
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    新しい授業を創造する本・新しい教育を考える本 
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増補版 作家の時間 
「書く」ことが好きになる教え方・学び方【実践編】 
プロジェクト・ワークショップ 編 子ども自らが“作家
として”考え、悩み、問題を発見しつつ“書くスキル”

を身につけるのを支える画期的な学びの実践！ 

A5並製 本体 2, 200 円+税 978-4-7948-1098-4  

歴史をする 
生徒をいかす教え方・学び方とその評価 
L・S・レヴィスティック+K・C・バートン／松澤剛・武

内流加・吉田新一郎 訳 暗記型・テスト中心のつま
らない歴史学習はもうやめよう！多元的民主主義を

支える主体者意識を育む歴史の授業実践法。  

四六並製 本体 2,400 円+税 978-4-7948-1177-6 

 

学校図書館をハックする 
学びのハブになるための 10 の方法 
K・A・ホルズワイス＋S・エヴァンス／松田ユリ子・

桑田てるみ・吉田新一郎 訳  学校図書館のポテ
ンシャルを最大限に活かす実践法。子どもたちとと

もに楽しみながら学びのタービンを回そう！   

四六並製 本体 2.400円+税 978-4-7948-1174-5 

教科書では学べない 

数学的思考  
「ウ～ン！」と「アハ！」から学ぶ 
Ｊ・メイソン＋Ｋ・ステイスィー／吉田新一郎 訳 

算数・数学ぎらいがこの１冊で解消！生活に密着し

た例題を楽しみながら解くうち、いつしかあなたも論

理的思考の達人！  

四六並製 本体 2,400 円+税 978-4-7948-1117-2 
 

あなたの授業が 

子どもと世界を変える  
エンパワーメントのチカラ  

J・スペンサー＆A・J・ジュリアーニ／吉田新一郎 訳      
生徒たちと学びつづけてきた誠実な“先輩”からの

最良の助言。「権限」「選択」「主体性」を軸とした

最新・最良の授業法！ 
四六並製 本体 1,800 円+税 978-4-7948-1148-6  

読む文化をハックする 
読むことを嫌いにする国語の授業に意味があるのか？ 
Ｇ・ドーソン／山元隆春・中井悠加・吉田新一郎 訳  

だれもが「読むこと」が好き＝「読書家の文化」に染

まった教室を実現するために。いますぐ始められる

ノウハウ満載！ 

四六並製 本体 1.800円+税 978-4-7948-1171-4  

たった一つを変えるだけ 
クラスも教師も自立する「質問づくり」 
Ｄ・ロススタイン＋Ｌ・サンタナ／吉田新一郎 訳 

質問をすることは、人間がもっている最も重要な知

的ツール。大切な質問づくりのスキルが容易に身に

つけられる方法を紹介！ 
四六並製 本体 2.400円+税 978-4-7948-1016-8  

プロジェクト学習とは 
平等な会話が、あなたの人生と社会を変える 
S・ボス＋J・ラーマー／池田匡史・吉田新一郎  

生徒と教師が共に学習計画を立て、何をどう学ぶか

を決めていく。人生や社会の課題解決を見据えた学

び方の新たなスタンダード。      

四六並製 本体 2.700円+税 978-4-7948-1182-0 

 

社会科ワークショップ 
自立した学び手を育てる教え方・学び方 

冨田明広・西田雅史・吉田新一郎   
「教科書をなぞる」一方向の授業はもうやめよう！ 

生徒が主体的に学ぶワークショップ形式で教室が 

生き生きと変貌。  

四六並製 本体 2,400 円+税 978-4-7948-1186-8  

挫折ポイント 
逆転の発想で「無関心」と「やる気ゼロ」をなくす 
Ａ・チェインバーリン＆Ｓ・メイジック／福田スティーブ

利久・吉田新一郎 訳  「学びは必ず挫折する」とい

う前提から出発、その契機を理解し指導や支援の仕

方を変革することで教室を変える具体策を指南。  

四六並製 本体 2,400円+税 978-4-7948-1189-9  

 

 

