな子
どもへの禁句「早く食べなさい」。Ⅱ教師か
ら親への禁句集／おしゃべりな子どもの親へ
の禁句他。



不登校

本書は，不登校の多様な在り方と，それに対
する方法が示された，本格的な臨床書であ
る。性急な対応を急ぐあまり単なる「悪者探
し」に陥らぬよう，現象をじっくりと受けと
めた上で，親と子どもへの適切な援助とは何
かを追求している。

不登校・登校拒否は怠け？病い？
－その「対応」をさぐるー

不登校・登校拒否の問題に家庭・学校で現実
に取り組んでいる父母・教師などが想い・悩
みを語り、登校拒否への対応を考える。

子どもの見える行動・見えない行動
―事例と技法 ふれあい学校カウンセリング

悩み，苦しんでいる子どもたちの解放，前向
きな回復を願って，研究し，実践し，啓発し
ている。「教育相談をしている」と，「府こ
としか言いようのない状況の中」で，苦し
み・悩みながらも「けなげに暮らしている」
子ども達に数多く出会うということだ。それ
も，「物質的困窮による不幸」ではなく「精
神的な困窮からの不幸」だということであ

最新版
不登校・引きこもり・ニート支援団体ガイド

本人と家族をサポートする全国の団体・機関などの最新
情報を満載！支援団体・機関の情報、不登校・中退生を
受け入れている全日制高校、通信制高校、不登校・中退
生を受け入れている専修学校高等課程、技能連携校、不
登校傾向の子どもを受け入れている養護学校、山村・海
浜留学校と関係機関・施設、不登校・中退生のためのフ
リースクール・サポート校・高卒認定予備校、教育委員
会など自治体設置の適応指導教室を最新情報で紹介。

心の扉をひらく本との出会い
　　子どもの豊かな読書環境をめざして

子どもにとって読書とは？　子どもが本との
かかわることの意義と効用，映像文化との比
較，子どもの読書環境の現状と今後の方向性
について，厳選された参考図書と豊富な事例
を挙げながらわかりやすく解説。豊かな読書
環境づくりに向けて大人ができることを具体
的に示す本。子どもの読書環境を考えるすべ
ての人に。

「還る家」をさがす子どもたち
―「よくやってるよ」そのひと言がほしかった

『健康教室』で大好評を博した連載がついに
単行本化!! 引きこもる若者たちとの関わりの
中で感じる切ない思いを描いた24話に、親・
援助者として「こんなとき、あなたならどう
しますか」のQに対する著者の具体的なアドバ
イスを追録。
人間関係に悩む子どもたちの叫び。この言葉
の持つ本当の意味にあなたは応えることでき

システマティックアプローチによる
学校カウンセリングの実際

「スーパーヴィジョン」というカウンセリン
グの教育方法を用いて、各学校にスーパーバ
イザーを養成し、学校システムとカウンセリ
ングシステムの統合を図る方法を紹介。

教育評価
第２版補訂２版

テストや成績づけが一人歩きしていないか。
子どもの学習と成長を支える真の評価がなさ
れているか。最新の研究成果をふまえた体系
的・総合的な教育評価論として，教育評価に
ついて学びたい人に大好評の基本的テキスト
を，2010年指導要録改訂を中心に補訂。

子どものこころを育てる「ひとこと」探し

「教育の言葉」を磨くためのヒントや、「ひ
とこと」の実例がいっぱいです。

教師のためのカウンセリングゼミナール

学校現場でのカウンセリングやカウンセリング的な
もののとらえ方、働きかけの仕方をわかりやすい
講義と演習形式で展開。学校カウンセリングの研
修用教材、初学の方にも最適な入門書。

いじめと不登校

「かまいすぎ」を我慢することから親子の会
話と子どもの自立が始まる。新しい時代の父
親・母親像をつくるためのヒントにあふれ
る。

授業力向上の鍵
ワークショップ方式で授業研究を活性化！

ワークショップ型の授業研究で、明日の授業
が変わる！教師としての授業力を高めるため
に、すぐに取り組めるマニュアルと豊富な実
践例を紹介。どうすれば「授業力」は高まる
のか。横浜市が４年にわたって研究してきた
成果を全国に発信します！

学校力が上がる　教師力が伸びる
－全国の教育センターの研究成果から学ぶ

この共同研究報告書は、各機関が取り組んで
きた実践的な研究の成果を幅広く取りまと
め、授業の場で活用できるように編纂したも
のです。現場の先生方がすぐに使える実践の
ポイントが随所にちりばめられています。

