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このマークは、初版が　
2022年12月以降のもの
を対象としています。

このマークは、
共同購入チラシに初めて
掲載された書籍です。
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教室に飾ろう！
まいにち
哲学カレンダー

（税込2,612円）
本体2,375円

●ゆっくり・じっくり考えるプチ・
哲学体験！毎日異なる31の問い
（Ｑ）と絵が収録されている日め
くりカレンダー。その日の問いに
ついて絵を眺めながらゆっくり
考え、みんなで意見を交換し合
いましょう。
●定価税込2,750円●P40●A4
判●教職員全般●監修：土屋陽介
／編者：イクタケマコト●初版'18
年9月

3
納得！
語りで子どもを
動かす学級経営

（税込2,299円）
本体2,090円

●若手の方が直面すると思われる教室のトラ
ブルや、中堅になって子どもとの関係がうまくい
かないと感じた先生が「こういう伝え方をすれ
ばよかったのか！」「こうすれば子どもは納得す
るな！」となる語り69プラスαの実践事例を各
項目に4コマ漫画を入れてわかりやすく紹介。
●定価税込2,420円●P162●B5
判●小学校教職員●著：竹岡正和
●初版'23年3月

2学級経営DX
60のエピソードで示す
デジタル活用の実践

（税込2,090円）
本体1,900円

●学校教育の中でデジタルを用
いることにより、どのような子ど
もたちの姿、変化が見られるの
か、エピソードを用いて60の実
践で示す。
●定価税込2,200円●P168●A5
判●小・中学校教師●編著：阿部隆
幸●初版'23年1月

1

学校・職域生協書籍が
定価より
書籍が
定価より5%5%お得！お得！ 申込締切日およびお届け日についてはご所属の生協のご案内をご確認ください
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教育書 特集 春夏とっておきの学事出版
学事出版の書籍をまとめてご紹介しています。

仕事がサクサク進む
教師の
iPad仕事術

（税込2,090円）
本体1,900円

●iPadとアプリの活用で時間と
空間をスマート化！“仕事ができ
ない教師”から脱出した著者が
「現場で本当に使えるiPadアプ
リ」や「アナログツールとの効果
的な併用法」を紹介。
●定価税込2,200円●P160●A5
判●教職員全般●著：魚住惇●初
版'20年5月

先生が個人でできる
働き方改革をサポート 6学級経営の心得

担任の不安が自信に
変わる150のメソッド

（税込1,881円）
本体1,710円

●「学級満足度毎年9割ごえ」の著者が、これま
での実践をもとに抽出した学級経営のエッセン
スを網羅的に紹介。 150の心得は、どれも基本的
でありつつ、学級経営力を向上させるには十分な
内容。若手も中堅もベテランも、読み返すたびに
原点に立ち返れるような、心の拠り所となる1冊。
●定価税込1,980円●P192●四六
判●小・中学校教師●著：宮澤悠維
●初版'22年3月

すべての教師の心の
拠り所となるバイブル‼ 5

新刊新刊

グループ・アプローチ
でつながりＵＰ！
学級経営のスタートが
ラクになる20のワザ

（税込1,881円）
本体1,710円

●子ども個人や集団のコミュニケー
ションの発展と改善を図るグループ・ア
プローチで、学級経営が格段にスムー
ズに！ 　身体接触をともなわない実
践例に加え、指導案もついているので、
新任や若手の先生もすぐにできます。
●定価税込1,980円●P84●B5判●小・
中学校教師●編著：杉山雅宏・平野真理・
金子恵美子・相馬誠一●初版'22年12月

4

子どもが主役の
学級通信の作り方
小学校編

（税込2,299円）
本体2,090円

●日常生活の見える化で、子どもも保護者
もハッピーに！ 　学級通信コンクールで
絶賛された学級通信「みんなの教室」のす
べてを書籍化。学級通信の基本だけでな
く、発行を継続する工夫やポイントも満載。
●定価税込2,420円●P160●B5
判●小学校教職員●著：中井俊之
●初版'22年4月

