


「板書シリーズ」2020年4月全面実施　新学習指導要領・新教科書対応

1年分の授業プランを1冊に！

全単元・全時間の授業を、もっと見やすく、もっとわかりやすく

小学校新学習指導要領の作成協力者や各教科のプロフェッショナルによる責任編集

授業に役立つ映像や掲示物、学習カードなどを収録したDVDつき

1時間ごとの授業づくりのポイントが一目瞭然！

明日の授業からすぐに使える内容を、分かりやすく整理して収録。

全単元の１時間ごとの授業づくりのポイント、学習活動の進め方と板書のイメージなどが、ひと目で

分かるように構成されています。多くの仕事に追われる先生方でも、この板書シリーズを使えばすぐ

に、日々の授業準備を行うことができます。

小学校新学習指導要領の作成協力者や、

各教科のプロフェッショナルによる監修・編著！！

新教科書に基づいた板書のまとめ方がわかる！！

令和2年度から全面実施の小学校新学習指導要領の作成協力者・各教科のプロフェッショナルを、監修・編著者に多数招いています。

信頼度抜群の豪華執筆陣による理解しやすい内容となっており、教科用指導書だけでは分かりにくい新教科書に対応したハイクオリティな実践を掲載。

経験の浅い先生からベテランの先生まで、明日の授業に困らない、間違いのない確かな授業を行うことができます。

映像で解説する、読みやすい板書の仕方！

書籍と併せてDVD を活用することにより、より読みやすい板書を知ることができます。

読みやすい文字の書き方のポイントが、約7分間の動画で分かります。

チョークの持ち方や姿勢など、今さら聞けない基礎・基本が身につきます。

読みやすい字が書けるようになるための具体的な練習方法も紹介しています。

東京学芸大学准教授

中村 和弘 先生
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鳴川 哲也 先生
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前文部科学省視学官

澤井 陽介 先生

國學院大學教授

前文部科学省視学官

田村 学 先生

元東京都小学校体育研究会会長

健康・体育活性化センター理事長

藤﨑 敬 先生

東京学芸大学教授

元文部科学省教科調査官

永田 繁雄 先生

板書シリーズ共通付録 【読みやすい板書の基礎講座】

作成基準日2021年1月15日
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「板書シリーズ」2020年4月全面実施　新学習指導要領・新教科書対応
作成基準日2021年1月15日

Ｎｏ 書名 ISBN 本体価格 判型 頁数

1 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校１年上 9784491039831 2,800 B5 360

2 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校２年上 9784491039848 2,800 B5 266

3 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校３年上 9784491039855 2,800 B5 276

4 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校４年上 9784491039862 2,800 B5 272

5 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校５年上 9784491039879 2,800 B5 240

6 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校６年上 9784491039886 2,800 B5 224

7 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校１年下 9784491040189 2,800 B5 326

8 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校２年下 9784491040196 2,800 B5 340

9 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校３年下 9784491040202 2,800 B5 324

10 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校４年下 9784491040219 2,800 B5 262

11 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校５年下 9784491040226 2,800 B5 244

12 板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校６年下 9784491040233 2,800 B5 268

13 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 9784491039893 2,800 B5 166

14 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 9784491039909 2,800 B5 168

15 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 9784491039916 2,800 B5 182

16 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 9784491039923 2,800 B5 180

17 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 9784491039930 2,800 B5 172

18 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 9784491039947 2,800 B5 172

19 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 9784491040240 2,800 B5 140

20 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 9784491040257 2,800 B5 172

21 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 9784491040264 2,800 B5 184

22 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 9784491040271 2,800 B5 164

23 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 9784491040288 2,800 B5 182

24 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 9784491040295 2,800 B5 174

25 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 9784491039992 2,800 B5 194

26 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 9784491040004 2,800 B5 236

27 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 9784491040011 2,800 B5 284

28 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 9784491040028 2,800 B5 272

29 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 9784491039954 2,800 B5 156

30 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 9784491039961 2,800 B5 208

31 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 9784491039978 2,800 B5 208

32 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 9784491039985 2,800 B5 200

33 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 9784491040127 2,800 B5 212

34 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 9784491040134 2,800 B5 204

35 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 9784491040035 2,800 B5 304

36 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 9784491040042 2,800 B5 312

37 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 9784491040059 2,800 B5 312

38 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 9784491040066 2,800 B5 312

39 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 9784491040073 2,800 B5 262

40 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 9784491040035 2,800 B5 304

41 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 9784491040110 2,800 B5 184

42 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 9784491040103 2,800 B5 188

43 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 9784491040097 2,800 B5 188

44 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて　外国語活動　小学校３年　（2021年3月発売予定） 9784491040141 2,800 B5 132

45 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて　外国語活動　小学校４年　（2021年3月発売予定） 9784491040158 2,800 B5 132

46 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて　外国語　小学校５年　　　　（2021年3月発売予定） 9784491040165 2,800 B5 132

47 イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて　外国語　小学校６年　　　　（2021年3月発売予定） 9784491040172 2,800 B5 132
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「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
作成基準日2021年1月15日

No. 書名 ＩＳＢＮ 税込定価 判型 頁数

48 「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　小学校　国語 9784491041209 990 A4 136

49 「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　小学校　社会 9784491041216 935 A4 112

50 「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　小学校　算数 9784491041223 1,045 A4 174

51 「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　小学校　理科 9784491041230 1,210 A4 118

52 「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　小学校　生活 9784491041247 880 A4 104

53 「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　小学校　音楽 9784491041254 990 A4 120

54 「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　小学校　図画工作 9784491041261 1,100 A4 116

55 「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　小学校　家庭 9784491041278 1,100 A4 106

56 「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　小学校　体育 9784491041285 1,100 A4 132

57 「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　小学校　特別活動 9784491041292 880 A4 120

58 「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　小学校　外国語・外国語活動 9784491041308 880 A4 126

59 「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　小学校　総合的な学習の時間 9784491041315 935 A4 104

60 「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　中学校　国語 9784491041322 1,045 A4 128

61 「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　中学校　社会 9784491041339 1,210 A4 140

62 「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　中学校　数学 9784491041346 990 A4 110

63 「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　中学校　理科 9784491041353 990 A4 140

64 「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　中学校　音楽 9784491041360 990 A4 112

65 「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　中学校　美術 9784491041377 1,210 A4 124

66 「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　中学校　保健体育 9784491041384 1,100 A4 142

67 「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　中学校　技術・家庭 9784491041391 1,320 A4 156

68 「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　中学校　外国語 9784491041407 880 A4 106

69 「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　中学校　特別活動 9784491041414 880 A4 104

70 「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　中学校　総合的な学習の時間 9784491041421 935 A4 94

２０２０年３月末に国⽴教育政策研究所教育課程研究センターより「『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」が公表されました。 本資料で

は、学習評価の基本的な考え⽅や、 各教科等における評価規準の作成及び評価の実施等について解説しているほか、 各教科等別に単元や題材に基づく学習評価に

ついて事例を紹介しています。本資料を参考とすることで児童生徒一人一人の学習評価及び、学習評価を含むカリキュラム・マネジメントを円滑に進めるための手がかりと

なります。「指導と評価の一体化」を実現し、⼦供たちに未来の創り手となるために必要な資質・能⼒を育むためにも全教員必読の資料です。

＜小学校＞

全12巻

揃定価12,045円

＜中学校＞

全11巻

揃定価11,550円

全23巻（小学校全12巻 揃定価12,045円、中学校全11巻 揃定価11,550円） 編集：国立教育政策研究所

【本シリーズのポイント】

● 小学校、中学校それぞれ各教科等別に作成(全 23 種類)。

● 各教科等の特質に応じて、学習指導要領の規定から評価規準を作成する際の手順を明記。

● 多数の事例を掲載。事例では「指導と評価の一体化」を具現するための指導と評価の計画や具体的な評価⽅法等を明示。

● 観点別の学習状況について「記録に残す評価」「指導に生かす評価」についての精選⽅法を明示。
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雑誌一覧
作成基準日2021年1月15日

■初等教育資料 文部科学省教育課程課・幼児教育課 編

文部科学省の最新の教育施策や学習指導要領の要点を分かりやすく解説し、具体的な授業実践と併せて紹介。各教科等に係る内容は、

全て教科調査官が責任編集。新学習指導要領に基づき、最新の教育情報をいち早く、正確に得るために、全教員・教育委員会必読の月刊

誌。

＜毎月２８日発売＞ 通常号 ×１２冊 税込定価 ６６０円 （年間定期購読 ７９２０円）

＜毎年１２月発売＞ 増刊号 × １冊 税込定価 １６５０円 （年間定期購読 ９５７０円 ※増刊号含む）

■子どもと創る「国語の授業」 全国国語授業研究会 編、 筑波大学附属小学校国語教育研究部 編

筑波大学附属小の５人のカリスマ国語教師と、全国の国語授業エキスパートたちで創る、授業者の授業者による明日の国語授業づくりのた

めの雑誌。今、子どもたちに必要とされている言葉の力とは？教師に必要な指導技術とは？単元とは？発問とは？マンネリ授業から脱却するた

めの、国語授業づくりのあらゆる疑問に答えます！！

＜年４回発売 ※４月、８月、１２月、３月＞ 税込定価 ８５０円 （年間定期購読 ３４００円）

■算数授業研究 筑波大学附属小学校算数研究部 企画･編集

筑波大学附属小学校算数部の超人気教諭６名が企画＆編集＆執筆！全国の算数教室で話題になっていること困っていることから算数の

本質に迫るテーマまで「現場目線ならでは」の内容を毎号お届け！今いちばん熱い算数授業誌との声、多数。

＜年６回発売 ※偶数月＞ 通常号 × ６冊 税込定価 ９００円 （年間定期購読 ６６１０円 ※特別号含む）

＜年１回発売 ※偶数月＞ 特別号 × １冊 税込定価 １２１０円

■新しい算数研究 新算数教育研究会 編

算数教育の新しい考え方や実践を紹介したり、全国各地の支部の実践記録を掲載。また、日頃の悩みや戸惑いを本誌を通して語り合い、研

究交換することを使命とする雑誌です。毎号時代のニーズに即したテーマを設定して先生方の授業・研究に役立つ情報を提供しています。

＜毎月２８日発売＞ 通常号 × １０冊 税込定価 ９７０円 （年間定期購読 １５７００円 ※増頁号含む）

＜年１回発売 ※2月、3月＞ 増頁号 × ２冊 税込定価 ３０００円

■理科の教育 一般社団法人日本理科教育学会 編

理科教育の最新動向をタイムリーにとらえた特集テーマ、バラエティ豊かな連載によって、研究や授業実践に役立つ情報を紹介する雑誌です。

「理科教育の本質を追究する」をモットーに、昭和27年の創刊から現在まで、日本の理科教育の進歩と発展に貢献してきました。

＜毎月２８日発売＞ 通常号 × １２冊 税込定価 ８８０円 （年間定期購読 １０５６０円）

■特別支援教育研究 全日本特別支援教育研究連盟 編集

基礎・基本から最先端の取り組みまで授業づくりについて幅広く理解することができ、日々の授業はもちろん、年間指導計画の作成にも役立つ

内容となっています。学習指導要領や各種通知などのタイムリーな話題も、実践レベルで解説！教職員必携の雑誌です。

＜毎月２８日発売＞ 通常号 × １２冊 税込定価 ８９０円 （年間定期購読 １０６８０円）

■特別支援教育 筑波大学附属小学校算数研究部 企画･編集

筑波大学附属小学校算数部の超人気教諭６名が企画＆編集＆執筆！全国の算数教室で話題になっていること困っていることから算数の

本質に迫るテーマまで「現場目線ならでは」の内容を毎号お届け！今いちばん熱い算数授業誌との声、多数。

＜年４回発売 ※３月、６月、９月１２月＞ 通常号 × ４冊 税込定価 ９００円 （年間定期購読 ３６００円）

※ご注文、定期購読のお申し込みは出入りの書店様にお問い合わせ下さい。

（雑誌コード 01547）

（雑誌コード 04435）

（雑誌コード 06837）

（雑誌コード 06611）

（雑誌コード 09313）

4 / 42 ページ



2021年版　教育図書一覧
作成基準日2021年1月15日

中村　和弘

B5 360

中村　和宏

B5 266

中村　和弘

B5 276

中村　和弘

B5 272

中村　和弘

B5 240

中村　和弘

B5 224

田中　博史

B5 166

田中　博史

B5 168

田中　博史

B5 182

田中　博史

B5 180

田中　博史

B5 172

田中　博史

B5 172

[定番必備]板書シリーズ（上巻） 編著者名

税込定価

[定番必備]板書シリーズ（上巻）

判 型

3,080円 判 型

3,080円 判 型

3,080円 判 型

3,080円 判 型

3,080円 判 型

2020/3/10刊行日

税込定価

編著者名

[定番必備]板書シリーズ（上巻） 編著者名

[定番必備]板書シリーズ（上巻）

板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校１年上

刊行日 2020/3/10 判 型

編著者名

刊行日 2020/3/10 税込定価

[定番必備]板書シリーズ（上巻）

刊行日 2020/3/10

[定番必備]板書シリーズ（上巻）

[定番必備]板書シリーズ（上巻）

刊行日 2020/3/10

刊行日 2020/3/10

刊行日 2020/3/10 税込定価

[定番必備]板書シリーズ（上巻）

編著者名

税込定価

刊行日 2020/3/10 税込定価

9784491039893

頁数

頁数

頁数

頁数

5

編著者名

編著者名

編著者名

刊行日 2020/3/10 税込定価

刊行日 2020/3/13

税込定価

編著者名[定番必備]板書シリーズ（上巻）

6

[定番必備]板書シリーズ（上巻） 編著者名

編著者名

税込定価

[定番必備]板書シリーズ（上巻）

編著者名

税込定価

[定番必備]板書シリーズ（上巻）

刊行日

板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校５年上
中村　和弘監/井上　陽童編著/小木　和美編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校６年上
中村　和弘監/海沼　秀樹編著/西川　義浩編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

2020/3/10 税込定価刊行日

2020/3/10

3,080円

3,080円

3,080円

3,080円

3,080円

3,080円

7

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
田中　博史監/筑波大学附属小学校算数部企画・編集

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

8

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
田中　博史監/山本　良和著/筑波大学附属小学校算数部企画・編集

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

9

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
田中　博史監/夏坂　哲志著/筑波大学附属小学校算数部企画・編集

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

10

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
田中　博史監/大野　桂著/筑波大学附属小学校算数部企画・編集

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

頁数

頁数

頁数

ISBN:

1 中村　和弘監/岡崎　智子編著/福田　淳佑編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

2

板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校２年上
中村　和宏監/大村　幸子編著/土屋　晴裕編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

3

板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校３年上
中村　和弘監/大塚　健太郎編著/茅野　政徳編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

4

板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校４年上
中村　和弘監/成家　雅史編著/廣瀬　修也編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

判 型

判 型

判 型

判 型

判 型

11

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
田中　博史監/盛山　〓雄著/筑波大学附属小学校算数部企画・編集

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

12

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
田中　博史監/尾崎　正彦著/筑波大学附属小学校算数部企画・編集

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

ISBN: 9784491039923

ISBN: 9784491039930

ISBN: 9784491039947 頁数

頁数

頁数

頁数

頁数

税込定価 3,080円9784491039831

ISBN: 9784491039848

ISBN: 9784491039855

ISBN: 9784491039862

ISBN: 9784491039879

ISBN: 9784491039886

ISBN:

ISBN: 9784491039909

ISBN: 9784491039916

※ご注文は出入りの書店様・事業者様にお問い合わせ下さい。
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鳴川　哲也

B5 156

鳴川　哲也

B5 208

鳴川　哲也

B5 208

鳴川　哲也

B5 200

澤井　陽介

B5 194

澤井　陽介

B5 236

澤井　陽介

B5 284

澤井　陽介

B5 272

藤﨑　敬

B5 304

藤﨑　敬

B5 312

藤﨑　敬

B5 312

藤﨑　敬

B5 312

3,080円 判 型

3,080円 判 型税込定価

刊行日

[定番必備]板書シリーズ 編著者名

刊行日 2020/3/10 判 型

藤崎　敬編著/石原　詩子編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

ISBN: 9784491040004 頁数

ISBN: 9784491040011 頁数

ISBN: 9784491040028 頁数

ISBN: 9784491040035 頁数

3,080円2020/3/10

3,080円 判 型

2020/3/10

編著者名[定番必備]板書シリーズ

3,080円 判 型

3,080円

刊行日

2020/3/10

編著者名[定番必備]板書シリーズ

2020/3/10

刊行日

刊行日

判 型

判 型

判 型

判 型

澤井　陽介編著/安野　功編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

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

[定番必備]板書シリーズ 編著者名

2020/3/10

税込定価

税込定価

税込定価

澤井　陽介編著/中田　正弘編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

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

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
藤崎　敬編著/北村　幸江編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

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
藤崎　敬編著/菅原　健次編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

3,080円

3,080円

3,080円

3,080円

3,080円

3,080円 判 型

2020/3/10

刊行日

[定番必備]板書シリーズ

[定番必備]板書シリーズ

2020/3/10 税込定価

税込定価

2020/3/10

編著者名[定番必備]板書シリーズ

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
澤井　陽介編著/児玉　大祐編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

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

[定番必備]板書シリーズ

税込定価

税込定価

[定番必備]板書シリーズ 編著者名

編著者名

鳴川　哲也編著/山中　謙司編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

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

刊行日 2020/3/6 税込定価

刊行日

刊行日

編著者名

判 型

13

14

15

16

17

18

19

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
鳴川　哲也編著/寺本　貴啓編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

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
鳴川　哲也編著/塚田　昭一編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

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
鳴川　哲也編著/鈴木　康史編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

