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▲出版年

▼

1 学校図書館と授業をつなぐ

授業で活用する学校図書館 : 中学校・探究的な学習を目ざ

す実践事例  新しい教育をつくる司書教諭のしごと ; 第2期-

3 稲井達也 編著 全国学校図書館協議会 2014.08

2 学校図書館と授業をつなぐ

探究的な学習を支える情報活用スキル  [はじめよう学校図書

館] (１０) 塩谷京子／著 全国学校図書館協議会 2014.07

3 学校図書館と授業をつなぐ

初めての読書指導: アイディア25. 小学校編 [はじめよう学校

図書館] (５) 福田孝子／著 全国学校図書館協議会 2012.07

4 学校図書館と授業をつなぐ

教科学習に活用する学校図書館 : 小学校・探究型学習をめ

ざす実践事例  新しい教育をつくる司書教諭のしごと ; 第2

期 2 小川三和子 著 全国学校図書館協議会 2010.07

5 学校図書館と授業をつなぐ 学校図書館を活用した学習指導実践事例集

日本学校図書館学会学校図書館研

究会／編 教育開発研究所 2013.04

6 学校図書館について学ぶ 司書と先生がつくる学校図書館 福岡淳子／著 玉川大学出版部 2015.12

7 学校図書館について学ぶ 学校図書館の挑戦と可能性 神代浩／編著 中山美由紀／編著 悠光堂 2015.11

8 学校図書館について学ぶ 図書館ごよみ＆イラスト１２００ 全国学校図書館協議会／編 全国学校図書館協議会 2015.10

9 学校図書館について学ぶ 読書の指導と学校図書館  [学校図書館学] (２) 小川三和子／著 大串夏身／監修 青弓社 2015.10

10 学校図書館について学ぶ 司書教諭・学校司書のための学校図書館必携 : 理論と実践 全国学校図書館協議会／監修 悠光堂 2015.08

11 学校図書館について学ぶ ちょっとの時間で魅力Up!!　本棚のディスプレイ さわださちこ 全国学校図書館協議会 2015.06

12 学校図書館について学ぶ

発信する学校図書館ディスプレイ  使われる図書館の実践事

例集 吉岡裕子／監修 遊佐幸枝／監修 少年写真新聞社 2015.05

13 学校図書館について学ぶ

学校司書・司書教諭・図書館担当者のための学校図書館ス

タートガイド サンカクくんと問題解決！

学校図書館スタートガイド編集委員会

／編・著 少年写真新聞社 2015.04

14 学校図書館について学ぶ

学校図書館は何ができるのか？その可能性に迫る  : 小・中・

高等学校の学校司書3人の仕事から学ぶ 門脇久美子／著 実重和美／著 国土社 2014.08

15 学校図書館について学ぶ

学校司書って、こんな仕事  学びと出会いをひろげる学校図

書館 学校図書館問題研究会／編 かもがわ出版 2014.07

16 学校図書館について学ぶ 図書館のすべてがわかる本（全４） こどもくらぶ／編 秋田喜代美／監修 岩崎書店 2013.03

17 学校図書館について学ぶ 本の声を聴け : ブックディレクター幅允孝の仕事 高瀬毅／著 文藝春秋 2013.01

18 学校図書館について学ぶ 学校図書館、まずはこれから  [はじめよう学校図書館] (１) 中村伸子／著 全国学校図書館協議会 2012.06

19 学校図書館について学ぶ すてきに本のディスプレイ さわださちこ／著 全国学校図書館協議会 2011.11

20 学校図書館について学ぶ 楽しもう！学校図書館ディスプレイ さわださちこ／著 全国学校図書館協議会 2009.07

21 学校図書館について学ぶ 学校図書館を彩る切り絵かざり ＣＨＩＫＵ／著 少年写真新聞社 2016.04

22 学校図書館について学ぶ 学校図書館・司書教諭講習資料  第7版 全国学校図書館協議会／編 全国学校図書館協議会 2012.04

23 学校図書館について学ぶ

協働する学校図書館 : 子どもに寄り添う12か月 : 小学校編

[シリーズ学校図書館] 吉岡裕子／著 少年写真新聞社 2010.07
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24 学校図書館について学ぶ 図書館のしごと　―よりよい利用をサポートするために