教室の日常が見える
8

記入文例

小学校・中学校学級経営

新版 子どもが伸びる
ポジティブ通知表
所見文例集

商品名 申込番号

10小学校1年
11小学校2年
12小学校3年
13小学校4年
14小学校5年
15小学校6年

（税込各2,090円）本体各1,900円
●好評の『子どもが伸びるポジティブ通
知表所見文例集』が、文例を大幅に増や
してパワーアップしました！ 　指導要領
定着期にぴったりの３観点に準拠した所
見文の書き方がよくわかるシリーズ。
●定価税込各2,200円●P112●B5判
●小学校教職員●編著：小川拓●初版
'23年2月

新刊 新刊 新刊 新刊 新刊 新刊

新刊

スクールステーショナリー
ガイドBOOK
働くあなたにピッタリの
モノが見つかる！

（税込2,299円）
本体2,090円

●教育現場で「働き方改革」をサ
ポートできるツールの一つとして
「文具」に焦点を当て、「選ぶ際
の着眼点」別に章にまとめて紹
介。ツールの見直しが、学校の働
き方を大きく変える！
●定価税込2,420円●P144●A5
判●教職員全般●著：オダギリ展子
●初版'22年6月

7 大人気カット集のカラー版登場！
CD-ROM付
カラー版 中学・高校
イラストカット集1200

（税込1,881円）
本体1,710円

●人気イラストレーター、イクタケ
マコトによる中学・高校向けカット
集。すべてのイラストを時代に合
わせてリニューアル&モノクロ版
とカラー版をCD-ROMに収録！
●定価税込1,980円●P80●B5
判●中・高校教職員●著：イクタケ
マコト●初版'21年6月
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授業づくりネットワーク 1988年の創刊以来、「異質な者どうしの学び合い」を掲げ、教科や校種
の枠を超え、新しい授業をつくり交流する取り組みを進めています ！

ライブ!  音楽指導クリニック

2023-チラシNo.931 ◎不良品以外の返品・交換はできません。ご了承ください。

授業づくりネットワーク 
No.42
学校にプレイフルを取り戻す！

（税込1,672円）
本体1,520円

●今、学校現場に一番必要なことは、子ど
もと先生が楽しく過ごす学校生活を取り
戻すことではないか。その必要性は、コロ
ナ禍を経てさらに増しているのではない
か。コロナ禍で様々に議論されることに
なった学校教育のあり方を、「プレイフル
（物事に対してワクワクドキドキする心の
状態（state of mind）」という視点からそ
の現状と課題を捉え、様々な人々の間に協
働されるプレイフルな活動の実際を紹介。
●定価税込1,760円●P128●A5
判●小・中学校教師●編：ネットワー
ク編集委員会●初版'22年7月

31授業づくりネットワーク
No.41
コロナ世代の教師と学級開き

（税込1,672円）
本体1,520円

●2020年の新型コロナウイルス拡大から
早2年。臨時休校や学級閉鎖、学校行事の中
止や延期、GIGAスクール構想の前倒しによ
る急速なICT化、給食は対面を避け黙食、子ど
も同士の活動・関わりも制限……。この間に
教師になった若手は、コロナのない教師生活
を経験していない。本号では、コロナ禍以降
に教師になった若手を「コロナ世代の教師」
と呼び、彼ら彼女らをどうサポートしていく
か、「学級開き」を観点に考えていく―。
●定価税込1,760円●P128●A5
判●小・中学校教職員●編：ネット
ワーク編集委員会●初版'22年4月

30 授業づくりネットワーク
No.43
子どもが主役の学習評価

（税込1,672円）
本体1,520円

●本年度から高等学校でも新学
習指導要領が実施となり、小中
高すべての校種で資質・能力の三
つの柱の育成、主体的・対話的で
深い学びの授業改善が進められ
る。授業改善が進むなか、評価の
考え方、方法はこれまでのままで
いいのか。学習者主体、主体的・対
話的で深い学びの授業に変える
のであれば、評価も無論だ。
●定価税込1,760円●P128●A5
判●教師全般●編：ネットワーク編
集委員会●初版'22年12月