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

澤井　陽介編著/石井　正広編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

ISBN: 9784491039992 頁数

税込定価

[定番必備]板書シリーズ

刊行日

刊行日 2020/3/6

編著者名

税込定価

編著者名

20

21

22

23

24

ISBN: 9784491040042 頁数

ISBN: 9784491040059 頁数

ISBN: 9784491040066 頁数判 型税込定価刊行日

編著者名

2020/3/10

編著者名[定番必備]板書シリーズ

[定番必備]板書シリーズ

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
藤崎　敬編著/山田　修司編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

ISBN: 9784491039954 頁数

ISBN: 9784491039961 頁数

ISBN: 9784491039978 頁数

ISBN: 9784491039985 頁数
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藤﨑　敬

B5 262

藤﨑　敬

B5 262

永田　繁雄

B5 188

永田　繁雄

B5 188

永田　繁雄

B5 184

田村　学

B5 212

田村　学

B5 204

中村　和弘

B5 326

中村　和弘

B5 340

中村　和弘

B5 324

中村　和弘

B5 262

中村　和弘

B5 244

3,080円 判 型

3,080円 判 型

3,080円 判 型

3,080円 判 型

3,080円

3,080円

3,080円

刊行日 2020/8/3

3,080円 判 型

判 型

中村　和弘監/成家　雅史編著/廣瀬　修也編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

ISBN:

刊行日 2020/3/10

[定番必備]板書シリーズ 編著者名

[定番必備]板書シリーズ（下巻） 編著者名

税込定価

刊行日

[定番必備]板書シリーズ 編著者名

刊行日 2020/8/3 税込定価

刊行日 2020/8/3 税込定価

刊行日 2020/8/3 税込定価

税込定価

税込定価

2020/3/10

[定番必備]板書シリーズ

刊行日

[定番必備]板書シリーズ（下巻）

編著者名[定番必備]板書シリーズ（下巻）

編著者名[定番必備]板書シリーズ（下巻）

編著者名[定番必備]板書シリーズ（下巻）

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

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

9784491040073 頁数

藤崎　敬編著/古家　眞編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

2020/3/10

2020/3/10 税込定価

3,080円 判 型

3,080円 判 型

[定番必備]板書シリーズ 編著者名

ISBN: 9784491040080 頁数

ISBN: 9784491040097 頁数

ISBN: 9784491040103 頁数

ISBN: 9784491040110 頁数

[定番必備]板書シリーズ

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
藤崎　敬編著/奈尾　力編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

税込定価刊行日 2020/3/10

税込定価刊行日

刊行日

編著者名

[定番必備]板書シリーズ 編著者名

2020/3/10 税込定価

判 型

判 型

判 型

編著者名

編著者名

9784491040202 頁数

ISBN: 9784491040219 頁数

ISBN: 9784491040226 頁数

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
永田　繁雄編集代表/廣瀬　仁郎編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

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
永田　繁雄編集代表/斎藤　道子編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

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
永田　繁雄編集代表/和井内　良樹編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

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

[定番必備]板書シリーズ 編著者名

税込定価刊行日 2020/3/10 3,080円 判 型

税込定価

板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校４年下

刊行日 2020/8/3

3,080円

板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校５年下
中村　和弘監/井上　陽童編著/小木　和美編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

田村　学編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

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
田村　学編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校１年下
中村　和弘監/岡崎　智子編著/福田　淳佑編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校２年下
中村　和宏監/大村　幸子編著/土屋　晴裕編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校３年下
中村　和弘監/大塚　健太郎編著/茅野　政徳編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

ISBN: 9784491040127 頁数

ISBN: 9784491040134 頁数

ISBN: 9784491040189 頁数

ISBN: 9784491040196 頁数

ISBN:
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中村　和弘

B5 268

田中　博史

B5 140

田中　博史

B5 172

田中　博史

B5 184

田中　博史

B5 164

田中　博史

B5 182

田中　博史

B5 174

直山　木綿子

B5 132

直山　木綿子

B5 132

直山　木綿子

B5 132

直山　木綿子

B5 132

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 136

3,080円 判 型

990円 判 型

頁数

ISBN: 9784491040240 頁数

ISBN:

判 型

3,080円 判 型

3,080円 判 型

3,080円 判 型

3,080円 判 型

3,080円 判 型

3,080円 判 型

刊行日 2020/8/3

[定番必備]板書シリーズ 編著者名

頁数

ISBN: 9784491040172 頁数

税込定価

税込定価

[定番必備]板書シリーズ 編著者名

刊行日 2021/3/17 税込定価

税込定価刊行日 2021/3/17 ISBN: 9784491040165

3,080円 判 型

3,080円 判 型

3,080円 判 型

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/8/21 税込定価

刊行日 2021/3/17

刊行日

3,080円

[定番必備]板書シリーズ（下巻） 編著者名

刊行日 2020/8/3 税込定価

刊行日 2020/8/3

田中　博史監/尾崎　正彦 編著/筑波大学附属小学校算数部企画・編集

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

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
田中　博史監/大野　桂著/筑波大学附属小学校算数部企画・編集

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！　各教科のプロによる監修・編集で、授業づくりのポイントがさらにわかりやすくなりました。授業DVD付き。

[定番必備]板書シリーズ（下巻） 編著者名

イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて　外国語　小学校５年

[定番必備]板書シリーズ 編著者名

刊行日 2021/3/17

直山　木綿子 編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！　各教科のプロによる監修・編集で、授業づくりのポイントがさらにわかりやすくなりました。授業DVD付き。

イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて　外国語　小学校６年
直山　木綿子 編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！　各教科のプロによる監修・編集で、授業づくりのポイントがさらにわかりやすくなりました。授業DVD付き。

税込定価

[定番必備]板書シリーズ 編著者名

37

38

39

42

43

44

45

46

47

48

40

41

ISBN:

板書で見る全単元の授業のすべて　国語　小学校６年下

「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　小学校　国語
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

ISBN: 9784491041209 頁数刊行日 2020/7/1 税込定価

9784491040257 頁数

編著者名[定番必備]板書シリーズ（下巻）

2020/8/3 税込定価

[定番必備]板書シリーズ（下巻） 編著者名

ISBN: 9784491040264 頁数

ISBN: 9784491040271 頁数

ISBN: 9784491040288 頁数

税込定価

[定番必備]板書シリーズ（下巻） 編著者名

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

税込定価

刊行日 2020/8/3

[定番必備]板書シリーズ（下巻） 編著者名

中村　和弘監/海沼　秀樹編著/西川　義浩編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

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
田中　博史監/中田　寿幸 編著/森本　隆史 編著/筑波大学附属小学校算数部 企画・編集

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！

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
田中　博史監/山本　良和著/筑波大学附属小学校算数部企画・編集

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！　各教科のプロによる監修・編集で、授業づくりのポイントがさらにわかりやすくなりました。授業DVD付き。

9784491040233

ISBN: 9784491040295 頁数

ISBN: 9784491040141 頁数

ISBN: 9784491040158 頁数

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
田中　博史監/盛山　〓雄著/筑波大学附属小学校算数部企画・編集

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！　各教科のプロによる監修・編集で、授業づくりのポイントがさらにわかりやすくなりました。授業DVD付き。

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
田中　博史監/夏坂　哲志 編著/筑波大学附属小学校算数部 企画・編集

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！　各教科のプロによる監修・編集で、授業づくりのポイントがさらにわかりやすくなりました。授業DVD付き。

イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて　外国語活動　小学校３年
直山　木綿子 編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！　各教科のプロによる監修・編集で、授業づくりのポイントがさらにわかりやすくなりました。授業DVD付き。

イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて　外国語活動　小学校４年
直山　木綿子 編著

シリーズ累計100万部突破！　教育書売上げNo.1！　新学習指導要領の全面実施に伴い、「板書」シリーズが待望の全面改訂！　各教科のプロによる監修・編集で、授業づくりのポイントがさらにわかりやすくなりました。授業DVD付き。

刊行日 2020/8/3 税込定価

[定番必備]板書シリーズ（下巻） 編著者名
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国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 112

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 174

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 118

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 104

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 120

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 116

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 106

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 132

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 120

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 126

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 104

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 128

935円 判 型

58

59

学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

「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　小学校　総合的な学習の時間

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価

57

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価 1,100円 判 型

1,100円 判 型

880円 判 型

880円 判 型

935円 判 型

学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

ISBN:

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価

60

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価

1,045円 判 型

「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　中学校　国語
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

9784491041315 頁数

ISBN: 9784491041322 頁数

54

55

56

49

50

51

52

53

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価

学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

「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　小学校　音楽
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

ISBN:

[定番必備]指導と評価の一体化

刊行日 2020/7/1 税込定価

刊行日 2020/7/1

「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　小学校　社会
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

「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　小学校　算数
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

「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　小学校　理科
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

「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　小学校　生活

ISBN: 9784491041216 頁数

ISBN: 9784491041223 頁数

ISBN: 9784491041230 頁数

税込定価

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

頁数

編著者名

1,045円 判 型

1,210円 判 型

880円 判 型

9784491041254 頁数

ISBN: 9784491041261 頁数

ISBN: 9784491041278 頁数

ISBN: 9784491041285 頁数

「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　小学校　図画工作
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

「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　小学校　家庭
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

「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　小学校　体育
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

ISBN: 9784491041247

ISBN: 9784491041292 頁数

ISBN: 9784491041308 頁数税込定価

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価 1,100円 判 型

990円 判 型

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/7/1

「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　小学校　特別活動
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

「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　小学校　外国語・外国語活動
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国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 140

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 110

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 140

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 112

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 124

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 142

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 156

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 106

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 104

国立教育政策研究所教育課程研究センター

A4 94

教師生活向上プロジェクト

B5 120

栗田　正行

四六 176

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価

880円

学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

頁数

ISBN: 9784491041384 頁数

ISBN: 9784491041391 頁数

ISBN:

判 型

1,870円 判 型

62

63

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価 1,210円 判 型

61

判 型

[定番必備]指導と評価の一体化

刊行日 2020/7/1 税込定価

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価

64

65

「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　中学校　美術
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

ISBN: 9784491041377

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価 990円

990円 判 型

1,210円 判 型

ISBN: 9784491041360 頁数

学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

判 型

68

69

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価

66

67

「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　中学校　保健体育
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

1,100円 判 型

1,320円 判 型

880円 判 型

「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　中学校　技術・家庭
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

「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　中学校　外国語

ISBN: 9784491041414 頁数

72

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/9/2 税込定価 935円 判 型

2,090円

70

71

ISBN: 9784491041421 頁数

ISBN: 9784491027791 頁数

ISBN: 9784491029474 頁数

編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価 990円 判 型

「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　中学校　数学
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

「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　中学校　理科
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

「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　中学校　音楽

ISBN: 9784491041346 頁数

ISBN: 9784491041353 頁数

9784491041407 頁数

「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　中学校　社会
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

ISBN: 9784491041339 頁数

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2013/7/31 税込定価

[定番必備]指導と評価の一体化 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価

「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　中学校　特別活動
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

「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　中学校　総合的な学習の時間
学習評価の基本的な考えや各教科等における評価規準の作成・評価の実施や、各教科等別に単元や題材に基づく学習評価の事例を紹介。

小学校イラスト＆テンプレートＣＤ－ＲＯＭ
教師生活向上プロジェクト編

日々の学級経営や授業で利用頻度が多く、「こんなものが欲しい」という要望に合わせたイラスト＆テンプレが満載！ＣＤ－ＲＯＭ付。

わかる「板書」伝わる「話し方」
栗田　正行著

本書は、著者が考えた「板書」で大切な「CHALKの法則」や、「話し方」のエッセンスを、わかりやすく、実践的にまとめた一冊！
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田中　博史

四六 184

森川 正樹

四六 176

阿部　利彦

四六 134

田中　博史

四六 176

安次嶺　隆幸

四六 178

教師生活向上プロジェクト

B5 112

田村　学

四六 160

阿部　利彦

四六 152

国立教育政策研究所

四六 256

楠木　宏

四六 176

澤井　陽介

四六 216

教師生活向上プロジェクト

B5 112

頁数

ISBN: 9784491030555 頁数

9784491032047 頁数

ISBN: 9784491032092 頁数

1,870円 判 型

73

子どもが変わる接し方
田中　博史著

授業づくりでも学級づくりでも、「子どもが動きたくなるような仕掛けをすること」で、子どもは必ず変身していく――教師生活30年超、前筑波大学附属小学校副校長の田中博史先生が「クラスをまとめる秘訣」を大公開。学級経営について考えたい

先生、必読の一冊！

ISBN: 9784491029900 頁数

[学級経営・学習指導]売れ筋

1,980円 判 型

76

77

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2014/9/12 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2014/3/10 税込定価

74

75

言い方ひとつでここまで変わる教師のすごい！会話術
森川 正樹著

大ヒット「すごい！」シリーズの会話編、ついに登場！◆「静かにしなさい」よりも効果のあるひと言◆集中力を一気に高める「言葉の演出」◆「物言わぬモノ」に話させる!?etc.子どもが思わず動きたくなる「教室コトバ」を65の具体的なセリフでわかりや

すく紹介。

1,870円 判 型

子どもが変わる授業
田中　博史著

「授業で教師がどのように接すれば、子どもが動きたくなってくれるのか」「どんな考え方で授業をつくれば、子どもがおもしろいと思う授業ができるのか」発問、板書・ノート指導、宿題の出し方etc.田中博史先生が本当に大切にしている授業づくりの秘

訣を大公開！

ISBN: 9784491030883

1,870円 判 型

1,760円 判 型

通常学級の授業のユニバーサルデザインプランＺＥＲＯ
阿部　利彦編著/授業のユニバーサルデザイン研究会湘南支部著

どのクラスにも6.5％在籍すると言われる、特別な配慮を要する子。その子本人への対応にばかり気を取られがちですが、実はその周囲に着目することで、その子本人やクラス全体の状態が改善することがあります。本書ではそのような、気になる子と

その「周囲」への働きかけによる学級づくりに着目。気をつけておきたい「周囲」の子４分類と、当人と「周囲」を巻き込んだケーススタディ30 を収録しています。

ISBN: 9784491029917

80

81

資質・能力（理論編）
国立教育政策研究所編

21世紀に求められる資質・能力を学術的に精緻化・構造化し、教育目標や内容、学習・指導方法、評価等の一体的・実証的な検討を行う

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2015/3/31 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2015/3/10 税込定価 2,090円 判 型

2,145円

78

79

判 型

1,870円 判 型

2,200円 判 型

ISBN: 9784491031088 頁数

ISBN: 9784491031149 頁数

84

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2016/3/8 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2016/3/7 税込定価

82

83

指示は一回
楠木　宏著

誰でも真似できるシンプルな方法で、子どもたちがすすんで話を聞く！「聞く力」を育てるためのテクニックが満載の一冊。

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2016/1/29 税込定価

1,980円 判 型

2,035円 判 型

2,090円 判 型

学級経営は「問い」が９割ーEmpowerment for Childrenー
澤井　陽介著

学級づくりは「集団」づくり。よりよい集団が「個」の学びを深め輝かせる！ハウツーでは身につかない学級経営の本質が１冊に凝縮！

かわいい！おしゃれ！小学校で使える動物イラスト＆テンプレートCD-ROM
教師生活向上プロジェクト編

おたよりや掲示物に使える、便利でかわいい動物のイラスト＆テンプレートが満載。全６００点、すべてのカラー＆モノクロデータ付き。

ISBN:

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2016/3/11 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2015/9/25 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋

編著者名

刊行日 2014/2/12 税込定価

頁数

ISBN: 9784491030906 頁数

１年生のクラスをまとめる５１のコツ
安次嶺　隆幸著

１年生の１学期は、６年間の縮図。しかし、他の学年と違って指導は大変です。本書は、子どもたちの学ぶ姿勢や生活指導、学級づくりのコツまで、１年生の担任として知っておきたいことをまとめています。教職30年で培ってきた「安次嶺流」の秘

訣が詰まった１冊です。

編著者名

刊行日 2015/2/10 税込定価

ISBN: 9784491031576 頁数

ISBN: 9784491031804 頁数

ISBN: 9784491032009 頁数

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2015/2/10 税込定価

小学校で使えるいろいろテンプレートＣＤ－ＲＯＭ
教師生活向上プロジェクト編

おたよりやプリント、掲示物など、かわいくておしゃれなテンプレートが満載！全288点、すべてのカラー／モノクロデータ付き。

授業を磨く
田村　学著

本書はアクティブ・ラーニングを目指すために、新しい教師像・授業像を提案。21世紀の授業スタイルを考えるための必読書！

通常学級のユニバーサルデザイン　プランＺＥＲＯ２　授業編
阿部　利彦著

優れた授業、ユニバーサルデザイン化された授業には、共通して「ひきつける」「むすびつける」「方向づける」「そろえる」「実感させる」という5つのテクニックが存在しています。本書では、その５つのテクニックが授業でどのように有効なのか、気になる子へ

