
 
コロナ×教育関連雑誌リスト（2023年 1月 31日更新） 

1 学校アップデート―情報化に対応した整備のための手引き― 

堀田龍也・為田裕行・稲垣忠・佐藤靖泰・安藤明伸 

出版社：さくら社 出版年月日：2020/4/30 ISBN-13：978-4313654112 

2 

 

やってみよう！ 小学校はじめてのオンライン授業 

樋口万太郎・堀田龍也 

出版社：学陽書房 出版年月日：2020/6/6 ISBN-13：978-4908983436 

3 ポスト・コロナショックの学校で教師が考えておきたいこと 

東洋館出版社（編） 

出版社：東洋館出版社 出版年月日：2020/6/22 ISBN-13：978-4491041537 

4 ＳＤＧｓ自治体白書 2020 新型コロナとの共存社会にむけた“ＳＤＧｓ自治体”の取り組み 

中口 毅博、小澤 はる奈、環境自治体会議環境政策研究所(編集協力) 

出版社：生活社 出版年月日：2020/7/9 ISBN-13：978-4-902651-44-7 

5 ポスト・コロナの学校教育―教育者の応答と未来デザインー 

広島大学教育ヴィジョン研究センター（EVRI） 草原和博・吉田成章（編） 

出版社：溪水社 出版年月日：2020/7/17 ISBN-13：978-4863275287 

6 すぐにできる！ 双方向オンライン授業 ―Zoom、Teams、 Googleソフトを活用して、質の高

い講義と化学実験を実現― 

福村裕史・飯箸泰宏・後藤顕一（編） 

出版社：化学同人 出版年月日：2020/7/17 ISBN-13：978-4759820430 

7 子どもが「学び合う」オンライン授業！ 

西川純（編著） 

出版社：学陽書房 出版年月日：2020/7/18 ISBN-13：978-4313654129 

8 コロナ時代の教師のしごと―これからの授業と教育課程づくりのヒント― 

教育科学研究会「教室と授業を語る」分科会・中村（新井）清二・石垣雅也（編著） 

出版社：旬報社 出版年月日：2020/7/27 ISBN-13：978-4845116454 

9 学校の日常・危機・緊急時に求められる学校の説明・メッセージ 74実例―こんなとき、学校の説

明責任をどのように果たすか― 

教育開発研究所・五十貝博之（編著） 

出版社：教育開発研究所 出版年月日：2020/7/31 ISBN-13：978-4865605266 

10 ハーモニーの教育―ポスト・コロナ時代における世界の新たな見方と学び方― 

リチャード・ダン 

出版社：山川出版社 出版年月日：2020/8/3 ISBN-13：978-4-634-15168-0 
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子ども白書 2020 