独立行政法人国際交流基金関西国

際センター ・編著 読書工房

25 学校図書館について学ぶ １ 学校経営と学校図書館　司書教諭テキストシリーズⅡ 中村百合子（編集）　河野哲也 樹村房 2015

26 学校図書館について学ぶ ２ 学校図書館メディアの構成　司書教諭テキストシリーズⅡ

小田光宏（編集）　今井福司／高橋知

尚／庭井史絵／村上泰子 樹村房 2016

27 学校図書館について学ぶ ３ 学習指導と学校図書館　司書教諭テキストシリーズⅡ

齋藤泰則（編集）　江竜珠緒／富永香

羊子／村木美紀 樹村房 2016

28 学校図書館について学ぶ 図書館学基礎資料　第１２版 編著　今まど子 樹村房 2015

29 学校図書館について学ぶ 図書館情報学における統計的方法 岸田和明 樹村房 2015

30 選書のヒント

小学生の考える力を伸ばす「国算社理」の１０００冊  [ｋｉｄｓ

ジャポニカブックリスト] 白井文子／著 小松田知子／著 小学館 2015.02

31 選書のヒント キラキラ読書クラブ子どもの本７０２冊ガイド

キラキラ読書クラブ／編 住田一夢／

絵 玉川大学出版部 2014.11

32 選書のヒント 学校図書館基本図書目録　2013.1～12

全国学校図書館協議会基本図書目

録編集委員会・編 全国学校図書館協議会 2014

33 選書のヒント

子どもと読みたい科学の本棚  : 童話から新書まで  [ヤング

サイエンス選書] (５) 藤嶋昭／著 菱沼光代／著 東京書籍 2013.06

34 選書のヒント 絵本の庭へ  [児童図書館基本蔵書目録] (１) 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 2012.03

35 選書のヒント からだといのちに出会うブックガイド

健康情報棚プロジェクト／編 からだと

こころの発見塾／編 読書工房 2008.11

36 選書のヒント

先生と司書が選んだ調べるための本  : 小学校社会科で活

用できる学校図書館コレクション

鎌田和宏／編・著 中山美由紀／編・

著 少年写真新聞社 2008.08

37 選書のヒント 今、この本を子どもの手に 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 2015.02

38 選書のヒント お話のリスト 東京子ども図書館／著 東京子ども図書館 2014.03

39 選書のヒント 学校図書館の力を活かす 学校図書館から教育を変える〈2〉 五十嵐絹子／編著 藤田利江／編著 国土社 2013.01

40 選書のヒント その蔵書、使えますか？  [はじめよう学校図書館] (３) 竹村和子／著 全国学校図書館協議会 2012.07

41 選書のヒント 新・どの本よもうかな？ 〈中学生版　海外編〉 日本子どもの本研究会【編】 金の星社 2014.03

42 選書のヒント 新・どの本よもうかな？ 〈中学生版　日本編〉 日本子どもの本研究会【編】 金の星社 2014.03

43 選書のヒント 新・どの本よもうかな？ 〈１・２年生〉 日本子どもの本研究会【編】 国土社 2011.07

44 選書のヒント 新・どの本よもうかな？ 〈３・４年生〉 日本子どもの本研究会【編】 国土社 2011.09

45 選書のヒント 新・どの本よもうかな？ 〈５・６年生〉 日本子どもの本研究会【編】 国土社 2011.11

46 選書のヒント つぎ、なにをよむ？ 1・2年生 編：秋山朋恵　絵：中垣ゆたか 偕成社 2012. 01

47 選書のヒント つぎ、なにをよむ？ 3・4年生 編：秋山朋恵　絵：てづかあけみ 偕成社 2012. 03

48 選書のヒント つぎ、なにをよむ？ 5・6年生 編：秋山朋恵　絵：小林ゆき子 偕成社 2012. 03
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49 著作権について学ぶ