の支援の視点も含めて明らかにするとともに、１時間の実践や子どものアセスメント、授業内の実践アイディアを収録しています。

11 / 42 ページ



2021年版　教育図書一覧
作成基準日2021年1月15日

※ご注文は出入りの書店様・事業者様にお問い合わせ下さい。

田村　学

四六 248

安次嶺　隆幸

四六 168

栗田　正行

四六 192

ハリー・ウォン

四六 448

楠木　宏

四六 168

白松　賢

四六 238

奈須　正裕

四六 216

澤井　陽介

四六 216

阿部　利彦

B5 128

教師生活向上プロジェクト

B5 112

ハリー・ウォン

A5 288

栗田　正行

四六 248

2,035円 判 型

2,035円 判 型

2,200円 判 型

2,420円 判 型

教師生活向上プロジェクト編

日々の学級経営や授業で利用頻度が多く、「こんなものが欲しい」という要望に合わせたイラスト＆テンプレが満載！ＣＤ－ＲＯＭ付。

図解実践　世界最高の学級経営
ハリー・ウォン著/ローズマリー・ウォン著/稲垣みどり訳

学級経営の手法を「説明」→「練習」→「強化」の３つのステップで詳細に解説！

ISBN: 9784491034195 頁数

ISBN: 9784491034775 頁数

ISBN: 9784491034799 頁数

判 型

2,035円 判 型

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2017/3/15

85

87

88

刊行日 2017/3/10 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

1,980円 判 型

86

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2017/2/23 税込定価 2,200円 判 型

２年生のクラスをまとめる５１のコツ
安次嶺　隆幸著

低学年の指導のプロが教える最高の２年生のクラスをつくるコツを伝授します。生活指導から学習態度まで目から鱗の学級経営書です！

「発問」する技術
栗田　正行著

「未来発問」「板書発問」「なぜなぜ発問」「逆転発問」「達成発問」など、ALに活かせる発問テクニックを多数紹介！

ISBN: 9784491033204 頁数

ISBN: 9784491033242 頁数

ISBN: 9784491033280 頁数

税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2017/3/10 税込定価 1,980円 判 型

2,035円

89

90

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2017/3/29 税込定価 2,530円 判 型ISBN: 9784491033341

世界最高の学級経営
ハリー・ウォン著/ローズマリー・ウォン著/稲垣みどり訳

子どもたち１人１人に問題行動が起こらず、学びに熟達する結果をもたらす手法を紹介！

「追い込む」指導
楠木　宏著

子どもをやる気にさせて逃がさない―それが「追い込む」指導！学習と生活の両面から主体的な子どもを育てるテクニックが満載の一冊。

学級経営の教科書
白松　賢著

イメージや経験談からではなく、理論的に学ぶ。全く新しい学級経営のための「教科書」刊行！

ISBN: 9784491033389 頁数

ISBN: 9784491033419 頁数

編著者名

刊行日 2017/9/15 税込定価

93

94

阿部　利彦編著

授業のUD、人的環境のUD、教室環境のUD……「教育のユニバーサルデザイン」の基礎基本を55のQ&Aでわかりやすく解説！

簡単！使える！中学校イラスト＆テンプレートＣＤＲＯＭ

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2017/6/23 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2017/5/23 税込定価

91

92

「資質・能力」と学びのメカニズム
奈須　正裕著

中央教育審議会キーマン・奈須正裕教授が  新学習指導要領を徹底的に読み解く―。

授業の見方
澤井　陽介著

他者の授業は、教師自身の問題解決学習。適切な「見方」は、授業の本質を見抜く力を磨く。だから、あなたの授業がみるみる良くなる！

通常学級のユニバーサルデザイン　スタートダッシュＱ＆Ａ５５

ISBN: 9784491033631 頁数

ISBN: 9784491033693 頁数

[学級経営・学習指導]売れ筋

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2018/2/23 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2018/3/7 税込定価

2,035円 判 型

95

96

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2018/3/5 税込定価

できる教師のＰＤＣＡ思考
栗田　正行著

「教室環境」「学級活動」「ほめ方・叱り方」「学級通信」「学習指導」。教師としてのレベルが上がるPDCAテクニックを多数紹介！

1,925円 判 型

カリキュラム・マネジメント入門
田村　学編著

新学習指導要領の要となる「深い学び」の授業デザイン！学びをつなぐ７つのミッション！カリマネで授業を磨く

ISBN: 9784491034805 頁数

頁数

刊行日 2017/3/10 税込定価
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森川 正樹

四六 232

安部　恭子

A5 136

安部　恭子

A5 136

安部　恭子

A5 136

安部　恭子

A5 136

安部　恭子

A5 136

安部　恭子

A5 136

田村　学

四六 260

溝越　勇太

A5 149

加藤　宣行

四六 160

青山　由紀

四六 160

栗田　正行

四六 196

税込定価

2,178円

97

98

判 型

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2018/3/9 税込定価 2,035円 判 型

教師のすごい！書く指導

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2018/3/22 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2018/3/19 税込定価

99

100

「みんな」の学級経営　伸びる　つながる　３年生
安部　恭子編著/石川　隆一編著

各学年の学級経営のプロのテクニックを余すことなく紹介！「教室環境」「学級づくり」「授業づくり」がカラーで見える！

ISBN: 9784491034973

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2018/3/19 税込定価 1,980円

1,980円 判 型

1,980円 判 型

ISBN: 9784491034966 頁数

頁数

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2018/3/20 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2018/3/22 税込定価

101

102

「みんな」の学級経営　伸びる　つながる　４年生
安部　恭子編著/石川　隆一編著

各学年の学級経営のプロのテクニックを余すことなく紹介！「教室環境」「学級づくり」「授業づくり」がカラーで見える！

1,980円 判 型

1,980円 判 型

「みんな」の学級経営　伸びる　つながる　５年生
安部　恭子編著/橋谷　由紀編著

各学年の学級経営のプロのテクニックを余すことなく紹介！「教室環境」「学級づくり」「授業づくり」がカラーで見える！

ISBN: 9784491034980 頁数

ISBN: 9784491034997 頁数

105

106

青山　由紀著

筑波大学附属小学校で国語教師として全国的な人気を誇る著者初の学級経営本

ISBN: 9784491035253 頁数

ISBN: 9784491035383 頁数

ISBN: 9784491035413 頁数

ISBN: 9784491036571 頁数

判 型

103

104

1,980円 判 型

「みんな」の学級経営　伸びる　つながる　６年生
安部　恭子編著/橋谷　由紀編著

各学年の学級経営のプロのテクニックを余すことなく紹介！「教室環境」「学級づくり」「授業づくり」がカラーで見える！

ISBN:

判 型

2,035円 判 型

2,035円 判 型

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2018/3/20

107

108

できる教師のＴＯＤＯ仕事術
栗田　正行著

「ロジックツリー」「見える化」「単語登録」「チェックボックス」など、教師の仕事の生産性を上げるTODOリスト活用法を紹介！

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2019/3/15 税込定価 2,035円

深い学び
田村　学著

「深い学び」徹底解明。活用・発揮を繰り返し、子供の知識が「駆動」する！

１日５分　小学校　全員が話したくなる！聞きたくなる！　トークトレーニング６０
溝越　勇太著

遊びながら、話す・聞く・話し合う力を身につける60のトレーニング。1日5分で続ければ、クラスと子どもが劇的に変わる！

子どもが考え、議論したくなる学級づくり
加藤　宣行著

筑波大学附属小学校の加藤宣行先生が初めて書いた学級づくりの本！ 子どもが自分の言葉でどんどん話し出す秘訣がわかります！

「かかわり言葉」でつなぐ学級づくり

森川 正樹著

「書くこと指導」スペシャリストが満を持して贈る“書く力”がつく56の方法！

「みんな」の学級経営　伸びる　つながる　１年生
安部　恭子編著/稲垣　孝章編著

各学年の学級経営のプロのテクニックを余すことなく紹介！「教室環境」「学級づくり」「授業づくり」がカラーで見える！

「みんな」の学級経営　伸びる　つながる　２年生
安部　恭子編著/稲垣　孝章編著

各学年の学級経営のプロのテクニックを余すことなく紹介！「教室環境」「学級づくり」「授業づくり」がカラーで見える！

ISBN: 9784491034911 頁数

ISBN: 9784491034959 頁数

9784491035000 頁数

ISBN: 9784491035024 頁数

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2019/3/8 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2019/6/12 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2018/4/13 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2018/4/20 税込定価 2,035円 判 型
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楠木　宏

四六 184

江澤　隆輔

四六 142

ヘザー ハンドレー 著、アニー ブロック 著、佐伯 葉子 翻訳

四六 358

澤井　陽介

四六 224

白水　始

四六 296

小川　雅裕

四六 320

小貫　悟

B5 112

松村　英治

四六 208

沼田　晶弘

四六 276

阿部　利彦

四六 176

伊藤　敏雄

四六 216

楠木　宏

四六 144

109

110

学級づくり　これだけ！
楠木　宏著

新年度のスタートは何から始めればいい？ToDoリストに面倒なことは一切なし！まさに「これだけ」押さえておけば心配なし！

2,420円 判 型

マインドセット学級経営
学びに限界なんてない！　毎月の具体的方略をクリアして成長的マインドセットを強化し、前向きに挑戦できる学級をつくる

ISBN: 9784491036656

2,178円 判 型

1,980円 判 型

教師の働き方を変える時短
江澤　隆輔著

自分の働き方は、自分で選べる。プライベートを充実させて成果を上げる時短の原理とアイディアを紹介

ISBN: 9784491036595 頁数

ISBN: 9784491036649 頁数

113

114

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2019/3/11 税込定価

判 型

ISBN: 9784491036724

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2019/4/25 税込定価

2,200円 判 型

111

112

117

118

ｏｎｅ　ａｎｄ　ｏｎｌｙ
沼田　晶弘著

超人気小学校教師から若きビジネスパーソンへ、 「自己ベスト」を出し続けるための成功体験の教科書。

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2019/7/5 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2019/8/30 税込定価

115

116

仲間と見合い磨き合う授業研究の創り方
松村　英治著

授業は教師の生命線！「多忙感」や「徒労感」ではなく、 学び多き「充実感」と「達成感」が生まれる授業研究を創る！

2,200円 判 型

2,200円 判 型

1,540円 判 型

1,980円 判 型

人的環境のユニバーサルデザイン
阿部　利彦著/赤坂　真二著/川上　康則著/松久　眞実著

「クラス全員が安心して学べる学級づくり」を４人のエキスパートが解説します

ISBN: 9784491039466 頁数

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2020/3/4 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2020/3/10 税込定価

1,870円 判 型

119

120

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2019/11/8 税込定価

1,980円 判 型

子どもがつまずかない教師の教え方１０の「原理・原則」
伊藤　敏雄著

「できる先生」の実践に隠された教える技術がわかる！ 教え方の「基礎・基本」がここに！

ISBN: 9784491039770 頁数

教師の学び方
澤井　陽介著

他者に授業を見せる勇気、周囲からの忌憚のない意見を身の肥やしにできる教師は、学び続ける存在としての資質が磨かれていく！

対話力
白水　始著

「人はいかに学ぶのか？」AI時代だからこそ見失ってはいけない、仲間との対話から学ぶ授業をデザインする！

授業のビジョン
小川　雅裕著

「ゴールの明確化」と「プロセスの精緻化」で探究モードの授業をつくる。

子ども・クラスが変わる！ソーシャルスキルポスター
小貫　悟監/イトケン太ロウ著

画期的なソーシャルスキルトレーニングが登場！　「ことば」と「イメージ」でソーシャルスキルを身につけよう

刊行日 2019/6/6 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2020/4/16 税込定価 2,200円 判 型

2,310円

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日

楠木　宏著

教師を多忙にする「３つの曖昧さ」とは？ 際限なく頑張りがちな先生こそ、「すべきか」ではなく「できるか」で仕事を見直そう！

ISBN: 9784491039800 頁数

2019/2/28 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2019/3/8

頁数

ISBN: 9784491036717 頁数

税込定価

頁数

ISBN: 9784491036991 頁数

ISBN: 9784491037127 頁数

ISBN: 9784491037196 頁数

ISBN: 9784491037523 頁数

編著者名

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2019/10/4 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋

教師の仕事ここまで！
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阿部　真也

A5 152

大木　浩士

四六 232

鈴木　ヒデトシ

A5 168

横田　富信

四六 232

三好　真史

四六 312

金　大竜

四六 184

丸岡　慎弥

四六 208

松村　英治

A5 128

澤井　陽介

B5変 152

桂　聖

四六 192

白石　範孝

四六 160

白石　範孝

四六 160

丸岡　慎弥著

「子ども」「職場」「保護者」「自身の成長」まで、すべての学校現場で成果をあげる！

頁数

ISBN: 9784491040493 頁数

ISBN: 9784491040516 頁数

ISBN:

判 型

1,760円 判 型

1,760円 判 型

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2020/3/10 税込定価

1,980円

121

122

判 型

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2020/6/26 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2020/3/2 税込定価

123

124

黒子先生の見えざる指導力
横田　富信 著

「学級をつくるのは、わたしたち」

「授業をつくるのも、わたしたち」

横田学級の子どもたちは、なぜ、こんなにも“自己効力感”が高いのか？
ISBN: 9784491040448

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2020/2/25 税込定価 1,980円

1,980円 判 型

1,980円 判 型

鈴木　ヒデトシ著/ノグチ　ノブコ絵

思わず「あるある！」と言いたくなる、ちょっぴり笑えて、しっかり役に立つ初期対応を大紹介

判 型

127

128

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2020/4/24 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2020/2/26 税込定価

125

126

教師の言葉かけ大全
三好　真史著

教師の言葉かけを5種類50技法に分類！ 「言葉かけはセンスではない。技術である。」 この本で新しい言葉かけを習得しよう！

2,200円 判 型

1,870円 判 型

1,980円 判 型

子どもたちをどう理解するか。
金　大竜著

教育界のトップランナー「金大竜」現在の教師観と児童観のすべてを明らかにする。

教師の力を最大限引き出すＮＬＰ

131

132

白石範孝の国語授業の技術
白石　範孝著

白石理論を12の実践で体感！ 中心人物の変容をとらえる授業、表を読んでまとめる授業、丸ごとの読みで段落のつながりをとらえる授業… 具体的な授業づくりのノウハウが満載。 「イメージと感覚だけの授業」から「考える国語授業」へ―もう、国

語授業で迷わない！

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2011/2/1 税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2020/7/7 税込定価 2,200円 判 型

1,870円

129

130

ISBN: 9784491042572 頁数

ISBN: 9784491026749 頁数

ISBN: 9784491027487 頁数

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2011/12/21

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2013/2/8 税込定価ISBN: 9784491028996 頁数

ISBN: 9784491040394 頁数

心理テクニックを使った！戦略的な学級経営
阿部　真也著

フォレスタネット×東洋館出版社のコラボ企画！心理学の知見をかり、経験や感覚ではない学級経営術を紹介！

博報堂流・対話型授業のつくり方
大木　浩士著

のべ600校、生徒7000人以上が受けた、人気教育プログラムのノウハウが１冊に！

教師の「あるあるトラブル」初期対応７７

ISBN: 9784491040356 頁数

ISBN: 9784491040363 頁数

9784491040530 頁数

ISBN: 9784491041094 頁数

指導技術アップデート［アイテム５２］
松村　英治 著/三戸　大輔 著/128ページ/A5判

「少しでもいい授業力がしたい」

「子どもたちの学力を上げたい」

「保護者と上手につき合いたい」

2020/3/16 税込定価 2,090円 判 型

税込定価

[学級経営・学習指導]売れ筋 編著者名

刊行日 2020/8/26 税込定価

［図解］授業づくりの設計図
澤井　陽介 著

「授業をつくるとはどういうことか?」澤井陽介の見方・考え方を「図解」で構造化する!不易と流行の教育課題55

国語授業のユニバーサルデザイン
桂　聖著

授業の内容を焦点化（シンプルに）する！視覚化（ビジュアルに）する！共有化（シェア）する！

白石範孝の国語授業の教科書
白石　範孝著

白石理論で授業をするときのポイントを一冊にまとめました。 具体的な授業の場面で白石理論をみてみると、イメージと感覚だと思われがちな国語授業が論理的であることがわかります。 大人も納得。国語授業って、そうだったのかと思える一冊。
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桂　聖

A5 184

桂　聖

A5 184

澤井　陽介

四六 216

教師生活向上プロジェクト

B5 88

細水　保宏

A5 128

山田　暢彦

B5 104

中島　寿

四六 184

田村　学

B5変 152

澤井　陽介

A5 176

赤堀　博行

四六 224

赤堀　博行

B5 200

赤堀　博行

B5 204

2,310円 判 型ISBN: 9784491029009 頁数

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2013/4/10 税込定価

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2013/2/13 税込定価

133

134

教材に「しかけ」をつくる国語授業　文学
桂　聖編著/授業のユニバーサルデザイン研究会沖縄支部著

もし、水の入ったコップが机のギリギリの端に置いてあったら―？　教材に「しかけ」をつくるとは、教材の安定を崩すこと。「机の真ん中にコップを置いて！」と言いたくなるように、子どもが自ら「動きたくなる」「話したくなる」…それが本書の「しかけ」です。

2,310円 判 型

教材に「しかけ」をつくる国語授業　説明文
桂　聖編著/授業のユニバーサルデザイン研究会沖縄支部著

もし、水の入ったコップが机のギリギリの端に置いてあったら―？　教材に「しかけ」をつくるとは、教材の安定を崩すこと。「机の真ん中にコップを置いて！」と言いたくなるように、子どもが自ら「動きたくなる」「話したくなる」…それが本書の「しかけ」です。

ISBN: 9784491029016 頁数

137

138

[ 体育 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2016/1/25 税込定価

[ 社会 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2015/2/27 税込定価

2,420円 判 型

135

136

2,035円 判 型

澤井陽介の社会科授業のデザイン
澤井　陽介著

学習指導要領の柱である学力の３要素（①基礎的・基本的な知識技能、②言語活動を通じた思考力・判断力・表現力の育成、③学習に取り組む態度の醸成）にも触れながら、社会科授業のつくり方を丸ごと１冊にまとめます。

