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◎�不良品以外の返品・交換はできません。ご了承ください。新刊

このマークは、初版が　
2022年6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。

2022-チラシNo.932

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

1
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

2
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

3

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

チラシNO.932

教育書 特集 秋冬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。

学習指導の
「足並みバイアス」を
乗り越える

（税込1,881円）
本体1,710円

●業務過多の教育現場で、コロナ禍以
降学習指導をどう変えていかなければ
ならないか。「こうでなければならない」
という“足並みバイアス”から脱却した、
学習指導のスリム化・合理化のすすめ。
●定価税込1,980円●P168●A5
判●小学校教職員●著：渡辺道治 
／編集：フォレスタネット●初版
'21年5月

昔と同じ、周りの学校と同じ、隣の
クラスと同じという学校に渦巻く
「足並みバイアス」を打破しよう！

7

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 5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‼ 4

（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

10スキマ時間を活用した音楽科授業プラン
11評価が手軽にできる音楽科授業プラン
12学校行事で使える音楽活動のアイデア
13たのしくできる歌唱共通教材の授業プラン
14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

新刊 新刊 新刊

新刊

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

6

「力で制圧する」指導を脱却！
「しっかりきちんとちゃんと」指導と決別！
「思いつき」指導を卒業！ 生徒指導の

「足並みバイアス」を乗り越える

（税込1,986円）
本体1,805円

●アフターコロナ、ウイズコロナの生
徒指導、生活指導はどう変わるか。あ
るいはどう変わらなければならない
のか。現場・現実に基づく、「足並みバ
イアス」思考から脱却した、生徒指導
のスリム化・合理化の取組み。
●定価税込2,090円●P184●A5判
●小・中学校教職員●企画：フォレスタ
ネット／著：渡辺道治●初版'22年4月

8 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
9

小学校教科指導

小学校・中学校学級経営

申込
番号 001 申込

番号 002
申込
番号 003

申込
番号 007

申込
番号 005申込

番号 004

012
013
014

011
010

申込
番号 006

申込
番号 008

申込
番号 009



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 ！

インクルーシブ発想の教育シリーズ

10の原理・100の原則　ロングセラーシリーズ

2022-チラシNo.932 ◎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.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

23授業づくりネットワーク
No.39
探究する教室

（税込1,672円）
本体1,520円

●「習得・活用・探究」という言葉が登場したのは、
2008年の学習指導要領改訂時の中央教育審議会
答申。そこから10年以上経過した今、「探究」ブーム
とも言える状況が起きている。本号では、たくさんの
「探究」モデルを収録。読者は、さまざまな視点から
「探究」を思考できるだろう。ブームのままに終わら
せるのか、きちんと定着させ、子どもも大人も自立の
道に行けるのか、これからの10年にかかっている。
●定価税込1,760円●P128●A5
判●教職員全般●編：ネットワーク
編集委員会●初版'21年7月

21

このチラシの
書籍は定価の 5%OFF5%OFF

授業づくりネットワーク
No.40
個別最適な学び

（税込1,672円）
本体1,520円

●「個別最適な学び」。あるいは、「個別
最適化」。今やこの言葉も「探究」同様
に、バズワード化している。しかし、そ
もそも「個別最適な学び」って何だ ⁉
本号では、自由進度学習、『学び合い』、
UDL、ICT、オルタナティブ、ケア、宿題、
学習環境など、多様な視点・実践を通し
て、「個別最適な学び」を考える！
●定価税込1,760円●P128●A5
判●教職員全般●編：ネットワーク
編集委員会●初版'21年12月

22

学習指導・担任実務・仕事術・教育技術

インクルーシブ教育

子どもの言葉で
問いを創る授業
中学校編

（税込2,299円）
本体2,090円

●中学校全教科の「問いを創る
授業」の実践を収録。この本１冊
で「主体的・対話的で深い学び」
の授業を中学校でスタートでき
ます。
●定価税込2,420円●P192●A5
判●中学校教師●編著：鹿嶋真弓・
石黒康夫・吉本恭子●初版'21年12
月

コピーして使える
付録付き！
20子どもの言葉で

問いを創る授業
小学校編

（税込1,881円）
本体1,710円

●「なぜだろう?」「もっと知りた
い!」「もやもやを解決したい!!」 
子ども主体で問う力・探究する力
を育てる究極のアクティブラー
ニング実践書!!
●定価税込1,980円●P160●A5
判●小学校教師●編著：鹿嶋真弓・
石黒康夫●初版'20年8月

