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名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

秦野市立幼稚園入園案内 随時 無料 市立幼稚園紹介パンフレット 教育総務課

教育研究所

児童・生徒教育支援教室｢いずみ｣
実践報告

H8.3～
毎年発行

－
｢いずみ｣へ通室する児童・生
徒への支援活動、支援事例を
まとめたもの

あゆみ
創立２５周年記念誌

H7.3 －
教育研究所のあゆみや調査研
究をまとめたもの

中学校社会科資料集
｢私たちの秦野｣

S63.3
～H25.3

－
中学生向けの社会科の郷土学
習資料

秦野市立幼稚園・こども園、小･中
学校「みんなのうた」

H21.12 －

秦野市立幼稚園・こども園、
小･中学校の園歌・校歌以外
に学校で歌われている歌をま
とめたもの

いつまでも心に残る思い出のうた
「秦野市立幼稚園・こども園・小
中学校／園歌・校歌大全集」

H21.6 －
秦野市立幼稚園・こども園、
小･中学校の園歌・校歌をま
とめたもの

秦野市制５０周年記念
秦野市「子どもの歌」With Youあ
りがとう 混声３部合唱／斉唱楽譜

H27.3 300円
秦野市制50周年を記念して作
成された、秦野市の｢子ども
の歌｣の合唱用楽譜

秦野市制５０周年記念
秦野市「子どもの歌」With Youあ
りがとう（平成25年再版）

H17 1,000円
秦野市制50周年を記念して作
成された、秦野市の｢子ども
の歌｣

自主研究レポート集
｢探究｣１～３３

S60.3～
毎年発行

－

幼稚園、小・中学校教職員等
の自主研究を紹介するととも
に、個人やグル－プの調査・
実践事例をまとめたもの

小学校社会科資料集  ｢はだの｣

S55.3～
H12.3
原則隔年
改訂
（S58･H4
全面改
訂）

－
小学校3、4年生向けの社会科
の郷土学習資料

教育研究所  要覧
(昭和45年度～)

S45.5～
毎年発行

－
教育研究所の運営方針、各事
業内容などを載せたもの

○

秦野市教育振興基本計画 R3.3 －
教育の充実を図るために策定
した基本的な計画

＊ ○

秦野市教育大綱 R3.3 －
教育に関する基本方針を定め
たもの

＊ ○

教育委員会教育行政点検・評価
(平成20～令和2年度版)

H20～
毎年発行

－
教育に関する事務の管理及び
執行の状況の点検及び評価

＊ ○

秦野の教育
(平成8～令和2年度版)
(HP公開は23年度～)

H8～
毎年発行

－
教育委員会の概要、幼稚園・
小中学校の概要

＊ ○

－1－



【販売価格】｢－｣は閲覧のみ
【所在】｢＊｣は市役所本庁舎３階情報閲覧コーナーでも閲覧可   空欄は担当課で保管
【HP】｢○｣は各課のHP上でも閲覧可

名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

教育研究所

(第２集) H9.11 －

改訂版  秦野の植物   H元.5 －

改訂版  秦野の昆虫 H8.3 －

研究紀要  第３５集
ふるさと秦野めぐり

S62.3 － 秦野市内を6か所に分け、各
地区ごとの文化財や自然を写
真やイラストに表し、それぞ
れに解説を加えて紹介改訂版  ふるさと秦野めぐり H元.5 －

研究紀要  第３４集
秦野の昆虫

S62.3 － 秦野市内に調査地点を設け、
そこで見られる身近な昆虫を
分類して紹介

研究紀要  第３１集
秦野の植物

S61.3 － 秦野の山地、丘陵地、田畑、
市街地に見られる身近な植物
300種を写真等で紹介

研究紀要　第２６集
秦野盆地の地質

S59.3 － 秦野盆地や丹沢山地の地質文
献に基づき、秦野の山地、丘
陵、河川の路頭調査を行った
結果をまとめて紹介改訂版　秦野盆地の地質 H6.3 － ＊

秦野市教育史　第三巻
通史編

H17.12 4,000円

寺子屋教育の時代から書き起
こし、学制の発布、戦後の義
務教育の6・3制以後の現在ま
で、また、幼稚園から初等・
中等などの学校教育、実業教
育及び社会教育にいたる教育
全般についての歴史をまとめ
たもの