ISBN: 9784491030869

判 型

小学校体育 簡単！授業で役立つ！イラスト&学習カードCD-ROM
教師生活向上プロジェクト編

かわいいイラスト、授業で使える学習カード・賞状を約750点収録！この1冊で魅力ある体育の授業を！

授業で使える！算数おもしろ問題６０
細水　保宏編著/ガウスの会著

おもしろ算数問題で授業を盛り上げたい！ という方にオススメ。朝の時間やモジュール活動、参観授業でも使える教材が盛り沢山です。

141

142

見方・考え方［社会科編］
澤井　陽介編著/加藤　寿朗編著

新学習指導要領を読み解く最後のピース「見方・考え方」を働かせる真の授業の姿とは？

[ 生活・総合・特別活動 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2017/8/2 税込定価

[ 音楽 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2017/6/12 税込定価

139

140

生活・総合「深い学び」のカリキュラム・デザイン
田村　学編著/横浜市黒船の会著

新学習指導要領が目指す「深い学び」の授業デザイン！カリマネの中核となる「生活・総合」最新の実践事例集

2,090円 判 型

2,200円 判 型

2,200円 判 型

2,035円 判 型

「特別の教科道徳」で大切なこと
大好評の赤堀博行先生「大切なこと」シリーズの第３弾！ 道徳の教科化によって「変わること」とは？道徳科における「評価」とは？ 「考え、議論する道徳」とは？道徳科における「主体的・対話的で深い学び」とは？ すべての疑問をこの一冊で！

ISBN: 9784491034270 頁数

ISBN:

[ 道徳 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2018/2/15 税込定価

[ 道徳 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2018/2/15 税込定価

2,420円 判 型

143

144

[ 道徳 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2017/11/7 税込定価

2,420円 判 型

小学校　考え・議論する道徳科授業　低学年
赤堀　博行編著

本書は、「道徳科」の定番教材をもとに、全内容項目の多様な実践を掲載！各実践には「評価のポイント」も解説した。

ISBN: 9784491034720 頁数

9784491034737 頁数

小学校　考え・議論する道徳科授業　中学年
赤堀　博行編著

本書は、「道徳科」の定番教材をもとに、全内容項目の多様な実践を掲載！各実践には「評価のポイント」も解説した。

ISBN:

頁数

ISBN: 9784491031705 頁数

ISBN: 9784491032375 頁数

ISBN: 9784491033440 頁数

ISBN: 9784491033679 頁数

小学校の先生のためのＣｌａｓｓＲｏｏｍＥｎｇｌｉｓｈ
山田　暢彦著

基本のあいさつ、ほめる、励ます。授業中にこれだけは言いたいキラーフレーズ70選！

音楽の授業で大切なこと
中島　寿著/高倉　弘光著/平野　次郎著/小島　綾野聞き手・構成

何のために，学校には音楽の授業があるのか。歌唱，器楽，音楽づくり，鑑賞，「常時活動」，「体を動かす活動」，〔共通事項〕，授業計画，評価などをテーマに，筑波大学附属小学校音楽部の3人が，音楽授業の本質について縦横無

尽に語り尽くす。

2016/6/17 税込定価 1,870円

9784491033792 頁数

ISBN: 9784491034232 頁数

[ 社会 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2017/10/5 税込定価

[ 外国語活動 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2017/4/21 税込定価

[ 算数 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 判 型

1,870円
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赤堀　博行

B5 208

中村　和弘

A5 132

加藤　宣行

B5 100

平川　譲

四六 244

無藤　隆

A5 164

田中　博史

B5 136

瀧ヶ平　悠史

A5 176

全国国語授業研究会

B5 136

赤堀　博行

A5 184

桂　聖

B5 128

外国語活動・外国語科実践研究会

B5 180

鳴川　哲也

A5 152

頁数

ISBN: 9784491035147 頁数

ISBN: 9784491035468 頁数

ISBN:

判 型

2,530円 判 型

2,090円 判 型

[ 幼児保育 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2018/4/6 税込定価

頁数

ISBN: 9784491035789 頁数

ISBN:

145

146

判 型

ISBN:

149

150

幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿
無藤　隆編著

新しい幼児教育のキーワード 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」。本書を読めば、幼児の10の姿が見えてくる！

[ 体育 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2018/2/8 税込定価

[ 道徳 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2018/2/8 税込定価

147

148

体育授業に大切な３つの力
平川　譲著

体育授業を「深い学び」にする、(1)子どもの活動・運動を見取る力 (2)伝え、理解させる力 (3)教材化する力

ISBN: 9784491034874

2,200円 判 型

2,200円 判 型

1,870円 判 型

2,640円

ISBN: 9784491034836 頁数

加藤宣行の道徳授業実況中継
加藤　宣行編著

導入、発問、問い返し、評価…など授業づくりの基本徹底解説！写真と板書で加藤宣行の道徳授業のすべてがわかる！！

153

154

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2018/8/3 税込定価

[ 算数 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2018/7/5 税込定価

2,310円 判 型

151

152

[ 算数 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/3/1 税込定価 判 型

2,178円 判 型

田中博史の算数授業実況中継
田中　博史著

田中博史の集大成！10本の授業の全記録を写真と対話で完全収録！授業の極意がここにある！

「見方・考え方」を働かせる算数授業
瀧ヶ平　悠史編著/佐々　祐之監/末原　久史監/本創研著

札幌発！ 10の数学的な見方・考え方の提案！ 全50実践を掲載！！

9784491035505 頁数

ISBN: 9784491035680

[ 理科 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/1/30 税込定価

[ 外国語活動 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/2/27 税込定価

155

156

イラスト図解ですっきりわかる理科
鳴川　哲也著/山中　謙司著/寺本　貴啓著/辻　健著

新学習指導要領で何が変わるの？ゆる可愛いイラスト図解で、これからの理科がすっきりわかる！いま絶対に読んでおきたい一冊！

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2018/1/31 税込定価

[ 道徳 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2018/2/15 税込定価 2,420円 判 型

2,200円

小学校　考え・議論する道徳科授業　高学年
赤堀　博行編著

本書は、「道徳科」の定番教材をもとに、全内容項目の多様な実践を掲載！各実践には「評価のポイント」も解説した。

見方・考え方［国語科編］
中村　和弘編著/東京学芸大学附属小学校国語研究会著

新学習指導要領を読み解く最後のピース「見方・考え方」を働かせる真の授業の姿とは？

9784491034744 頁数

ISBN: 9784491034768 頁数

定番教材で見る「深い学び」をうむ国語授業
全国国語授業研究会編著/筑波大学附属小学校国語研究部編著

人気教材で提案する「深い学び」がうまれる単元づくり。子どもの思考に寄り添う学びの過程に答えがある

道徳の評価で大切なこと
赤堀　博行著

道徳科の「評価」の決定版が登場！　理論と実践の両面から「評価」を徹底解説！　道徳科の評価を行うすべての先生にオススメの１冊

「Ｗｈｉｃｈ型課題」の国語授業
桂　聖編著/N5国語授業力研究会著

考え・答えたくなるのはWhyやWhatではなく「Which」！思考・判断を活性化させる全く新しい国語の課題提示とは

実践！新学習指導要領　基本が分かる　外国語活動・外国語科の授業
外国語活動・外国語科実践研究会編著

文部科学省職員、研究者、教師など、外国語教育のスペシャリストが新学習指導要領に基づく外国語活動・外国語の授業の在り方を解説！

9784491035864 頁数

ISBN: 9784491035888 頁数

ISBN: 9784491036373 頁数

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2018/10/19 税込定価

[ 道徳 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2018/10/18 税込定価 2,310円 判 型

2,200円
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白旗　和也

四六 176

小林　康宏

A5 184

谷内　卓生

A5 180

坂本　哲彦

B5 172

桂　聖

A5 160

桂　聖

A5 160

筑波大学附属小学校算数研究部

B5 176

森　寛暁

四六 204

高橋　純

B5 136

土居　正博

A5 144

全国国語授業研究会

B5 156

樋口　万太郎

A5 128

1,980円 判 型

2,310円 判 型

[ 体育 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/8/29 税込定価

157

小学校　これだけは知っておきたい　新「体育授業」の基本
白旗　和也著

本書では、新学習指導要領で求められる体育授業の基本となる考え方を簡単解説。これを読めば「体育授業」のすべてがわかる！

ISBN: 9784491036472 頁数

160

161

刊行日 2019/10/30 税込定価

刊行日 2019/4/5 税込定価

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

158

159

小学校国語　「見方・考え方」が働く授業デザイン
小林　康宏著

「言葉による見方・考え方」を働かせた授業とは何か。授業で、単元で、教室づくりで。豊富な実践例で紹介する。

新・読解力向上　「自力読み」ベースの国語授業リノベーション
谷内　卓生著

誰でも、どの学校でもできる「自力読み」を提案。多様な他者と、よりよくつながり生きるための新・読解力を育成する

ISBN: 9784491036489 頁数

ISBN:

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

2,200円 判 型

判 型

9784491036496

164

165

３つの“感”でつくる算数授業
森　寛暁著

算数授業は，「安心感」「期待感」「納得感」の「3つの“感”」でつくる！　「教育書新人賞」最優秀賞受賞作。

[ 算数 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/6/13 税込定価

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/2/15 税込定価

162

163

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/2/15 税込定価

2,420円 判 型

2,420円 判 型

2,090円 判 型

1,980円 判 型

すぐにできるプログラミング授業実践　小学校理科
高橋　純編著/三井　寿哉編著

2020年必修化！小学校プログラミング教育の準備はお済みですか？ 理論～授業準備から教材研究までをカバーする超実践的指導書！

ISBN:

168

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/8/5 税込定価

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/7/30 税込定価

2,420円 判 型

166

167

[ 理科 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/7/10 税込定価

1,980円 判 型

子どもの「全力」を育てる　国語科指導ことば５０
土居　正博著

国語授業イノベーションシリーズ　子どもの「全力」を引き出し、「成長」を促す「国語科指導ことば」を提案！

9784491037110 頁数

ISBN: 9784491037486 頁数

教科書教材でつくる道徳科授業のユニバーサルデザイン
坂本　哲彦編著

「道徳科授業のユニバーサルデザイン」で，全員が参加・活動し，考え議論する授業づくりをめざす。定番教材36実践を掲載。

全員参加で楽しい　「考える音読」の授業＆音読カード　説明文
桂　聖編/「考える音読」の会著

収録アイディアは100以上！　大人気「考える音読」を授業・家庭で取り組める！

全員参加で楽しい　「考える音読」の授業＆音読カード　文学
桂　聖編/「考える音読」の会著

収録アイディアは100以上！　大人気「考える音読」を授業・家庭で取り組める！

初等教育学　算数科基礎基本講座
筑波大学附属小学校算数研究部編著

6学年84単元！ 子どもの自体実態にあった授業展開のための単元指導のポイントがわかる！！

[ 算数 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/7/30 税込定価 1,980円 判 型

[ 算数 ] 売れ筋

刊行日 2019/12/20 税込定価

[ 道徳 ] 売れ筋

対話で深める国語授業
全国国語授業研究会編著/筑波大学附属小学校国語教育研究部編著

「学びを深める対話って、どういうものだろう？」授業を通して、対話成立の条件を探る！

そのひと言で授業・子供が変わる！　算数７つの決めゼリフ
樋口　万太郎著

算数の授業で多様な考えが出たとき、先生方は何て言っていますか？　子供が学びを深める７つの台詞を50の実践とともに紹介します！

ISBN: 9784491037493 頁数

ISBN: 9784491037530 頁数

刊行日 2019/3/11 税込定価 2,640円 判 型

2,420円

頁数

ISBN: 9784491036625 頁数

ISBN: 9784491036762 頁数

ISBN: 9784491036779 頁数

ISBN: 9784491036847 頁数

ISBN: 9784491037028 頁数

編著者名

編著者名
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全国算数授業研究会

A5 144

横山　みどり

A5 140

清水　由

四六 192

宮口　幸治

B5 128

村田　辰明

A5 140

沼田　拓弥

A5 112

坪井　綾子

四六 188

浅見　哲也

A5 250

土居　正博

A5 160

小倉　勝登

四六 208

鳴川　哲也

四六 168

全国算数授業研究会

A5 112

9784491039473 頁数

ISBN:

判 型

1,980円 判 型

1,980円 判 型

1,870円 判 型ISBN: 9784491040585 頁数

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/12/25 税込定価

1,870円

169

判 型

[ 体育 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/11/22 税込定価

[ 家庭 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/10/18 税込定価

170

171

体育授業のユニバーサルデザイン
清水　由著

運動が得意不得意に関わらず、全員参加で楽しめる授業づくりの秘訣が詰まった一冊

ISBN: 9784491039411

[ 算数 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/8/2 税込定価 2,090円

2,090円 判 型

1,870円 判 型 頁数

174

175

[ 社会 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/10/23 税込定価

[ 特別支援教育 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/11/8 税込定価

172

173

学校でできる！　性の問題行動へのケア
宮口　幸治著/國分　聡子著/伊庭　千惠著/ 川上　ちひろ著

伝えにくいけれど、伝えなければならない「性」の問題。ワークシートで子どもと一緒に学びましょう。

2,200円 判 型

2,090円 判 型

2,090円 判 型

実践！　社会科授業のユニバーサルデザイン
村田　辰明編著/社会科授業ＵＤ研究会著

単元全体を見る展開の工夫と、全員参加のための技法の工夫の両輪で打ち出す、子どもたち全員と作る社会科授業のあり方がここに。

「立体型板書」の国語授業

9784491039664 頁数

沼田　拓弥著

国語授業イノベーションシリーズ　記録のための「羅列型板書」のみの授業から脱却し、子どもの思考を促す「立体型板書」の国語授業へ

ISBN: 9784491039459 頁数

ISBN:

178

179

理科の授業を形づくるもの
鳴川　哲也著

鳴川哲也先生(文部科学省教科調査官)の初の単著!新しい学習指導要領に基づく授業づくり、その道しるべとなる理科授業のバイブル!

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2020/3/2 税込定価

[ 道徳 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2020/3/12 税込定価 2,310円 判 型

2,090円

176

177

ISBN: 9784491040417 頁数

ISBN: 9784491040547 頁数

ISBN: 9784491040554 頁数

[ 理科 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2020/4/10

[ 算数 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2020/2/28 税込定価

180

子どもの数学的な見方・考え方が働く算数授業　１年
全国算数授業研究会企画・編集

これからの算数授業で働かせていくべき「数学的な見方・考え方」の具体がわかる！

ISBN: 9784491037585 頁数

対話的な算数授業に変える　教師の言語活動
全国算数授業研究会企画・編集

対話的な算数授業にするためのキーセンテンスを盛り込んだ21事例！

教科書＋α　絶対楽しい家庭科授業
横山　みどり編著/楽しい家庭科の授業を考える会編著

教科書の題材にちょっと一工夫。できるから楽しい、みんなで考えるから面白い！子どもも先生も楽しい家庭科授業のレシピ集

ISBN: 9784491037561 頁数

ISBN: 9784491040332 頁数

ISBN: 9784491040400 頁数

税込定価

[ 社会 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2020/7/1 税込定価

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2020/3/10 税込定価

「書く」指導
坪井　綾子著

作文指導の当たり前を見直す。「書く」指導で使えるアイデア＆フレームワーク

こだわりの道徳授業レシピ
浅見　哲也著

価値の押し付けや心情読解の授業からの転換へ　「特別の教科　道徳」の目的や評価、授業づくりまで網羅した、教科調査官の徹底解説

「繰り返し」で子どもを育てる　国語科基礎力トレーニング
土居　正博著

「奥深さ」「ねらい直結型」「夢中にさせる」「育てる」、４つの条件を備えた「基礎トレ」を提案！

社会科教師の授業・学級づくり「仕掛け学」
小倉　勝登 著

［学級経営］いい授業を成立させるための屋台骨

［教材研究］教師自身の問題解決学習

判 型
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全国算数授業研究会

A5 100

全国算数授業研究会

A5 112

全国算数授業研究会

A5 118

全国算数授業研究会

A5 112

全国算数授業研究会

A5 106

髙橋　達哉

A5 192

田沼　茂紀

A5 172

牧園　浩亘

A5 192

横浜市小学校社会科研究会

B5 320

宮口　幸治

B5 200

宮口　幸治

B5 96

宮口　幸治

B5 100

1,870円 判 型

子どもの数学的な見方・考え方が働く算数授業　２年
全国算数授業研究会企画・編集

これからの算数授業で働かせていくべき「数学的な見方・考え方」の具体がわかる！

ISBN: 9784491040592 頁数

182

183

[ 算数 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2020/2/28 税込定価

181

1,870円 判 型

子どもの数学的な見方・考え方が働く算数授業　３年
全国算数授業研究会企画・編集

これからの算数授業で働かせていくべき「数学的な見方・考え方」の具体がわかる！

ISBN: 9784491040608

184

185

[ 算数 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2020/2/28 税込定価

判 型

子どもの数学的な見方・考え方が働く算数授業　４年
全国算数授業研究会企画・編集

これからの算数授業で働かせていくべき「数学的な見方・考え方」の具体がわかる！

子どもの数学的な見方・考え方が働く算数授業　５年
全国算数授業研究会企画・編集

これからの算数授業で働かせていくべき「数学的な見方・考え方」の具体がわかる！

子どもの数学的な見方・考え方が働く算数授業　６年
全国算数授業研究会企画・編集

これからの算数授業で働かせていくべき「数学的な見方・考え方」の具体がわかる！

ISBN: 9784491040639 頁数

1,870円 判 型

188

189

3つのステップで学びの土台をつくる国語授業のこだわり33
漢字指導、語彙指導、音読指導、一文字、教科書、聞くこと指導、話すこと指導、書くこと指導、叙述、読むこと指導、対話。11項目×3ステップの33のこだわりが授業を変える!