コピーして使える
付録付き！
19

目次より
第１章　�「問いを創る授

業」で自ら考え
る子どもが育
つ!�

第２章　�「問いを創る授
業」の進め方を
確認しよう!�

第３章　�「問いを創る授
業」をやってみ
よう!(実践例)�

第４章　�「問いを創る授
業」を学校・地
域全体に拡げ
よう!�

付　録　�「問い」を創る
授業の単元指
導計画、�先生の
ための「不思議
のタネ」アイデ
アシート�ほか

インクルーシブ教育ってどんな教育？

（税込1,567円）本体1,425円

●「インクルーシブ発想の教育」とはどういう教育なのか。障害のある子どもだ
けでなく、すべての子どもの多様なニーズに応える教育を学校現場でどのように
進めていけばいいのか。スペシャリスト８人が具体的提言と実践を紹介する。
●定価税込1,650円●P128●A5判●小・中学校教職員●著：青山新吾・赤坂
真二・上條晴夫・川合紀宗・佐藤晋治・西川純・野口晃菜・涌井恵●初版'16年4月

24

第２章【私が考えるインク
ルーシブ発想の教育】より
●�インクルーシブ教育
を実践するための学
校づくり・学級づくり

●�アクティブ・ラーニ
ングから見たイン
クルーシブ教育

●�アドラー心理学から語
るインクルーシブ教育

●�『学び合い』から見
えるインクルーシブ

ほか

一斉授業10の原理・100の原則
授業力向上のための110のメソッド

（税込1,567円）本体1,425円

●授業づくりには教師の仕事のすべてが凝縮さ
れている。学習の成果が確実に定着し、学級づく
り・生徒指導が機能する授業のための原理と原則
を解説。
●定価税込1,650円●P196●四六判●小・中学校
教職員●著：堀裕嗣●初版'12年10月

15

インクルーシブ教育を通常学級で実践するってどういうこと？

（税込1,776円）本体1,615円

●通常学級でのインクルーシブ教育は、具体的に
どう実践すればいいのか。これまで数々の教育実
践を世に問うてきた岩瀬実践をもとに考える。
●定価税込1,870円●P152●A5判●小学校教職
員●著：青山新吾・岩瀬直樹●初版'19年1月

25

私たちは違うか
らこそ、つながる

学級経営10の原理・100の原則
困難な毎日を乗り切る110のメソッド

（税込1,463円）本体1,330円

●学級経営で“失敗しない”ための10の基本原理
と、「学級組織づくり」「席替え」「給食指導」「清掃
指導」「ショート・ホームルーム」「リーダー育成」な
どの具体的な要素に分け、100の原則を紹介。
●定価税込1,540円●P176●四六判●中学校教職
員●著：堀裕嗣●初版'11年3月

16

現場発！ ソーシャル・インクルージョンとインクルーシブ教育

（税込1,881円）本体1,710円

●ソーシャル・インクルージョンを障害福祉の現
場から具体的に問い、インクルーシブ教育を教育
現場の実践者との対談を通じて考える。
●定価税込1,980円●P164●A5判●その他一般
●著：髙原浩●初版'19年12月

26

第１章【僕とインクルー
シブ】より
１．�ヨコちゃんがきた！
２．�僕のインクルーシ
ブ発想

３．�インクルーシブ風
応援の初体験

４．�養護学校がインク
ルードできない子

５．融合したい側の事情

生徒指導10の原理・100の原則
気になる子にも指導が通る110のメソッド 

（税込1,567円）本体1,425円

●いま教師が最も手を焼いているのは、悪気なく学
校規範におさまらない〈脱・社会〉の生徒たち。多数
派を占める彼らへの生徒指導を機能させるために
必要な10の原理と100の原則をマンガ入りで紹介。
●定価税込1,650円●P192●四六判●中・高校教師
●著：堀裕嗣●初版'11年9月

17

エピソード語りで見えてくるインクルーシブ教育の視点

（税込1,881円）本体1,710円

●インクルーシブ教育を進めるための基本的な
見方・考え方、教育活動の実際等をエピソードベー
スで紹介する。
●定価税込1,980円●P148●A5判●小・中学校教
職員●著：青山新吾●初版'22年5月

27

第２章【インクルーシブ教育を
進めるための基本～「支援の前
に人づきあいを」の発想～】より
1.�エピソードを語る・
綴る
2.�ある中学校でのエ
ピソードを綴る
●�エピソード「自動販
売機に行きたいな。」
3.�支援の前に人とし
てのつきあいを

ほか

教室ファシリテーション 10のアイテム・100のステップ
授業への参加意欲が劇的に高まる110のメソッド

（税込1,567円）本体1,425円

●授業や特活のスキルとして、研修や生徒指導への
活用方法として注目されている「ファシリテーショ
ン」。授業や学級活動のなかで導入しやすいアイテム
を10紹介し、基本的なステップをわかりやすく解説。
●定価税込1,650円●P224●四六判●小・中学校
教職員●著：堀裕嗣●初版'12年3月

18
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CD-ROM付き　自分のペースで学びたい子のためのサポートドリル

吉田順先生のロングセラー 新装版! すでにお読みいただいたベテランの先生は、
ぜひ若い先生にオススメください!