静かな子どもも大切にする 
内向的な人の最高の力を引き出す 
Ｃ・Ｒ・アラビト／古賀洋一・山﨑めぐみ・吉田新一郎 

訳  おとなしい生徒を無視したり、発言や参加を強制

しても解決にはならない！教室のコミュニケーションを

向上させる環境構築法。     

四六並製 本体 2.400円+税 978-4-7948-1187-5 

だれもが〈科学者〉になれる！ 

探究力を育む理科の授業 
 

Ｃ・ピアス／門倉正美・白鳥信義・山崎敬人・吉田新

一郎 訳  決まった問いと答えを押しつける教育は
もうやめよう！ 1 年を通じてワクワクできる理科授業

づくりの秘訣満載。 

四六並製 本体 2.400円+税 978-4-7948-1143-1 

 

 

 

 

 

ピア・フィードバック 
ICT も活用した生徒主体の学び方      

Ｓ・サックシュタイン／田中理紗・山本佐江・吉田 

新一郎 訳  対等な対話を通じた意見交換・評価 

で授業が、人間関係が、教室が一変！アメリカ発・ 

最新手法で主体的な学びを実現。  

四六並製 本体 2,000 円+税 978-4-7948-1193-6 

 

宿題をハックする 
学校外でも学びを促進する 10の方法 
Ｓ・サックシュタイン＋C・ハミルトン／高瀬裕人・吉

田新一郎 訳  シュクダイと聞いただけで落ち込

む…そんな思い出にさよなら！教師も子どもも笑

顔になる宿題で、学びの意味をとりもどそう。  
四六並製 本体 2,400 円+税 978-4-7948-1122-6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書     名 注文数 書     名 注文数 

ピア・フィードバック（本体 2,000 円+税）  挫折ポイント（本体 2,400 円+税）  

静かな子どもも大切にする（本体 2,400円+税）  読む文化をハックする（本体 1,800円+税）  

社会科ワークショップ（本体 2,400円+税）  歴史をする（本体 2,400円+税）  

プロジェクト学習とは（本体 2,700円+税）  学校図書館をハックする（本体 2.400 円+税）  

教科書では学べない数学的思考（本体 2,400円+税）  あなたの授業が子どもと世界を変える（本体 1,800円+税）  

だれもが〈科学者〉になれる！（本体 2,400 円+税）  増補版 作家の時間（本体 2,200円+税）  

たった一つを変えるだけ（本体 2,400円+税）  宿題をハックする（本体 2,400円+税）  

学習会話を育む（本体 2,400円+税）  生徒指導をハックする（本体 2,400円+税）  

0円+税） 

 

国語の未来は「本づくり」（本体 2,400円+税）  「学校」をハックする（本体 2,000円+税）  

退屈な授業をぶっ飛ばせ！（本体 2,500円+税）  教科書をハックする（本体 2,400円+税）  

成績をハックする（本体 2,000円+税）  最高の授業（本体 2,500円+税） 

 

 

幼児から民主主義（本体 2,000円+税）  「学びの責任」は誰にあるのか（本体 2,200円+税） 

 

 

スウェーデンの小学校社会科の教科書（本体 1,800円+税）  あなた自身の社会（本体 2,200円+税）  
 

教科書をハックする 
21 世紀の学びを実現する授業のつくり方 
Ｒ・コセット・レント／白鳥信義・吉田新一郎訳  教科
書、それは「退屈で面白くない」授業の象徴…生徒たちを「教

科書疲労」から解放し、魅力的な授業をつくるヒント満載！

四六並製 本体 2,400 円+税 978-4-7948-1147-9 

 

 

最高の授業 
スパイダー討論が教室を変える 

Ａ・ウィギンズ／吉田新一郎訳 
紙と鉛筆さえあれば今日から始められる！ 探究・問いか

け・対話を図示して教室の学びを深める、シンプルかつ画

期的な授業法の全容。 

四六並製 本体 2.500円+税 978-4-7948-1093-9 

 