[ 道徳 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2020/7/17 税込定価

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2020/3/2 税込定価

186

187

問いで紡ぐ小学校道徳科授業づくり
田沼　茂紀 編著/172ページ/A5判

・学びのストーリーで「自分ごと」の道徳学びを生み出す！

・子どもが「自分ごと」の問いを見つける「課題探求型道徳科授業」

全13実践の全時展開と板書を掲載！課題探求型道徳科授業とパッケージ型ユニットを組み合わせた授業実践をご紹介します。

2,200円 判 型

2,200円 判 型

1,980円 判 型

3,080円 判 型

課題を更新し解決する社会科学習
横浜市小学校社会科研究会 編著/320頁/B5判

本書では「問題解決への見通しをもつ」「学習過程や成果を振り返り、学習の調整をはかる」「学んだことを活用し、汎用的な力とする」という新学習指導要領の提唱する考え方を社会科学習に取り入れ、全学年全単元の指導計画を作成、まさ

に新しい社会科の「学びの地図」となりうる１冊として提案する。

ISBN: 9784491043005 頁数

「一瞬」で読みが深まる「もしも発問」の国語授業

192

[通級・特別支援]コグトレシリーズ 編著者名

刊行日 2017/12/12 税込定価

[通級・特別支援]コグトレシリーズ 編著者名

刊行日 2016/10/27 税込定価

1,100円 判 型

190

191

[ 社会 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2020/10/22 税込定価

2,200円 判 型

１日５分！教室で使えるコグトレ
宮口　幸治著

子どもの社会・学習・身体面を高める認知トレーニング「コグトレ」を学級で！　122題・157回、1日5分×1年間の使用計画付。

ISBN: 9784491032801 頁数

2018/11/22 税込定価 1,430円 判 型

[ 国語 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2020/10/16 税込定価

[ 算数 ] 売れ筋

もっとコグトレ　さがし算６０　初級
宮口　幸治著

決まった数になる組み合わせをさがして丸で囲む。大人気「コグトレ」で楽しく計算力・思考力・記憶力を高める算数ワーク！

もっとコグトレ　さがし算６０　中級
宮口　幸治著

決まった数になる組み合わせをさがして丸で囲む。大人気「コグトレ」で楽しく計算力・思考力・記憶力を高める算数ワーク！

刊行日 2020/2/28 税込定価

[ 算数 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2020/2/28 税込定価 1,870円 判 型

1,870円

[ 算数 ] 売れ筋

頁数

ISBN: 9784491040615 頁数

ISBN: 9784491040622 頁数

編著者名

刊行日 2020/2/28 税込定価

ISBN: 9784491040844 頁数

ISBN: 9784491042589 頁数

ISBN: 9784491042954 頁数

編著者名

ISBN: 9784491034355 頁数

ISBN: 9784491036199 頁数

高橋　達哉著

子どもの「考えたい！」「話したい！」「聞きたい！」を引き出す、「もしも発問」の国語授業

[通級・特別支援]コグトレシリーズ 編著者名

刊行日
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宮口　幸治

B5 100

宮口　幸治

B5 210

宮口　幸治

B5 218

宮口　幸治

B5 218

宮口　幸治

B5 214

宮口　幸治

B5 210

宮口　幸治

B5 210

宮口　幸治

B5 188

宮口　幸治

B5 200

全日本特別支援教育研究連盟

B5 172

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

B5 116

篠原　弥生

B5 120

頁数

ISBN: 9784491037332 頁数

ISBN: 9784491037608 頁数

ISBN:

判 型

2,640円 判 型

2,090円 判 型

2,750円 判 型ISBN: 9784491031569 頁数

[通級・特別支援]コグトレシリーズ 編著者名

刊行日 2019/8/13 税込定価

2,200円

193

判 型

[通級・特別支援]コグトレシリーズ 編著者名

刊行日 2019/8/13 税込定価

[通級・特別支援]コグトレシリーズ 編著者名

刊行日 2019/8/13 税込定価

194

195

１日５分！　教室で使える漢字コグトレ　小学２年生
宮口　幸治著

1日5分で、簡単にできる漢字コグトレ。子どもたちを傷つけることなく、ゲーム感覚で認知機能と漢字能力の向上を図ります

ISBN: 9784491037325

[通級・特別支援]コグトレシリーズ 編著者名

刊行日 2018/11/22 税込定価 1,430円

2,200円 判 型

2,200円 判 型

ISBN: 9784491037318 頁数

もっとコグトレ　さがし算６０　上級
宮口　幸治著

決まった数になる組み合わせをさがして丸で囲む。大人気「コグトレ」で楽しく計算力・思考力・記憶力を高める算数ワーク！

１日５分！　教室で使える漢字コグトレ　小学１年生

198

199

[通級・特別支援]コグトレシリーズ 編著者名

刊行日 2019/8/13 税込定価

[通級・特別支援]コグトレシリーズ 編著者名

刊行日 2019/8/13 税込定価

196

197

１日５分！　教室で使える漢字コグトレ　小学３年生
宮口　幸治著

1日5分で、簡単にできる漢字コグトレ。子どもたちを傷つけることなく、ゲーム感覚で認知機能と漢字能力の向上を図ります

2,200円 判 型

2,200円 判 型

2,200円 判 型

１日５分！　教室で使える漢字コグトレ　小学４年生
宮口　幸治著

1日5分で、簡単にできる漢字コグトレ。子どもたちを傷つけることなく、ゲーム感覚で認知機能と漢字能力の向上を図ります

１日５分！　教室で使える漢字コグトレ　小学５年生
宮口　幸治著

1日5分で、簡単にできる漢字コグトレ。子どもたちを傷つけることなく、ゲーム感覚で認知機能と漢字能力の向上を図ります

202

203

改訂新版ＬＤ・ＡＤＨＤ　子ども指導ガイド
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所編

発達障害の子どもの支援・指導にあたる教師に活用され増刷を重ねてきた書籍が法令改正や最新の学習指導要領に準拠し大幅改訂！！

[通級・特別支援]コグトレシリーズ 編著者名

刊行日 2020/4/15 税込定価

[通級・特別支援]コグトレシリーズ 編著者名

刊行日 2020/4/15 税込定価 2,420円 判 型

2,420円

200

201

ISBN: 9784491040974 頁数

ISBN: 9784491029054 頁数

ISBN: 9784491029337 頁数

[特別支援教育]売れ筋 編著者名

刊行日 2013/5/8

[特別支援教育]売れ筋 編著者名

刊行日 2015/9/29 税込定価

204

絵でわかる発達障害のある子どもたちが楽しめる自立活動
篠原　弥生著

発達障害のある子どもたちの自立活動は、教室でプリント学習していることが多く、何を指導して良いのか困っている教師も多い。本書では、個別学習や小集団、学級全体でできる自立活動のアイディア(主に身体の動き)を多数紹介する。

１日５分！　教室で使える漢字コグトレ　小学６年生
宮口　幸治著

1日5分で、簡単にできる漢字コグトレ。子どもたちを傷つけることなく、ゲーム感覚で認知機能と漢字能力の向上を図ります

１日５分！　教室でできる英語コグトレ　小学校３・４年生
宮口　幸治著/正頭　英和著

1日5分で、簡単にできる英語コグトレ。子どもたちを傷つけることなく、ゲーム感覚で認知機能と英語力の向上を図ります

１日５分！　教室でできる英語コグトレ　小学校５・６年生
宮口　幸治著/正頭　英和著

1日5分で、簡単にできる英語コグトレ。子どもたちを傷つけることなく、ゲーム感覚で認知機能と英語力の向上を図ります

特別支援教育　学級経営１２か月　特支学級
全日本特別支援教育研究連盟編

すべての子どもが生き生きと学べる学級になることを目指し，実際に現場で取り組まれているアイデアを素材として，学級経営の基本的な事柄やポイント，実践事例などを紹介。

判 型

9784491037615 頁数

ISBN: 9784491037622 頁数

ISBN: 9784491040967 頁数

宮口　幸治著

1日5分で、簡単にできる漢字コグトレ。子どもたちを傷つけることなく、ゲーム感覚で認知機能と漢字能力の向上を図ります

ISBN: 9784491036205 頁数

税込定価

[特別支援教育]売れ筋 編著者名

刊行日 2013/3/4 税込定価

[通級・特別支援]コグトレシリーズ 編著者名

刊行日 2019/8/13 税込定価
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田中　裕一

B5 120

全国特別支援学校知的障害教育校長会

B5 112

田中　裕一

A5 328

佐藤　愼二

A5 132

佐藤　愼二

A5 140

明官　茂

A5 144

横倉　久

B5 156

松井　賢二

B5 98

田代　直幸

B5 152

西川　純

四六 208

東洋館出版社編集部

B5変 300

山口　晃弘

B5 200

ISBN: 9784491031583 頁数2015/10/1 税込定価

2,035円 判 型

2,200円 判 型

小・中学校でできる「合理的配慮」のための授業アイデア集
田中　裕一監修/全国特別支援学級設置学校長協会編著

新学習指導要領では，障害のある児童生徒に対して指導内容や指導方法を工夫することが求められている。では，それを具現化するためにはどうすればよいのか。本書では，授業において合理的配慮を提供するための100のアイデアを紹介す

る。

ISBN: 9784491033846 頁数

206

207

[特別支援教育]売れ筋 編著者名

刊行日 2017/10/12 税込定価

205

1,980円 判 型

知的障害特別支援学校における深い学びへのアプローチ
全国特別支援学校知的障害教育校長会編著

知的障害教育における「深い学び」とは何か。小学部6事例，中学部6事例，高等部8事例を掲載し，実践から解き明かす。

ISBN: 9784491036120

210

211

知的障害特別支援学校における「深い学び」の実現
横倉　久著

知的障害教育における「主体的・対話的で深い学び」は，指導と評価の一体化によってこそ実現する。「実践編」では新しい評価方法をふまえた18事例を紹介。また，「資料編」では新学習指導要領における各教科の目標を段階ごとに整理し

て掲載。

[特別支援教育]売れ筋 編著者名

刊行日 2020/2/12 税込定価

[特別支援教育]売れ筋 編著者名

刊行日 2019/3/14 税込定価 2,090円 判 型

2,090円

208

209

判 型

1,870円 判 型

2,200円 判 型

ISBN: 9784491040691 頁数

ISBN: 9784491040752 頁数

ISBN: 9784491041049

214

215

中学校・高等学校 編著者名

刊行日 2015/7/31 税込定価

中学校・高等学校 編著者名

刊行日 2007/4/1 税込定価

212

213

中学校３年間のキャリア教育・進路指導
松井　賢二編著

中学校段階のキャリア教育（進路指導）に焦点化して、キャリア発達の段階を考慮し、各学年にわたって重要と考えられる指導内容を網羅。学年ごとに豊富なワークシートを掲載する。【「TRC MARC」の商品解説】

1,980円 判 型

2,640円 判 型

2,310円 判 型

中学校理科　９つの視点でアクティブ・ラーニング
田代　直幸編著/山口　晃弘編著

アクティブ・ラーニングを理論的に整理し、豊富な実践例を９つの視点でわかりやすく解説。新しい理科の扉を開く鍵が、この一冊に！

高校教師のためのアクティブ・ラーニング
西川　純編著

高校の教育が変わります。必要なのはアクティブ・ラーニングで育てられる能力。本書は、そのための本です。ぜひ、新しい授業を！

ISBN: 9784491031477

中学校・高等学校 編著者名

刊行日 2017/6/26

中学校・高等学校 編著者名

刊行日 2017/7/31 税込定価 2,640円 判 型

216

新版　「特別支援学級」と「通級による指導」ハンドブック
田中　裕一監修/全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会編著

特別支援学級と通級による指導のすべてがこれ1冊でわかる！　設置校必携。

入門　自閉症・情緒障害特別支援学級　小学校
佐藤　愼二著

本書は「今日からできる！」をコンセプトに、「自閉症・情緒障害特別支援学級」における支援のポイントを具体的に提案します。

知的障害特別支援学校　子ども主体の授業づくりガイドブック
佐藤　愼二著

知的障害特別支援学校では「何を大切に」「なぜ」「何のために」「何を」「どのようにするのか」を具体的・実践的に解説し提案します

学習指導要領Ｑ＆Ａ　特別支援教育［知的障害教育］
明官　茂監修/全国特別支援学校知的障害教育校長会編著

特別支援教育に関する新学習指導要領のポイントが1冊でわかる！　各1頁のQ&A形式で疑問が氷解。便利な「用語集」付き。

2019/7/26 税込定価

[特別支援教育]売れ筋 編著者名

刊行日 2019/1/8 税込定価

3,300円 判 型

頁数

税込定価

中学校・高等学校 編著者名

刊行日

平成２９年版中学校新学習指導要領ポイント
東洋館出版社編集部編

中学校新学習指導要領はどう変わったのか？　本書は「新旧対照表」で改訂のポイントを簡単解説。付録には「重要キーワード」も掲載！

中学校「理科の見方・考え方」を働かせる授業
山口　晃弘編著

「理科の見方・考え方」とは？「資質・能力」とは？そんな疑問に答える中学校の授業実践を３２事例紹介！

ISBN: 9784491033686 頁数

ISBN: 9784491033877 頁数

頁数

ISBN: 9784491036748 頁数

ISBN: 9784491036786 頁数

頁数

ISBN: 9784491022635 頁数

[特別支援教育]売れ筋 編著者名

刊行日 2020/10/1 税込定価

[特別支援教育]売れ筋 編著者名

刊行日 2020/2/21 税込定価

[特別支援教育]売れ筋 編著者名

刊行日
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大久保　秀樹

B5 128

日本国語教育学会

A5 116

日本国語教育学会

A5 132

日本国語教育学会

A5 136

日本国語教育学会

A5 116

町田　守弘

A5 208

稲井　達也

四六 232

田沼　茂紀

B5変 144

磯部　一雄

A5 208

冨山　哲也

A5 196

堀　哲夫

四六 280

田中　保樹

B5 144

判 型

2,200円 判 型

2,200円 判 型

2,200円 判 型

2,200円 判 型

2,530円 判 型

シリーズ国語授業づくり　中学校編　古典の授業
日本国語教育学会監/高橋　邦伯編著/渡辺　春美編著

日本国語教育学会が総力を挙げて古典の授業づくりを解説

シリーズ国語授業づくり　高等学校編　新科目編成とこれからの授業づくり
町田　守弘編著/幸田　国広編著/山下　直編著/高山　実佐編著/浅田　孝紀編著/大滝　一登著/島田　康行著/渡邉　本樹著/日本国語教育学会監/

新学習指導要領のポイント総整理!!　大学入試改革を徹底解剖!!　座談会で拓く未来への展望!!

頁数

ISBN: 9784491035581 頁数

ISBN: 9784491035598 頁数

ISBN:

中学校・高等学校

218

219

シリーズ国語授業づくり　中学校編　文学の授業
日本国語教育学会監/飯田　和明編著/上谷　順三郎編著/児玉　忠編著

日本国語教育学会が総力を挙げて文学の授業づくりを解説

ISBN: 9784491035284

中学校・高等学校 編著者名

刊行日 2018/4/17 税込定価 2,530円

217

2018/8/3 税込定価

編著者名

刊行日 2018/8/3 税込定価

中学校・高等学校 編著者名

刊行日 2018/11/28 税込定価

220

221

中学校　説明文・論説文
日本国語教育学会監/笠井　正信編著/田中　宏幸編著/中村　純子編著

日本国語教育学会が総力を挙げて説明文・論説文の授業づくりを解説

中学校・高等学校 編著者名

刊行日 2018/8/3 税込定価

刊行日 2019/3/11 税込定価 2,530円 判 型

2,420円

224

225

中学校・高等学校 編著者名

刊行日 2019/1/18 税込定価

中学校・高等学校 編著者名

刊行日 2018/7/30 税込定価

2,200円 判 型

222

223

判 型

9784491035604

編著者名

刊行日 2019/8/9 税込定価

中学校・高等学校 編著者名

刊行日 2020/3/13 税込定価

226

227

新訂　一枚ポートフォリオ評価ＯＰＰＡ
堀　哲夫著

資質・能力を育成するための評価とは？「一枚ポートフォリオ評価OPPA」を知らずに教育評価は語れない！

2,200円 判 型

2,420円 判 型

通知表・評価　文例集 編著者名

刊行日 2020/2/21 税込定価

228

資質・能力を育成する学習評価とは
田中　保樹編著/三藤　敏樹編著/高木　展郎編著

新学習指導要領に対応した評価のすべてを網羅！指導と評価の一体化を実現するカリマネの在り方を徹底解説！

2,420円 判 型ISBN: 9784491039503 頁数

9784491035277 頁数

中学校・高等学校 編著者名

刊行日

中学校理科　図解でわかる「深い学び」のプロセス
大久保　秀樹著

図が満載でわかりやすい！　中学校理科指導必携の書！　授業の即戦力間違いなしの、コピーしてそのまま使えるワークシート付き！

シリーズ国語授業づくり　中学校編　国語授業づくりの基礎・基本
日本国語教育学会監/安居　總子編著/甲斐　利恵子編著

日本国語教育学会が総力を挙げて国語授業づくりの基礎・基本を解説

ISBN: 9784491035185 頁数

ISBN:

頁数

ISBN: 9784491036342 頁数

ISBN: 9784491036700 頁数

ISBN: 9784491037646 頁数

ISBN: 9784491040479 頁数

ISBN: 9784491037271 頁数

高校授業「学び」のつくり方
稲井　達也著

高校教育改革と大学入試改革こそ、今回の教育改革の本丸！ＡＩ時代の人材を育てる高校授業、その改善の実際

［中学校］道徳科授業スタンダード
田沼　茂紀編著

パッケージ型ユニットで、子供の「思考」が働き「学び」が深まる！カリマネを意識した年間計画、「通知表記入文例」も充実！

中学校　「動き」のある道徳科授業のつくり方
磯部　一雄 著/杉中　康平 著

本書では、「場面の再現化」やホワイトボード・マグネットを活用した「対話・交流」によって，生徒の「心」を動かす「簡単に」実践できて、効果的な「動き」のある授業手法を紹介する。中学校10教材、特別支援学級３教材の「動き」のある授業実

