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書   名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

赤木かん子の読書力アップ！学校図書館のつかい方    赤木かん子著 光村図書出版 2012.5 J017/ｱｶ 

赤木かん子の読書力アップ！学校図書館のつくり方 赤木かん子著 光村図書出版 2010.4 J017/ｱｶ 

赤木かん子の図書館員ハンドブック  赤木かん子著 埼玉福祉会 2011.8 J017/ｱｶ 

学校図書館ＡＢＣ 学校図書館研修資料編集

委員会編 

全国学校図書館協議会 2004.2 J017/ｶﾂ 

学校図書館をデザインする  （はじめよう学校図書館 

４）  

大平睦美著 全国学校図書館協議会 2012.8 J017/ｶﾂ 

学校図書館改造プロジェクト    井上一郎編著 明治図書出版 2013.9 J017.2/ｶﾂ 

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 

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 2015.4 017/ｶﾂ 

学校司書って、こんな仕事  学校図書館問題研究会編 かもがわ出版 2014.7 017/ｶﾂ 

学校図書館に司書がいたら  （シリーズ学校図書館）  村上恭子著 少年写真新聞社 2014.7 J017/ｶﾂ 

学校図書館の活用名人になる 全国学校図書館協議会編 国土社 2010.3 J017/ｶﾂ 

埼玉県立久喜図書館 子ども読書支援センター 

久喜市下早見 85－5 Tel：0480-21-2659 

●このリストに掲載されている資料は、平成 28年 7月末現在、県立久喜図書館・県立熊谷

図書館で所蔵している資料です。 

●県立久喜図書館・県立熊谷図書館・県立熊谷図書館浦和分室でご利用いただけます。 

また、お近くの埼玉県内公共図書館等で、お取り寄せもできます。 

 

。 

埼玉県のマスコット コバトン 
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書   名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

