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信州大学教育学部図書館 

１．図書を探す 

【学習指導要領】 図書館内でご利用ください。 

□ 文部科学省 「小学校学習指導要領解説 家庭編」 2008 東洋館出版社 

（教科書コーナー 375.1: Sh95: 9） 

□ 文部科学省 「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 家庭編」 2018 東洋館出版社 

（教科書コーナー 375.1: Sh95: 9） 

 

【教科書】 教科書コーナーにあります。図書館内でご利用ください。 

□ 内野紀子 ほか著 「わたしたちの家庭科 : 小学校」 2015 開隆堂出版  

□ 渡邊彩子 ほか著 「新編新しい家庭」 2015 東京書籍 

 

【家庭科授業づくり】 

□ 三沢徳枝, 勝田映子編著 「初等家庭科教育」 2019 ミネルヴァ書房 （開架：375.52:Mi 51） 

□ 大竹美登利, 鈴木真由子, 綿引伴子編著 「小学校家庭科教育法」 2018 建帛社  

（開架：375.52: Sh 95） 

□ 伊藤葉子編著 「新版 授業力 UP 家庭科の授業」 2018 日本標準 （開架：375.5:I 89） 

□ 大竹美登利, 倉持清美編著 「初等家庭科の研究 : 指導力につなげる専門性の育成」 2018   

萌文書林 （開架：375.52:Sh 96） 

□ 中西雪夫, 小林久美, 貴志倫子共編 「小学校家庭科の授業をつくる : 理論・実践の基礎知識」 

2017 学術図書出版社 （開架：375.52:N 38）            

□ 神山久美, 中村年春, 細川幸一編著 「新しい消費者教育 : これからの消費生活を考える」 2016  

慶應義塾大学出版会 （開架：365: A 94） 

□ 加地芳子, 大塚眞理子編著 「初等家庭科教育法 : 新しい家庭科の授業をつくる」 2011  

ミネルヴァ書房  （開架：375.52:Ka 22）  

□ 内野紀子編集 「小学校家庭（平成 23 年度 観点別学習状況の評価規準と判定基準）」2011 

 図書文化社  （開架：375.17:Ka 59） 

□ 川向正人著 「小布施まちづくりの奇跡」 2010 新潮社  （文庫：518.8: Ka 95）  

□ 教師養成研究会家庭科教育学部会編著 「小学校家庭科教育研究」 2009 学芸図書 

 （開架：375.52:Ky 5）  

□ 岩田三代編 「伝統食の未来」 2009 ドメス出版 （開架：383.8: Sh 96） 

□ 竹内常一 ほか著「2008 年版学習指導要領を読む視点」 2008 白澤社  

（中央図書館：375.1: G 16） 

□ 玉村豊男著 「食と農のブランド力とまちづくり : 玉村豊男小布施講演録」 2008 文屋  

（繊維学部図書館：610.4:Ta 78） 

□ 中間美砂子編著 「小学校家庭科指導の研究」 2001 建帛社 （開架：375.52:N 35） 

□ 藤田和也ほか共同編集 「33 の授業展開例で示す小学校性教育の全貌」 2000-2001 東山書房 

（開架：375.49:F 67） 

 

https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA86976510
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25560312
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18449665
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18449803
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27956777
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26144357
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26957650
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26192961
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23762531
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20697218
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB05838391
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB05847122
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB01544774
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA88956387
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA91441239
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87112007
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA86508636
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA53461752
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA56225461


□ 教師養成研究会家庭科教育学部会編著 「小学校家庭科の研究」 2000 学芸図書 

（開架：375.52:Ky 5） 

□ 桜井純子ほか企画・編集, 橋本都ほか編著 「新しい学力観に立つ授業展開のポイント: 小学校

家庭科」 1994 東洋館出版社 （開架：375.52:H 38） 

□ 宮本忠長ほか編 「信州の建築と景観」 1993 長野県建築住宅センター （中央図書館：095.21:Sh 

69） 

□ 田中太郎著 「田中家の古文書 : 須坂穀町」 1989 ほおずき書籍 （郷土資料：N215.2: Ta 84）  

 

 

２．雑誌を探す 

【教科毎の専門誌】 

□ 「日本家庭科教育学会誌」日本家庭科教育学会 編 (教育学部所蔵：1965-1991) 

□ 「日本家政学会誌 （旧・家政學雑誌）」日本家政学会 (教育学部所蔵：1951-2004) 

□ 「家庭科教育」 家政教育社 (教育学部所蔵：1976-2005) 

□ 「月刊  家庭科研究」 家庭科教育研究者連盟 (教育学部所蔵：2010-最新号) 