践を掲載！

３年間を見通せる　中学校学級経営コンプリート
冨山　哲也編著/杉本　直美編著

中学校３年間の学級経営の極意が丸わかり　行事や校内生活ごとに押さえたい指導のポイントとアイデアを紹介

中学校・高等学校 編著者名

刊行日 2020/6/22 税込定価

中学校・高等学校 編著者名

通知表・評価　文例集
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評価実践研究会

A5 160

評価実践研究会

A5 232

評価実践研究会

A5 280

教師の“知恵”.net

A5 124

桂　聖

A5 180

桂　聖

A5 172

青木　伸生

A5 144

二瓶　弘行

A5 148

二瓶　弘行

A5 183

日本国語教育学会

A5 122

日本国語教育学会

A5 119

日本国語教育学会

A5 118

判 型

単元を貫く学習課題と言語活動
日本国語教育学会著

本シリーズでは、単元学習を最終目標としながらも、その前段階でもっと基礎的な指導のスキルを磨きたいと考えている若い先生向けに、「板書」「音読・朗読」など、実践的で具体的な切り口に絞ったテーマを取り上げ、付けたい力や特徴的なキー

ワードを収載。若い先生はもちろんのこと、若い先生を指導する立場にある先生にも是非読んでほしい、シリーズ全6巻。

交流－広げる・深める・高めるー
日本国語教育学会著

よりよい交流にするための学級づくリ・人間関係づくりとは?ペア、グループそれぞれの交流の方法と形態は?子ども同士の相互評価や、交流活動を評価する観点は?交流した結果を全体でシェアするには?…etc.授業づくりの入門からステップアップま

で、日本国語教育学会が総力を挙げて国語授業づくりの基礎・基本を解説。全6巻

ISBN: 9784491030937 頁数

ISBN: 9784491031415 頁数

ISBN: 9784491031422

通知表・評価　文例集 編著者名

国語

通知表・評価　文例集 編著者名

刊行日 2020/7/22 税込定価

2,200円 判 型

評価実践研究会 著/160ページ/A5判/CD-ROM付き

新しい指導要録に基づいた３観点［知識・技能］［思考・判断・表現］［主体的に学習に取り組む態度］による通知表文例を多数掲載しています。これまでの各教科等に加え、「特別の教科　道徳」「外国語活動・外国語」の文例も新たに

紹介しています。本書の文例を読むことで、子供の学びをイメージでき、授業のつくり方をイメージできます。全文例テキストデータをCD-ROMに収録し、先生方の業務をサポートするシリーズです。

229

1,980円 判 型

小学校低学年　子どもの学びが深まる・広がる　通知表所見文例集

ISBN: 9784491041063 頁数

刊行日 2020/7/22 税込定価 2,200円 判 型

1,650円 判 型

231

232

刊行日 2020/7/22 税込定価

通知表・評価　文例集 編著者名

編著者名

230

小学校中学年　子どもの学びが深まる・広がる　通知表所見文例集
評価実践研究会 著/232ページ/A5判/CD-ROM付き

本書は新しい指導要録に基づいた３観点［知識・技能］［思考・判断・表現］［主体的に学習に取り組む態度］による通知表文例を多数掲載しています。これまでの各教科等に加え、「特別の教科　道徳」「外国語活動・外国語」の文例

も新たに紹介しています。本書の文例を読むことで、子供の学びをイメージでき、授業のつくり方をイメージできます。全文例テキストデータをCD-ROMに収録し、先生方の業務をサポートするシリーズです。

小学校高学年　子どもの学びが深まる・広がる　通知表所見文例集
評価実践研究会 著/280ページ/A5判/CD-ROM付き

本書は新しい指導要録に基づいた３観点［知識・技能］［思考・判断・表現］［主体的に学習に取り組む態度］による通知表文例を多数掲載しています。これまでの各教科等に加え、「特別の教科　道徳」「外国語活動・外国語」の文例

も新たに紹介しています。本書の文例を読むことで、子供の学びをイメージでき、授業のつくり方をイメージできます。全文例テキストデータをCD-ROMに収録し、先生方の業務をサポートするシリーズです。

ISBN: 9784491041070 頁数

ISBN: 9784491041087 頁数

235

236 二瓶　弘行編著/夢の国語授業研究会著

「朝の会・帰りの会・学級会」の進め方、「スピーチ」の指導方法、家庭学習での「日記」の書かせ方、言葉に親しむ「教室の環境づくり」など、「生き生きと言葉が躍動するクラス」になるためのアイディア満載。

ISBN: 9784491030920 頁数

国語 編著者名

刊行日 2011/2/1 税込定価

国語 編著者名

刊行日 2011/2/1 税込定価 2,200円 判 型

2,200円

233

234

判 型

1,760円 判 型

1,980円 判 型

国語 編著者名

刊行日 2015/7/30 税込定価

国語 編著者名

刊行日 2015/2/6 税込定価

237

238

国語教室づくりの極意　国語授業編
二瓶　弘行編著/夢の国語授業研究会著

読みを深める音読は?学びを充実させる板書とは?質の高いノートとは?問いをどう生みだし、どのタイミングで投げ掛けるか?漢字を楽しく学ぶには?等々。二瓶DNAを引き継ぐ、熱意あふれる実践者が持ち寄った実践的アイディア集。国語教室は、

未来を生きていく確かな「言葉の力」を学ぶ場所です。

国語 編著者名

刊行日 2015/2/6 税込定価

2,310円 判 型

1,980円 判 型

国語 編著者名

刊行日 2015/7/30 税込定価

国語 編著者名

刊行日 2015/7/30 税込定価

1,980円 判 型

239

240

板書－子どもの思考を形成するツールー
日本国語教育学会著

教師が一番使う教具、それは「黒板」である。本書では、チョークの持ち方から、書く速さ、というような基本姿勢からビジュアルに図解し、加えて、子どもの思考を引き出し、整理し、共有化させるという板書の機能を生かした授業をするための教師の

具体的な手立てを詳細に解説。日本国語教育学会が総力を挙げて解説する、国語授業づくりの基礎・基本シリーズ全6巻。

1,980円 頁数

ISBN: 9784491031439 頁数

白石範孝の国語授業のつくり方
教師の“知恵”.net企画/白石　範孝著

学級づくりなくして国語授業はない。論理的に考えさせるには、発問の工夫と学習材のしかけが大事。作品を結末から読み解くと原因が見えてくる逆思考の読み。数々のプレミアム語録を満載。

論理が身につく「考える音読」【説明文】
桂　聖編著/「考える音読」の会著

「すらすら型」で正確に読む、「イメージ型」で説明内容のイメージを思い描く、「論理型」で文章の論理構造を考えながら読む。読解力は「音読」で伸ばす。

論理が身につく「考える音読」【文学】
桂　聖編著/「考える音読」の会著

「すらすら」と音読し、その上で内容を「イメージ」して音読、さらに「論理」的に読み方を考える音読授業のアイデアや実践を紹介。

「フレームリーディング」でつくる国語の授業
青木　伸生著

「何を」「どのように」発問すれば、子どもが考え始めるの?感想文・批評文を書く力を育てるには?要約をする力・要旨をまとめる力は、どうすれば身につく?高学年の教材文は、いつも授業時間が足りなくなる…。発問を中心に、12の授業の進め方を

解説!「丸ごと読む」授業で国語は断然、おもしろくなる!

国語教室づくりの極意　学級づくり編

ISBN: 9784491023977 頁数

ISBN: 9784491026756 頁数

ISBN: 9784491026763 頁数

ISBN: 9784491029597 頁数

国語 編著者名

刊行日 2013/8/7 税込定価

刊行日 2009/2/1 税込定価
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日本国語教育学会

A5 116

日本国語教育学会

A5 140

寺井　正憲

A5 120

白石　範孝

B5 108

白石　範孝

B5 116

白石　範孝

B5 116

筑波大学附属小学校国語教育研究部

A5 180

白石　範孝

B5 80

白石　範孝

B5 88

白石　範孝

B5 64

二瓶　弘行

A5 160

二瓶　弘行

B5 144頁数

2015/10/15 税込定価 1,980円 判 型

1,980円

241

242

判 型

ノート指導
日本国語教育学会監/吉永　幸司編著/森　邦博編著/泉　宜宏編

板書を書き写す、感想を書く、交流のまとめをする、学習を振り返る、国語授業のあらゆる場面でノートが果たす役割は大きい。そして子どもがもっとも主体的に取り組む学習活動といえる。本書では、丁寧に書くことから始まる入門期の指導から、

ノートとワークシートの使い分け、文章のジャンルに応じたノートの書き方、さらには子どもの自己学習力を育てるためのノート指導まで、学年段階に応じた具体の手立てを解説。国語授業づくりの基礎・基本シリーズ全6巻。

音読・朗読
日本国語教育学会監/大越　和孝編著/大久保　伸夫編著/西田　拓郎編著

国語授業は「音読で始まり、音読で終わる」と言っても過言ではない。読解を深め、正確な発声・発音を身に付け、言葉への感性を高め、表現力を上げるなど、その効果は多岐に渡るといえよう。本書では、音読・朗読の基礎的な指導技術から、

目的に応じた読み方の方法、また家庭学習における音読指導など幅広く解説。日本国語教育学会が総力を挙げて解説する、国語授業づくりの基礎・基本シリーズ全6巻。

国語 編著者名

刊行日

245

246

白石流国語授業シリーズ２説明文の授業
白石　範孝編著

他へ転移できる力を育てるために，「考える国語」を提唱しつづけた白石範孝実践。本書では，全国から集まった選りすぐりの実践事例16点を掲載し，その方法と効果を余すところなく紹介する。この１冊で，白石流「説明文」の授業づくりの秘

訣がわかる。

国語 編著者名

刊行日 2015/12/25 税込定価

国語 編著者名

刊行日 2015/12/3 税込定価

243

244

白石流国語授業シリーズ１　物語の授業
白石　範孝編著

他へ転移できる力を育てるために，「考える国語」を提唱しつづけた白石範孝実践。本書では，全国から集まった選りすぐりの実践事例16点を掲載し，その方法と効果を余すところなく紹介する。この１冊で，白石流「物語」の授業づくりの秘訣

がわかる。

1,980円 判 型

2,090円 判 型

2,090円 判 型

2,090円 判 型

白石流国語授業シリーズ３詩の授業
白石　範孝編著

他へ転移できる力を育てるために，「考える国語」を提唱しつづけた白石範孝実践。本書では，全国から集まった選りすぐりの実践事例16点を掲載し，その方法と効果を余すところなく紹介する。この１冊で，白石流「詩」の授業づくりの秘訣が

わかる。

ISBN: 9784491031736 頁数

発問

249

250

国語 編著者名

刊行日 2016/3/4 税込定価

国語 編著者名

刊行日 2016/2/10 税込定価

2,035円 判 型

247

248

国語 編著者名

刊行日 2015/12/25 税込定価

2,090円 判 型

筑波発読みの系統指導で読む力を育てる
筑波大学附属小学校国語教育研究部編/青木　伸生著/青山　由紀著/桂　聖著/白石　範孝著/二瓶　弘行著

国語授業の問題は、「指導方法」を考える前に、「指導内容」を明らかにすることで解決できます!読みの系統指導で、国語授業が必ず変わります。系統指導表と系統指導カリキュラムをもとにした、楽しくて力がつく5タイプの指導法。

ISBN: 9784491031972 頁数

判 型

白石範孝集大成の授業「モチモチの木」全時間・全板書
白石　範孝著

筑波大学附属小学校で国語教師として２６年間教壇に立たれた白石範孝先生集大成の授業をここに公開。３年生定番教材「モチモチの木」における、「豆太は変わったの？変わらなかったの？」の問いを子どもたちに見つけさせ、その解決をは

かる過程の、詳細な教材分析シート、単元構想、板書、また授業でのやりとり、子どもたちのノート、作品まですべてを記録しました。国語授業者のトップランナーがたどり着いた珠玉の授業をご堪能ください。

白石範孝集大成の授業「ごんぎつね」全時間・全板書

国語 編著者名

刊行日 2017/2/8 税込定価

国語 編著者名

刊行日 2016/8/8 税込定価

251

252

二瓶弘行の授業「海のいのち」全時間・全板書
二瓶　弘行著

場面ごとに登場人物の気持ちを読み取り、教師の解釈である「主題」にたどりつくまで、「正解探し」をさせられる子どもたち。そんな悲しい「国語の授業」から脱却してほしい。物語を読む力は「作品の心」（＝物語が自分に最も強く語りかけてきたこ

と）を受け取る力だ。二瓶弘行はそう言う。2016年版二瓶学級「海のいのち」の「自力読み」。そのすべてを記録し、公開する。

ISBN: 9784491033266

国語 編著者名

刊行日 2016/3/4 税込定価 2,035円

2,200円 判 型

2,200円 判 型

ISBN: 9784491032634 頁数

ISBN: 9784491031446 頁数

ISBN: 9784491031453 頁数

白石　範孝著

筑波大学附属小学校で国語教師として２６年間教壇に立たれた白石範孝先生集大成の授業をここに公開。４年生定番教材「ごんぎつね」における、「ごんはなぜ、こんなにも『つぐない』をしたのだろう」の問いを子どもたちから引き出し、その解決

をはかり一文にまとめる過程の、詳細な教材分析シート、単元構想、板書、また授業でのやりとり、子どもたちのノート、作品まですべての授業を記録しました。国語授業者のトップランナーがたどり着いた珠玉の授業をご堪能ください。

白石範孝集大成の授業「やまなし」全時間・全板書
白石　範孝著

筑波大学附属小学校で国語教師として２６年間教壇に立たれた白石範孝先生集大成の授業をここに公開。６年生定番教材「やまなし」における、額縁構造、五月と十二月の場面のとらえ、そして、宮沢賢治の描きたかった理想の世界を読

み、表現する過程での、詳細な教材分析シート、単元構想、板書、また授業でのやりとり、子どもたちのノート、作品まですべての授業を記録しました。国語授業者のトップランナーがたどり着いた珠玉の授業をご堪能ください。

国語教室づくりの極意　一時間授業編
二瓶　弘行編著/夢の国語授業研究会著

４５分で確かな「言葉の力」を付ける国語授業のアイディア満載

ISBN: 9784491032054 頁数

ISBN: 9784491032061 頁数

ISBN: 9784491032078 頁数

国語 編著者名

刊行日 2016/3/4 税込定価 2,035円 判 型

ISBN: 9784491031460 頁数

ISBN: 9784491031712 頁数

ISBN: 9784491031729 頁数

国語 編著者名

刊行日 2015/12/25 税込定価

国語 編著者名

刊行日 2015/10/13 税込定価

寺井　正憲編著/伊崎　一夫編著/功刀　道子編著/日本国語教育学会編著

教師の発問一つで子どもの思考は深まり、動き出し、逆に停滞する。教材研究と授業構想において教師がもっとも綿密に計画を練る必要があるのが「発問」ではないだろうか。本書では、言語活動や読むためのねらいに応じた発問の工夫や、教材

文のジャンルに応じた発問、また評価につながる発問などを詳細に解説。教師の中で完結するのではなく、学習者を活かすための発問はどうあるべきかを示した。国語授業づくりの基礎・基本シリーズ全6巻。
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全国国語授業研究会

A5 140

二瓶　弘行

A5 177

日本国語教育学会

A5 124

日本国語教育学会

A5 136

日本国語教育学会

A5 116

日本国語教育学会

A5 128

山本　茂喜

B5 132

伊﨑　一夫

B5 192

二瓶　弘行

A5 160

青山　由紀

B5 212

中村　和弘

B5 110

安次嶺　隆幸

B5 116

日本国語教育学会監/大越　和孝編著/泉　宜宏編著/宮　絢子編著

日本国語教育学会が総力を挙げて国語授業づくりの基礎・基本を解説。待望の続編刊行！！

ISBN: 9784491033884 頁数

ISBN: 9784491033891 頁数

国語 編著者名

255

256

国語 編著者名

刊行日 2017/8/4 税込定価

国語 編著者名

刊行日 2017/8/2 税込定価

253

254

国語授業における「深い学び」を考える
全国国語授業研究会編著/筑波大学附属小学校国語研究部編著

交流、発問、ファシリテーション…キーワードで読み解く「深い学び」の国語授業

2,200円 判 型

2,310円 判 型

1,980円 判 型

教科のプロが教える「深い学び」をうむ授業づくりの極意
二瓶　弘行著/梅澤　真一著/山本　良和著/鷲見　辰美著/高倉　弘光著/笠　雷太著/横山　みどり著/平川　譲著/荒井　和枝著/加藤　宣行著

教科のプロ！筑波大学附属小学校の先生10人が教えてくれる「深い学び」の授業とは。

シリーズ国語授業づくり　読書

9784491033907 頁数ISBN:刊行日 2017/8/4 税込定価

1,980円

259

260

「見方・考え方」を鍛える小学校国語科の「思考スキル」
伊崎　一夫編著

小学校国語科の「見方・考え方」を実践事例をもとに提案！

国語 編著者名

刊行日 2017/8/4 税込定価

国語 編著者名

刊行日 2017/8/4 税込定価 1,980円 判 型

1,980円

257

258

ISBN: 9784491033938 頁数

ISBN: 9784491034409 頁数

ISBN: 9784491034430 頁数

国語 編著者名

刊行日 2018/1/29

263

264

国語 編著者名

刊行日 2018/6/14 税込定価

国語 編著者名

刊行日 2018/2/8 税込定価

261

262

実践・二瓶メソッドの国語授業
二瓶　弘行編著/夢の国語授業研究会著

自力読み、語り、対話・・・誰でもできる二瓶メソッド実践化のためのポイントを提案

2,090円 判 型

「単元のまとまり」で描く国語授業づくり
中村　和弘編著

資質・能力基盤で時数を伸び縮みさせ、無理なく効果的に子供の力を育む

ISBN: 9784491035628

2,200円 判 型

2,640円 判 型

青山由紀の授業「くちばし」「じどう車くらべ」「どうぶつの赤ちゃん」　全時間・全板書
青山　由紀著

「思考」と「読み方」の系統指導をはかる入門期の説明文指導の決定版

ISBN: 9784491034867 頁数

ISBN:

