
生徒指導・生徒指導士（行動スペシャリスト）のための 参考文献・資料 

    

・生徒指導士入門テキスト１    

      ～生徒指導を深める教育実践の心理～     有門編   2012  学事出版 

（注文は生徒指導士協会へ） 

 

・ピアミディエーション・プログラムについて 

               J．Rizzo,宇田・水野他訳 学校カウンセリング研究No13 

・叱り方の実習 ワークショップ        西口  2013  生徒指導士講習資料 

生徒指導士講習会  於 名古屋大学 

・構成的グループエンカウンター 実習     中井        於 名古屋大学 

・アメリカの生徒ハンドブック         宇田        於 名古屋大学 

・ブリーフカウンセリングの実際・演習     宇田        於 名古屋大学 

・進路指導と生徒指導             新井        於 名古屋大学 

・ニューヨーク市における教育改革 成功の鍵 

－安全な教育環境の確保と学向上に焦点を当てて－      

   高見 生徒指導士講習会   於 東京大学 

・英米の生徒指導の実際 福井龍太       生徒指導士講習会   於 東京大学 

・もめ事の多い学級の回復プログラム   桜井 生徒指導士講習会   於 東京大学 

・ブリーフカウンセリング        宇田 生徒指導士講習会   於 東京大学 

・韓国における国際安全学校（ＷＨＯ認証）視察報告   

武井他 生徒指導士講義資料  於 東京大学 

・アメリカの生徒ハンドブックとは 校則の実際      

宇田 生徒指導士講習会 於 京都女子大学 

・問題行動の家族関係と操り手の理解   市川 生徒指導士講習会 於 京都女子大学 

・アメリカの学級国の学校における生徒指導ガイドライン 

   ―学校生徒ハンドブック（校則）を中心に－         

宇田 生徒指導士認定講習 於 京都女子大学 

・学校崩壊への対応について      宮前 生徒指導士認定講習 於 京都女子大学 

・いじめ診断・査定法について     市川 生徒指導士認定講習 於 京都女子大学 

・修身教科書から学ぶ         渡邊           於 京都女子大学 

・生徒指導の実践  －ゼロトレランスが学校規律をただす－   

加藤 臨床生徒指導―理論編 ナカニシヤ出版 

・規律ある生徒指導          加藤 臨床生徒指導―理論編 ナカニシヤ出版 

・いじめ栄えて国亡ぶ～教育再生のカギはゼロトレランスにある～  

                     加藤 2009 幸福の科学出版 

・困った保護者への対応について考える       水野  日本学校カウンセリング会報  35号 

 