32

このチラシの
書籍は定価の 5%OFF5%OFF教科指導・教育技術・教員研修

（税込各1,881円）本体各1,710円

●学校行事での音楽活動は、教師にとって大事な仕事のひとつ。
発表が成功すれば子どもたちの音楽へのモチベーションはぐっと
上がる。その後の音楽の授業もスムーズに進めることができる。
●定価税込各1,980円●P152〜168●A5判●小・中学校教職員●編
著：城佳世・田中健次／監修：八木正一●初版'21年6月〜'22年6月

商品名 申込番号

25スキマ時間を活用した音楽科授業プラン
26評価が手軽にできる音楽科授業プラン
27学校行事で使える音楽活動のアイデア
28たのしくできる歌唱共通教材の授業プラン
29今すぐできる日本の音楽授業プラン

電子黒板・タブレットですぐ使えるデジタル教材満載！

新刊

学校の片づけ術
今日からできて、「キレイ」
が続く仕組み作り

（税込2,090円）
本体1,900円

●学校の整理、片付けの考え方
や具体的なポイントを視点ごと
に提示するとともに、著者がこれ
まで携わってきた学校の片付け
実践事例を写真付きで紹介。
●定価税込2,200円●P144●A5
判●教職員全般●著：伊藤寛子
●初版'23年3月

17

中学校 全教科・教科外で
取り組むSDGs
ESDの実践づくりの要点とアイディア

（税込2,613円）
本体2,375円

●SDGsに取り組みたいと思っ
たら開ける1冊。中学校全教科・教
科外でのモデル授業を提案。多
様な関連コラムでSDGsの基本
も押さえられる。
●定価税込2,750円●P176●B5
判●中学校教師●編著：木村裕
●初版'22年12月

19

先生がママ先生に
なったら読む本

（税込2,090円）
本体1,900円

●教師不足が深刻になり、休みが
とりにくい現場も増えている中、
スムーズに育休を取得するには
どんな工夫が必要なのでしょう
か。また、復帰後、仕事がどう変わ
るのか。現役ママ先生たちのリア
ルな悩みや情報をたっぷり収録。
●定価税込2,200円●P176●A5
変型判●教職員全般●著：平野里
那・小崎つぐみ・吉田聡美・井上和雄
●初版'23年3月

24

学校で戦争を
教えるということ
社会科教育は何をなすべきか

（税込2,299円）
本体2,090円

●学校教育で「戦争と平和」につ
いて深く学ぶことに「社会科（地
理歴史科・公民科）」が果たす役
割は極めて大きい。社会科にお
いて「戦争と平和」をどのように
教えていけばよいのか、求められ
る授業づくりのポイントを示す。
●定価税込2,420円●P176●四六
判●教職員全般●著：角田将士●初
版'23年2月

21

先生がパパ先生に
なったら読む本

（税込2,090円）
本体1,900円

●改正育児・介護休業法が実施
され、男性の育児参加が期待さ
れています。子どもができると教
師の仕事がどう変わるのか。家
庭と仕事の両立をどう図ってい
くか。現役パパ先生たちのリアル
な悩みや情報をたっぷり収録。
●定価税込2,200円●P176●A5
変型判●教職員全般●著：江澤隆
輔・森俊郎・佐賀井隼人・井上和雄
●初版'23年3月

23

差別のない社会をつくる
インクルーシブ教育
誰のことばにも同じだけ価値がある

（税込2,717円）
本体2,470円

●障害、貧困、包括的性教育、い
じめ等をテーマに、差別のない
インクルーシブな教室・社会をど
うつくっていくか考え、行動する
きっかけとなる本。
●定価税込2,860円●P256●A5
判●教師全般●編著：野口晃菜・喜
多一馬●初版'22年10月

20

学校ICT
サポートブック
授業中の「困った」にも即対応！ 

（税込1,672円）
本体1,520円

●授業中、突然タブレットが使えなく
なった！文字入力がうまくいかない！
など、学校のＩＣＴ場面でよくあるトラブ
ルの原因と対処法をわかりやすく解説。
●定価税込1,760円●P120●A5
判●小・中・高校教師●編著：教育あ
るある探検隊●初版'21年8月

学校でよくある突然の
トラブルを解決！
16

かかわりの中で育つ
通常学級「自立活動」
の発想による指導

（税込1,672円）
本体1,520円

●通常学級における自立活動的な
指導を『自立活動』の発想による指
導として整理し、具体的な指導の
実際をエピソードベースで示す。
●定価税込1,760円●P112●A5判
●小学校教師●著：土居裕士／編集
代表：青山新吾●初版'21年10月