秦野市教育史　第二巻
現代史料編

H17.12 4,000円

秦野の教育の歴史を振り返る
ため、また残された貴重な資
料の散逸を防ぐために、現存
する多くの教育関係史料の中
から秦野地方に関係する特に
重要なものを寺子屋教育の時
代から戦後の6・3制以後の現
在まで、収録したもの

秦野市教育史　第一巻
近代史料編

H16.1 4,000円

秦野地方の教育の歴史を振り
返り、また残された貴重な資
料の散逸を防ぐために、現存
する多くの教育関係史料の中
から秦野地方に関係する特に
重要な資料446点を収録した
もの

＊

秦野市教育史資料所在目録
(第１集)

H8.11 － 本市における教育の歴史を体
系的にまとめるため収集した
資料の所在目録

＊

教育資料  第２集
｢校規｣

H11.3 －
大正10年に作られたもので、
当時の学校教育の実際の様子
を復刻したもの

教育資料  第１集
｢県・郡視学官視察簿｣

H10.3 －

明治32年に確立された｢文部
省視学官・視学委員の制度｣
の下で県及び郡の視学官が学
校を訪問し直接指導した内容
が記されている視察簿の復刻
版
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名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

教育研究所

改訂版  秦野の野鳥 H4.3 －

研究紀要  第６０集
教育課程の改善と創造
－21世紀の社会を担う子どもたち
のために－

H12.3 －

新学習指導要領への改訂の理
念を踏まえながら、教材作成
や指導方法、評価の考え方
等、Ｑ＆Ａによる授業実践の
手引書

研究紀要  第５９集
一人ひとりの教育ニーズに応じた
ネットワークづくり
－特別な支援を必要とする子ども
たちへの対応をとおして－

H11.3 －

インクルージョンの理念に基
づいた障害児教育における児
童・生徒への支援のあり方に
ついて実践を通してまとめた
もの

＊

研究紀要  第５８集
幼稚園教育の歩み

H11.3 2,200円
85年の歴史を誇る本市の幼稚
園教育について年代を追って
まとめたもの

＊

研究紀要  第５７集
秦野の近代遺産

H11.3 －

明治以降における秦野の歴史
上で代表する開発事例や文化
的な業績10例を取上げて調
べ、写真や新聞記事・文献を
中心に地域学習資料としてま
とめたもの

研究紀要  第５６集
考える力、感じとる力、活動する
力から生きる力へ
－自己決定の場を積極的に設ける
学級経営をとおして－

H10.3 －

生徒の視点を重視した学級づ
くりをめざし、集団と個との
かかわりの中での｢自己決定｣
について調査研究をすすめ、
自ら判断し行動する行為の重
要性と学級経営を結び付けた
教師用啓発資料集

研究紀要  第５２集
環境教育啓発資料
｢エコロンと学ぼう  秦野の環境｣

H7.3 －
小学校高学年用環境教育啓発
資料として、イラストや写真
で解説した副読本

研究紀要  第４５集
秦野子ども風土記

H3.3 －

市内における遺跡や文化財、
祖先から受け継がれてきてい
る行事などを調査し、まとめ
た郷土学習資料

研究紀要  第４４集
秦野の植物
(樹木・シダ編)