□ 「住宅建築」 建築思潮研究所  (教育学部所蔵：2010-最新号) 

□ 「消費者教育研究= NICE ニュースレター」消費者教育支援センター (教育学部所蔵：2010-最新

号) 

□ 「月刊 福祉」 全国社会福祉協議会 (教育学部所蔵：1997-最新号) 

□ 「保育の友」全国社会福祉協議会  (教育学部所蔵：2007-最新号) 

※雑誌の貸出はできません。館内でご覧ください。 

※教育学部図書館で購読していない部分については、文献複写サービスが利用できます。 

CiNii Articles 等のデータベースで記事検索し、図書館カウンターへ複写依頼を出してください。 

 

【新聞切抜き情報誌】  

□ 「切抜き速報シリーズ」 二ホン・ミック 

http://www.nihon-mic.co.jp/kirinuki/ 

※教育・食と生活など 10 種類の分野について、新聞報道記事を網羅的にまとめた月刊誌です。 

※図書館では購読していません。上記サイトから年間購読の申し込み（有料）が必要です。 

 

 

３．新聞を読む 

【一般紙】  

□ 信濃毎日新聞 

□ 朝日新聞 

□ 読売新聞 

□ 日本経済新聞 

※図書館では、最新 1 年間分を保存しています。 

 

【専門紙】 

□ 日本教育新聞 （週刊）  (教育学部所蔵：2015 年 8 月-最新号) 

□ 教育家庭新聞  教育マルチメディア号（月刊） (教育学部所蔵：2016 年 4 月-最新号) 

https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA51142458
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN12076413
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https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN10168350
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN13320655
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/AA12390393
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/AN10040097
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/AN00041468
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/AN00042722
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/AN10114295
https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/AN00112442
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https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/AN00345702
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４．視聴覚資料を見る 

□ 「新調理実習基礎の基礎 : 家庭科調理実習教材ビデオ」 仙波圭子監修 2015 教育図書 

準備・作業編、切り方・下ごしらえ編 (視聴覚資料コーナー：375.5: Sh 61) 

□ 「日本の食生活と文化 (NHKDVD 教材 新家庭科ベストセレクション:食育)」 仙波圭子監修、 林田

有加子協力 2011 NHK エンタープライズ (視聴覚資料コーナー：375.5: Sh 64) 

※どちらも図書館の視聴覚資料コーナーでご覧ください。館外貸出はできません。 

 

□ デジタル教科書 小学校家庭科（東京書籍） 

※図書館内の貸出用パソコンで利用できます。カウンターへ問い合わせてください。 

 
 

５．データベースを活用する 

□ CiNii Articles https://ci.nii.ac.jp/   

国内で発行された学会誌や大学紀要等に掲載された論文・記事の検索ができます。 

論文全文を提供しているプラットフォームへのリンクボタンが表示されるものもあります。 

□ 信濃毎日新聞データベース （館内の検索用ＰＣで利用可能） 

信濃毎日新聞の創刊号（明治 6 年 7 月 5 日）から現在までの記事検索・全文閲覧ができます。 

□ 日本教育新聞記事検索データベース （利用の際はカウンターへ） 

日本教育新聞の記事検索・全文閲覧ができます。キーワードから教育情報の検索が可能です。 

□ 国立国会図書館デジタル資料送信サービス （利用の際はカウンターへ） 

国立国会図書館がデジタル化した図書や雑誌のうち、絶版等の理由で入手が困難な資料を利

用することができます。 

□ 国立情報学研究所 「家政学文献索引データベース」 日本家政学会

https://dbr.nii.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000085KASEI 

国内の家政学関係の雑誌に掲載された論文等の索引情報が検索できます。 

 
 
 

６．図書館以外の場所を利用する 
 

□ 長野県総合教育センター  http://www.edu-ctr.pref.nagano.jp/kensyu/ 

□ 長野市教育センター http://www.nagano-ngn.ed.jp/edcenter/kensyu.html#KenkyuubumonText 

□ 県立長野図書館 http://www.library.pref.nagano.jp/ 

□ 長野市立長野図書館 https://library.nagano-ngn.ed.jp/ 

□ 信濃教育会 http://www.shinkyo.or.jp/ 

□ 長野市 リサイクルプラザ https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/seiso/14813.html 

□ 国民生活センター http://datafile.kokusen.go.jp/ 

□ 長野市社会福祉協議会 https://www.csw-naganocity.or.jp/ 

□ 長野市消費生活情報 https://www.city.nagano.nagano.jp/life/1/3/ 

 

作成者：市川 幸奈、作成協力：家庭科教育コース准教授 福田 典子 
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