日本子どもを守る会（編著） 

出版社：かもがわ出版 出版年月日：2020/8/4 ISBN-13：978-4-7803-1101-3 

12 SDのための速解 大学教職員の基礎知識 ―2020コロナ版― 

「速解 大学教職員の基礎知識」委員会（監修・編著） 

出版社：特定非営利活動法人 学校経理研究会 出版年月日：2020/8/6 ISBN-13：978-4-908714-

29-0 

https://www.sakura-sha.jp/book/jyugyo/gakkouupdate/
http://www.gakuyo.co.jp/book/b511171.html
http://www.gakuyo.co.jp/book/b511171.html
http://www.gakuyo.co.jp/book/b511171.html
https://www.toyokan.co.jp/products/4153
https://www.toyokan.co.jp/products/4153
https://www.toyokan.co.jp/products/4153
http://www.seikatsusha.com/book44.html
http://www.seikatsusha.com/book44.html
http://www.seikatsusha.com/book44.html
http://www.keisui.co.jp/cgi/isbn.php?isbn=ISBN978-4-86327-528-7
http://www.keisui.co.jp/cgi/isbn.php?isbn=ISBN978-4-86327-528-7
http://www.keisui.co.jp/cgi/isbn.php?isbn=ISBN978-4-86327-528-7
https://www.kagakudojin.co.jp/book/b510544.html
https://www.kagakudojin.co.jp/book/b510544.html
https://www.kagakudojin.co.jp/book/b510544.html
https://www.kagakudojin.co.jp/book/b510544.html
http://www.gakuyo.co.jp/book/b516583.html
http://www.gakuyo.co.jp/book/b516583.html
http://www.gakuyo.co.jp/book/b516583.html
https://www.junposha.com/book/b517321.html
https://www.junposha.com/book/b517321.html
https://www.junposha.com/book/b517321.html
https://www.kyouiku-kaihatu.co.jp/bookstore/products/detail/000526
https://www.kyouiku-kaihatu.co.jp/bookstore/products/detail/000526
https://www.kyouiku-kaihatu.co.jp/bookstore/products/detail/000526
https://www.kyouiku-kaihatu.co.jp/bookstore/products/detail/000526
https://www.yamakawa.co.jp/product/15168
https://www.yamakawa.co.jp/product/15168
https://www.yamakawa.co.jp/product/15168
http://www.kamogawa.co.jp/kensaku/syoseki/ka/1101.html
http://www.kamogawa.co.jp/kensaku/syoseki/ka/1101.html
http://www.kamogawa.co.jp/kensaku/syoseki/ka/1101.html


13 今だからこそ「子ども発」の学びを―バーチャルからリアルに― 

行田稔彦・船越勝（編） 

出版社：新評論 出版年月日：2020/8/7 ISBN-13：978-4794811578 

14 新教育ライブラリ Premier Vol.2 新型コロナから子供と新課程を守る処方箋 

ぎょうせい（編） 

出版社：ぎょうせい 出版年月日：2020/8/10 ISBN-13：978-4324108239 

15 続 やってみよう！ 小学校はじめてのオンライン授業 

堀田龍也・樋口万太郎（編著） 

出版社：学陽書房 出版年月日：2020/8/11 ISBN-13：978-4313654136 

16 70の事例でわかる・できる！小学校オンライン授業ガイド 

佐藤正範（編著） 

出版社：明治図書出版 出版年月日：2020/8/12 ISBN-13：978-4183434111 

17 withコロナの学級経営と授業づくり 

『授業力＆学級経営力』編集部（編） 

出版社：明治図書出版 出版年月日：2020/8/12 ISBN-13：978-4185131209 

18 withコロナの国語授業づくり 

『国語教育』編集部（編） 

出版社：明治図書出版 出版年月日：2020/8/12 ISBN-13：978-4185133289 

19 ポスト・コロナの学校を描く―子どもも教職員も楽しく豊かに学べる場をめざして― 

『教職研修』編集部（編） 

出版社：教育開発研究所 出版年月日：2020/8/25 ISBN-13：978-4865607789 

20 子どもとつながり、学びが広がる！ オンライン授業スタートブック 

上條晴夫・オンライン授業をオンラインで学ぶ会 

出版社：学事出版 出版年月日：2020/8/26 ISBN-13：978-4761926519 

21 オンライン学習・授業のデザインと実践 

赤堀侃司（著・監修） 

出版社：ジャムハウス 出版年月日：2020/8/31 ISBN-13：978-4906768844 

22 ポスト・コロナの新しい学校づくり A4・1枚実例シート 65―安全・安心と学びの保障のための今

できること― 

渡辺秀貴（編） 

出版社：教育開発研究所 出版年月日：2020/8/31 ISBN-13：978-4865607796 

23 withコロナ時代の特別支援教育 

特別支援教育の実践研究会（編） 

出版社：明治図書出版 出版年月日：2020/9/3 ISBN-13：978-4185134224 

24 withコロナ時代の授業のあり方 

庄子寛之（編著） 

出版社：明治図書出版 出版年月日：2020/9/3 ISBN-13：978-4185132244 

25 緊急開校！オンライン学校の取り組み ―子どもたちに「学びの場」を取り戻す― 

及川政孝・香坂公嗣・good.book 編集部 

出版社：good.book 出版年月日：2020/9/4 ISBN-13：978-4909288684 
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26 ポストコロナ時代の新たな学校づくり 