つなぐ・つなげる
インクルーシブ教育
22

特別支援
わくわく
教材・教具50

（税込2,299円）
本体2,090円

●子どもの実態に応じて作る教材・
教具を写真付きで紹介。ねらいとエ
ピソードで指導の意図がわかる。そ
のまま遊べる「道徳トランプ」付き！
●定価税込2,420円●P128●B5
判●小学校教職員●著：大江浩光
●初版'21年6月

子どもがわくわくする教材・
教具を作ってみよう！
18
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2023-チラシNo.931◎不良品以外の返品・交換はできません。ご了承ください。

セルフコントロール力がつく
自己理解・他者理解
ワークブック（小学校編）

（税込1,881円）
本体1,710円

●自分自身の感情と行動を制御
できる「セルフコントロール力」を
身につけることができるワーク
ブック。小学生のうちから衝動・
誘惑に負けない心を育てよう。
●定価税込1,980円●P72●B5
判●小学校教職員●編著：岡田倫
代／著：竹村理志・柴英里・杉田亮介
●初版'22年4月

38

不登校は
必ず減らせる
6段階の対応で取り組む
不登校激減法

（税込1,463円）
本体1,330円

●問題行動を減らし、ポジティブ
なよい行動を増やしていく「行動
療法」を活用して段階的・組織的
に不登校を減らし、97％の学校
復帰を実現した「不登校激減法」
を教えます。
●定価税込1,540円●P144●四六
判●小・中学校教職員●著：市川千
秋・工藤弘●初版'17年11月

43

セルフコントロール力がつく
自己理解・他者理解
ワークブック（中学校・高等学校編）

（税込1,881円）
本体1,710円

●自分自身の感情と行動を制御
できる「セルフコントロール力」
を身につけることができるワー
クブック。思春期特有の悩みに
も対応。
●定価税込1,980円●P80●B5
判●中学・高校教職員●編著：岡田
倫代／著：竹村理志・柴英里・杉田亮
介●初版'22年4月

39

しております!!5%OFF5%OFF 保護者対応

目次より
第１章　�「不登校激減法」8つの

ポイント
第２章　�これまでの不登校指導

の問題点と「不登校激
減法」の導入

第３章　�不登校・登校しぶりが
起きてきたときの6段
階対応法

第４章　�相談室での取り組み
第５章　�クラス復帰のプロセス

を可視化する
第６章　�全教職員による全校指

導体制を構築する
第７章　�不登校・登校しぶりが起

きるのを予測する
第８章　�登校しぶりを未然防止

する学級づくり

チームで解決！
理不尽な保護者
トラブル対応術

（税込1,881円）
本体1,710円

●難しい親には「役割分担とシナリオ」で
うまくいく！教師個々では難しくても、教
師間で役割分担を行い、相手の特徴や言動
の中身を見極めた上でシナリオ（想定問答
集）を作成する、戦略的な対応術を解説。※
「理不尽な保護者への対応術」（2019年刊
行）を修正・加筆し、改題したものです。
●定価税込1,980円●P228●四六
判●教職員全般●著：齋藤浩●初版
'22年6月

34ひとりで解決！
理不尽な保護者
トラブル対応術

（税込1,881円）
本体1,710円

●突然、親から理不尽な攻撃を受け
たとき、一人でどう対応しますか？ 　
親は突然やってくる。教師への口撃。
応戦する準備ができない。それでも
毅然と対応しなければならない。訴
えの弱点、やってはいけないタブーを
知ればできる対応事例を集録。
●定価税込1,980円●P228●四六
判●教職員全般●著：齋藤浩●初版
'22年6月

33

先生のための
塩対応の技術

（税込1,881円）
本体1,710円

●生徒、保護者、同僚との信頼関
係を保ちながら、先生が自分の
時間を確保できる「塩対応」術を
提案します。
●定価税込1,980円●P144●四六
判●小・中・高校教師●著：峯岸久枝
●初版'22年12月

