
指導要録にも使える!  【小学校学年別】

学級経営学年別シリーズ
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このマークは、初版が　
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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。

このチラシの書籍は定価の

小学校・中学校学級経営

はじめて受け持つ
小学校1〜6年生の学級経営商品名 申込番号

8 小学校1年生
9 小学校2年生
10小学校3年生
11小学校4年生
12小学校5年生
13小学校6年生

（税込各1,881円）本体各1,710円
●はじめてその学年を受け持つ先生
がすぐに使える小ネタや小ワザ、工夫
などが満載。
●定価税込各1,980円●P96〜112
●B5判●小学校教職員●編著：小川拓
●初版'21年3月

「はじめて受け持つ」の
不安を解消！

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

14小学校1年
15小学校2年
16小学校3年
17小学校4年
18小学校5年
19小学校6年

（税込各1,881円）本体各1,710円
●大きく変わった新学習指導要領に
おける学習評価としての通知表所見文
例集。指導要録の「指導の記録」にも併
用・転用できる便利な学年別シリーズ。
●定価税込各1,980円●各P96●B5判●小
学校教職員●編：小川拓●初版'20年4月

先生方の負担
軽減に役立つ1冊！

「新しい学校生活」のための
感染症対策
ハンドブック

（税込1,567円）
本体1,425円

●子どもと教員の健康を守りな
がら、どう安全に学校活動を続
けるか。感染症対策の基本を養
護教諭、医師らが分かりやすく
整理、解説。
●定価税込1,650円●P128●A5
判●小・中学校教職員●編著：鎌塚
優子・大沼久美子●初版'20年9月

5 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 2,20 0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 2

教師の話し方

（税込1,672円）
本体1,520円

●ＡＬ（アクティブ・ラーニング）
時代においても必要な教育技
術を伝えるシリーズ第１弾は、教
師にとって最も必要な「話し方」
「話す力」について、具体的な事
例を踏まえて示す。
● 定価 税 込1,76 0 円 ● P16 0
●四六判●小学校教職員●著：多
賀一郎・佐藤隆史●初版'19年6月

6

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
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

大人気カット集のカラー版登場！
4

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‼

1

新刊
目次より
第１章　�学級担任の心構え� �

担任としての心構えをもちましょう。
そのための心得を20個紹介。

第２章　�学級経営の原則� �
どの学級の子どもも伸びる「学級経営
の普遍的な心得」を32個紹介。

第３章　�学級経営の技法� �
具体的な学級経営の技法を96個紹介。

ほか
付録：授業でおこなう学級経営
特典：ご購入者様限定動画のご案内
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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

2022-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.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

30授業づくりネットワーク
No.38
若手教員とどう歩んでいくか

（税込1,672円）
本体1,520円

●学習指導要領の内容の複雑化、人手不
足の中でも業務量は増加、GIGAスクール
構想の実現が待ったなしの状況下、若手
をどう育てるか、どう一緒に歩んでいくか
は、今や職場のキーポイントです。本号で
は、研究者、学校長、教育委員会、主任、中
堅、民間教育研究団体、学生、様々な立場
からこの問題を考えていきます。
●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3月

28

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.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

29

学習指導

教科指導

（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●P152〜160●A5判●小学校
教職員●著：城佳世／監修：八木正一●初版'21年6月

◀︎
学
校
行
事
で
使
え
る
音
楽
活
動
の
ア
イ
デ
ア

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

電子黒板・タブレットですぐ使える
デジタル教材満載（QRコード付き）

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！
21

新刊

新刊

子どもの「問い」
が立ちあがる

（税込2,299円）
本体2,090円

●「子どもの問い」が立ちあがる
瞬間に注目し、自分をつくり未来
を拓く教育を目指した、上越教
育大学附属小学校の先進的な実
践を収録。
●定価 税 込 2,420円● P160
●B5判●小学校教師●編著：上越
教育大学附属小学校●初版'21年
3月

重要なことは、正しい
答えを見つけること
ではない。正しい問い
を探すことである。
23

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！

24

Q&Aで学ぶ
中学校国語
新学習指導要領
教科調査官が答える
現場からの34のQ

（税込1,776円）
本体1,615円

●中学校国語科における新学習
指導要領のポイントをQ&Aの形
式で整理した、中学校国語科教
師のためのハンドブック！
●定価税込1,870円●P136●A5
判●中学校教職員●監修：杉本直
美●初版'21年6月

22

目次より
◦�古典を苦手としている生徒が多
いと感じています。古典の指導
について教えてください。

◦�「書くこと」の指導においてICT
をどのように活用することが考え
られるでしょうか。

◦�国語科の授業において、障害の
ある生徒にどのような配慮が考え
られますか。

� ほか

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

目次より
第１章　�「問い」を取り巻く環境／

校長�大場浩正
第２章　理論編
第３章　実践編
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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.931◎不良品以外の返品・交換はできません。ご了承ください。

2分でできる
子どものメンタルヘルス
チェックシート

（税込1,881円）
本体1,710円

●児童精神科医が監修した子ど
もの心の問題を把握できるワー
ク集。1日2分で簡単チェック。担
任、教育相談担当、養護教諭、ス
クールカウンセラー必携です。
●定価税込1,980円●P112●B5
判 ● 小・中 学 校 教職 員、保 護 者
●著：岡田倫代・藤川愛・中土井芳広
●初版'16年8月