2022-チラシNo.932◎不良品以外の返品・交換はできません。ご了承ください。

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

36

現場発！
知的・発達障害者の
就労自立支援

（税込1,672円）
本体1,520円

●働きたい人を本気で社会につな
ぐ！ 　今の就労支援現場の問題
を明らかにし、就職を目指す青年
たちの現状、就労自立に向けての
考え方、具体的支援の方法を、就
労移行支援の実践者が発信する。
●定価税込1,760円●P180●A5
判●その他一般●著：髙原浩●初
版'17年11月

特別支援教育
ONEテーマブック

34

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

28

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！

35

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

33

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

29

しております!!5%OFF5%OFF 生徒指導・児童理解・特別支援教育

◀︎
す
て
っ
ぷ
２

　
（
か
ん
字
）

商品名 申込番号

37かん字・けいさん すてっぷ１
38かん字・けいさん すてっぷ２
39漢字・計算 すてっぷ３
40漢字・計算 すてっぷ４
41漢字・計算 すてっぷ５
42漢字・計算 すてっぷ６

（税込各1,881円）本体各1,710円

●①学びやすいサポートが入っているので「できた」が実感できる②繰り返し練習
することで漢字や計算の基礎が身につく③学習につまづきのある子、学習習慣がつ
いていない子も自分のペースで学べる④子どもたちの生活の中で考える、イラスト
を使った身近で楽しい問題！⑤⑥勉強が苦手な子、学習につまづきのある子ども
でも、ステップ方式でゆっくり楽しく学べる。繰り返し学べて、家庭学習にも最適。
●定価税込各1,980円●各P88●B5判●小学校教職員・保
護者●監修：伊庭葉子／著：小寺絢子●初版'21年5月〜9月

1人ひとりに合う”すてっぷ”を選んで『できる」ところからステップアップ！！
すてっぷ①～⑥の漢字・計算は小学校1年から6年の各学年に
それぞれ対応しています

新装版
いじめ指導24の鉄則
うまくいかない指導には
「わけ」がある 

（税込1,881円）
本体1,710円

●荒れる学校200校を診てきた
著者が、いじめを克服する学校・
学級づくりの鉄則、具体的な指
導法を詳細な分析に基づいて公
開。あなたの学校を救うヒントが
必ず見つかる。
●定価税込1,980円●P192●四六
判●小・中・高校教師 ●著：吉田順
●初版'22年1月

32新装版
学級経営17の鉄則
中学校から小学校高学年の学級
経営の方針＆対策はこうつくる

（税込1,881円）
本体1,710円

●学級経営の方針や方法は、自
分の個性や価値観に合ったもの
を自分自身でつかんでいくもの。
本書は、自らつかむための「考え
方」＝「鉄則」を伝授。明日からあ
なたの学級経営が変わる。
●定価税込1,980円●P160●四六
判●小・中学校教師●著：吉田順
●初版'22年1月

30 新装版
生徒指導24の鉄則
指導に自信を深める
「考え方」の原理・原則

（税込1,881円）
本体1,710円

●「落ち着いている学校（学級）」と
「荒れている学校（学級）」はどこが違
うのか。その違いをとことん追究した
著者が導き出した生徒指導の「考え
方」の原理・原則を収録。全国の生徒
指導担当者から圧倒的支持を受ける
生徒指導のバイブル、待望の新装版。
●定価税込1,980円●P208●四六
判●小・中・高校教師●著：吉田順●初
版'22年1月

31

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

目次より
第１章　�どこへたどり着きたい

のか
第２章　�『普通』議論
第３章　�『支援の筋』～ボトル

ネックの発見～
第４章　�青年期に向けて
第５章　�環境と支援の留意点
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このチラシの
書籍は定価の しております!!5%OFF5%OFF学校事務・学校経営

先生がつぶれる学校、
先生がいきる学校
働き方改革とモチベー
ション・マネジメント

（税込1,881円）
本体1,710円

●「働き方改革」で学校をより働き
がいのある職場に！ 　大好評の
『変わる学校、変わらない学校』実践
編の第II巻。モチベーションを上げる
マネジメント事例を示しながら、学
校で“今できること”を提案する。
●定価税込1,980円●P176●A5
判●小・中・高校管理職●著：妹尾昌
俊●初版'18年9月

