
愛知教育大学出版会刊行物一覧

書名 シリーズ名 著者名 税抜価格 リンク先

1 ファブリック! in life
～繊維素材を使ってつくる　もの
づくり～教材集　国立大学法人

扇千花　河村瑞江　小林尚美
樋口一成　山本麻美　若尾真由

1,200 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2.html

2 学級崩壊事例から学ぶ教育相談 特別支援教育の先駆的事例 生島博之　長坂正文 1,800 販売終了

3 ログハウスを作ろう 環境教育の展開と実践④ 芹沢俊介(編) 350 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-2.html

4 高校英語Iにおける環境教育 環境教育の展開と実践⑤ 芹沢俊介 280 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-2.html

5 コンピュータシミュレーションを体験してみよう サイエンスエクスプローラ② 児玉康一 280 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2.html

6 ようこそ自然科学の実験室へ・第2集 サイエンスエクスプローラ③
岩山勉・稲毛正彦・菅沼教生・三
宅明・伊東正人(編)

450 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-4.html

7 グラフ電卓がひらく数学教育 新しい算数/数学教育① 石川理雄 450 品切れ

8 ショウジョウバエの基礎遺伝実習 自然科学への招待③ 初見真知子・澤正実 450 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-4.html

9 教科書における算数言葉集
-新興出版社啓林館『わくわくさん
すう』平成17年度用-

志水廣 600 品切れ

10 数学の小箱 数学/数理科学セレクト４
鈴木将史・小谷健司・橋本行洋・
石戸谷公直・金光三男

500 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-5.html

11 地域の中の｢世界｣ 土屋武志 500 品切れ

12 英語の裏ワザ 12Tips for Mastering English S.Ozaki N.Koizumi 800 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-6.html

13 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

愛知教育大学付属特別支援学
校

1,269 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-6.html

14 シムズ短編集 中村正廣編訳 2,800 品切れ

15 かだんのはな ちいさいなかま② 澤正実・野村友絵 280 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-7.html

16 花壇を作ろう　-環境教育としての園芸活動- 環境教育の展開と実践⑧ 芹沢俊介 350 品切れ

17 かんたん！気候データ分析　-大気大循環入門- 自然科学への招待④ 田口正和 350 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-7.html

18 親子と家族 環境教育の展開と実践⑥ 芹沢俊介　石原貴代 350 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-8.html

19 平成桃太郎のタケ退治 環境教育の展開と実践⑦ 芹沢俊介・桐山和也 350 品切れ

20 造形教材　素材＞学年＞時間＞動詞で検索する 樋口一成 1,200 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-9.html

21 愛知教育大学から発信する男女平等教育
男女平等教育シリーズ～男女共
同参画社会をめざして～

愛知教育大学男女共同参画委
員会　編

667 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-9.html

22 支援をつなぐ特別支援教育
愛知教育大学附属特別支援学
校

1,269 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-9.html

23 算数科における「定義や定理」集 愛知教育大学ブックレットEM②
志水廣／愛知県岡崎市立梅園
小学校編著

600 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-10.html

24 愛知県の自治体で行われている市民参加の環境活動 EM③ 石原和幸・芹沢俊介 600 品切れ

25 家庭でできる環境配慮行動-食生活を中心に- 環境教育の展開と実践⑨
芹沢俊介・前川祐佳里・今村彩
乃

450 品切れ

http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-10.html


26 岡中発！数学教材 新しい算数／数学教育②
飯島康之・鈴木勝久・羽根田修・
深津伸夫・濱田孝之・林英嗣

500 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-10.html

27 園芸植物の倍数化 自然科学への招待⑤ 加藤淳太郎・二神友一 450 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-11.html

28 学校司書のための学校図書館入門 学校図書シリーズ１ 瀬田祐輔 500 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-11.html

29 学校司書のための教師論 学校司書シリーズ２ 山口匡 500 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-12.html

30 アメリカをネタに卒論を書こう！ 尾崎俊介 953 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-12.html

31 しょくまる　－メタボ軍をやっつけろ！－ 西村敬子　監修 476 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-13.html

32 これでわかる特別支援教育
愛知教育大学付属特別支援学
校

847 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-13.html

33 学校教育臨床入門 生島博之　長坂正文 1,524 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-13.html

34
中高生のリアルに迫る平等とジェンダー・セクシュアリティの
教育

男女平等教育シリーズ～男女共
同参画社会をめざして～

愛知教育大学男女共同参画委
員会　編

667 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-14.html

35 ことばとまなぶ　算数文章題＜２年生＞ 外国人児童のための算数教材
上田崇仁・岡田安代・中田敏夫
監修

260 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-14.html

36 ことばとまなぶ　算数文章題＜3年生＞ 外国人児童のための算数教材
上田崇仁・岡田安代・中田敏夫
監修

260 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-14.html

37 J Editor２－字幕作りによる授業作成支援ツールー 飯島康之･松永豊・建内高昭 667 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-16.html

38 幼稚園･保育園・小中学校で進める特別支援教育 都築繁幸、碧南市教育委員会 952 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-15.html

39
特別支援教育をめざす授業の創造-この子が輝き、みんな
が高まる授業の構想-

都築繁幸、豊橋市立旭小学校 952 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-15.html

40
支援をひろげる特別支援教育-通常の学級の気になるこど
もへの教育的支援-

都築繁幸 952 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-15.html

41 少子化時代の教員需要と教員育成の課題 水野英雄 1,180 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-16.html

42 未来の先生に向けて　新聞学習の基礎知識 富山邦夫 1,900 完売

43 学校司書のための子ども論 学校司書シリーズ3 尾形和男 500 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-17.html

44 特別支援教育に役立つあそびの工夫
愛知教育大学付属特別支援学
校

952 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-17.html

45 梶井基次郎「檸檬」の諸相
西田谷洋・丹藤博文・五嶋千夏・
森川雄介

857 品切れ

46 どもたちのよさをとらえた特別支援教育
愛知教育大学付属特別支援学
校

952 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-18.html

47 Ausgang. Das Arbeitsbuch. ドイツ語ワークブック　 Martin Wilhelm Niers,Oliver Mayer 900 品切れ

48 Vorgang Arbeitsbuch. ドイツ語ワークブック　 Martin Wilhelm Niers,Oliver Mayer 900 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-18.html

49 教育学を創る　第一集
西田谷洋・丹藤博文・五嶋千夏・

森川雄介 1,852 品切れ

50 理科研究（物理）
岩山　勉，宮川貴彦，住野　豊，矢
﨑太一 500 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-19.html

50 ロンドン散策　-ディケンズに連れられて- 久田晴則 925 http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-19.html

http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-19.html
http://www.auepres.aichi-edu.ac.jp/index2-19.html