H3.3 －
秦野の山地、丘陵地、市街地
に見られる樹木75種、シダ39
種を写真等で紹介

改訂版　平和教育資料集
「子どもたちへ」
－市民の戦争体験記－

H22.3 －

平成3年に発行された平和教
育資料集｢子どもたちへ－市
民の戦争体験記－｣の再版。
表紙及び口絵を改訂

研究紀要  第４３集
平和教育資料集｢子どもたちへ｣
－市民の戦争体験記－

H3.3 －
太平洋戦争を体験された市民
が語る戦争体験を記述して紹
介したもの

研究紀要  第４１集
秦野の野鳥

H元.3 － 秦野市内に調査地点を設け、
そこで見られる身近な野鳥を
分類して写真等で紹介

研究紀要  第３７集
秦野の水生生物

S63.3 －
秦野市内12か所の調査場所で
よく見られる水生生物を写真
等で紹介
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名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

教育研究所

研究紀要　第７３集
環境教育ハンドブック
－しぜんとあそぼう－

H21.3 －
秦野市の自然環境を生かした
自然体験学習について、その
方法などをまとめたもの

研究紀要　第７２集
学校における防災教育
－来るべき大地震に備えて－

H19.3 －

学校における地震に対する日
頃の備えや子どもに身に付け
させたい力について示唆した
もの

○

研究紀要　第７１集
秦野の教育と新聞
－そのあゆみと役割－

H17.3 －

学校新聞等から読み取れる秦
野の教育活動や子どもたちの
様子、また新聞活動の教育的
効果や現在行われている新聞
活動の実践等の紹介

研究紀要　第６９集
秦野ふるさとめぐり

H16.3 － 秦野市内を7地区に分け、各
地区ごとに文化財や史跡、自
然を写真とイラストで表し、
それぞれに解説を加えて紹介
したもの

秦野ふるさとめぐり　改訂版
H19.3

（H26.10
増刷）

－

研究紀要　第６８集
外国人児童・生徒の支援のために

H16.3 －

外国人の子どもや保護者のた
めに、日本の学校生活の説明
や通知文などを5か国語に翻
訳したもの

研究紀要  第６７集
道徳教育の新しい展開

H15.3 －
学校における道徳授業のさま
ざまな展開例や工夫例につい
てまとめた手引書

＊

研究紀要  第６６集
写真集
秦野市立幼稚園のあゆみ

H15.3 1,300円

90年の歴史がある本市幼稚園
教育の開設から近年までの姿
を写真と解説でまとめた記念
誌資料

＊

研究紀要  第６５集
小学校３，４年生社会科資料集
わたしたちのまち  はだの
付属：白地図（H22まで作成）

H14.3
（H16･
18･20･
22･28改
訂）

－

小学校3、4年生向けに社会科
の地域学習教材をまとめた郷
土資料集と市や県に関する白
地図

＊

研究紀要  第６４集
これからの秦野教育の道すじ
－２７の提言５０の具体発信－

H14.3 －

様々な教育課題の解決を図る
とともに、教師の指導力の向
上や学校としての教育力の向
上に資するための提言資料

研究紀要  第６３集
学級で使うパソコン２００１

H13.3 －
小･中学校の教職員が校務や
学習指導で使うソフトの操作
法についての手引書

＊

研究紀要  第６２集
今､求められている幼稚園教育の新
たな展開

H13.3 －
幼稚園教育要領の概要と幼稚
園教育の充実に向け保育実践
事例を紹介

＊

研究紀要  第６１集
秦野の近代交通

H12.3 －

明治時代以降の秦野における
代表的な交通(鉄道・バス・
タクシー・道路・橋)の変遷
を写真と新聞記事を資料とし
てまとめたもの

＊
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名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

教育研究所

研究紀要　第８２集
算数・数学振り返りプリント集
「フリプリ」関数

H24.3 －

算数・数学の関数領域におけ
る学習の中で、適宜、振り返
り・確認ができ、自分のペー
スで学習を進めることができ
るプリントをまとめた小中補
助教材

○

研究紀要　第８１集
いきいき☆漢字スタート

H24.3 －

前半｢いきいきスタート｣と後
半｢いきいきチャレンジ｣の２
部構成からできていて、読み
だけ、書きだけで進めること
もでき、自分のペースで学習
を進めることができる国語の
小中補助教材