学校図書館はじめの一歩  みの会編 みの会 2015.4 J017/ｶ 

学校図書館ビフォー・アフター物語    五十嵐絹子編著 国土社 2009.7 017/ｶﾂ 

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 2012.6 J017/ｶ 

学校図書館メディアの選びかた  （はじめよう学校図

書館 ２） 

高橋知尚著 全国学校図書館協議会 2012.7 J017/ｶ 

学校図書館リフレッシュ  （図書館ブックレット ９）  高梨佐智子編著 図書館流通センター 2004.2 017/ｶﾂ 

学校図書館は何ができるのか？その可能性に迫る   門脇久美子著 国土社 2014.8 J017/ｶﾂ 

鍛えよう！読むチカラ    「読むチカラ」プロジェクト編

著 

明治書院 2012.8 J017/ｷﾀ 

今日から図書委員  小学校版 全国学校図書館協議会編 全国学校図書館協議会 2004.4 017/ｷﾖ 

今日から図書委員  中高校版  全国学校図書館協議会編 全国学校図書館協議会 2004.4 017/ｷﾖ 

協働する学校図書館  （シリーズ学校図書館） 吉岡裕子著 少年写真新聞社 2010.7 J017.2/ｷﾖ 

心をつかむオリエンテーション  （はじめよう学校図書

館 １１）  

小日向輝代著 全国学校図書館協議会 2014.7 J017/ｺｺ 

心に響くひとときを  （学校図書館ブックレット Ｎｏ．４）   日本高等学校教職員組

合学校図書館職員部 

2003.1 J017.4/ｺｺ 

司書がいればこんなに変わる  （学校図書館ブックレ

ット Ｎｏ．７） 

  日本高等学校教職員組

合学校図書館職員部 

2006.1 J017.4/ｼｼ 

司書教諭ガイドブック 埼玉県学校図書館協議会   2004.2 J017/ｼｼ 

司書教諭・学校司書のための学校図書館必携 全国学校図書館協議会監

修 

悠光堂 2015.8 J017/ｼｼ 

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 J017.2/ｼｼ 

生徒が主役 学校図書館  （学校図書館ブックレット 

Ｎｏ．５） 

  日本高等学校教職員組

合学校図書館職員部 

2004.1 J017.4/ｾｲ 

出会いの場自分さがし本さがし  （学校図書館ブックレ

ット Ｎｏ．２）    

  日本高等学校教職員組

合学校図書館職員部 

2001.1 J017.4/ﾃｱ 

どうつくる学校のオアシス  （学校図書館ブックレット 

Ｎｏ．１）   

  日本高等学校教職員組

合学校図書館職員部 

2000.3 J017.4/ﾄｳ 

ひらかれたもうひとつの教室  （学校図書館ブックレッ

ト Ｎｏ．３） 

  日本高等学校教職員組

合学校図書館職員部 

2002.1 J017.4/ﾋﾗ 

本の楽しさお届けします  （学校図書館ブックレット Ｎ

ｏ．８）   

  日本高等学校教職員組

合学校図書館職員部 

2008.1 J017.4/ﾎﾝ 

ようこそ学校図書館へ  （学校図書館ブックレット Ｎ

ｏ．６）   

  日本高等学校教職員組

合学校図書館職員部 

2005.1 J017.4/ﾖｳ 
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書   名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

赤木かん子の読書力アップ！学校図書館の本のえらび

方 

赤木かん子著 光村図書出版 2013.3 J017/ｱｶ 

学校図書館のための図書の選択と収集  （学校図書

館入門シリーズ １３）  

浅井昭治著 全国学校図書館協議会 2005.12 J014.1/ｶﾂ 

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 2012.7 J014.2/ｿﾉ 

 

 

 

 

書   名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

赤木かん子の図書館員ハンドブック分類のはなし 赤木かん子著 埼玉福祉会 2012.8 J014.4/ｱｶ 

学校図書館のための図書の分類法  （学校図書館入

門シリーズ ８） 

芦谷清著 全国学校図書館協議会 2004.6 014.4/ｶﾂ 

 

 

 

書   名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

学校図書館デザイン １  （図書館ブックレット １）  図書館活用資料刊行会編 図書館流通センター  2001.7 017/ｶﾂ 

学校図書館デザイン ２  （図書館ブックレット ３） 図書館活用資料刊行会編 図書館流通センター  2001.1 017/ｶﾂ 

学校図書館を彩る切り絵かざり     ＣＨＩＫＵ著 少年写真新聞社 2016.4 017/ｶﾞ 

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 J017/ｽﾃ 

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 2009.7 J017.2/ﾀﾉ 

ちょっとの時間で魅力Ｕｐ！！本棚のディスプレイ  さわださちこ著 全国学校図書館協議会 2015.6 J017/ﾁﾖ 

図書館ごよみ＆イラスト１２００ すぐに使える素材集  全国学校図書館協議会編 全国学校図書館協議会 2015.1 017/ト 

発信する学校図書館ディスプレイ 吉岡裕子監修 少年写真新聞社 2015.5 J017/ﾊﾂ 

 

 

 

書   名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

シリーズ・活動する学校図書館 ２ 図書の修理と製本 浅井昭治〔ほか〕編 全国学校図書館協議会 1982.7 014.6/ﾄ 

図書館員のための図書補修マニュアル 小原由美子著 教育史料出版会 2000.4 014.66/ﾄｼ 

防ぐ技術・治す技術 「防ぐ技術・治す技術-紙

資料保存マニュアル-」編

集ワーキング・グループ編 

日本図書館協会 2005.3 014.61/ﾌｾ 
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書   名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

絵本で素敵な学級づくり・授業づくり 桜田恵美子著 黎明書房 2014.4 J374.12/ｴﾎ 

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 2013.4 J375/ｶﾂ 

学校図書館活用の新しい授業 植松雅美編著 学事出版 2010.4 J017.2/ｶﾂ 

学校図書館発育てます！調べる力・考える力  （シリ

ーズ学校図書館） 

遊佐幸枝著 少年写真新聞社 2011.7 J017.3/ｶﾂ 

教科学習に活用する学校図書館  （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 2010.7 017/ｷﾖ 

子どもの学力を高める学校図書館の教科別活用 押上武文編著 学事出版 2004.5 017/ｺﾄ 

授業で活用する学校図書館  （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 2014.8 017.3/ｼﾕ 

