
教育書ご担当者様

教育書オススメ書籍のご案内
◆２０２０年１０月度　売れ筋ランキング◆

『１日５分！　教室で使えるコグトレ』 
コグトレは、 学習面 ・ 社会面 ・ 身体面という３つの観点からアプローチすることで、 子どもたちの課

題に包括的に応え、 支援を通して能力の向上を図ることができるトレーニングです。 本書では、 クラ

スでコグトレを実施するための全 122 ワーク ・ 全 157 回分を収録し、 一年をかけて子どもを支援し

ていくことができます。

『教師の言葉かけ大全』
「言葉かけはセンスではない、 技術である。」 言葉かけに正解はなく、 教師がいかに多くの言葉をもち、

適切に使用できているかが重要。 本書では、 言葉かけを 5 種類 50 技法に分類しています。 さらに

その１つの技法におよそ６つ以上の表現を変えた言葉かけも紹介します。 合計で 300 を超える言葉

かけを収録。

冊

冊

宮口　幸治 ： 著

本体価格 ： 2,000 円 + 税　　ISBN ： 9784491032801

本体価格 ： ２,０00 円 + 税　　ISBN ： 9784491040493

貴店印（鮮明にお願いいたします）

三好　真史 ： 著

コード 書名 本体価格 冊数

39831 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校１年上 2,800
39848 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校２年上 2,800
39855 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校３年上 2,800
39862 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校４年上 2,800
39879 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校５年上 2,800
39886 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校６年上 2,800
39893 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて　算数　小学校１年上 2,800
39909 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて　算数　小学校２年上 2,800
39916 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて　算数　小学校３年上 2,800
39923 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて　算数　小学校４年上 2,800
39930 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて　算数　小学校５年上 2,800
39947 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて　算数　小学校６年上 2,800
39954 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて　理科　小学校３年 2,800
39961 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて　理科　小学校４年 2,800
39978 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて　理科　小学校５年 2,800
39985 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて　理科　小学校６年 2,800
39992 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて　社会　小学校３年 2,800
40004 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて　社会　小学校４年 2,800
40011 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて　社会　小学校５年 2,800
40028 板書で見る全単元・全時間の授業のすべて　社会　小学校６年 2,800

シリーズ累計100万部突破︕新板書シリーズ︕
コード 書名 本体価格 冊数

40035 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて　体育　小学校１年 2,800
40042 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて　体育　小学校２年 2,800
40059 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて　体育　小学校３年 2,800
40066 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて　体育　小学校４年 2,800
40073 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて　体育　小学校５年 2,800
40080 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて　体育　小学校６年 2,800
40097 板書で見る全時間の授業のすべて　特別の教科　道徳　小学校低学年 2,800
40103 板書で見る全時間の授業のすべて　特別の教科　道徳　小学校中学年 2,800
40110 板書で見る全時間の授業のすべて　特別の教科　道徳　小学校高学年 2,800
40127 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて　生活　小学校１年 2,800
40134 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて　生活　小学校２年 2,800

シリーズ累計100万部突破︕新板書シリーズ︕

ISBN:97844910- 新学習指導要領完全対応！　１００万部突破の大好評「板書シリーズ」
シリーズ累計

冊

冊

冊
澤井　陽介： 著

※板書シリーズ、学習評価に関する参考資料除く

ISBN末5桁 本体価格 小学校・書名 部数

41209 ¥900 国語
41216 ¥850 社会

41223 ¥950 算数
41230 ¥1,100 理科
41247 ¥800 生活
41254 ¥900 音楽
41261 ¥1,000 図画工作
41278 ¥1,000 家庭

41285 ¥1,000 体育
41292 ¥800 特別活動

41308 ¥800 外国語・外国語活動
41315 ¥850 総合的な学習の時間

ISBN末尾5桁 本体価格 中学校・書名 部数

41322 ¥950 国語
41339 ¥1,100 社会

41346 ¥900 数学

41353 ¥900 理科
41360 ¥900 音楽

41377 ¥1,100 美術

41384 ¥1,000 保健体育

41391 ¥1,200 技術・家庭

41407 ¥800 外国語

41414 ¥800 特別活動

41414

41421 総合的な学習の時間

「指導と評価の一体化」 のための学習評価に関する参考資料

ISBN:97844910-

　　 \850

本書では、「乱暴なくらい」必要な教育課題のみを取り出し、可能な限り簡潔な図となるように
心がけています。ですから、一つの教育課題について詳しく説明することを意図してはいません。
全体像や重点事項を大括りでつかむことが、本書の一番の目的なのです。

『［図解］授業づくりの設計図』

40189 　板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校１年下 　　　2,800  
40196 　板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校２年下 　　　2,800  
40202 　板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校３年下 　　　2,800  
40219 　板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校４年下 　　　2,800  
40226 　板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校５年下 　　　2,800  
40233 　板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校６年下 　　　2,800  
40240 　板書で見る全単元・全時間の授業のすべて  算数  小学校１年下 2,800  
40257 　板書で見る全単元・全時間の授業のすべて  算数  小学校２年下 2,800  
40264 　板書で見る全単元・全時間の授業のすべて  算数  小学校３年下 2,800  
40271 　板書で見る全単元・全時間の授業のすべて  算数  小学校４年下 2,800  
40288 　板書で見る全単元・全時間の授業のすべて  算数  小学校５年下 2,800  
40295 　板書で見る全単元・全時間の授業のすべて  算数  小学校６年下 2,800  

シリーズ累計100万部突破！新板書シリーズ下巻！ 

『先生でも学べる 「お金」の基本』

『ポスト・コロナショックの授業づくり』

本体価格 ： 2,000 円 + 税　　ISBN ： 9784491042916

コンピテンシー・ベイスの授業で学びを止めない。
ポスト・コロナショックの授業づくりにおける三つの問い　

奈須　正裕：編著

『「立体型板書」 の国語授業 』

本体価格 ： 1,900 円 + 税　　ISBN ： 9784491039664

子どもの「思考」や「気付き」を大切にした「立体型板書」を10のバリエーションに整理しました。
特に育てたい「論理的思考力」を「比較・分類」「関連付け」「類推」の三つに整理し、誰でも明
日から「立体型板書」を活用できるよう、10のバリエーションの基本的な枠組みから実例まで、
「立体型板書」の全てを網羅しました。

沼田　拓弥：著

本体価格 ： 2,000 円 + 税　　ISBN ： 9784491042572

（１）どうすれば、時数不足の下でも子どもに質の高い学びを保障できるか？  
（２）どうすれば、子どもの学びを止めない学校とすることができるか？　
（３）どうすれば、子どもをアクティブ・ラーナーに育てることができるか？　

冊
■本体価格：1,800 円＋税
■監：風呂内 亜矢　著：栗田 正行

■ISBN：9784491041124

栗田式資産運用術

※類書のない注目書籍！！

①「ライフスタイル」型運用
②「ディフェンス」型運用
③「オフェンス」型運用
④「アウトプット」型運用

著者が実践する資産運用術を紹介！

※すべて風呂内氏の解説付きとなります。

10/31（土）放送の日テレ「メレンゲの気持ち」に風呂内亜矢さん出演、書影露出！！
監修者