○

研究紀要　第８０集
Let's try English！
外国語活動ハンドブック

H23.3 －

英語ノートの単元構成を基に
しながら様々な場面を想定
し、小中学校の区分けなく、
多数の外国語の活動をまとめ
たもの

○

研究紀要　第７９集
「フリプリ」
－算数・数学　振り返りプリント
集－

H23.3 －

算数・数学の計算領域におけ
る学習の中で、適宜、振り返
り・確認ができ、自分のペー
スで学習を進めることができ
るプリントをまとめたもの

○

研究紀要　第７８集
Let's challenge！！楽しく話そう
－「話す・聞く」力を伸ばすため
に－

H23.3 －

新学習指導要領の重点課題で
ある｢言語活動の充実｣を視野
に、国語科の｢話す・聞く｣分
野を取り上げ、小学校から中
学校の9年間を見通した言語
力の育成を目指し作成したも
の

○

研究紀要　第７７集
理科実験アイディアハンドブック

H23.3 1,800円

家庭などでも簡単に手に入る
材料で手軽にできる理科実験
のアイディアを｢エネルギー｣
｢物質｣｢生命｣｢地球｣の4つの
概念に沿って構成したもの

研究紀要　第７６集
Let's enjoy English！
小学校外国語活動指導資料集２

H22.3 －

小学校の外国語活動につい
て、活動に使用できる教材と
それを使用した実践例を収録
した研究紀要

研究紀要　第７５集
がっこうだいすき
－協同的な学びとスタートカリ
キュラムの研究－

H22.3 －

幼稚園と小学校の円滑な接続
をはかるための、幼小一貫教
育のカリキュラムをまとめた
もの

研究紀要　第７４集
LET'S START ENGLISH

H21.3 －
小学校の外国語活動について
実践例や活動例についてまと
めたもの
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教育研究所

研究紀要　第８９集
自覚的・意識的にキャリア教育を
創る

H26.3 －

これまでのキャリア教育の実
践及び総合的な学習の時間を
中心とした教育活動とキャリ
ア教育の結びつきについてま
とめたもの

研究紀要　第９０集
Let's enjoy sports!!小中一貫・
楽しく学べる授業づくり(ベース
ボール型)

H26.3 －

小･中の研究員の検証授業を
もとにゲーム・ボール運動・
球技領域のベースボール型ス
ポーツを中心に小中一貫を見
通した指導のあり方をまとめ
た体育の指導資料

研究紀要　第８７集
Let's enjoy sports!!小中一貫・
楽しく学べる授業づくり(ネット
型)

H25.3 －

小･中の研究員の検証授業を
もとにゲーム・ボール運動・
球技領域のネット型スポーツ
を中心に小中一貫を見通した
指導のあり方をまとめた体育
の指導資料

研究紀要　第８８集
子どもの命を守る防災教育

H25.3 －

防災教育として考えられる内
容について、短時間での活動
例をまとめたもの。また、子
どもの発達の段階に合わせた
活動を整理し、防災教育指導
計画(例)を示したもの

○

研究紀要　第８５集
文章の鉄人～今の思いを言葉にし
よう～

H25.3 －

月ごとの行事やテーマに沿っ
て、自分の考えや感想を伝え
たり、文を創作したりしなが
ら、｢書く｣力を付けられるよ
うに構成されているもの。1
つのテーマについて、小学校
低学年・高学年・中学生向け
の3枚のワークシートがつい
ていて、書いたものをそのま
ま発表したり、掲示できるよ
うレイアウトを工夫したりし
た国語の小中補助教材

研究紀要　第８６集
算数・数学振り返りプリント集
「フリプリ」平面図形

H25.3 －

算数・数学の平面図形領域に
おける学習の中で、適宜、振
り返り・確認ができ、自分の
ペースで学習を進めることが
できるプリントをまとめたも
の小中補助教材

○

研究紀要　第８３集
小中一貫教育社会科資料集
「私たちの秦野」
(H25.3修正版　H27.3第2版　H29.3
第2版(2017版))