授業にいかす情報ファイル  （はじめよう学校図書館 

６） 

藤田利江著 全国学校図書館協議会 2011.8 J014.74/ｼﾕ 

先生と司書が選んだ調べるための本 鎌田和宏編・著 少年写真新聞社 2008.8 J028.09/ｾﾝ 

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 2014.7 J017/ﾀﾝ 

読書の力 太田克子著 三省堂 2010.8 J375.85/ﾄｸ 

読書指導の新しい展開 高学年 吉永幸司著 明治図書出版 2011.3 J375.85/ﾄｸ 

読書指導の新しい展開 中学年 吉永幸司著 明治図書出版 2011.3 J375.85/ﾄｸ 

読書指導の新しい展開 低学年 吉永幸司著 明治図書出版 2011.3 J375.85/ﾄｸ 

図書館へ行こう！楽しい調べ学習 １・２・３年生 藤田利江編著 国土社 2013.3 J017/ﾄｼ 

図書館へ行こう！楽しい調べ学習 ４・５・６年生 藤田利江編著 国土社 2013.2 J017/ﾄｼ 

「なんでも学べる学校図書館」をつくる 片岡則夫編著 少年写真新聞社 2013.9 J017/ﾅﾝ 

初めての読書指導 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 2012.7 J017.2/ﾊｼ 

りかぼん授業で使える理科の本  少年写真新聞社 りかぼん編集委員会編著 少年写真新聞社 2012.12 J375.42/ﾘｶ 

 

 

 

書   名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

おはなし会プログラム  「この本読んで！」編集部編 読書サポート 2008.6 J019.53/ｵﾊ 

おはなし会プログラム ｐａｒｔ ２  「この本読んで！」編集部編 読書サポート 2014.3 J019.53/ｵﾊ 

おやちれんがすすめるよみきかせ絵本２５０ 親子読書地域文庫全国連絡会編 絵本塾出版 2013.7 J019.53/ｵﾔ 

親地連がすすめる読みきかせ絵本２５０ 親子読書地域文庫全国連絡会編 絵本塾出版 2015.5 J019.53/ｵﾔ 

子どもに物語の読み聞かせを 尾野三千代編著 児童図書館研究会 2014.11 J019.53/ｺﾄ 

小学校での読み聞かせガイドブック 湯沢朱実編著 プランニング遊 2012.5 J019.53/ｼﾖ 
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書   名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

その本、読みたい！ 低学年 ―読みきかせ

+ぷちブックトーク 

村上淳子編著 国土社 2013.3 J019.2/ｿﾉ 

その本、読みたい！ 高学年 ―読みきかせ

+ぷちブックトーク 

村上淳子編著 国土社 2013.3 J019.2/ｿﾉ 

読み聞かせＡＢＣ 東京都子供読書活動推進

資料 ２０１１  

東京都立多摩図書館編集 東京都立多摩図書館 2012.3 J028.09/ﾖﾐ 

読み聞かせ絵本１０１冊ガイド 西本鶏介著 講談社 2003.1 J019.53/ﾖﾐ 

読みきかせ絵本２６０ 親子読書・地域文庫全国連絡会編集 親子読書地域文庫全

国連絡会 

2009.10 J028.09/ﾖﾐ 

読みきかせのための絵本カレンダー  親子読書・地域文庫全国連絡会編集 親子読書地域文庫全

国連絡会 

2004.3 J028.09/ﾖﾐ 

読みきかせのためのブックリスト 親子読書・地域文庫全国連絡会編集 親子読書地域文庫全

国連絡会 

2003.7 J019.5/ﾖﾐ 

読み聞かせわくわくハンドブック 代田知子著 一声社 2001.4 J019.53/ﾖﾐ 

 

 

 