36
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

37 子どもを救う
いじめが終わる
方程式

（税込1,672円）
本体1,520円

●子どもの内面に存在する自己
否定の感情を消し去ることで、い
じめをこの世からなくす、存在で
きなくすることを目的に組み立
てられた「いじめが終わる方程
式」を解説。
●定価税込1,760円●P160●四六
判●教職員全般・保護者●著：品田
奈美●初版'20年1月

すべてを乗り越えた
「しくじり先生」が贈る
いじめの解消メソッド

38

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

45

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

34

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！

46

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1,567円）
本体1,425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
ることになります。「荒れてからでは遅い」のです。落
ち着いている学校、荒れの危機を感じている学校、荒
れを繰り返す学校の先生に読んでもらいたい１冊。
●定価税込1,650円●P224●四六
判●小・中・高校教職員●著：吉田順
●初版'16年7月

35

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

39かん字・けいさん すてっぷ１
40かん字・けいさん すてっぷ２
41漢字・計算 すてっぷ３
42漢字・計算 すてっぷ４
43漢字・計算 すてっぷ５
44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！
●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1,9 8 0 円 ● P192
●四六判●小・中・高校教師 ●著：
吉田順●初版'22年1月

33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1,9 8 0 円 ● P16 0
●四六判●小・中学校教師●著：吉
田順●初版'22年1月

31 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1,9 8 0 円● P 20 8
●四六判●小・中・高校教師●著：吉
田順●初版'22年1月

32

新刊新刊新刊

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�

申込
番号 036

申込
番号 037 申込

番号 038

申込
番号 045

申込
番号 034

申込
番号 046

申込
番号 035

041
042
043
044

040
039

申込
番号 031 申込

番号 032 申込
番号 033



スクールビジネスリーダーシップ研修テキストシリーズ

2022-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。

このチラシの
書籍は定価の しております!!5%OFF5%OFF特別活動

学校経営・学校事務

学校と家庭で
マインドフルネス！
1分からこころの幸せ・安心を育む63のワーク

（税込2,299円）
本体2,090円

●マインドフルネスで、教師も保
護者も子どもも幸せに！ 読み手
（教師、保護者）とワーク実践者
（教師、保護者&子ども）の感情
の知性（EQ）を伸ばすマインドフ
ルネスワークブック。
●定価 税 込 2,420 円 ● P176
●B5判●教職員全般、その他一般
●著：戸塚真理奈●初版'20年7月

感情の
知性（EQ）を
伸ばす！

47

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！
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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
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！

49

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

学校事務ベーシック１
51

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

目次より
Profile❶� �
　�多忙感を充実感に変え、“感
動する職員室”をつくる

Profile❷� �
　�この子の人生を変えるかも
しれない出会いをつくる

Profile❸� �
　�学校の内外の人と人とをつ
なぎ、共同学校事務室を問題
解決の場として機能させる

Profile❹� �
　�保護者負担を減らし、家庭環境によ
らず安心して学べる環境をつくる

Profile❺� �
　�目的と目標を常に意識して、教員
と事務職員の壁を越えて挑戦する

ほか
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楽しみながら表現力が高まる
コミュニケーション・
アクティブカード 

（税込4,180円）
本体3,800円

●授業の前や休み時間、学活などのちょっとした時
間にできるコミュニケーションゲーム集。便利なカー
ド形式になった45のメニューを体験することによっ
て、楽しみながら知らず知らずのうちにコミュニケー
ション能力や表現力が身につく。すべてのカードが
ゲームの動画へアクセスできるＱＲコード付き。
●定価税込4,400円●カード48
枚●B6判●中・高校教師●編：ドラ
マケーション普及センター／監修：
渡部淳●初版'15年8月

48

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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増補改訂
つくろう！
事務だより

（税込2,299円）
本体2,090円

●「事務だより」発行の意義やねらい、内容のヒ
ント、レイアウトの仕方まで、必要な知識や技術
についての解説を盛り込み、この1冊で「事務だ
より」が発行できます。全国各地の事務だよりの
実践も紹介。好評なイラストを100点追加し、内
容も一部改訂しました。CD-ROM付き。
●定価税込2,420円●P112●B5
判●学校事務職員●編：事務だよ
り研究会●初版'17年8月

イラストとテンプレートを
収録した
CD-ROM付き！
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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

目次より
第１章　�「準新人」スクールビジネスプ

ロジェクト〜初めてのスクー
ルビジネスプロジェクト〜

第２章　�「一人前」スクールビジネスプ
ロジェクト〜熟達したスクー
ルビジネスプロジェクト〜

第３章　�「共同実施リーダー」スクー
ルビジネスプロジェクト〜
地域全体を高めるスクール
ビジネスプロジェクト〜

終　章　リフレクションと未来へ
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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1,9 8 0 円 ● P14 4
●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
澤
靖
明 

編
著

基
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知
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知
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定価1,980円
（本体1800円＋税10％）
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知れば知るほど奥深い
「学校事務」の仕事
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現役の事務職員
栁澤靖明氏による著書 ! 新刊

新刊
目次より
第１章　�就学支援制度の成

り立ちとその歴史
第２章　�生活保護による就学

支援
第３章　�就学援助制度の概要
第４章　�学校における就学

援助事務
第５章　�学校における就学

援助事務の実践例
第６章　�特別支援教育就学

奨励制度
第７章　�就学支援制度の改善・

改革

目次より
第１章
「学校事務職員」の業務・役割・立場
─法律・通知から読み解く
第２章
職業としての「学校事務職員」
─「採用」から「仕事環境」まで
第３章
「学校事務職員」のパーフェ
クトドキュメンタリー
─地域・経験年数のちがいに
よるケース・スタディー
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