H24.3
－

小学校5年生から中学校3年生
まで使用できる地理的分野・
歴史的分野・公民的分野の3
分野から構成された社会科の
地域学習教材をまとめた郷土
資料集的意味合いを持つ社会
科資料集。総合的な学習の時
間でも活用することができる
もの

研究紀要　第８４集
START!情報モラル教育

H24.3 －

学年別に具体的な目標とめあ
てが示された指導計画と参考
資料がついた実践例・展開例
によって構成されており、小
中学校の実態に合わせて活用
することができるもの
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○

秦野ふるさとめぐり　2017版 H29.3 800円

秦野市内を7地区に分け、各
地区ごとに文化財や史跡、自
然を写真とイラストで表し、
それぞれに解説を加えて紹介
したもの

秦野市幼小中一貫教育　みんなで
そだてるはだのっ子

H29.3 －

幼小中一貫教育の取組につい
て、保護者や地域への周知を
目的として作成したリーフ
レット

市制施行６０周年記念
秦野の民話・昔話　紙芝居
(全９作)

H28.3 －

市内の各地域に伝わる民話や
昔話を、各中学校美術部の作
画により紙芝居作品として仕
上げたもの

研究紀要　第９６集
ICTでGO!－タブレット端末活用例
集－

H29.3 －

タブレット端末の授業での効
果的な活用法について、実践
を元に、使用台数、使用学
年、使用機能ごとに整理して
まとめた活用例集

新訂版　秦野の野鳥
H28.3

（H29.3
増刷）

1,000円
秦野市内で見られる野鳥の詳
細や市内の野鳥観察フィール
ドなどについてまとめたもの

研究紀要　第９５集
Let's enjoy sports!!幼小中一
貫・楽しく学べる授業づくり(ゴー
ル型)

H27.3 －

幼・小･中の研究員の保育実
践・検証授業をもとにゲー
ム・ボール運動・球技領域の
ゴール型スポーツを中心に小
中一貫を見通した指導のあり
方をまとめた体育の指導資料

報徳を広めた功労者　安居院庄七
と草山貞胤

H27.3 －
二宮尊徳の教えを広めた本市
出身の功労者について、子ど
もたちが学ぶための冊子

研究紀要　第９３集
Let's Chat with Friends!

H26.3 －

小中を通じて｢話すこと｣に共
通で取り組むための英語の指
導資料(クラスルームイング
リッシュのカードや教室表示
カードも付属)

研究紀要　第９４集
算数・数学振り返りプリント集
「フリプリ」資料の活用

H27.3 －

算数・数学の資料の活用領域
における学習の中で、適宜、
振り返り・確認ができ、自分
のペースで学習を進めること
ができるプリントをまとめた
もの小中補助教材

研究紀要　第９１集
算数・数学振り返りプリント集
「フリプリ」空間図形

H26.3 －

算数・数学の空間図形領域に
おける学習の中で、適宜、振
り返り・確認ができ、自分の
ペースで学習を進めることが
できるプリントをまとめたも
の小中補助教材

研究紀要　第９２集
子どもの命を守る防災教育
～実践活用編～

H26.3 －

年間指導計画の具体的な例、
実践した授業等の事例、活動
案を載せ、教育活動に防災教
育を取り入れやすくした指導
資料
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小中一貫教育学習資料集2020
ふるさと はだの

R2.3 －

3・4年生社会科資料集｢わた
したちのまち はだの｣と小中
一貫教育社会科資料集｢私た
ちの秦野｣をまとめ、編集し
直した学習資料集

家庭学習攻略本　maNAVI R2.2 －

秦野市の児童生徒が自宅で自
主的に学習を進めることがで
きるように、｢自主学習ノー
ト｣の作成の仕方を中心にま
とめたもの

○
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