書   名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

学校司書と先生のためのすぐできるブックトーク 渡辺暢惠著 ミネルヴァ書房 2012.3 J019.2/ｶﾂ 

学校ｄｅブックトーク  （北大路ｂｏｏｋｌｅｔ ０２） 笹倉剛編著 北大路書房 2007.8 J017/ｶﾂ 

学校ブックトーク入門 高桑弥須子著 教文館 2011.1 J017/ｶﾂ 

今日からはじめるブックトーク  （シリーズ学校図書館） 徐奈美著 少年写真新聞社 2010.6 J017.2/ｷﾖ 

キラキラ応援ブックトーク キラキラ読書クラブ著 岩崎書店 2009.3 J019.5/ｷﾗ 

授業が生きるブックトーク ブックトーク研究会編 一声社 2011.3 J375/ｼﾕ 

授業で役立つブックトーク  （シリーズ学校図書館） 上島陽子著 少年写真新聞社 2012.11 J019.2/ｼﾕ 

小学生のためのブックトーク１２か月 東京都学校図書館協議会編 全国学校図書館協議

会 

2007.4 J019.5/ｼﾖ 

だれでもできるブックトーク 村上淳子編著 国土社 2008.3 J017/ﾀﾚ 

だれでもできるブックトーク ２（中学・高校生編）  村上淳子編著 国土社 2010.3 J017/ﾀﾚ 

ひと目でわかるブックトーク 「この本読んで！」編集部編 読書サポート 2012.6 J019.2/ﾋﾄ 

ブックトークのきほん 東京子ども図書館編 東京子ども図書館 2016.8 J019.2/ﾌﾂ 

やってみよう・ブックトーク  （親地連ブックレット） 親子読書地域文庫全国連絡

会編 

親子読書地域文庫全

国連絡会 

2007.7 J019.5/ﾔﾂ 

 

 

 

書   名 著者名 出版社  出版年 請求記号 

学校図書館が動かす読書イベント実践事例集     牛尾直枝編著 少年写真新聞社 2016.5 J017/ｶﾂ 

子どもが必ず本好きになる１６の方法・実践アニマシオン  有元秀文著 合同出版 2014.1 J375.85/ｺﾄ 
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書   名 著者名 出版社  出版年 請求記号 

子どもの心に本をとどける３０のアニマシオン 岩辺泰吏編著 かもがわ出版 2016.4 J019.2/ｺﾄ 

これならできる！楽しい読書活動    吉田和夫編 学事出版 2015.3 J375.85/ｺﾚ 

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 
2014.2 J017.3/ﾄｸ 

読書生活をひらく「読書ノート」  （はじめよう学校図書館 

７）    
杉本直美著 

全国学校図書館協議

会 
2013.6 J017.3/ﾄｸ 

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 2015.4 J019.9/ﾋﾌ 

ビブリオバトルを楽しもう    粕谷亮美文 さ・え・ら書房 2014.3 019/ﾋﾌ 

 

 

 

書   名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

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 2015.2 J028.09/ｲﾏ 

えほん 子どものための５００冊 日本子どもの本研究会絵

本研究部編 

一声社 1989.8 J028/ｴ 

えほん 子どものための１４０冊 えほん－子どものための

５００冊追補 

日本子どもの本研究会絵

本研究部編 

一声社 1995.7 J019.5/ｴ 

えほん 子どものための３００冊 日本子どもの本研究会絵

本研究部編 

一声社 2004.7 J028.09/ｴﾎ 

科学の本っておもしろい ２００３-２００９ 科学読物研究会編 連合出版 2010.7 J403.1/ｶｶ 

キラキラ子どもブックガイド キラキラ読書クラブ編 玉川大学出版部 2012.12 019/ｷﾗ 

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 玉川大学出版部 2014.11 019/ｷﾗ 

子どもと楽しむ科学の絵本８５０ 子どもと科学をつなぐ会   2002.4 J403.1/ｺﾄ 

子どもと読みたい科学の本棚 （ヤングサイエンス選書 ５） 藤嶋昭著 東京書籍 2013.6 J403.1/ｺﾄ 

子どもの本１００問１００答 大阪国際児童文学振興

財団編 

創元社 2013.8 J019.5/ｺﾄ 

子どもの本のリスト 東京子ども図書館編 東京子ども図書館 2004.11 J028.09/ｺﾄ 

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 2011.7 019/ｼﾝ 

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 2011.9 019/ｼﾝ 

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 2011.11 019/ｼﾝ 

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 2014.3 019/ｼﾝ 

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 2014.3 019/ｼﾝ 

図書館でそろえたいこどもの本・えほん 日本図書館協会児童青

少年委員会児童基本蔵

書目録小委員会編 

日本図書館協会 1990.1 J028.09/ﾄｼ 

図書館でそろえたいこどもの本 ２  日本図書館協会児童青

少年委員会児童基本蔵

書目録小委員会編 

日本図書館協会 1994.9 J028/ﾄ 
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書   名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

図書館でそろえたいこどもの本 ３   日本図書館協会児童青

少年委員会児童基本蔵

書目録小委員会編 

日本図書館協会 1997.12 J028.09/ﾄｼ 

私たちの選んだ子どもの本  東京子ども図書館編 東京子ども図書館 2012.2 J028.09/ﾜﾀ 

 

 

 

 

