
 

発刊年 題名  表紙   

１９６９年 

 

ぼくひとりでできるよ 

 

～精薄児の可能性に挑む～ 

    

１９７０年 

 

学習意欲と能力差 

 

～精薄児の授業研究～ 

  

   

明治図書 刊 

Ａ５版 205ページ 

定価 980円 
 

１９７３年 言語表現と体力の指導 

  

   

明治図書 刊 

Ａ５版 181ページ 

定価 1100円 
 

１９７７年 感覚をたいせつにする授業     



１９８１年 

 

学習の動機づけ 

 

～障害児の授業研究～ 

  

明治図書 刊 

Ａ５版 187ページ 

定価 2400円 

  

１９８４年 

 

一人ひとりを生かす発達課題の

指導 

  

   

明治図書 刊 

Ａ５版 221ページ 

定価 1800円 
 

１９８７年 
 

特性を生かす授業 
    

１９９０年 

 

授業を創る 

 

～子供のでき方を生かして～ 

  

明治図書 刊 

Ａ５版 231ページ 

定価 2000円（税込） 

  



１９９４年 

学び続ける授業 

 

～子供の気持ちを生かして～ 

 

明治図書 刊 

Ａ５版 221ページ 

定価 2000円（税込） 

  

１９９７年 

みずから動きだす子ども 

 

～感じる わかる 表す力～ 

 

 子どもたち一人ひとりを見つめているという点で教育の原点

にかかわる書であり、障害児教育にとどまらず、教育関係者にと

っての必読書である。 

明治図書 刊 

Ａ５版 209ページ 

定価 1905円（税別） 
 

２００１年 

「思い」を育む子どもたち 

 

～子どもの意欲を高める環境づ

くり～ 

 

 子どもの「思い」を育む姿を求めて，どのようにその子のまわ

りの環境（人・もの・こと）を整えて授業をつくっていけばよい

か，支援のあり方をわかりやすく紹介している。 

明治図書 刊 

Ａ５版 196ページ 

定価 1905円（税別） 
 



２００５年 

生活をひろげる子 

 

～子どもの「学び」を確かにする

授業～ 

 

 子どもが「生活をひろげる子」に育つことを願い，子どもの動

き出す様子を とらえ，人やもの，ことへのかかわりを新たにす

るときに生かせる「学び」を確かにする授業のあり方をわかりや

すく紹介している。 

 障害児教育に携わる人だけでなく，幼稚園・保育園・小学校・

中学校などの教育関係者にも読んでいただきたい本である。 

明治図書 刊 

Ａ５版 176ページ 

定価 1905円（税別） 
 

２００７年 

ともに拓く特別支援教育 

 

～子どもの豊かな生活の実現を

めざして～ 

 

 本書は，特別支援教育に取り組んでいる方，これから取り組も

うとされている方だけでなく，幼稚園，保育園，小学校，中学校

の教育に携っている方にも活用いただけます。 

 子どもの豊かな生活の実現をめざして，これからの特別支援教

育をともに拓いていくために活用いただければ幸いです。 

愛知教育大学出版会  刊 

Ｂ５版 130ページ 

定価 1269 円（税別） 
 

http://www.fuyou.aichi-edu.ac.jp/kenkyuu/syuppanntosyo/tomonihiraku.html


２００８年 

支援をつなぐ特別支援教育 

 

～子どもの豊かな生活の実現を

めざして～ 

 

 『ともに拓く特別支援教育』の続編として，本校で日々行って

いる実践を「縦につなぐ」（担当者間で支援をつなぐ，社会自立

につなぐ，職業自立につなぐ，子どもたちが生活する地域へ）と

いう観点で本書にまとめました。 

 本書が特別支援教育に携わる方や，その問題に関心のある方に

ご活用いただき，ともに考え，ともに子どもを育てていくという

認識にたって，特別支援教育を拓いていく契機となれば望外の喜

びであります。 

愛知教育大学出版会  刊 

Ｂ５版 115ページ 

定価 1269 円（税別） 
 

２００９年 

「この子らしさ」を発揮する子ど

も 

 

－子どものよさを活かす授業－ 

 

 本書は，子どものよさを活かす授業をどのようにつくっていけ

ばよいかをわかりやすく紹介しています。 

 障害児教育に携わる方だけでなく，幼稚園・保育園・小学校・

中学校など，すべての教育関係者に読んでいただきたい本です。 

明治図書 刊 

Ａ５版 

定価 2,000円（税込） 

→詳細へ 

 

http://www.fuyou.aichi-edu.ac.jp/kenkyuu/syuppanntosyo/H21konokorasisa.htm
http://www.fuyou.aichi-edu.ac.jp/kenkyuu/syuppanntosyo/shienwotunagu.html
http://www.fuyou.aichi-edu.ac.jp/kenkyuu/syuppanntosyo/H21konokorasisa.htm


２００９年 

これでわかる特別支援教育 

 

～子どもの豊かな生活の実現を

めざして～ 

 

 『ともに拓く特別支援教育』，『支援をつなぐ特別支援教育』の

続編として，本校で日々行っている実践と，特別支援学校のセン

ター的な役割として取り組んできた実践を，わかりやすくＱ＆Ａ

形式でまとめたものです。 

 