髙階玲治（編） 

出版社：学事出版 出版年月日：2020/9/10 ISBN-13：978-4761926601 

27 オンライン学習でできること、できないこと―新しい学習様式への挑戦― 

千葉大学教育学部附属小学校 

出版社：明治図書出版 出版年月日：2020/9/11 ISBN-13：978-4184637238 

28 未来の学校 ―ポスト・コロナの公教育のリデザイン― 

石井英真 

出版社：日本標準 出版年月日：2020/9/16 ISBN-13：978-4820806974 

29 オンライン授業入門 Microsoft Teams ＆Formsを活用した遠隔授業と学生サポート 

共栄大学遠隔授業支援チーム 秋山高善・髙木祥・神山友宏・伊藤大河 

出版社：株式会社インプレス R＆D 出版年月日：2020/9/25 ISBN-13：978-4844379126 

30 withコロナの新しい学校経営様式―ニューノーマルな教育システムの展望ー 

篠原清昭・大野裕己（編著） 

出版社：ジダイ社 出版年月日：2020/9/28 ISBN-13：978-4909124425 

31 教育委員会が本気出したらスゴかった。―コロナ禍に 2週間でオンライン授業を実現した熊本市

の奇跡― 

佐藤明彦 

出版社：時事通信社 出版年月日：2020/9/29 ISBN-13：978-4788717084 

32 デジタル社会の学びのかたち Ver.2: 教育とテクノロジの新たな関係 

A.コリンズ、R.ハルバーソン (著)、 稲垣 忠 (編集、 翻訳)、亀井 美穂子、林 向達、金子 大輔、

益川 弘如、深見 俊崇 (翻訳) 

出版社：北大路書房 出版年月日：2020/10/5 ISBN-13：978-4762831263 

33 ポスト・コロナショックの授業づくり 

奈須正裕（編著） 

出版社：東洋館出版社 出版年月日：2020/10/5 ISBN-13：978-4-491-04291-6 

34 ゼロから学べるオンライン学習 

石井英真（監修）、秋山貴俊・長瀬拓也（編著） 

出版社：明治図書出版 出版年月日：2020/10/8 ISBN-13：978-4183240149 

35 「新しい学校生活」のための感染症対策ハンドブック 

鎌塚優子・大沼久美子（編著） 

出版社：学事出版 出版年月日：2020/10/8 ISBN-13：978-4761926618 

36 新教育ライブラリ Premier Vol.3 学びのインフラ 5.0―「次世代の学校」をつくる４条件― 

ぎょうせい（編） 

出版社：ぎょうせい 出版年月日：2020/10/10 ISBN-13：978-4324108246 

37 日本のオンライン教育最前線 ―アフターコロナの学びを考える― 

石戸奈々子（編著） 

出版社：明石書店 出版年月日：2020/10/12 ISBN-13：978-4750350912 

38 教育方法 49 公教育としての学校を問い直す: コロナ禍のオンライン教育・貧困・関係性をまな

ざす 

日本教育方法学会（編） 

出版社：図書文化社 出版年月日：2020/10/21 ISBN-13：978-4810007480 
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39 With コロナ時代 休校になっても学びを止めない探究する子どもを育てる―小学校社会科カリキ

ュラムの中核をプロジェクト化 

出井 伸宏 (著)  