生徒指導をハックする 
育ちあうコミュニティーをつくる「関係修復のアプローチ」 

Ｎ・メイナード＋Ｂ・ワインスタイン著／高見佐知・中井

悠加・吉田新一郎訳  子どもたちの「問題行動」に

どう対処すべきか。米国で実証済み、真の成長に資

する指導をめざす「関係修復のアプローチ」を詳説。 
四六並製 本体 2,400 円+税 978-4-7948-1169-1 

 

あなた自身の社会 
スウェーデンの中学教科書 
Ａ・リンドクウィスト＆Ｊ・ウェステル／川上邦夫訳  

高橋源一郎氏「“理想の教科書”もくじを見てみると、

タイトルの付け方が秀逸だよね。こちらに語りかけてくる

口調で、まるで、優秀なエッセイを読んでるよう。教科書

を読んで勇気をもらえるなんて。 

Ａ5並製  本体 2.200円+税 978-4-7948-0291-0  

学習会話を育む 
誰かに伝えるために 
Ｊ・ズィヤーズ／北川雅浩・竜田徹・吉田新一郎訳             
ペアやグループでの分担学習・発表・討論とその評価

をより実りあるものにするために。今日から実践できる

具体的事例が満載！  

四六並製 本体 2,400 円+税 978-4-7948-1195-0  

成績をハックする    
評価を学びにいかす 10の方法 

Ｓ・サックシュタイン／高瀬裕人・吉田新一郎訳     
 

成績なんて、百害あって一利なし !? 「評価」や「教

育」の概念を根底から見直し、「自立した学び手」を

育てるための実践ガイド。 
四六並製 本体 2,000 円+税 978-4-7948-1095-3  

「学びの責任」は誰にあるの

か 
「責任の移行モデル」で授業が変わる 
Ｄ・フィッシャー＆Ｎ・フレイ著／吉田新一郎訳     

授業のあり方が変わり、生徒の学びの「質」と「量」が飛躍

的に伸びる「責任の移行モデル」四つの要素を紹介！      
四六並製 本体 2.200 円+税 978-4-7948-1080-9 

 

国語の未来は「本づくり」 
子どもの主体性と社会性を大切にする授業とは？ 
Ｐ・ジョンストン／Ｍ・クリスチャンソン＋吉田新一郎 訳 

読まされる・書かされる授業から「子ども自身が作家と

なって書きたいものを書き、本にする」授業へ！米国発

国語教育の最前線。    

四六並製 本体 2,400円+税 978-4-7948-1196-7  

幼児から民主主義 
スウェーデンの保育実践に学ぶ 
Ｅ・アルネール＆Ｓ・ソーレマン／伊集守直・光橋 翠 訳 

民主主義教育は乳幼児期から始まっている！政治へ

の諦念と権威主義を斥け、参加の意識を育む豊かな

保育実践の手引き。   

四六並製 本体 2,000 円+税 978-4-7948-1191-2  

 

退屈な授業をぶっ飛ばせ！  
学びに熱中する教室 
Ｍ・ラッシュ／長﨑政浩・吉田新一郎訳 教室の変革
を映画のように生き生きと描く教育ドキュメント。小学校

から大学まで幅広く応用できるヒントが詰まった１冊。 

四六並製 本体 2,500 円+税 978-4-7948-1165-3 
 

スウェーデンの 

小学校社会科の教科書を読む 
日本の大学生は何を感じたのか 
ヨーラン・スバネリッド／鈴木賢志＋明治大学国際日本学部鈴木ゼミ編訳  
民主制先進国の小学校教科書を日本の大学生が読

んだら…？「若者の政治意識」の生成を探求する明治

大学版・白熱教室！    

四六並製 本体 1.800円+税 978-4-7948-1056-4 

「学校」をハックする 
大変な教師の仕事を変える 10の方法 
Ｍ・バーンズ＋Ｊ・ゴンザレス／小岩井僚・吉田新一郎訳  

時間に追われるだけの場所から、学びにあふれた

空間へ！ いまある資源を有効活用するための具

体的アイディア満載。 

四六並製 本体 2,000円+税 978-4-7948-1166-0  

 