35

新刊

生徒指導・児童理解・教育相談
中高生のための
SSTワーク
学校生活編

（税込2,299円）
本体2,090円

●中高生になると、友だちづきあいや進路な
ど、さまざまな課題を抱えることが多くなる。
ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）を通し
て、自分らしさを発揮しながら社会性やコミュ
ニケーションを身につけられるワークブック。
先生・保護者への「指導・支援のポイント」付き。
●定価税込2,420円●P96●B5
判●中学・高校教師、保護者●監
修：伊庭葉子／編著：濱野智恵●初
版'22年9月

学校生活をもっと楽しく！

36

新装版 荒れには
必ずルールがある
間違った生徒指導が荒れる学校をつくる

（税込1,881円）
本体1,710円

●200校もの現場指導から見出
した25個の「荒れのルール」に
基づき、学校・生徒指導部・担任を
チェック。学校全体の生徒指導
体制を見直すことで、問題行動
の予防・抑制・削減につながる。待
望の新装版。
●定価税込1,980円●P196●四六
判●小・中・高校教師●著：吉田順
●初版'22年7月

40

新装版 荒れへの不安が
にわか指導につながる
新任・若手が身につけるべき
生徒指導の考え方と力

（税込1,881円）
本体1,710円

●生徒指導の「考え方」が身につ
いていないと「この指導で本当
にいいのだろうか」と不安にな
り、「にわか指導」に走ることに
なる。若手・新任教師がまず身に
つけるべき「考え方」と実践に必
要な「力」について解説。
●定価税込1,980円●P224●四六
判●小・中・高校教師●著：吉田順
●初版'22年7月

42

中高生のための
SSTワーク
コミュニケーション編

（税込2,299円）
本体2,090円

●中高生になると、友だちづきあいや進路な
ど、さまざまな課題を抱えることが多くなる。
ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）を通し
て、自分らしさを発揮しながら社会性やコミュ
ニケーションを身につけられるワークブック。
先生・保護者への「指導・支援のポイント」付き。
●定価税込2,420円●P96●B5
判●中学・高校教師、保護者●監
修：伊庭葉子／編著：濱野智恵●初
版'22年9月

学校生活をもっと楽しく！

37

新装版 その手抜きが
荒れをまねく
落ち着いているときにしておく生徒指導

（税込1,881円）
本体1,710円

●落ち着いているからこそ、気がつかな
い生徒指導の「してはいけない手抜き」
について解説。いったん荒れると莫大な
エネルギーを費やして荒れと格闘する
ことに。落ち着いている学校、荒れの危
機を感じている学校、荒れを繰り返す学
校、全ての段階の先生にオススメの1冊。
●定価税込1,980円●P216●四六
判●小・中・高校教師●著：吉田順
●初版'22年7月

41

目次より
はじめに�「迷い」「勘違い」

「誤解」に基づく生
徒指導

第１章　�指導方針を見直さな
い学校は“荒れ”を
止められない

第２章　�経験だけに頼る指導
部は“荒れ”を拡大
させる

第３章　�力量を磨かない担任
は“荒れ”の兆しを
見逃す

第１章より
第１考　�教師は「職人」である
第２考　�「荒れた生徒」ばかり

追い回さない
第３考　�服装・頭髪違反の

「根本」にあるもの
第４考　�問題を起こす「わけ」

を探る
第５考　�「壁」をつくり、トラ

ブルを恐れない
第６考　�指導の「レベル」を

分ける
第７考　�「不公平感」を抱かせ

ない
第８考　�「小さな失敗」をたく

さん経験する
ほか

目次より
第１章　�その初歩的な“手抜

き”が荒れをまねく
第２章　�学校が落ち着いてい

ると担任は無意識に
“手抜き”をしてし
まう

第３章　�生徒指導の順序を
“手抜き”すると指
導はうまくいかない

第４章　�指導部は「考え方」
を“手抜き”しては
いけない
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スクールビジネスリーダーシップ
研修テキスト②
子供たちの幸福な近未来を
創造する学校事務職員 

（税込2,926円）
本体2,660円

●「スクールビジネスリーダーシップ基礎
研修テキスト」第２巻。教育的素養を有した
「リソースマネジャー」としての学校事務職
員の、総合的な資質・能力を育成するスクー
ルビジネスプロジェクト学習のテキスト。
●定価税込3,080円●P224●A5判●学校事務
職員●編著：藤原文雄・久我直人・佐川志保・谷明美・
福嶋尚子・増田真由美・吉村由巳●初版'21年8月