出版社：黎明書房 出版年月日：2020/11/1 ISBN-13：978-4654023417 

40 学校の大問題 ―これからの「教育リスク」を考える― 

石川一郎 

出版社：SBクリエイティブ株式会社 出版年月日：2020/11/6 ISBN-13：978-4815608019 

41 コロナ時代の公教育 

岩崎充益 

出版社：スローウォーター 出版年月日：2020/11/16 ISBN-13：978-4910379333 

42 令和 2年度版 学校保健の動向 

公益財団法人日本学校保健会（編） 

出版社：丸善出版 出版年月日：2020/11/18 ISBN-13：978-4903076249 

43 ＃学校ってなんだろう ―”学校”について自由に語ろう― 

ソクラテスのたまご編集部 

出版社：学事出版 出版年月日：2020/11/26 ISBN-13：978-4761926809 

44 コロナ後の教育へ ―オックスフォードからの提唱― 

苅谷剛彦 

出版社：中央公論新社 出版年月日：2020/12/8 ISBN-13：978-4121507082 

45 オンライン、ソーシャルディスタンスでできる 学級あそび＆授業アイスブレイク 

鈴木邦明・赤堀達也（編著） 

出版社：明治図書出版 出版年月日：2020/12/23 ISBN-13：978-4183178282 

46 誰でもできる！ オンライン学級のつくり方 

秋山貴俊（編著） 

出版社：東洋館出版社 出版年月日：2020/12/24 ISBN-13：978-4491042909 

47 withコロナ時代の新しい学校づくり ―危機から学びを生み出す現場の知恵― 

村川雅弘（編） 

出版社：ぎょうせい 出版年月日：2020/12/27 ISBN-13：978-4324109021 

48 感染症を学校でどう教えるか―コロナ禍の学びを育む社会科授業プラン― 

池田考司・杉浦真理（編著） 

出版社：明石書店 出版年月日：2020/12/28 ISBN-13：978-4750351346 

49 GIGA スクールで実現する新しい学び―1人 1台環境での学力向上と全職員でのオンライン学習― 

赤堀侃司・堀田龍也・久保田善彦（監修）、つくば市教育局総合教育研究所・つくば市立みどり

の学園義務教育学校（編著） 

出版社：東京書籍 出版年月日：2021/1/20 ISBN-13：978-4487813575 

50 仲よくなれる！ 授業がもりあがる！ 密にならないクラスあそび 120 

樋口万太郎・神前洋紀（編著） 

出版社：学陽書房 出版年月日：2021/1/22 ISBN-13：978-4313654204 

51 コロナと闘う学校 ―全国 120校が直面した課題と新たな教育環境の可能性― 

川崎雅和（編著） 

出版社：学事出版 出版年月日：2021/1/27 ISBN-13：978-4761926878 
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52 

 

学校が「とまった」日 ―ウィズ・コロナの学びを支える人々の挑戦― 

中原淳（監修）、田中智輝・村松灯・高崎美佐（編著） 

出版社：東洋館出版社 出版年月日：2021/2/1 ISBN-13：978-4491043258 

53 オンライン授業で大学が変わるーコロナ禍で生まれた「教育」インフレーションー 

堀和世 

出版社：大空出版 出版年月日：2021/2/22 ISBN-13：978-4903175997 

54 24のワークシートで示す生活からはじめる教育―コロナ禍が教えてくれたこと 

生活の学びの研究会 (著)  

出版社：開隆堂出版 出版年月日：2021/3/1 ISBN-13：978-4304021848 

55 学校の未来はここから始まる ―学校を変える本気の教育論議― 

木村泰子・工藤勇一・合田哲雄 

出版社：教育開発研究所 出版年月日：2021/3/19 ISBN-13：978-4865605358 

56 中学校編 とっておきの道徳授業 15―コロナ禍だからこそ届けたい 35授業実践― 

桃﨑剛寿（編著） 

出版社：日本標準 出版年月日：2021/3/19 ISBN-13：978-4820807056 

57 コロナがあらわにした分断される意識: 和解と救済の社会学へ (花園大学人権論集 28)  

花園大学人権教育研究センター (編集) 

出版社：批評社 出版年月日：2021/3/25 ISBN-13：978-4826507226 

58 いまこそ自己教育力の練成を: コロナ禍に負けない学習者を育てる (教育フォーラム、 67) 

梶田叡一 、 日本人間教育学会 (編)  

出版社：金子書房 出版年月日：2021/3/25 ISBN-13：978-4760860173 

59 コロナ禍の言語教育:広島大学外国語教育研究センターによるオンライン授業の実践 

森田光宏、榎田一路 (著) 