精神分析学がわかる。

難解でとっつきにくそうな学問の世界をやわ
らかく解きほぐし、ジャーナリスチックに編
集。高校・予備校性の進路選択の指針に、意
欲的な大学生の参考書に、好奇心旺盛な社会
人の座右に必携のシリーズ。



マイクロカウンセリングの歩みと展望

マイクロカウンセリング学習のプリンシプル
である「学ぶ－使う－教える」というスタイ
ルを紹介し、同時にマイクロカウンセリング
の歩みとその展望を提供する、カウンセラー
はもとより、人間関係の援助にかかわる人々
への基本の書である。

生徒指導資料　第2集
不登校への対応と学校の取組について

本書は、実際に起こった不登校１２事例を収
録し、学校が取った対応とその効果について
考察。
サポート体制の構築や関連機構との連携につ
いて解説した教育関係者必読の一冊です。

タイプ別
学習集団の効果的な編成
―少人数指導、学級編成弾力化の手引き

学級集団を分けてより小さい学習集団を作る
ことには、どのような効果があるのか。学習
集団の教育効果、学級と学習集団をどうとら
えるか、学習集団編成の事例などを解説、学
習集団のありかたや可能性を考える。

新・引きこもりからの旅立ち
―不登校「その後」・就職拒否に悩む親子との関
わりの記録

世間を騒がせる若者の事件の背後に、本当に
「引きこもり」が存在したのか? 問題は本人
の「引きこもり」にあるのか? 引きこもりと
向き合った経験を踏まえて、その本当の実態
を明かす。

子育てに立ち往生の親子へ
―光明が差し込むカウンセラーの返信 (新・引きこ
もりからの旅立ちシリーズ)

親なら誰もが一度は体験する「子育て立ち往
生」。著者のもとに寄せられた「引きこも
り」への相談の手紙や、講演会でのやりと
り、子どもと共に踏ん張る10のキーワードな
どで構成。

心のサインを見逃すな
わが子を透明な存在にしないために

「引きこもり」は犯罪予備軍ではない。神戸
の児童連続殺傷事件等が問いかけるものを考
え、心の教育の原点に立ち戻る。97年刊「わ
が子を「透明な存在」にしないための50の知
恵」の改題改訂。

子どもが心を理解するとき

子どもの中で「人の心を理解するこころ」が
どのように育ち,転換期をむかえるのか。最近
の発達心理の研究成果でわかりやすく解説す
る。

教師のための教育相談の技術

教師がカウンセリングに抱く疑問や不信感を
払拭し,明日からの実践に役立つカウンセリン
グの考え方・技法を事例をあげながら,わかり
やすく解説する。

怒りをコントロールできない子の理解と援助
教師と親のかかわり

突然「きれて」怒りに支配されてしまう小学
生を,どう理解し,援助するか。子どもの心理
療法の専門家が,新しい視点と具体的な実践例
を豊富に提示する。

上手な登校刺激の与え方
先生や家庭の適切な登校刺激が不登校の回復を
早めます！

登校刺激に関する論議はいま、「登校刺激は
いいか・悪いか」から、「適切な登校刺激と
はどんなものか」に変化しました。

＜タイプ別・段階別＞
続 上手な登校刺激の与え方

回復への見通しと、根拠をもって不登校にか
かわるための手順が明らかになりました！

子どもたちの感情を育てる教師のかかわり
見えない「いじめ」とある教室の物語

子どもの負の感情を認め，寄り添う教師のか
かわり方いじめや不登校など、子どもたちの
様々な問題の背景には、怒りや悲しみ・不
安・嫉妬などのネガティヴな感情がありま
す。自分をコントロールできずに苦しんでい
る子どもに教師はどう対応し、関わっていく
べきなのか。その手法を具体的な教室場面か
ら詳しく解説します。

子どもの能力と教育評価　第2版

本書は，教育評価を，テストや選別という値
踏みするような仕事に封じ込めることなく，
子どもの自己形成を手助けする「人と人との
かかわり合い」として積極的に捉える．定評
ある初版を，総合的な学習や奉仕活動の導入
などの教育状況の変化に沿って大幅に追加・
修正．

動き始めた教育改革
教育が変われば日本が変わる！！

文部省の役人として政策を立案し、また広島
県の教育長として現場をあずかり、改革の一
端をになってきた。著者が、現在行われてい
る教育改革の理念と方向性を語る。



いい授業の条件 (青木幹勇授業実践)

「いい授業」へのあこがれ／そんな授業ならできそうだ
／教材の鮮度を保ち鮮度を生かす／教材を探し教材を作
る／持ち込み教材の魅力／毎日の授業と教材研究／黒板
は子どもの視野の全面にひろがっている／授業は久しく
発問に毒されてきた／体をとおして日本語を読む／「書
くこと」が新しい国語教室を創り出す／「書くこと」の
指導はどの教師もできなければならない／「書くこと」
を授業に広げる／「書くこと」によって学習にオリジナ
リティーを