・ニューヨーク市における教育改革 成功の鍵 

－安全な教育環境の確保と学向上に焦点を当ててー 

                 高見 生徒指導士講習会  

臨床生徒指導－応用編   ナカニシヤ出版 

 ・ゼロトレランス 規範意識をどう育てるか          加藤             学事出版 

・ニューヨーク市の生徒指導基準表  高見 生徒指導士講習会 於 名古屋国際会議場 

・キャリアカウンセリング     中條 生徒指導士講義資料 於 名古屋国際会議場 

ことばのちからとコミュニケーション 

中條   生徒指導士講義資料 於 名古屋国際会議場 

・アメリカの事例に学ぶ学力低下からの脱却 

－キャラクターエデユケーションが学力を再生した－     

加藤               学事出版 

・小学校における RTI に基づく指導計画表   

宇田・有門他・オレゴン州コ―バリス校区視察グループ訳 2012 

・「いじめ予防診断士；スペシャリスト」について  

市川  学校カウンセリング学会総会研修会 2013 

・ＰＢＩＳによるいじめ予防 ～アメリカにおけるいじめ予防プログラム～（翻訳中） 

                                宇田他訳  2013 

・臨床生徒指導―理論編                 市川監修 ナカニシヤ出版 

・臨床生徒指導―応用編                 市川監修 ナカニシヤ出版 

・アメリカにおける道徳教育                渡邊 2013   

・道徳教育はどのように展開すればよいか－偉人伝に注目して－  

渡邊 2012 生徒指導研究報告 No，8 

・「先生をうやまえ」消えた偉人伝物語 －東洋のアルカディア－ 

渡邊 2012 産経新聞 3 月 31 日 

・アメリカの連邦政府におけるいじめ対策 ～いじめの定義他 ～           

                  福井訳  2013 

・反いじめハラスメントのパンフレット  （アメリカの中学校における冊子） 

             宇田他・オレゴン州コ―バリス校区視察グループ訳 2012 

・ブリーフ学校カウンセリング              市川他訳     二瓶社 

・学校での問題行動をいかに解決するか          市川編  ナカニシヤ出版 

・効果的な学校カウンセリング              宇田他訳     二瓶社 

・学校を変えるカウンセリング -解決焦点化アプローチ-   市川他訳    金剛出版 

・小学校・中学校でのブリーフカウンセリング       宇田他訳     二瓶社 

・ブリーフ学校カウンセリング              市川   ナカニシヤ出版 

・ソリュユーション志向の学校カウンセリング       有門   ハッピータウン 

・ポジティブカウンセリングの学級指導          有門   ハッピータウン 



・ピア・ミディエーションに学ぶワークショップ      有門   ハッピータウン 

・トラブルを解決するピア・ミディエーション  

有門  臨床生徒指導―理論編  ナカニシヤ出版 

・学校おけるピア・ミディエーションの進め方     宇田他訳  生徒指導研究報告 

・米国の「生徒ハンドブック」－ベリー中学校の場合－ 

                    宇田編訳  生徒指導研究報告 No,７ 2012 

・米国の「生徒ハンドブック」－小学校の場合－  

池田・池田訳  生徒指導研究報告 

・韓国の中学校の生徒ハンドブック（朴訳）            生徒指導研究報告 

・親による体罰の実態についての 10 年間の比較  

宇田・水野他 2010 生徒指導研究報告 NO,２ 

・アメリカの事例から学ぶ学校再生の決め手 －ゼロトレランスが学校を建て直した－      

                                  加藤       学事出版 

・アメリカにおける規範意識について 

Ⅰ 規律正しいアメリカの生徒  

Ⅱ 善なる徳目をわかりやすく教え込み、繰り返し実践させる    

加藤    啓林館出版  生徒指導士認定講習資料 2012 

・禊（みそぎ）の儀式による生徒指導 なぜ「みそぎの儀」なのか－その意味と方法－ 

          中野 2012年 8月18日  学校カウンセリング学会研修学会 

・荒れる学校への対策－問題行動の段階に応じた対応    

山本       生徒指導士入門１ 学事出版 

・ゼロトレランスからノーイクスキューズへ           加藤   学事出版 

・フィランド、イギリス アメリカの教育の成功の秘密      加藤編  学事出版 

 

・いじめスケール      市川ら   生徒指導士認定協会 （問合せ先；協会へ） 

 

・学校生活調査票；小中学校用（いじめ診断）  

市川ら   生徒指導士認定協会  （問合せ先；協会へ） 

 

・バズ学習と生徒指導          市川     生徒指導士入門１（学事出版） 

・先生への感謝週間           池田・池田  生徒指導士入門１（学事出版） 

・韓国おける教師への感謝の日      市川    学校カウンセリング会報 2013 

・ともだちがするカウンセリング             有門   ハッピータウン 

・そうだ！「ピアさんでいこう！～学級のトラブルを自分たちで解決するピア・リンク・

ミディエーションの開発と実践～」 有門2008 月間生徒指導１月号 学事出版 

・教師の勝負なし型指導類型の効果に関する研究 Ⅰ－いじめとの関連から－     

 市川・山上  1987  三重大学教育工学センター研究報告 7号 



・いじめ解決プログラムに関する研究 －2段階肯定メッセージ法－   

市川他       1995 三重大学教育実践指導センター １５号 

・学校におけるいじめの発見       市川       指導と評価 2007年6月号   図書文化社   

・新生徒指導ガイド             八並・国分・八並編                     図書文化 

・ブリーフセラピーによる学級への対応    

市川  現代のエスプリ Ｎｏ４０７     至文堂 

・キャリア教育による開発的な学校教育のあり方・必要な能力を中心に  

新井    生徒指導士講義資料 於 東京大学 

・言葉のちからとコミュニケーション  

中條 生徒指導士講義資料 於 名古屋国際会議場 

・組織としての生活指導確立に向けて  上田  生徒指導士講義資料 於 京都女子大 

・生徒指導に役立つブリーフカウンセリング 宇田 

                                            臨床心理学－理論編 ナカニシヤ出版 

・大学の授業改革  ＢＲＤ方式                  宇田               北大路書房 

・表現・演劇教育の進め方          大川 生徒指導士入門テキスト１   学事出版 

・学校における緊急支援            中川 生徒指導士入門テキスト１   学事出版 

・実践に基づく毅然とした指導 ～荒れた学校を再生するマニュアル～ 

山本     教育開発研究所 

・授業改革の方法                市川       ナカニシヤ出版 

・道徳の教科書                              渡邊          PHP出版 

・道徳の教科書－実践編                 渡邊        PHP出版 

・二宮翁夜話                        渡邊       PHP出版 

・教師の指導態度と学級内いじめ     市川 臨床生徒指導 理論編 ナカニシヤ出版 

・生徒指導の専門性とはなにか      市川 月刊生徒指導       学事出版 

・教師業ワークブック          宇田他訳            黎明書房 

・教師学ＴＥＴ             奥沢他訳             小学館 

・荒れる学級とは            市川      学校運営研究464号  

・担任ボイコット            榊原      学校運営研究464号  

・荒れる学級と校内体制         水野      学校運営研究464号  

・不登校児童生徒の事例報告―担任教師たちによる家庭訪問資料― 

  市川・宇田他 学校カウンセリング研究 No,11 

・インターネット社会における生徒指導 西口 臨床生徒指導 理論編 ナカニシヤ出版 

・学校で役立つブリーフセラピー             市川他訳    金剛出版 

・自由バズを取り入れた授業の進め方           市川編     明治図書 

・特別支援教育におけるＩEPの実際について  

池田・石川 臨床生徒指導 応用編 ナカニシヤ出版 

米国での特別支援教育の提供前のプロセス 

－科学的なデータをもとにしたResponse to Intervention－         

池田    臨床生徒指導 応用編 ナカニシヤ出版  