出版社：溪水社 出版年月日：2021/3/31 ISBN-13：978-4863275539 

60 新型コロナウイルスに直面した長崎の学校－教職員への緊急アンケート調査報告書－ 

石川衣紀・榎景子・小西祐馬・中村典生・長谷川哲朗・畑中大路（編著） 

出版社：花書院 出版年月日：2021/3/31 ISBN-13：978-4865612240 

61 養護教諭養成講座① 学校における養護活動の展開 改訂 8版 

津島ひろ江（編・代表） 

出版社：ふくろう出版 出版年月日：2021/4/1 ISBN-13：978-4861868078 

62 

 

教室でも楽しめる！ みんなで Zoom あそび！ 

桂聖（編著）、TKB36 Zoom 研究会 

出版社：東洋館出版社 出版年月日：2021/4/5 ISBN-13：978-4491043333 

63 教育とヘルシーエイジング―持続可能な社会の実現を目指して 

常行 泰子、柴 英里(編著)、野中 陽一朗、吉岡 一洋、野角 孝一、森田 佐知子(著) 

出版社：晃洋書房 出版年月日： 2021/4/6 ISBN-13：978-4771035027 

64 オンラインで拓く技術・情報教育の可能性―小学校、中学校、高等学校、大学、教員研修、学会

活動の取り組み― 

JSTE オンライン教育研究会（編） 

出版社：一般社団法人 日本産業技術教育学会 出版年月日：2021/4/6 ISBN-13：978-

4990239503 
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65 コロナ禍が変える日本の教育―教職員と市民が語る現場の苦悩と未来― 

NPO 法人「教育改革 2020『共育の杜』」（企画・編集） 

出版社：明石書店 出版年月日：2021/4/7 ISBN-13：978-4750351940 

66 第四次産業革命と教育の未来 ―ポストコロナ時代の ICT教育― 

佐藤学 

出版社：岩波書店 出版年月日：2021/4/8 ISBN-13：978-4002710457 

67 教職の世界 ―子どもたちの未来のために― 

伊藤成年 

出版社：東京図書出版 出版年月日：2021/4/8 ISBN-13：978-4866414102 

68 新型コロナウイルスに対する学校の感染対策 

武藤義和 

出版社：丸善出版 出版年月日：2021/4/13 ISBN-13：978-4621306031 

69 新型コロナで世の中がエラいことになったので関西大学がいろいろ考えた。 

関西大学（編）、産経新聞社（企画・編集） 

出版社：浪速社 出版年月日：2021/4/14 ISBN-13：978-4-88854-535-8 

70 学習指導の「足並みバイアス」を乗り越える 

渡辺道治 

出版社：学事出版 出版年月日：2021/4/21 ISBN-13：978-4761927134 

71 教師と学校の失敗学 なぜ変化に対応できないのか 

妹尾 昌俊 

出版社：PHP研究所 出版年月日：2021/5/14 ISBN-13：978-4569849430 

72 学校一斉休校は正しかったのか?: 検証・新型コロナと教育 (持続可能な社会のための環境教育シ

リーズ 9) 

水谷 哲也 (編著)、 朝岡 幸彦 (監修、編著)、 阿部 治 (監修)  

出版社：筑波書房 出版年月日：2021/5/17 ISBN-13：978-4811906003 

73 ２０２０年の大学危機 コロナ危機が問うもの （ＣＰＣリブレ） 

光本 滋（著） 

出版社：クロスカルチャー出版 出版年月日：2021/5/31 ISBN-13：978-4-908823-85-5 

74 「コロナ」から学校教育をリデザインする 

広島大学教育ヴィジョン研究センター（EVRI）  草原和博・吉田成章 (編著) 