書   名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

学校図書館ボランティア  （学校図書館入門シリーズ 

９）  

対崎奈美子著 全国学校図書館協議会 2004.7 J017/ｶﾂ 

学校図書館ボランティアへの期待  （はじめよう学校図

書館 １２） 

對崎奈美子著 全国学校図書館協議会 2016.4 J017/ｶﾂ 

学校読書ボランティアハンドブック 石川県立図書館編 石川県立図書館 2012.8 J017/ｶﾂ 

読書ボランティア-活動ガイド- 広瀬恒子著 一声社 2008.12 J019/ﾄｸ 

 

 

 

 

書   名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

学校図書館の著作権問題Ｑ＆Ａ 日本図書館協会著作権

委員会編著 

日本図書館協会 2006.1 021.2/ｶﾂ 

気になる著作権Ｑ＆Ａ  （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 2013.7 J017/ｷﾆ 

 

 

 

 

書   名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

知と心を育てる読書の教育 第１巻  （スクール・ライブラリ

ーシリーズ） 

笠原良郎企画・監修 紀伊国屋書店 2006 019 ﾁ 

知と心を育てる読書の教育 第２巻  （スクール・ライブラリ

ーシリーズ） 

笠原良郎企画・監修 紀伊国屋書店 2006 019 ﾁ 

知と心を育てる読書の教育 第３巻  （スクール・ライブラリ

ーシリーズ）  

笠原良郎企画・監修 紀伊国屋書店 2006 019 ﾁ 

学校図書館の達人 １  （スクール・ライブラリーシリーズ）  笠原良郎企画・監修 紀伊国屋書店 2010 017 ｶﾞ 

学校図書館の達人 ２  （スクール・ライブラリーシリーズ）  笠原良郎企画・監修 紀伊国屋書店 2010 017 ｶﾞ 

学校図書館の達人 ３  （スクール・ライブラリーシリーズ） 笠原良郎企画・監修 紀伊国屋書店 2010 017 ｶﾞ 
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雑  誌  名 出版社 刊行頻度  

学校図書館 

 

全国学校図書館協議会 月刊 学校図書館専門誌。学校図書館を活用する教育や

子どもの読書活動を推進する教育情報誌。 

学校図書館速報版 全国学校図書館協議会 月 2 回 学校図書館で必要な資料に関する情報、本、出版、

流通に関する情報や、全国 SLA選定図書リストの掲

載および選定図書の紹介｡ 

子どもの本棚 日本子どもの本研究会 月刊 書評誌。 

こどもの本 日本児童図書出版協会 月刊 書評誌。 

子どもと読書 親子読書地域文庫全国連絡会 隔月刊 書評誌。 

この本読んで！ 出版文化産業振興財団 季刊 絵本と読み聞かせの情報誌。 

  

 

 

 

 

 

・ 埼玉県立図書館 子ども読書支援ページ https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/ko_shien/index.html 

大型絵本・大型紙芝居リスト、各種ブックリスト、イベント情報、子ども読書支援情報誌『Shien』 

・ 国際子ども図書館（子どもと本をつなぐ人のページ等） http://www.kodomo.go.jp/ 

   最近 10年程度の間の子どもの読書活動に関する調査、学校・学校図書館へのサービスを掲載。 

・ 子ども読書の情報館（文部科学省） http://www.kodomodokusyo.go.jp/ 

   文部科学大臣表彰を受賞された団体の読書活動取組事例を掲載。 

・ 全国学校図書館協議会（全国ＳＬＡ） http://www.j-sla.or.jp/ 

   学校図書館担当者のための情報館。はじめて学校図書館を担当する方向け情報あり。 

・ 先生のための授業に役立つ学校図書館活用データベース（東京学芸大学 学校図書館運営専門委員会）   

http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/ 

   校種、教科、領域、学年を指定して、授業実践を検索。   

・ 学校図書館プロジェクト・SLiiiC（スリック） http://www.sliiic.org/ 

   学校図書館運営マニュアル リンク集、図書の補修のページあり。 

・ 子どもの本 on the Web（日本児童図書出版協会） http://www.kodomo.gr.jp/sagashite/ 

   テーマごとにたくさんの本を紹介。 

・ 知的書評合戦ビブリオバトル公式ウェブサイト（ビブリオバトル普及委員会） http://www.bibliobattle.jp/ 

 

http://www.kodomo.go.jp/
http://www.kodomodokusyo.go.jp/
http://www.j-sla.or.jp/
http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/
http://www.sliiic.org/
http://www.kodomo.gr.jp/sagashite/