気になる著作権Ｑ＆Ａ―学校図書館の活性化を図る  [はじ

めよう学校図書館] (８) 森田盛行／著 全国学校図書館協議会 2013.07

50 著作権について学ぶ 小中学生のための初めて学ぶ著作権　あさがく選書 岡本 薫【著】 朝日学生新聞社 2011.06

51 本の分類を学ぶ 日本十進分類法 　新訂10版 （二冊セット） もり・きよし／原編 日本図書館協会 2014.12

52 本の分類を学ぶ ＮＤＣへの招待 蟹瀬智弘／著 樹村房 2015.05

53 本の分類を学ぶ 分類法キイノート 宮沢厚雄／著 樹村房 2015.04

54 学ぶためのヒント すぐ実践できる情報スキル５０ 塩谷京子／編著 ミネルヴァ書房 2016.04

55 学ぶためのヒント 学びの技 　14歳からの探究・論文・プレゼンテーション 後藤芳文／著 伊藤史織／著 玉川大学出版部 2014.11

56 学ぶためのヒント 調べるって楽しい！  : インターネットに情報源を探す 大串夏身／著 青弓社 2013.04

57 学ぶためのヒント

パスファインダー作成法―主題アクセスツールの理念と応用

― 鹿島みづき 樹村房 2016

58 学ぶためのヒント 問題解決スキルノート―５ステップで情報整理！ 桑田 てるみ【著】 明治書院 2011.08

59 学ぶためのヒント

思考力・構成力・表現力をきたえるはじめてのロジカルシンキ

ング（全４巻） サチコ・オオバ・コテイ 偕成社 2013.04

60 学校図書館と授業をつなぐ

学校図書館に司書がいたら: 中学生の豊かな学びを支える

ために  [シリーズ学校図書館] 村上恭子／著 少年写真新聞社 2014.07

61 学校図書館と授業をつなぐ

「なんでも学べる学校図書館」をつくる : ブックカタログ&デー

タ集 「中学生1,300人の探究学習から」 片岡則夫／編著 少年写真新聞社 2013.09

62 学校図書館と授業をつなぐ

学校図書館発　育てます！調べる力・考える力―中学校の

実践から  [シリーズ学校図書館] 遊佐幸枝／著 少年写真新聞社 2011.07

63 学校図書館と授業をつなぐ

学生のレポート・論文作成トレーニング―スキルを学ぶ２１の

ワーク （改訂版） 桑田 てるみ【編】 実教出版 2015.01

64 学校図書館と授業をつなぐ

はじめよう！アクティブ・ラーニング〈２〉図書館に行って調べ

よう 青木 伸生【監修】 ポプラ社 2016.03

65 学校図書館と授業をつなぐ

疑問調べ大作戦（光村の国語　調べて、まとめて、コミュニ

ケーション） 中川 一史/高木 まさき【監修】 光村教育図書 2004.02

66 学校図書館と授業をつなぐ

めざせ！編集長（光村の国語　調べて、まとめて、コミュニ

ケーション） 高木 まさき/中川 一史【監修】 光村教育図書 2004.01

67 特別支援サポート

多様性と出会う学校図書館  : 一人ひとりの自立を支える合

理的配慮へのアプローチ 野口武悟／編著 成松一郎／編著 読書工房 2015.07

68 特別支援サポート 読み書き障害のある子どもへのサポートQ&A

著者：河野 俊寛　（石川県立明和特

別支援学校教諭） 読書工房 2012.11

69 特別支援サポート 見えにくい子どもへのサポートQ&A

著者：氏間 和仁　（広島大学大学院

教育学研究科　特別支援教育講座

准教授） 読書工房 2013.0１
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70 特別支援サポート

 一人ひとりの読書を支える学校図書館　～特別支援教育か

ら見えてくるニーズとサポート

野口武悟（専修大学文学部人文・

ジャーナリズム学科准教授）・編著 読書工房

71 特別支援サポート  多文化に出会うブックガイド

世界とつながる子どもの本棚プロジェ

クト・編 読書工房

72 特別支援サポート

 ＬＬブックを届ける―やさしく読める本を知的障害・自閉症の

ある読者へ 藤澤和子・服部敦司編著 読書工房

73 特別支援サポート 考えよう　学校のカラーユニバーサルデザイン 彼方 始著 教育出版 2013.05

74 特別支援サポート

読めなくても書けなくても勉強したい　ディスレクシアのオレな

りの読み書き 井上智・賞子 ぶどう社

75 本を楽しむヒント ビブリオバトルハンドブック ビブリオバトル普及委員会／編著 子どもの未来社 2015.04

76 本を楽しむヒント

読書イベントアイデア集  中・高校生編 [はじめよう学校図書

館] (９) 高見京子／著 全国学校図書館協議会 2014.02

77 本を楽しむヒント

今日からはじめるブックトーク : 小学校での学年別実践集

[シリーズ学校図書館] 徐奈美／著 少年写真新聞社 2010.06

78 本を楽しむヒント キラキラ応援ブックトーク 子どもに本をすすめる33のシナリオ キラキラ読書クラブ 岩崎書店 2009.02

79 本を楽しむヒント ビブリオバトルを楽しもう 粕谷亮美／文 さ・え・ら書房 2014.03

80 本を楽しむヒント 鍛えよう!読むチカラ : 学校図書館で育てる25の方法

桑田てるみ 監修,「読むチカラ」プロ

ジェクト 編著 明治書院 2012.08

81 本を楽しむヒント 読み聞かせわくわくハンドブック　－家庭から学校まで－ 代田知子著 一声社 2001.04

82 本を楽しむヒント おはなしおばさんの小道具　シリーズ・つくってあそんで(7) 藤田浩子編著 一声社 1996.01

83 本を楽しむヒント

続おはなしおばさんの小道具　シリーズ・つくってあそんで

(10) 藤田浩子編著 一声社 1998.

84 本を楽しむヒント マンガでわかるビブリオバトルに挑戦！

谷口忠大／マンガ原案・監修 沢音千

尋／マンガ さ・え・ら書房 2016.03

85 本を楽しむヒント 学校ブックトーク入門  : 元気な学校図書館のつくりかた 高桑弥須子／著 教文館 2011.01