 本書が，「子どもの豊かな生活」の実現に向けた日々の取り組

みのために，特別支援教育に携わる方や，その問題に関心のある

方により多くご活用いただければ幸いです。 

愛知教育大学出版会  刊 

Ｂ５版 90ページ 

定価 889 円（税込） 

→詳細へ 

 

２０１０年 
特別支援教育に役立つあそびの

工夫 

 

 本書は，遊び心あふれる本校の教員が，子どもの社会的自立の

ための「生きる力」を，集団のなかで身につけさせたいと願いか

ら考案し，実施したさまざまなゲームや遊びが紹介されていま

す。 

 特別支援学級や特別支援学校において，日々，児童・生徒への

支援に尽力されている教員のみならず，教育にかかわる全ての

方々に読んでいただきたい本です。 

愛知教育大学出版会  刊 

Ｂ５版 68ページ 

定価 952 円（税別） 

→詳細へ 

 

http://www.fuyou.aichi-edu.ac.jp/kenkyuu/syuppanntosyo/koredewakaru.html
http://www.fuyou.aichi-edu.ac.jp/kenkyuu/syuppanntosyo/H22konokorasisa.htm


２０１１年 
子どもたちのよさをとらえた特

別支援教育 

 

 本書は，本校が考える「子どものよさをとらえる視点」「気づ

きを高めていくための視点」を，日常の様子や授業，行事などで

の子どもと教師の姿を紹介しています。 

  

 子どものよさをとらえる視点を，特別支援学級を担当する先生

方に限らず，すべての先生方に参考にしていただければ幸いで

す。 

愛知教育大学出版会  刊 

Ｂ５版 78ページ 

定価 952 円（税別） 

→詳細へ 

 

２０１２年 

この子らしさを活かす支援ツー

ル 

 

 子どもの豊かな生活の実現を

めざして 

 

 本書は，本校の教師が，一人一人の子どもの特性や興味，関心

などをとらえて作った，その子ならではの支援ツールを１１８事

例紹介しています。合わせて，支援ツールを活用した子どもが，

自分でできることを伸ばしたり，広げたりしていく姿も紹介して

います。 

ジアース教育新社  刊 

Ｂ５版 160ページ 

定価 2,200 円（税別） 

→詳細へ 

 

http://www.fuyou.aichi-edu.ac.jp/kenkyuu/syuppanntosyo/H23konokorasisa.htm
http://www.fuyou.aichi-edu.ac.jp/kenkyuu/syuppanntosyo/H24konokorasisawoikasuien.htm


２０１３年 
この子らしさを活かす支援ツー

ル２ 

 

 本書は，本校の教師が，一人一人の子どもの特性や興味，関心

などをとらえて作った，その子ならではの支援ツール集「この子

らしさを活かす支援ツール 子どもの豊かな生活の実現をめざ

して 」の続編です。平成 24 年度前半から平成 25 年度前半の

日々の指導の中で本校の教員が作成してきた支援ツールを，「子

どもの生活を支える支援ツール」と，「子どもの学習を支える支

援ツール」に分類して紹介しています。 

ジアース教育新社  刊 

Ｂ５版 135ページ 

定価 2,200 円（税別） 

→詳細へ 

 

２０１４年 

ともに学ぶ楽しさを感じる子 

―人とのかかわり方を活かした

授業― 

 

 本書は，一人一人の子どもの人とのかかわり方に目を向けて，

日ごろの生活の中で見せる人とかかわる姿から，より生き生きと

学習できる授業の在り方を紹介しています。 

 本書を手に取っていただいた皆様に，本校の子どもたちが人と

かかわって，明るき生き生きと活動している様子を思い浮かべて

読んでいただきたい本です。 

  

明治図書  刊 

Ａ５版 135ページ 

定価 1,852 円（税別） 

→詳細へ 

 

http://www.fuyou.aichi-edu.ac.jp/kenkyuu/syuppanntosyo/H25konokorasisawoikasuien2.htm
http://www.fuyou.aichi-edu.ac.jp/kenkyuu/syuppanntosyo/tomonimanabusyousai.html
http://www.fuyou.aichi-edu.ac.jp/kenkyuu/syuppanntosyo/H25konokorasisawoikasuien2.htm
http://www.fuyou.aichi-edu.ac.jp/kenkyuu/syuppanntosyo/tomonimanabusyousai.html


２０１９年 

夢中になる子どもたち 

―授業に入れたい６つのポイン

ト― 

 

 本書は，子どもが夢中になって，主体的に学ぶ授業をどのよう

につくっていけばよいのかを，６つのポイントに着目して，わか

りやすく紹介しています。 

 特別支援教育に携わる方だけでなく，幼稚園，保育園，小学校，

中学校など，すべての教育関係者に読んでいただきたい本です。 

  

明治図書  刊 

Ａ５版 141ページ 

定価 2,000 円（税込み） 

→詳細へ 

 

 

http://www.fuyou.aichi-edu.ac.jp/kenkyuu/syuppanntosyo/mucyuu.html
http://www.fuyou.aichi-edu.ac.jp/kenkyuu/syuppanntosyo/mucyuu.html