不登校―その後（CD-ROM付）

不登校経験者470名への電話インタビューによ
る追跡調査データをすべて収録し詳細に解
説。不登校経験者が語る心理と行動の軌跡

すぐに解決!　子ども緊急事態Q&A　―大丈夫?
虐待・いじめ・学力低下・不登校・ひきこもり・学級
崩壊

今や社会問題ともなり、親や教師が悩んでいること―虐
待・いじめ・不登校・ひきこもり・学級崩壊・プチ家
出・家庭内暴力―に解決の糸口を与える本書は、小・
中・高校生の子と関わる親・教師の必読書。31の質問
に、30年のカウンセリング経験を持つ著者が丁寧に答え
ていく。子どもの問題を語るときによく出てくる用語を
「ミニ知識」で詳しく解説。「ポイントと事例」
「Q&A」「対談」の3つの構成で、子どもの心を理解でき

続どう伸ばす子どもの学力
3～4年生の学校と家庭の学習

3～4年生は学校でどんな勉強をするのか。多
くの子がどこでつまずくのか。どうすればわ
かるのか。 家庭ではどんなことが大切か。ベ
テラン先生がお母さんの心配にこたえます。

中学生をどう叱るか
―難しい年頃の親子関係学

叱るときの親の心理、反抗する子供の心理を
ふまえて子供が心から反省する法を提示!

心配しないで不登校
―ぼくの見つけた生き方

学校に行きたい、でも行けない。どうしたら
いいの？
苦しむ本人、両親、先生へ。体験者からの本
音メッセージ

学校が元気になる
―NHK課外授業ようこそ先輩制作ノート

NHK「課外授業ようこそ先輩」で放送された、
各界で活躍する先輩たちが行なった授業の中
から、感動のある、メッセージ性の高い授業
を選び、制作現場の目線で伝える。

「引きこもり」から、どうぬけだすか

20年間、2000家族に寄りそい、いち早く「引
きこもり」に取り組んできたカウンセラーだ
から言える、現状を打ち破り、長期化させな
いための具体的な方法のかずかず。

勉強、これですきになる
学力の基礎シリーズ

読み・書き・計算がなぜ大切なのかを語り，
子どもに確かでゆたかな学力をつける方法を
紹介。（教育図書総目録より）
読み・書き・計算がなぜ大切なのかを語り、
子どもに確かでゆたかな学力をつける方法を
紹介。

学校評価を活かした学校改善の秘策
汗かく　字を書く　恥をかく

「学校評価」をツールに学校改善を図る。
「教育は人づくり，町づくり，そして私は若
づくり」を信条とする著者の「元気が出る」
学校づくりの書。すべての教職員，これから
教職員をめざす人への熱いメッセージ。

新・学校評価の論理と実践
外部評価の活用と内部評価の充実

開かれた学校づくりと学校の自己点検・自己
評価を効果的に進め，信頼される学校運営を
実現するための学校評価のあり方について解
説し，先進的事例を紹介する。

話し合い・聞き合い・学び合い
小学校国語科学習指導の研究 (26)
 
子どもの論理的思考力・言語表現力を育てる
ためにはどうしたらよいだろうか。特に「話
し合い」「聞き合い」の領域において，その
基礎・基本の能力をどう育て，どう発展させ
るか。本書は，その指導方法を考察し，また
同時に・学び合い学習・の場として教室を活
性化する道を探る。

学級崩壊に学ぶ
崩壊のメカニズムを絶つ教師の知識と技術

学級崩壊の原因やパターンを明らかにしなが
ら崩壊初期、崩壊中期、崩壊末期それぞれの
段階における具体的な対応の仕方を、細やか
にわかりやすく解説。さらに、子どもの自己
確立の援助と学習・生徒指導をバランスよく
行う新しい学級経営のあり方を提唱する。

レクリエーション ガイドブック29
楽しいアイスブレーキングゲーム集

アイスブレーキングについて、その具体的な素材とな
り、もっとも多くのリーダーが活用しているゲームを取
り上げ、紹介しています。ここでもっとも大切にされて
いるのが、「いかに人と人とが楽しさを通じて自然にふ
れあい、仲間意識をもてるようになるか」という点で
す。すべてのレクリエーションを進める専門家の人々の
ための一書で、アイスブレーキングを有効に進めたいと
いうリーダーにはぜひ参考にしていただきたい内容と

なっています。
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