52

スクールビジネスリーダーシップ
研修テキスト④
「学びの環境デザイナー」
としての学校事務職員

（税込1,881円）
本体1,710円

●教育、建築、法律、まちづくりなど多
様な分野から専門家や実務家を執筆陣
に迎え、未来志向の学校施設整備につ
いて学びを深める、「スクールビジネス
リーダーシップ研修テキスト」最終巻。
●定価税込1,980円●P144●A5判●学校事務
職員●編著：藤原文雄・伊藤俊介・井上和雄・倉斗綾
子・谷 明美・前田雄仁・吉村由巳●初版'22年9月

54

スクールビジネスリーダーシップ
研修テキスト③
児童生徒の学びの質を
高める学校事務職員

（税込1,881円）
本体1,710円

●「スクールビジネスリーダーシップ基礎研修テキ
スト」第３巻。学校財務を中心に予算や地域の人た
ちの協力や学校に対する信頼などリソースを開発・
活用してカリキュラム・マネジメントに参画し、児童
生徒の学びの質を高める学校事務職員必読の書。
●定価税込1,980円●P144●A5判
●学校事務職員●編著：藤原文雄・谷明
美・福嶋尚子・吉村由巳●初版'22年3月

53

就学支援が
よくわかる本
行き届いた就学援助・生活保
護・就学支援を進めるために

（税込1,672円）
本体1,520円

●学校事務職員の仕事は、直接
的ではなくとも子どもたちの教育
や成長に大きく関わっている。特
に経済的状況により就学支援が
必要な家庭について、学校がどの
ように向き合い、どのように支援
していけるのかを具体的に示す。
●定価税込1,760円●P104●A5
判●学校事務職員●監修：現代学
校事務研究会／著：川崎雅和・栁澤
清香●初版'22年1月

48
学校事務ベーシック１ 学校財務が

よくわかる本
仕事の仕方から必要な
知識、具体的な取り組み例

（税込2,090円）
本体1,900円

●学校財務を学びたい事務職員をお
もな対象とした学校財務の基本的なガ
イドブック。学校経営を担う管理職に向
けた学校財務の入門書として、教育委
員会事務局で学校財政を所管する職員
が現場の状況を把握するための事例集
としても活用できるよう工夫した。
●定価税込2,200円●P144●A5
判●学校事務職員●監修：現代
学校事務研究会／編著：栁澤靖明
●初版'22年5月

49
学校事務ベーシック２ 学校施設・設備の

維持管理がよくわかる本
子どもたちが安心して学校生活が
送れる教育環境づくりのために

（税込2,090円）
本体1,900円

●学校事務ベーシックシリーズの第
3巻。電気、ガス、水道などのインフラ
から、GIGAスクール構想で急激に進
んだ校内ICT環境の整備、新しい時
代の学びを実現する学校施設のあり
方まで、学校施設・設備に関わる基本
がわかる事務職員必携の決定版！
●定価税込2,200円●P144●A5
判●学校事務職員●監修：現代
学校事務研究会／編著：中村奈千
●初版'22年7月

50
学校事務ベーシック3

学校事務

スクールビジネスリーダーシップ
研修テキスト①
教育的素養を有した「リソース
マネジャー」としての学校事務職員

（税込2,090円）
本体1,900円

●「スクールビジネスリーダーシップ研修
テキスト」第1巻。準新任期（経験年数5年目
前後、他の部局から異動してきた事務長な
どは1年目を想定）の事務職員を対象とし
た、本シリーズにおける重要な科目の一つ。
●定価税込2,200円●P160●A5
判●学校事務職員●著：藤原文雄
●初版'20年12月

学校事務職員に
必要な資質を学ぶ！

51

学校徴収金は
絶対に減らせます。
年間1万円以上の保護者負担を
削減した事務職員の実践ノウハウ

（税込1,776円）
本体1,615円

●学校徴収金を減らすためには
どのような実践が必要となるの
かを明らかにし、だれもが実践で
きる方法を紹介。
●定価税込1,870円●P144●A5
判●学校事務職員、小・中学校管理
職●著：栁澤靖明●初版'19年12月