国語 編著者名

刊行日 2018/8/24 税込定価

語源でおぼえる！小学校漢字
安次嶺　隆幸著/中野生活文化研究所監

「正しさを教える」から「楽しさを教える」漢字指導へ…　１年生の半ばから始まる小学校漢字は1,026字。

本書では、まず【１年生】【２年生】の漢字の語源を紹介。学年別指導のポイントや授業の進め方等ステップごとに【漢字学習の進め方】を丁寧に解説。

朝活や宿題にも使える、ダウンロードして授業で使えるワークシートが付録。
2,200円 判 型

シリーズ国語授業づくり　語彙
日本国語教育学会監/今村　久二編著/中村　和弘編著

日本国語教育学会が総力を挙げて国語授業づくりの基礎・基本を解説。待望の続編刊行！！

シリーズ国語授業づくり　作文
日本国語教育学会監/白石　壽文編著/権藤　順子編著

日本国語教育学会が総力を挙げて国語授業づくりの基礎・基本を解説。待望の続編刊行！！

シリーズ国語授業づくり　話す・聞く
日本国語教育学会監/植山　俊宏編著/山元　悦子編著/藤田　慶三編

日本国語教育学会が総力を挙げて国語授業づくりの基礎・基本を解説。待望の続編刊行！！

思考ツールで国語授業の「深い学び」
山本　茂喜編著

子どもたちが主体的に思考ツールを使いこなし、生き生きと考え表現する様子から、「深い学び」の具体的な姿が見えてくる！

ISBN: 9784491033914 頁数

ISBN: 9784491033921 頁数

税込定価

国語 編著者名

刊行日 2017/12/26 税込定価

国語 編著者名

刊行日 2017/8/4 税込定価

頁数

ISBN: 9784491035819 頁数

国語 編著者名

刊行日 2019/8/13 税込定価

判 型

判 型

2,310円 判 型

2,200円 判 型

9784491035291 頁数
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工藤　哲夫

B5 192

横浜市小学校国語教育研究会

B5 228

細水　保宏

四六 184

細水　保宏

B5 128

細水　保宏

B5 128

細水　保宏

B5 128

細水　保宏

B5 134

伊藤　幹哲

四六 194

算数あそび研究会

A5 128

細水　保宏

四六 176

加固　希支男

四六 184

平川　賢

四六 196頁数

刊行日 2020/4/30 税込定価

国語 編著者名

刊行日 2019/3/8 税込定価 2,750円 判 型

2,750円

265

266

判 型

小学校・中学校　学習用語で深まる国語の授業
工藤　哲夫編著/中村　和弘編著/片山　守道編著

「人物像」「象徴」などの用語を学習することで、子どもの学びが深まる実践15例！新学習指導要領対応の用語解説付き！

小学校国語科の系統的な指導がまるわかり！　「見方・考え方」を働かせる実践事例＆プラン
横浜市小学校国語教育研究会編

全学年の年間計画を掲載！2４の指導実践と40のプランを収録しており、小学校６年間の学びを見渡すのに最適！

ISBN: 9784491041018 頁数

269

270

中学年　研究授業で使いたい！算数教材２０
細水　保宏編著/佐藤　裕二編著/ガウスの会著

研究授業、参観授業、日々の授業で少し進んだ算数授業を実践したい人のためのおもしろ算数教材集。授業で盛り上がるポイントから板書や指導の展開などでわかりやすく解説している。授業に「ハテナ?」と「ナルホド! 」を盛り込めば、子どもが輝

くこと間違いなし!

算数 編著者名

刊行日 2012/3/23 税込定価

算数 編著者名

刊行日 2009/6/1 税込定価

267

268

低学年　研究授業で使いたい！算数教材２０
細水　保宏編著/大野　桂編著/ガウスの会著

研究授業、参観授業、日々の授業で少し進んだ算数授業を実践したい人のためのおもしろ算数教材集。授業で盛り上がるポイントから板書や指導の展開などでわかりやすく解説している。授業に「ハテナ？」と「ナルホド！」を盛り込めば、子どもが

輝くこと間違いなし！

1,760円 判 型

2,090円 判 型

2,090円 判 型

2,090円 判 型

高学年　研究授業で使いたい！算数教材２０
細水　保宏編著/ガウスの会著

研究授業、参観授業、日々の授業で少し進んだ算数授業を実践したい人のためのおもしろ算数教材集。授業で盛り上がるポイントから板書や指導の展開などでわかりやすく解説している。授業に「ハテナ?」と「ナルホド! 」を盛り込めば、子どもが輝

くこと間違いなし!

ISBN: 9784491028101 頁数

算数のプロが教える授業づくりのコツ

273

274

算数 編著者名

刊行日 2015/3/6 税込定価

算数 編著者名

刊行日 2013/9/6 税込定価

2,200円 判 型

271

272

算数 編著者名

刊行日 2012/3/23 税込定価

2,090円 判 型

参観授業で使いたい！算数教材３０
細水　保宏編著/ガウスの会執筆

「参観授業を行う際、参考になる教材や展開が載っている本があれば…」という方に最適の１冊。小学校１～６年の算数授業で使える、参観授業用の教材30本を集録。教材１本ごとに「教材について」「本時の指導」「板書例」を詳細。子ども

も保護者も先生も喜ぶ内容となっている。

ISBN: 9784491029665 頁数

判 型

算数 編著者名

刊行日 2017/1/27 税込定価

算数 編著者名

刊行日 2016/2/5 税込定価

275

276

これで解決！算数「教材・指導案・授業」づくり
平川　賢著

算数の授業づくりで知っておきたいことを解説。教材の作り方から指導案の書き方、学習指導のコツまで。あらゆる悩みを解決します！

ISBN: 9784491033075

算数 編著者名

刊行日 2015/2/27 税込定価 1,870円

1,980円 判 型

2,035円 判 型

ISBN: 9784491031873 頁数

算数のプロが教える学習指導のコツ
細水　保宏著

大好評算数のプロシリーズの学習指導編! 子どもが学習に向かう態度の育て方や算数好きにするテクニック、そして算数の内容についての指導法…と細水流の授業づくりの秘訣を大公開。「だったら…」という視点で指導を少し変えてみる。ちょっとし

た一言や工夫で子どもはグッと成長します。算数はもちろん、日々の授業や学級づくりで悩まれている方にも目から鱗の内容となっています。

なぜ算数の授業で子どもが笑うのか

細水　保宏著

本書は、算数のおもしろ教材を例示として紹介して、その作り方や使い方、そして授業の構成の方法までをわかりやすく丁寧に解説しています。また、算数を通したクラスづくりの方法、先生の価値観の伝え方なども、実際の経験談をもとに紹介。算

数を専門にされている先生はもちろん、算数が苦手な先生や若い先生にとっても、参考になるのではないでしょうか。

算数 編著者名

刊行日 2015/2/27 税込定価 1,815円 判 型

算数 編著者名

刊行日 2012/3/23 税込定価

国語

算数授業のユニバーサルデザイン
伊藤　幹哲著/礒部　年晃解説

算数授業を「焦点化」「視覚化」「共有化」、そして「オープンにする」ことで、子どもの様子ががらりと変わる。クラス全員が楽しく参加でき、「数学的な見方・考え方」を身につける算数授業を実現するための考え方が詰まった1冊。また、子どもを引きつ

け、算数の楽しさを実感させる、教材への「しかけ」10の方法を提案。

誰でもできる算数あそび６０
算数あそび研究会著

授業はもちろん、HRや休み時間、遠足でのオリエンテーションなどいつでもどこでも使えるあそびを集めた本。算数だけどゲームありパズルありと、とっても楽しく、先生と子どもが一緒に盛り上がれるものばかり。しかも、算数に必要な数感覚や図形感

覚、論理的な思考を養うあそびも入っているので使い勝手のいい一冊です。

ISBN: 9784491031064 頁数

ISBN: 9784491036601 頁数

ISBN: 9784491024790 頁数

ISBN: 9784491028088 頁数

ISBN: 9784491028095 頁数

編著者名

加固　希支男著

子どもが算数を楽しむ授業をするにはどうしたらよいか。算数を教える意味、子どもの笑顔が絶えない授業の作り方、教材研究の仕方など、授業をもっとよくするためにできる33のことを掲載。若い先生の悩みに応える授業づくりの入門書です。

ISBN: 9784491030975 頁数

ISBN: 9784491030999 頁数
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瀧ヶ平　悠史

A5 164

山本　良和

B5 120

お茶の水女子大学附属学校園 連携研究算数・数学部会

A5 160

中村　光晴

A5 184

赤井　利行

A5 140

西川　純

B5 150

西川　純

B5 154

西川　純

B5 140

西川　純

B5 154

西川　純

B5 132

西川　純

B5 124

山本　良和

B5 132

ISBN: 9784491033785 頁数

ISBN: 9784491033808 頁数

ISBN:

判 型

2,310円 判 型

2,310円 判 型

2,530円 判 型

2,310円 判 型

小学校算数『学び合い』を成功させる課題プリント集５年生
西川　純編著/木村　薫編著

子どもの学力を伸ばすための算数ワークシート。すぐに使える！コピーがしやすい！『学び合い』の授業にも最適です！

ISBN: 9784491035222 頁数

ISBN: 9784491035239 頁数

算数 編著者名

刊行日 2018/2/21 税込定価

2,200円 判 型

279

280

算数 編著者名

刊行日 2017/8/4 税込定価

算数 編著者名

刊行日 2017/7/5 税込定価

277

278

１４のしかけでつくる「深い学び」の算数授業
瀧ヶ平　悠史著

解けない問題を出したら、問題の条件を多くしたら・・・、授業づくりに本当に生かせる授業の「しかけ」を74の事例を用いて詳説。

2,035円 判 型

2,200円 判 型

2,090円 判 型

すべての子どもを算数好きにする「しかけ」と「しこみ」
山本　良和編著/子どもの心に「こだま」する算数授業研究会著

「しかけ」（短期の視点）と「しこみ」（長期の視点）を意識した授業で，すべての子どもが算数好きになる。

「データの活用」の授業
お茶の水女子大学附属学校園 連携研究算数・数学部会編著

小中高の統計の実践を掲載！　全学校種の教員に贈る統計指導のバイブル！

283

284

小学校算数『学び合い』を成功させる課題プリント集３年生
西川　純編著/木村　薫編著

子どもの学力を伸ばすための算数ワークシート。すぐに使える！コピーがしやすい！『学び合い』の授業にも最適です！

算数 編著者名

刊行日 2018/4/18 税込定価

算数 編著者名

刊行日 2018/2/23 税込定価 2,090円 判 型

2,310円

281

282

ISBN: 9784491035192 頁数

ISBN: 9784491035208 頁数

算数 編著者名

刊行日 2018/4/18 税込定価

2018/4/18 税込定価

算数 編著者名

刊行日 2018/4/24 税込定価

285

286

小学校算数『学び合い』を成功させる課題プリント集４年生
西川　純編著/木村　薫編著

子どもの学力を伸ばすための算数ワークシート。すぐに使える！コピーがしやすい！『学び合い』の授業にも最適です！

算数 編著者名

刊行日 2018/4/24 税込定価ISBN: 9784491035215 頁数

算数 編著者名

刊行日 2018/7/13 税込定価

算数 編著者名

刊行日 2018/4/18 税込定価

2,310円 判 型

287

288

2,310円 判 型

小学校算数『学び合い』を成功させる課題プリント集６年生
西川　純編著/木村　薫編著

子どもの学力を伸ばすための算数ワークシート。すぐに使える！コピーがしやすい！『学び合い』の授業にも最適です！

ISBN: 9784491035246 頁数

ISBN: 9784491035529 頁数

すべての子どもを算数好きにする「データ活用」の「しかけ」と「しこみ」
山本　良和編著/子どもの心に「こだま」する算数授業研究会著

「しかけ」（短期の視点）と「しこみ」（長期の視点）を意識した授業で，新領域「データの活用」の授業ができる！

思考過程を大切にする愉しい算数発問・指示づくり
中村　光晴著

「ノートづくり」「話し合いづくり」に続く，中村光晴流「愉しい算数」シリーズ第3弾！

成功する校内研修の進め方
赤井　利行編著

テーマの立て方、講師依頼の仕方、授業改善の取り組み方、公開研究会の進め方等、先生の悩みをすべて解決！

小学校算数『学び合い』を成功させる課題プリント集１年生
西川　純編著/木村　薫編著

子どもの学力を伸ばすための算数ワークシート。すぐに使える！コピーがしやすい！『学び合い』の授業にも最適です！

小学校算数『学び合い』を成功させる課題プリント集２年生
西川　純編著/木村　薫編著

子どもの学力を伸ばすための算数ワークシート。すぐに使える！コピーがしやすい！『学び合い』の授業にも最適です！

算数 編著者名

刊行日

9784491034584 頁数

ISBN: 9784491034591 頁数

ISBN: 9784491034904 頁数

算数 編著者名

刊行日 2018/2/13 税込定価
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山下　英俊

A5 120

新算数教育研究会

B5 212

新算数教育研究会

B5 212

新算数教育研究会

B5 220

新算数教育研究会

B5 206

新算数教育研究会

B5 220

新算数教育研究会

B5 204

加固　希支男

A5 128

山本　良和

B5 116

横浜市小学校算数教育研究会

B5 196

村田　辰明

四六 148

澤井　陽介

B5変 156

289

290

判 型

ISBN: 9784491036045 頁数

ISBN:

293

294

改訂新版　講座　算数授業の新展開　第４学年
新算数教育研究会編著

平成29年小学校学習指導要領 対応！ 算数教育を常にリードしてきた大学・小学校の先生たち、総勢208名による理論と実践！

算数 編著者名

刊行日 2019/6/20 税込定価

算数 編著者名

刊行日 2019/6/20 税込定価

291

292

改訂新版　講座　算数授業の新展開　第３学年
新算数教育研究会編著

平成29年小学校学習指導要領 対応！ 算数教育を常にリードしてきた大学・小学校の先生たち、総勢208名による理論と実践！

2,970円 判 型

2,970円 判 型

2,970円 判 型

2,970円 判 型

改訂新版　講座　算数授業の新展開　第５学年
新算数教育研究会編著

平成29年小学校学習指導要領 対応！ 算数教育を常にリードしてきた大学・小学校の先生たち、総勢208名による理論と実践！

ISBN:

297

298

算数 編著者名

刊行日 2019/3/15 税込定価

算数 編著者名

刊行日 2019/6/20 税込定価

2,200円 判 型

295

296

算数 編著者名

刊行日 2019/6/20 税込定価

2,970円 判 型

改訂新版　講座　算数授業の新展開　第６学年
新算数教育研究会編著

平成29年小学校学習指導要領 対応！ 算数教育を常にリードしてきた大学・小学校の先生たち、総勢208名による理論と実践！

9784491036892 頁数

ISBN: 9784491036908 頁数

判 型税込定価

社会 編著者名

刊行日 2016/3/31 税込定価

社会 編著者名

刊行日 2013/6/3 税込定価

299

300

子供の思考をアクティブにする社会科の授業
澤井　陽介編著

小学校社会科アクティブ・ラーニングの決定版！イラストで授業の進め方がわかる！子供の学びが深まる！

ISBN: 9784491032139

1,870円 判 型

2,200円 判 型

9784491029313 頁数

「割合」指導の３つの方略
山下　英俊編著/算数教育研究チーム「ベクトル」著

なぜ「割合」は難単元なのか？割合の種類の違いを押さえることや、割合を絵図や言葉で表すことなど、割合指導を助ける３つの新提案。

改訂新版　講座　算数授業の新展開　第１学年
新算数教育研究会編著

平成29年小学校学習指導要領 対応！ 算数教育を常にリードしてきた大学・小学校の先生たち、総勢208名による理論と実践！

改訂新版　講座　算数授業の新展開　第２学年
新算数教育研究会編著

平成29年小学校学習指導要領 対応！ 算数教育を常にリードしてきた大学・小学校の先生たち、総勢208名による理論と実践！

算数 編著者名

刊行日 2019/10/31

刊行日 2019/6/20 税込定価

2,970円

算数 編著者名

刊行日 2019/9/11 税込定価 2,200円 判 型

2,530円

算数

発想の源を問う
加固　希支男著

数学的な見方・考え方を顕在化させる！理論と実践で綴る、子供の力を最大限に引き出すための算数授業の作り方！

「数学的な見方・考え方」を働かせる子どもを育てる「しかけ」と「しこみ」
山本　良和編著/子どもの心に「こだま」する算数授業研究会著

子どものつぶやきから「数学的な見方・考え方」がわかる。『「しかけ」と「しこみ」』シリーズ第3弾。24事例を掲載。

数学的に考える資質・能力を育成する算数の授業
横浜市小学校算数教育研究会編著

数学的に考える資質・能力、見方・考え方、深い学びを取り入れた授業とは？Before・Afterで見やすく解説！

社会科授業のユニバーサルデザイン
村田　辰明著

授業のＵＤＢｏｏｋｓ待望の第２弾は社会科。「仲良くなりながら、わかる・できる！」を目指す具体的な活動内容、問答を紹介します。

ISBN: 9784491036922 頁数

ISBN: 9784491037820 頁数

ISBN: 9784491039510 頁数

ISBN:

