
雑誌名 対象 月号 特　　　集　　　内　　　容 出版社

1 小一教育技術 小 11 「 考え、議論する道徳 」に向けた道徳科の授業づくり 小学館

2 小二教育技術 小 11 １１月の荒れ、これでクラスは回復する 小学館

3 小三教育技術 小 11 ①子供の言い訳、聞いていますか？「　伝わる　」叱り方　②１１月危機を防ぐ３ステップ　教室のトゲトゲ空気をなくす
③苦手な子も、わかるようになる！　ここまで育てておきたい小三算数 小学館

4 小四教育技術 小 11 ①「 １１月の荒れ 」を防ぐ！　学校生活シーン別「 子供とのコミュニケーション 」
②「 積み残しなし 」で高学年へ！　ここまで育てておきたい「 小四の国語・算数 」　　他 小学館

5 小五教育技術 小 11 「 １１月の荒れ 」をリアルに考える 小学館

6 小六教育技術 小 11 ①充実させるポイントと授業展開例　「 対話的な学び 」バージョンアップ大作戦
②ベテラン教師が明かす心構えとテクニック　子供を伸ばす「 受け 」と「 返し 」の技術 小学館

7 授業づくりネットワーク（年３回） その他 NO30 授業記録を読もう！書こう！ 学事出版

8 授業力＆学級経営力 小・中 11 さようなら，ブラック労働！　「 ホワイト 」仕事術 明治図書

9 英語教育 小・中・高 11 ①知識から活用へ　変わりゆく文法指導を考える　②国語とともに創造的なことばの運用に向けて 大修館書店

10 体育科教育 小・中・高 11 体育における「 かかわり 」の再検討 大修館書店

11 総合教育技術 その他 11 ①若手育成×ベテラン活用　いま求められる教師教育　②２０１８年度「全国学力調査」結果徹底分析 小学館

12 学校図書館 その他 10 ①富山・高岡大会リポート　②読書感想画指導の取組み 全国学校図書館協議会

13 道徳と特別活動 小・中 11 ①道徳科では「 何を 」「 どこで 」「 どのように 」書かせるか　②豊かなかかわりの中で、自分を見つめ、よりよく生きよ
うとする児童生徒の育成－全国小学校道徳教育研究大会に向けて－ ぶんけい

14 道徳教育 小・中 11 小話として使える！ノンフィクション教材のサイドストーリー 明治図書

15 特別支援教育研究 小・中・高・特 11 新学習指導要領を生かす 通常の学級における合理的配慮と個別の教育支援計画 東洋館出版社

16 ＬＤ、ＡＤＨＤ＆ＡＳＤ（季刊） 小・中・高・特 NO1５ 上手に協働するための「 相談・支援　」窓口事典 明治図書

17 児童心理 その他 11 人の気持ちがわかる子に育てる 金子書房

18 教育音楽（中・高版) 中・高 11 ①楽曲の何をどう聴かせる？　鑑賞授業の教材研究　　②私のテッパン指導ネタ【　創作編　】 音楽之友社

19 理科の教育 小・中・高 11 新学習指導要領〈 高等学校 〉－2030年代の社会を見据えた理科教育の創造－ 東洋館出版社

20 理科教室 小・中・高 11 子どもが楽しむ宇宙の授業 本の泉社

21 産業と教育 高 10 専門高校の魅力発信に向けた取組 実教出版

22 人権と部落問題 小・中・高 11 生活保護基準の切り下げと生存権 部落問題研究所

23 学校教育相談 小・中・高・特 11 ①先生の気を引こうとする子　②「 チーム学校 」の実現に向けて　なごや子ども応援委員会の取り組み ほんの森出版

24 デザインノート　（隔月） 中・高 NO８１ 見る。探す。楽しむ。ニッポンを元気にするロゴ＆マーク 誠文堂新光社

雑誌名 対象 月号 特　集　内　容 出版社

1 新しい算数研究 小 11 「 数と計算領域 」が目指す新しい授業づくり－上学年－ 東洋館出版社

2 初等教育資料 小 11 ①健康・安全・食に関する力の育成　②[ 道徳 ]　今、求められる授業の質的転換 東洋館出版社

3 中等教育資料 中・高 11 高等学校学習指導要領の改訂と各教科等の展望⑤ < 情報 ，総合的な探究の時間 ，特別活動  > 学事出版

4 国語教育 小・中 11 教材研究から学習指導案まで　丸ごとわかる研究授業の見方・つくり方 明治図書

5 実践国語研究　（隔月） 小・中 １０・１１
①子供が熱中する　導入・展開・まとめの学習活動アイデア
②主体的に読む力を育てる　並行読書のブックリスト＆授業プラン 明治図書

6 社会科教育 小・中 11 子ども熱中！　「 重要用語 」定着　面白クイズ＆ゲーム 明治図書

7 数学教育 中 11 授業でそのまま使える！　最新パズル/ゲーム　クイズ/マジックＳＰＥＣＩＡＬ 明治図書

8 月刊　高校教育 高 11 新たな学習評価への対応 学事出版

9 月刊　生徒指導 小・中・高 11 〝 校則 〟の意味 学事出版

10 実践障害児教育 小・中・高・特 11 子どもの困難さに応じて選ぶ ・ 使う！　学校全体で取り組む支援機器等教材の活用 学研プラス

11 特別支援教育（季刊） 小・中・高・特 NO70 ①幼児教育段階における指導の充実　②自立活動の指導の充実 東洋館出版社

12 教育音楽（小学版） 小 11 得意になる！音楽づくりの進め方 音楽之友社

13 教職研修 その他 11
①学校で、今すぐ取り組める業務改善　－するかしないかは、管理職次第
②文科省と経産省がそれぞれに描く、教育の未来　－次期学習指導要領の先にある学校は、教師は 教育開発研究所

14 指導と評価 小・中・特 11 主体的・対話的で深い学び( ２ )　社会 ・ 理科 ・ 英語 日本図書文化協会

15 教育委員会月報 その他 10 障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実について 第一法規（株）

教科研究センター(本部)は、教育センター本館２階にて開室しております。
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