
雑誌名 対象 月号 特　　　集　　　内　　　容 出版社

1 小一教育技術 小 12 二学期の成長を伝える　通知表の記入文例 小学館

2 小二教育技術 小 12 国語科・物語文のアイディア授業 小学館

3 小三教育技術 小 12 ①しっかり納めて、しっかり休む！　二学期終了までカウントダウン１５日間カレンダー　②～記述のポイント解説付き
～　学習指導要領2020を意識！「 道徳 」拡大版　二学期 新・通知表記入文例　③お楽しみ会アイディア集 小学館

4 小四教育技術 小 12 ①「 主体的・対話的で深い学び 」をふまえた「 二学期の通知表 」記入文例と留意点　②隙間時間も子どもが熱中！
小四領域別「 国語10分ゲーム 」　③不審者、地震対策を再考！　学級担任がすべき「 安全管理 」とは？ 小学館

5 小五教育技術 小 12 ①「 頑張りを認める 」＆「 頑張りを期待する 」二つの視点で書く　三学期へやる気をつなぐ！小五二学期移行期の通
知表　②「 女子が苦手 」な先生必見！女子ゴコロ検定　③いまさら聞けない！ＰＣ効率仕事術 小学館

6 小六教育技術 小 12 ①国語・算数・外国語　アクティブで深い学びを生む授業づくりとリフレクション　②教科書の読み物教材による対話的な道徳の授業づ
くり　③「 特別の教科　道徳 」の文例も、これでノープロブレム！　二学期の通知表記入文例集 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 12 教室にもっと笑いを！　「 エンタメ 」授業術 明治図書

9 英語教育 小・中・高 12 ①小学校・高校をつないで　変わる中学校英語の役割
②生徒が自信をもち、相手を尊重するために　自己肯定感を培う工夫 大修館書店

10 体育科教育 小・中・高 12 若手研究者が描く体育科教育の未来図 大修館書店

11 総合教育技術 その他 12 ①「 主体的・対話的で深い学び 」を実現する「 総合 」「 特活 」を活かしたカリキュラム・マネジメント
②「 心の働き方改革 」で創る活気のある学校 小学館

12 学校図書館 その他 11 ①子どもの読書の現状（第64回学校読書調査報告）　②2018学校図書館調査報告 全国学校図書館協議会

13 道徳と特別活動 小・中 12 特別活動に生きる学級環境と学級掲示　—集団と個の成長を記録するポートフォリオ— ぶんけい

14 道徳教育 小・中 12 完全保存版！　具体例でよくわかる道徳の重要用語６３ 明治図書

15 特別支援教育研究 小・中・高・特 12 新学習指導要領を生かす　新学習指導要領と高等部教育の充実
～青年期の確かな学びとキャリア発達支援～ 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 12 一人でいたい子 金子書房

18 教育音楽（中・高版) 中・高 12 卒業シーズンの歌選曲ガイド 音楽之友社

19 理科の教育 小・中・高 12 理科における技能とは何か 東洋館出版社

20 理科教室 小・中・高 12 改訂高校学習指導要領を読み解く 本の泉社

21 産業と教育 高 11 職業人に求められる倫理観の育成 実教出版

22 人権と部落問題 小・中・高 12 女性と人権 部落問題研究所

23 学校教育相談 小・中・高・特 12 ①「 なんで自分だけ 」をどう扱うか　②場面緘黙への理解を深めよう ほんの森出版

24 デザインノート　（隔月） 中・高 NO82 漫画・アニメ・ゲームのデザイン 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 12 「 図形領域 」が目指す新しい授業づくり 東洋館出版社

2 初等教育資料 小 12 ①道徳科を要とした道徳教育の展開　—変わること、変わらないこと、求められること—
②[ 外国語活動・外国語 ]移行期間中における外国語活動の授業づくりのポイント 東洋館出版社

3 中等教育資料 中・高 12 学校図書館を活用した教育の充実 学事出版

4 国語教育 小・中 12 ペア学習＆グループ学習で「 学び合い 」授業づくり 明治図書

5 実践国語研究　（隔月） 小・中 １２・１
①子供が喜んでどんどん書く！　短作文指導のネタ＆ワークシート集
②内容のおもしろさを味わう　古典「 読むこと 」の授業づくり 明治図書

6 社会科教育 小・中 12 表現力が１ランク上がる！　言語活動パーフェクトガイド 明治図書

7 数学教育 中 12 全単元の定番教材　板書で見る問題解決授業の展開 明治図書

8 月刊　高校教育 高 12 高大接続改革の最新動向　①高大接続改革の進捗状況　②「 大学入学共通テスト 」の実施に向けて
③現場の受け止めと対応状況 学事出版

9 月刊　生徒指導 小・中・高 12 子どものスマホ・ゲーム問題 学事出版

10 実践障害児教育 小・中・高・特 12 教育効果が実感できる！ＰＤＣＡサイクルの視点で見直す個別の指導計画 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 12 卒業シーズンの歌選曲ガイド 音楽之友社

13 教職研修 その他 12
①ねらいが不明、評価をしていない、多忙を助長する……もう失敗しない外部人材との「 連携授業 」
②「 全国学力調査 」は、なぜ間違って活用されるのか 教育開発研究所

14 指導と評価 小・中・特 12 発達障害と愛着障害 日本図書文化協会

15 教育委員会月報 その他 11 教育の情報化の現状と今後の展望について 第一法規（株）
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