出版社：溪水社 出版年月日：2021/6/5 ISBN-13：978-4863275621 

75 新たな学びの構築へ コロナ危機から構想する学校教育 

田中 真秀 、菊地 栄治 、中田 正敏 、末冨 芳 、澤田 稔 、教育文化総合研究所コロナ危機と

学校教育構想プロジェクトチーム（編著） 

出版社：アドバンテージサーバー 出版年月日：2021/6/7 ISBN-13：978-4-86446-074-3 

76 ポストコロナと教育 ― 上越教育大学の実践と考察 ― 

上越教育大学 

出版社：永田印刷株式会社出版部 出版年月日：2021/7/1 ISBN-13：978-4990997342 

77 文部科学白書 令和 2年度 新型コロナウイルス感染症禍における文部科学省の取組 「令和の日本

型教育」の構築を目指して研究力向上のための若手研究者への支援 

文部科学省 (編)  

出版社：日経印刷 出版年月日：2021/7/1 ISBN-13：978-4865792782 
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78 オンラインとオフラインで考える特別支援教育 

郡司 竜平、 野口 晃菜 (編著)、 青山 新吾 (監修) 

出版社：明治図書出版 出版年月日：2021/7/2 ISBN-13：978-4184329171 

79 「学び」をとめない自治体の教育行政 (コロナと自治体 5) 

朝岡 幸彦 、山本 由美 (編著) 、 池上 洋通 、  伊東 静一 、 呉服 淳二郎 、 辻 英之 (著) 

出版社：自治体研究社 出版年月日：2021/7/5 ISBN-13：978-4880377254 

80 アフター・コロナの学校の条件 

中村 文夫 （著） 

出版社：岩波書店 出版年月日：2021/7/20 ISBN-13：978-4-00-061449-8 

81 新型コロナの学校法務 

小國 隆輔 （著） 

出版社：中央経済社 出版年月日：2021/7/28 ISBN-13：978-4-502-39341-9 

82 コロナ禍と心の成長―日米における PTG研究と大学教育の魅力 

宅 香菜子 (著)  

出版社：風間書房 出版年月日：2021/7/31 ISBN-13：978-4759923926 

83 子ども白書 ２０２１ 特集コロナ禍から未来へ 

日本子どもを守る会 （編） 

出版社：かもがわ出版 出版年月日：2021/8/2 ISBN-13：978-4-7803-1170-9 

84 子どもと教師の未来を拓く総合戦略 55 

村川雅弘 (著)  

出版社：教育開発研究所 出版年月日：2021/9/1 ISBN-13：978-4865605433 

85 子どもの読みがつくる文学の授業 コロナ禍をこえる「学び合う学び」 

石井 順治 （著） 

出版社：明石書店 出版年月日：2021/9/2 ISBN-13：978-4-7503-5258-9 

86 オンライン化する大学:コロナ禍での教育実践と考察 

飯尾淳 

出版社：樹村房 出版年月日：2021/9/3 ISBN-13：978-4883673421 

87 「つながる」ための言語教育―アフターコロナのことばと社会 

杉野 俊子 (著、 監修)、 野沢 恵美子、 田中 富士美 (編著)  

出版社：明石書店 出版年月日：2021/9/3 ISBN-13： 978-4750352473 

88 教師・親のための子どもの心のケアの進め方 災害やコロナ禍でも子どもが安心して過ごせるため

に 

田中 和代 （著） 

出版社：黎明書房 出版年月日：2021/9/15 ISBN-13：978-4-654-02359-2 

89 諸外国の教育動向 ２０２０年度版 （教育調査） 

文部科学省総合教育政策局 （編） 

出版社：明石書店 出版年月日：2021/9/28 ISBN-13：978-4-7503-5248-0 

90 パンデミック禍の学びと教育実践 学校の困難と変容を検討する （教育方法） 

日本教育方法学会 （編） 

出版社：図書文化社 出版年月日：2021/9/30 ISBN-13：978-4-8100-1756-4 
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91 子どもの尊さと子ども期の保障 コロナに向き合う知恵 