学校的習慣を見直す！
56

学校事務職員の
基礎知識

（税込1,881円）
本体1,710円

●学校に必ずいる「事務職員」。彼ら
の仕事と役割は？現役学校事務職
員がその日常から法的位置づけま
でをわかりやすく綴った入門書。
●定価税込1,980円●P144●四六
判●学校事務職員、志望者、教職員
全般●編著：栁澤靖明●初版'22年
3月

知れば知るほど奥深い
「学校事務」の仕事

現役の事務職員
栁澤靖明氏による著書 ! 

55

学校安全の
リデザイン
災害、事件、事故から子どもたちを守るために

（税込1,881円）
本体1,710円

●安全教育の専門家である著者
が、附属池田小事件以降の「学校
安全」について振り返りながら、
大きく変化している時代に合わ
せた学校安全の考え方、対応策、
安全教育などについてまとめた
「新たな」学校安全の基本書。
●定価税込1,980円●P160●四六
判●小・中学校教師●著：宮田美恵
子●初版'22年9月

45

教師を
楽しみ直す
教職生活に悩んでいる先生たちへ

（税込1,881円）
本体1,710円

●どうすれば子どもたちが楽しく学
べるのか?先生が活き活きと働け
るのか?教員から「先生をサポート
する先生」として起業し、多くの先
生方の悩みに寄り添い、学びあって
きた著者ならではの、教師を楽しみ
直すポイントを一冊にまとめた。
●定価税込1,980円●P176●四六
判●教師全般●著：前田健志・土居
佑治●初版'22年11月

46

校則が変わる、生徒が
変わる、学校が変わる
みんなのルールメイキングプロジェクト

（税込1,881円）
本体1,710円

●認定NPO法人カタリバが進
めてきた「ルールメイキングプロ
ジェクト」で、各学校は校則をど
う見直し、変わっていったのか。
そのドラマと校則改正のヒント
をまとめる。
●定価税込1,980円●P192●四六
判●中学・高校教師●監修：苫野一
徳／編著：古田雄一・認定ＮＰＯ法人
カタリバ●初版'22年9月

44

30分で会議が終わる！
職員室に変化を起こす
ブリーフミーティング

（税込2,822円）
本体2,565円

●30分で終わる解決志向の会議
「ブリーフミーティング（BM）」の
考え方、進め方を具体的な事例
とともに伝授。学校における働き
方改革に繋がる!
●定価税込2,970円●P160●B5
判●教師全般●編著：鹿嶋真弓・石
黒康夫・吉本恭子●初版'22年7月

47

目次より
第１章　�なぜルールメイキン

グなのか
　・岩手県立大槌高等学校
　・安田女子中学高等学校
　・千葉県立姉崎高等学校
　・泉大津市立小津中学校
第２章　�ルールメイキング実

践のリアル
第３章　�ルールメイキングの

活動を読み解く

目次より
先生方のリアルなお悩み一覧
第１章　�学びを楽しむ＝人生

を楽しむ
０　�「楽しい学び」に欠かせない

ものは?「探究」ってなに?
１　�どうして問うの?「いい問

い」ってどんな問い?
２　�あなたの楽しいって感じること

は、どうして楽しいの?「教科」っ
てどうやって生まれたの?

３　�みんなどうやって人生設計
してる?　これからの人生
を楽しむためには?

目次より
第１章　�学校の安全管理を問

い直す
第２章　�学校安全の３領域　

生活安全編
第３章　�学校安全の３領域　

交通安全編
第４章　�学校安全の３領域　

災害安全編

第１章　�会議が変われば職場
が変わる!　より

●�働き方改革のはじめの一歩
は、会議を変えることから

①�いまなぜ、ブリーフミーティ
ングなのか

②�30分でここまでできる
③�誰もが当事者
④�解決像に意識を集中～解決志
向のブリーフミーティング～

⑤�会議でスッキリやる気が出る
⑥�ベテランも新人も対等に
⑦�どんな課題も解決できる～い
つでもどこでも誰でもできる
ブリーフミーティング～
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