
社会科教育の本棚

書名・著者名 請求記号 資料ID
1 学校って何だろう : 教育の社会学⼊⾨ (ちくま⽂庫:[か-46-1]) / 苅⾕剛彦著 370.4||476 120122022

書名・著者名 請求記号 資料ID
2 「学ぶ」ということの意味 (⼦どもと教育) / 佐伯胖著 370.4||348ウ 120163611
3 教育とは何か (岩波新書:新⾚版 105) / ⼤⽥堯著 370.4||593 120163612
4 「道徳」授業に何が出来るか (教育新書:85) / 宇佐美寛著 375.35||84 120064857

書名・著者名 請求記号 資料ID

5
教科教育の理論と授業 2 理数編 (新教職教育講座:第5-6巻) / ⼤⾼泉, 清⽔美憲
編

370.8||215||6 120137394

6 教職概論 (教師教育講座:第1巻) / 曽余⽥浩史編著 370.8||221||1 120163624
7 教育の歴史・理念・思想 (教師教育講座:第2巻) / 鈴⽊理恵, 三時眞貴⼦編著 370.8||221||2 120163625
8 ⼦どもの発達と教育 (教師教育講座:第3巻) / 湯澤正通編著 370.8||221||3 120163626
9 教育の制度と社会 (教師教育講座:第4巻) / ⼭崎博敏編著 370.8||221||4 120163627

10 教育⾏財政・学校経営 (教師教育講座:第5巻) / 古賀⼀博編著 370.8||221||5 120163628
11 教育課程論 (教師教育講座:第6巻) / 鈴⽊由美⼦編著 370.8||221||6 120163629
12 道徳教育指導論 (教師教育講座:第7巻) / 丸⼭恭司編著 370.8||221||7 120163630
13 特別活動論 (教師教育講座:第8巻) / ⼭⽥浩之編著 370.8||221||8 120163631
14 教育⽅法技術論 (教師教育講座:第9巻) / 深澤広明編著 370.8||221||9 120161031
15 ⽣徒指導・進路指導論 (教師教育講座:第10巻) / 森⽥愛⼦編著 370.8||221||10 120163633
16 教育相談 (教師教育講座:第11巻) / ⽯⽥⼸編著 370.8||221||11 120163634
17 法規集 (教師教育講座:別巻) / 林孝編著 370.8||221||12 120163635
18 川⼝港から外港へ : ⼩学校社会科教育の創造 / 鈴⽊正気著 375.3||537 188163056

19
"⺠主政治"をめぐる論点・争点と授業づくり (社会科教材の論点・争点と授業づ
くり:1) / ⽚上宗⼆編著

375.3||736||1 120064139

20
"グローバル化"をめぐる論点・争点と授業づくり (社会科教材の論点・争点と授
業づくり:2) / ⽊村博⼀編著

375.3||736||2 120064140

21
"情報化社会"をめぐる論点・争点と授業づくり (社会科教材の論点・争点と授業
づくり:3) / 棚橋健治編著

375.3||736||3 120064141

22
論争問題を取り上げた国際理解学習の開発 (社会科教材の論点・争点と授業づく
り:4) / ⼩原友⾏編著

375.3||736||4 120064142

23
"エネルギー問題"をめぐる論点・争点と授業づくり (社会科教材の論点・争点と
授業づくり:5) / 岩⽥⼀彦編著

375.3||736||5 120064143

24
"⼈権"をめぐる論点・争点と授業づくり (社会科教材の論点・争点と授業づく
り:6) / ⽥渕五⼗⽣編著

375.3||736 120055447

25
"国際関係と平和"をめぐる論点・争点と授業づくり (社会科教材の論点・争点と
授業づくり:7) / ⻄脇保幸編著

375.3||736||7 120064145

26
"資本主義経済"をめぐる論点・争点と授業づくり (社会科教材の論点・争点と授
業づくり:8) / 池野範男編著

375.3||736||8 120064146

⼊⾨

初級

中級



27
"国⺠的アイデンティティ"をめぐる論点・争点と授業づくり (社会科教材の論
点・争点と授業づくり:9) / 原⽥智仁編著

375.3||736||9 120064147

28
"戦争と平和"をめぐる論点・争点と授業づくり (社会科教材の論点・争点と授業
づくり:10) / 森分孝治編著

375.3||736||10 120064148

29 社会科教育のニュー・パースペクティブ : 変⾰と提案 / 社会認識教育学会編 375.3||743 120073076
30 「⾔語⼒」をつける社会科授業モデル ⼩学校編 / 岩⽥⼀彦, ⽶⽥豊編著 375.3||765||[1] 120121913
31 「⾔語⼒」をつける社会科授業モデル 中学校編 / 岩⽥⼀彦, ⽶⽥豊編著 375.3||765||[2] 120121914
32 「習得・活⽤・探究」の社会科授業&評価問題プラン ⼩学校編 / ⽶⽥豊編著 375.3||766 120121915
33 社会科教育実践ハンドブック / 全国社会科教育学会編 375.3||767 120122087

34
学校と博物館でつくる国際理解教育 : 新しい学びをデザインする / 中牧弘允, 森
茂岳雄, 多⽥孝志編著

375.3||827ア 120151835

35 社会科教育 (教科教育学シリーズ:2) / ⼤澤克美編著 375.3||842ア 120163637
36 社会認識を育てる教材・教具と社会科の授業づくり / 井ノ⼝貴史, 倉持祐⼆著 375.31||22 120151451
37 ⽣活科授業研究 新訂 (教員養成基礎教養シリーズ) / 佐島群⺒, 奥井智久編 375.312||8ア 120122126
38 シティズンシップの授業 : 市⺠性を育むための協同学習 / 橋本渉編著 375.313||18ア 120151456

39
「思考⼒・判断⼒・表現⼒」をつける中学歴史授業モデル / ⼩原友⾏, 児⽟康弘
編著

375.323||10 120122080

書名・著者名 請求記号 資料ID

40
学校改造論争の深層 (中内敏夫著作集:6) / 中内敏夫著, 内島貞雄, 久冨善之, 仲
嶺政光編

370.8||150||6イ 120072262

41 郷⼟教育運動の研究 増補 / 伊藤純郎著 375.3||761 120115129

42
昭和初期における郷⼟教育の施策と実践に関する研究 : 『綜合郷⼟研究』編纂
の師範学校を事例として / 外池智著

375.3||763ア 120121712

43
社会形成⼒育成カリキュラムの研究 : 社会科・公⺠科における⼩中⾼⼀貫の政
治学習 / ⻄村公孝著

375.31||23 120152555

内⼭知⼀（社会科教育講座、図書館運営委員会委員）
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