増山 均 （著） 

出版社：新日本出版社 出版年月日：2021/9/30 ISBN-13：978-4-406-06627-3 

92 コロナ禍と学校 

網代 栄 （著） 

出版社：文芸社 出版年・月：2021/10/15 ISBN-13：978-4-286-22944-7 

93 コロナ禍で学生はどう学んでいたのか~質的研究によって明らかになった実態 

大学教育学会 課題研究「大学教育における質的研究の可能性」グループ (著)  

出版社：ジアース教育新社 出版年月日：2021/10/15 ISBN-13：978-4863715998 

94 学校! 高校生と考えるコロナ禍の 365日 

桐光学園中学校・高等学校 (監修) 

出版社：左右社 出版年月日：2021/10/29 ISBN-13：978-4865280470 

95 非常事態下の学校教育のあり方を考える 学習方法の新たな模索 

土持 ゲーリー法一 

出版社：東信堂 出版年月日：2021/11/1 ISBN-13：978-4-7989-1736-8 

96 日本の大学改革の方向 

江原 武一 （著） 

出版社：東信堂 出版年月日：2021/11/4 ISBN-13：978-4-7989-1738-2 

97 楽しい学校をつくる特別活動: すべての教師に伝えたいこと 

安部 恭子、平野 修、清水 弘美(著)  

出版社：小学館 出版年月日：2021/11/15 ISBN-13：978-4098402106 

98 不登校・ひきこもり急増 コロナショックの支援の現場から 

杉浦 孝宣、NPO 法人高卒支援会(著) 

出版社：光文社 出版年月日：2021/11/17 ISBN-13：978-4334045777 

99 学校のリーダーシップをハックする－変えるのはあなた－ 

トーニー・シナニス、ジョー・サンフェリポ（著）、飯村寧史、長崎政浩、武内流加、吉田新一

郎（訳） 

出版社：新評論 出版年月日：2021/11/25 ISBN-13：978-4-7948-1198-1 

100 コロナ禍の下での学生の学びと大学の役割 

京滋地区私立大学教職員組合連合（編） 

出版社：ウインかもがわ 出版年月日：2022/1/21 ISBN-13：978-4-909880-29-1 

101 コロナ禍に世界の学校はどう向き合ったのか ―子ども・保護者・学校・教育行政に迫る― 

園山大祐、辻野けんま（著） 

出版社：東洋館出版社 出版年月日：2022/2/28  ISBN-13：978-4491047607 

102 教育と情報とメディア―コロナ禍から見えてきたこと― 

黒澤和人、下村健一（編著） 

出版社：学文社 出版年月日：2022/3/30 ISBN-13：978-4-7620-3152-6 
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コロナ禍から学ぶ （私の生涯教育実践シリーズ） 

北野生涯教育振興会（監修）、耳塚寛明、油布佐和子（編） 

出版社：ぎょうせい 出版年月日：2022/4/5 ISBN-13：978-4-324-80114-7 
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104 知る・わかる・伝えるＳＤＧｓ ４ ―教育・パートナーシップ・ポストコロナ― 

日本環境教育学会（監修）、阿部治、朝岡幸彦（編著） 

出版社：学文社 出版年月日：2022/4/25 ISBN-13：978-4-7620-3116-8 

105 コロナ禍の学校で「何が起こり、どう変わったのか」−現場のリアリティから未来の教育を描く−  

佐藤博志（編著）、細田眞由美（編）、朝倉雅史（著） 

出版社：東信堂 出版年月日：2022/6/10 ISBN-13：978-4-7989-1773-3 

106 私の教育哲学 コロナ禍の講義録 

西方守（著） 

出版社：専修大学出版局 出版年月日：2022/7/23 ISBN-13：978-4-88125-372-4 
 

107 ニューノーマルの学校行事 (教育実践ライブラリ Vol.3)  

ぎょうせい（編） 

出版社：ぎょうせい 出版年月日：2022/10/15 ISBN-13：978-4324111314 

108 コロナ禍の学校教育―授業・行事を止めるな― 

須貝誠（著） 

出版社：アメージング出版 出版年月日：2022/10/22 ISBN-13：978-4910782188 
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