目次より
第１章　�教職員を動かすにはなにが

必要か―モチベーション・
マネジメントのススメ―

　　　　�１）どんなときに先生たちの心
に火が付くのか？

　　　　�２）人材育成の悪循環とフィー
ドバックの技術

第２章　�あなたの学校は“チーム”
になっているか？

　　　　�１）学校が“チーム”となるには
　　　　�２）教頭はつらいよ
第３章　�忙しすぎる学校―働き

方改革はなんのため？
　　　　�１）相互不干渉な職場―多忙化

と個業化のなかで
　　　　�２）教師の過労死を二度と起こ

さないために
ほか

55
変わる学校、変わらない学校実践編【II】

思いのない学校、
思いだけの学校、
思いを実現する学校
ビジョンとコミュニケー
ションの深化

（税込1,881円）
本体1,710円

●大好評の『変わる学校、変わら
ない学校』の実践編。具体的な
事例で「コミュニケーション力向
上」を主眼に置いた学校改革の
方略を示す。
●定価税込1,980円●P160●A5
判●小・中・高校管理職●著：妹尾
昌俊●初版'17年10月

目次より
第１章　�「わかっていても、実

行できない」を越える
第２章　�あなたの学校にビジョ

ンと戦略はあるか
第３章　�あなたは何をもとに

マネジメントしてい
るか　経験と勘 ？�
数字と分析？�それ
とも熱いハート？

第４章　�ビジョン・目標を
立てたきりにして
いないか？　カリ
キュラムマネジメ
ントと戦略実行

54変わる学校、変わらない学校実践編【I】

変わる学校、
変わらない学校
学校マネジメントの
成功と失敗の分かれ道

（税込1,881円）
本体1,710円

●学校づくりがうまく進む学校
と、停滞する学校との差はどこに
あるのか。“チーム学校”にも不可
欠な、学校の組織力を左右するマ
ネジメントの本質をあぶり出す。
●定価税込1,980円●P176●A5
判●小・中・高校管理職●著：妹尾
昌俊●初版'15年11月

目次より
第１章　�イントロダクション　

学校教育の悪循環と
好循環

第２章　�学びのプロとして
の教職員と学習す
る学校

第３章　�組織になりきって
いない学校

第４章　�学校づくりの成功
と失敗の分岐点

第５章　�「多忙化」から日本
の教育が見える

第６章　�到達目標の共有
第７章　�プロセスの設計
第８章　�チーム・ネットワー

クづくり

53学校をおもしろくする
思考法
卓越した企業の失敗と
成功に学ぶ

（税込2,090円）
本体1,900円

●優れた企業や行政、トップ棋士や歴
史上の人物などの考え方・手法から、日
本の学校が学ぶべきこととは ？ 企業
等の先行事例や失敗を参考にしなが
ら、どこが勘所なのか、何に気を付けた
らよいのかを解説します。
●定価税込2,200円●P192●A5
判●教職員全般●著：妹尾昌俊
●初版'19年7月

目次より
Ⅰ.��過去からの延長線上で考
えない

Ⅱ.��軸を立てる、組織のビ
ジョンと仕事の目的に魂
を入れる

Ⅲ.��学び続ける人と学習する
組織になる

Ⅳ.��人を伸ばす仕組みをつく
る

Ⅴ.��クリエイティブな時間を
生み出す

Ⅵ.��実力以上の力を発揮でき
るチームになる

52

学校事務
“プロフェッショナル”の
仕事術

（税込2,090円）
本体1,900円

●官民さまざまな組織のコンサ
ルティングや、事務職員向け研
修を多数行ってきた著者が全国
の「プロフェッショナル事務職
員」の仕事術を徹底分析！
●定価税込2,200円●P224●A5
判●学校事務職員●著：妹尾昌俊
●初版'19年9月

50 学校事務
クロニクル
事務職員の過去・現在・
未来

（税込2,926円）
本体2,660円

●事務職員に焦点を当て、学校
の運営や財政にも言及しながら、
その変遷を時代ごとに記述。また
これからの学校において事務職
員はどうあるべきかを提言する。
●定価税込3,080円●P208●A5
判●学校事務職員●著：中村文夫
●初版'20年7月

「事務職員」誕生から、
その未来予測まで！

51

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
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「学校事務職員」って
どんな仕事なの？
知れば知るほど奥深い「学校事務」の仕事

栁
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靖
明 

編
著

基
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定価1,980円
（本体1800円＋税10％）

カバーB-a案

cover-B-a_jimusyokuin_TMM_02.indd   すべてのページ 2022/02/10   16:59

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 ! 

49

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

48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

46学校事務職員に
必要な資質を学ぶ！

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

43
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

44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

学校施設・設備の
維持管理が

現代学校事務研究会［監修］
中村奈千［編著］

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

よくわかる本

学校事 務
ベーシック
3

学校事務ベーシック1
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

現代学校事務研究会 監修

川崎雅和・栁澤清香 著
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1,760円（本体1,600円＋税10％）

学校事務ベーシック2
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

現代学校事務研究会 監修

栁澤靖明 著
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2,200円（本体2,000円＋税10%）

学校事務ベーシックシリーズ既刊
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45学校事務ベーシック3

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
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