2019/6/20 税込定価

算数 編著者名

刊行日 2018/10/29 税込定価 2,200円 判 型

頁数

9784491036854 頁数

ISBN: 9784491036861 頁数

ISBN: 9784491036878 頁数

ISBN: 9784491036885 頁数

編著者名

算数 編著者名

刊行日
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由井薗　健

四六 180

澤井　陽介

B5変 184

由井薗　健

A5 148

粕谷　昌良

A5 128

梅澤　真一

A5 96

山下　真一

A5 168

私立小学校社会科研究会

B5 138

森田　和良

B5変 160

溝邊　和成

A5 132

松森　靖夫

A5 168

楠木　宏

四六 144

露木　和男

四六 184

9784491032535 頁数

ISBN: 9784491034379 頁数

ISBN: 9784491034881 頁数

社会 編著者名

刊行日 2017/6/7 税込定価

301

一人ひとりが考え、全員でつくる社会科授業
由井薗　健著

社会科は,問題解決的な学習を通して社会認識を深め,「みんなが幸せになるためにどうすればよいのか」問い続けていく教科である。本書では,子どもたち「一人ひとり」が思考・判断する「考える社会科授業」を,クラス「全員でつくりあげていく」道筋を

示す。

2,090円 判 型

304

305

刊行日 2019/7/18 税込定価

刊行日 2018/3/23 税込定価

社会 編著者名

302

303

小学校社会科　学習指導案文例集
澤井　陽介編著/廣嶋　憲一郎編著

『授業の見方』の著者・澤井陽介先生編集の新刊！新学習指導要領対応・小学校社会科学習指導案（全単元）の書き方が早わかり！

由井薗健の「深い学び」をつくる社会科授業　３年
由井薗　健著

小学校社会科授業における「深い学び」とは何か。「問い続ける子ども」をキーワードに，五つの実践を通して解き明かす。

社会 編著者名

2,310円 判 型

2,090円 判 型

判 型

ISBN: 9784491037158 頁数

ISBN: 9784491037165 頁数

理科 編著者名

刊行日 2016/7/22 税込定価

308

309

小学校理科アクティブ・ラーニングの授業展
森田　和良編著/日本初等理科教育研究会著

小学校理科アクティブ・ラーニングの決定版！新しい問題解決学習で実現する実感を伴った納得のある理解へ！だから深い学びが生まれる

社会 編著者名

刊行日 2020/2/25 税込定価

社会 編著者名

刊行日 2019/6/13 税込定価

306

307

2,200円 判 型

1,300円 判 型

2,200円 判 型

1,870円 判 型

小学校理科「深い学び」につながる授業アイデア６４
溝邊　和成編著

子どもたちの主体的な思考を引き出し、「深い学び」につなげる授業アイデアを６４例紹介！すぐにでも真似できる思考スキルが満載！

ISBN:

理科 編著者名

刊行日 2018/4/10 税込定価

理科 編著者名

刊行日 2018/3/7 税込定価

1,870円 判 型

310

311

理科 編著者名

刊行日 2017/12/8 税込定価

2,200円 判 型

新訂　平成２９年版学習指導要領対応　理科教育入門書
松森　靖夫編著/森本　信也編著

「理科が苦手な私でも、子どもに教えられるの？」そんな不安を抱く学生や若い先生に向けた易しい理科教育入門書

312

判 型

粕谷昌良の「深い学び」をつくる社会科授業　４年
粕谷　昌良著

小学校社会科授業における「深い学び」とは何か。「アナザーストーリー」をキーワードに，五つの実践を通して解き明かす。

梅澤真一の「深い学び」をつくる社会科授業　５年
梅澤　真一著

小学校社会科授業における「深い学び」とは何か。「価値判断・意思決定」をキーワードに，六つの実践を通して解き明かす。

山下真一の「深い学び」をつくる社会科授業　６年
山下　真一著

小学校社会科授業における「深い学び」とは何か。「わくわくする教材開発」をキーワードに，八つの実践を通して解き明かす。

これだけは身につけよう！社会科の基礎・活用
私立小学校社会科研究会編著

新学習指導要領対応！社会科で身につけたい基礎が学べる。活用できるワークブック！

ISBN: 9784491040769 頁数

簡単！時短！理科授業の効率アップ術
楠木　宏著

理科が苦手な先生にこそ読んでほしい、最強のお助け本が登場！余計な手間をかけずに、確実な効果を生む簡単時短テクニックが満載！

「やさしさ」の教育
露木　和男著

本当に大切なのは、見えないものを見ようとする「やさしさ」。子どもたちのセンス・オブ・ワンダーが輝く授業を創造する珠玉の一冊。

ISBN: 9784491035062 頁数

ISBN: 9784491036137 頁数

理科 編著者名

刊行日 2019/7/1 税込定価 2,090円

ISBN: 9784491033662 頁数

ISBN: 9784491035093 頁数

ISBN: 9784491037141 頁数

ISBN: 9784491037172 頁数

社会 編著者名

刊行日 2019/6/13 税込定価

社会 編著者名

刊行日 2019/6/13 税込定価 1,980円 判 型

1,870円
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後藤　一彦

B5 180

白旗　和也

B5 208

鈴木　大地

四六 326

日本サッカー協会

B5 158

西川　純

A5 116

中村　賢

B5 96

加藤　宣行

B5 164

赤堀　博行

四六 240

坂本　哲彦

四六 168

加藤　宣行

B5 144

赤堀　博行

A5 232

田沼　茂紀

四六 304

判 型

2,860円 判 型

1,760円 判 型

2,310円 判 型

2,310円 判 型

『学び合い』で上達する体育の授業
西川　純編著

子ども同士が教え合い、学び合う！　一人も見捨てない！　ぜひ体育の授業に『学び合い』のスタイルを！

頁数

ISBN: 9784491036519 頁数

ISBN: 9784491036953 頁数

体育 編著者名

刊行日 2018/9/10 税込定価

体育

税込定価

314

315

だれでもどこでも泳げるようになる！水泳大全
鈴木　大地編著/藤本　秀樹編著/鳥海　崇著/奥野　景介著/加藤　健志著/高橋淳一郎著/黒滝　美音子著/榎本　至著/野口　智博著/萩原　隆次郎著

鈴木大地(スポーツ庁長官・ソウル五輪金メダリスト)らが送る水泳テキストの決定版 泳げるようになりたい方、より上達したい方、子どもに水泳を教えたい方に最良のテキスト

ISBN: 9784491035772

体育 編著者名

刊行日 2009/4/1 税込定価 2,640円

体育 編著者名

313

318

319

体育 編著者名

刊行日 2019/4/9 税込定価

体育 編著者名

刊行日 2019/5/14 税込定価

316

317

小学校体育　新・サッカー指導の教科書
日本サッカー協会著

【日本サッカー協会公式】新学習指導要領 完全対応版！小学校体育で行うボールけりゲーム、ミニサッカー、サッカー指導を解説。

2,200円 判 型

「脚のつけ根軸」でコントロール！みんなができる！器械運動の指導
中村　賢著

器械運動指導24年のプロが教える！ 「脚のつけ根」の６つのポイントで子どもの技能がグングン伸びる！

ISBN:

道徳授業を変える　教師の発問力
加藤　宣行著

「いいことを言っているのだけど、どこか空々しい」「実生活に結びつかない」道徳授業に「壁」を感じる。しかし、少し発問の方向を工夫するだけで、道徳の授業は確実に変わる。扉が開かれ、新たな世界が拓かれ、心が啓かれる。教師も子どもたちと

一緒に「ああ、なるほど! 」と膝を打つ授業は、この一冊から始まる。

ISBN: 9784491027784 頁数

道徳

322

323

これからの道徳教育と「道徳科」の展望
赤堀　博行監/荻原　武雄編著/荒木　徳也編著/生越　詔二編著/波岡　輝男編著/長谷　徹編著/後藤　忠編著

本書では、「特別の教科　道徳」で示された内容項目、重要事項、授業の充実に資する教材、道徳科の評価について徹底的に解説した。

道徳 編著者名

刊行日 2014/7/23 税込定価

道徳 編著者名

刊行日 2013/10/24 税込定価 2,090円 判 型

1,980円

320

321

判 型

2,530円 判 型

2,420円 判 型

道徳授業で大切なこと
赤堀　博行著

本書は、資料提示の工夫、発問・話合いの工夫、板書・書く活動の工夫など、教師として知っておきたい道徳授業のポイントを簡単解説！

道徳授業のユニバーサルデザイン
坂本　哲彦著

「授業のUD Books」待望の第4弾。「道徳授業のユニバーサルデザイン」とは,すべての子どもが楽しく「考える・わかる」ように授業を工夫・配慮することです。焦点化,視覚化,共有化,身体表現化で,全員が参加・活動できる授業づくりをめざします。

子どもが、授業が、必ず変わる！「一期一会の道徳授業」
加藤　宣行編著/岡田　千穂編著

「一期一会の道徳授業」で，「特別の教科　道徳」が，子どもにとっても教師にとっても，本当に「特別な」授業になる。

ISBN: 9784491029672

道徳 編著者名

刊行日 2017/8/10 税込定価

324

道徳科授業のつくり方
田沼　茂紀編著

わかる！できる！たのしい！「深い学び」の授業改善で指導が変わる！評価が変わる！だから、子供の学びが輝く！

2,200円 判 型ISBN: 9784491033952 頁数

ISBN: 9784491032382 頁数

イラストとカードで見る水泳指導のすべて
後藤　一彦編著/菅原　健次編著/古家　眞編著

学校での水泳指導の考え方や、授業の進め方、事故防止、健康管理、施設管理等、水泳指導のすべてを網羅。

これだけは知っておきたい「低学年指導」の基本
白旗　和也編著

本書は難しいとされる小学校低学年の体育の充実のため、イラストをもとに主体的・協働的な授業を提案。全教員必読の書！

ISBN: 9784491024264 頁数

税込定価

道徳 編著者名

刊行日 2016/8/5 税込定価

9784491040523 頁数刊行日 2020/3/5 税込定価

2,860円 判 型

編著者名

刊行日 2016/7/4

編著者名

刊行日 2012/2/15 税込定価

頁数

ISBN: 9784491030401 頁数

ISBN: 9784491032573 頁数

ISBN: 9784491032900 頁数

道徳 編著者名

刊行日 2016/11/17
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坂本　哲彦

四六 212

田沼　茂紀

B5変 144

堀　哲夫

B5 144

岡田　京子

B5変 106

笠　雷太

B5 144

鈴木　渉

B5変 112

筑波大学附属小学校音楽科教育研究部

B5 136

鈴木　明子

A5 168

日本特別活動学会

A5 204

筒井　恭子

B5 156

田村　学

B5 120

須本　良夫

A5 212

ISBN: 9784491036694

判 型

2,420円 判 型

2,420円 判 型

1,980円 判 型

2,420円 判 型

三訂　キーワードで拓く新しい特別活動
日本特別活動学会編

特別活動、学校行事の理論と実践がわかる!特別活動の基礎・基本から最新知見までを学生や初任者にもわかりやすく解説。

ISBN: 9784491036793 頁数

道徳 編著者名

刊行日 2019/3/11 税込定価

2,420円 判 型

刊行日 2020/7/17

326

327

道徳 編著者名

刊行日 2018/1/11 税込定価

325

2,090円 判 型

2,420円 判 型

「分けて比べる」道徳科授業
坂本　哲彦著

「分けて比べる」で道徳授業UDが深まる！

［小学校］道徳科授業スタンダード
田沼　茂紀編著

パッケージ型ユニットで、子供の「思考」が働き「学び」が深まる！カリマネを意識した年間計画、「通知表記入文例」も充実！

ISBN: 9784491034324 頁数

税込定価

図工 編著者名

刊行日 2020/7/31 税込定価 2,090円 判 型

2,475円

328

329

道徳 編著者名

刊行日 2019/7/18 税込定価

332

小学校道徳科の指導＆評価
堀　哲夫編著/中國　昭彦編著/甲府市立千塚小学校著

OPPAで道徳授業に革命を！子ども自身の記述を通知表所見に活用。子ども、教師、保護者が笑顔になる道徳授業を始めましょう！

その子は、なにを描こうとしたのか？
岡田　京子 著/106ページ/B5変判

本書は、5０名を越えるさまざまな人（幼稚園生、小学生、中学生、大学生、留学生、いろんな国の人たち、地域の人たち、図画工作教育関係者、保護者、いろんな仕事の人など）と、子供の絵を見ながら「子供がどんなことを感じ、考え、思い

描きながらその絵を描いていったか」をみんなで想像し探っていった旅の記録である。自分でなにかを考え、それを表現してみるということ。そしてそれを受け取ることを通して、思いがけず見つかる自分自身へのまなざしや「世界」への理解。さぁ、子供た

ちの絵から、あなたはなにを見る？

子どもが世界に触れる瞬間
笠　雷太 著/144ページ/B5判

自然に触れる，材質に触れる，イメージに触れる，時間に触れる，友だちのよさに触れる……。「触れる」ことから図画工作科の授業は始まる。「触れる」をキーワードに「つくり，つくりかえ，つくる」授業と子どもたちの変化に迫った実践を記録する

333

コンピテンシー・ベイスの家庭科カリキュラム
鈴木　明子編著

コンピテンシー・ベイスの理論とともに小学校・中学校・高等学校の家庭科授業実践１３本掲載

音楽 編著者名

刊行日 2016/2/10 税込定価

音楽 編著者名

刊行日 2009/3/1 税込定価

330

331

音楽の力×コミュニケーションでつくる音楽
筑波大学附属小学校音楽科教育研究部編著

子ども×音楽、子ども×子ども、子ども×教師――目指すは、音楽の力を媒介として様々なベクトルのコミュニケーションが生まれる授業をつくること! 「生きる知恵、共生…音楽の授業は可能性の宝庫だ! 」NHKドラマ「あまちゃん」テーマ作曲・大友

良英氏推薦!

教師のためのピアノ伴奏法入門
鈴木　渉著

歌唱共通教材全24曲を完全網羅。1曲につき3つの伴奏法を提案。自分の技能レベルに合わせて難易度を選べる。

336

生活・総合・特別活動 編著者名

刊行日 2015/6/17 税込定価

家庭 編著者名

刊行日 2020/10/1 税込定価

2,200円 判 型

334

335

家庭 編著者名

刊行日 2019/8/26 税込定価

2,530円 判 型

小学校家庭科　資質・能力を育む学習指導と評価の工夫
筒井　恭子 編著/156ページ/B5判

新学習指導要領における小学校家庭科の授業づくりはどうあるべきか。家庭科における資質・能力，見方・考え方，主体的・対話的で深い学び，指導計画の作成，指導と評価の一体化についての理解が深まる1冊。授業づくりのモデルプラン

15事例を掲載。
ISBN: 9784491041148 頁数

生活・総合・特別活動 編著者名

刊行日 2018/3/26 税込定価 2,530円 判 型

家庭 編著者名

刊行日 2019/7/18 税込定価

図工

生活・総合アクティブ・ラーニング
田村　学編著/みらいの会著

次期学習指導要領改訂の要（かなめ）となるアクティブ・ラーニングの手法を明解に提示

生活科で子どもは何を学ぶか
須本　良夫編著

新学習指導要領対応！基本を押さえた生活科の入門書。大学用のテキストにも最適です！

ISBN: 9784491031293 頁数

ISBN: 9784491035031 頁数

ISBN: 9784491031989 頁数

ISBN: 9784491036328 頁数

頁数

ISBN: 9784491037264 頁数

ISBN: 9784491036441 頁数

ISBN: 9784491037189 頁数

ISBN: 9784491024301 頁数

編著者名
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森川 正樹

四六 176

二宮　龍也著、野地　泰次著、府川　孝著

B5 102

栗田　正行

四六 200

学級づくりを楽しむ会

B5 112

学級づくりを楽しむ会

B5 112

桂　聖

B5 106

栗田　正行

四六 192

森川 正樹

四六 176

栗田　正行

A5 128

松村　英治

四六 208

松村　英治

四六 224

立石　泰之

四六 192

9784491030005 頁数

ISBN: 9784491030012 頁数

ISBN:

判 型

1,980円 判 型

1,980円 判 型

2,090円 判 型ISBN: 9784491035161 頁数

学級経営 編著者名

刊行日 2014/3/14 税込定価

1,925円

337

判 型

学級経営 編著者名

刊行日 2014/2/18 税込定価

学級経営 編著者名

刊行日 2013/12/16 税込定価

338

339

「時間」を生み出す教師の習慣
栗田　正行著

本書は、時間管理の考えの鍵となる「TIMEの法則」や、日々の学校生活で使える時間を生み出すワザを実践的にまとめた一冊！

ISBN: 9784491029894

学級経営 編著者名

刊行日 2013/3/1 税込定価 1,870円

1,650円 判 型

1,925円 判 型

ISBN: 9784491029832 頁数

二宮　龍也著、野地　泰次著、府川　孝著

事務連絡用紙に終わらせない、教師の心と技を保護者と子どもに届ける学級だよりの文例とは？本書では、4月から3月まで、季節や学校行事にそって、学級・学年だよりの文例を豊富に掲載。家庭とは違う子どもの姿や仲間と共に育ち合う様子

を知らせ、学校行事や活動の意義を伝え、ときには子育ての極意や子どもの心の見取り方も伝授する。

頁数

342

343

学級経営 編著者名

刊行日 2014/3/7 税込定価

学級経営 編著者名

刊行日 2014/3/7 税込定価

340

341

１年生　ワクワク学級づくり
学級づくりを楽しむ会著

本書は、１年生の指導のコツを分かりやすく簡単に実践できるよう解説。付録には362点収録のイラストカットCD－ROM付き。

2,420円 判 型

2,420円 判 型

2,090円 判 型

２年生　ワクワク学級づくり
学級づくりを楽しむ会著

本書は、２年生の指導のコツを分かりやすく簡単に実践できるよう解説。付録には362点収録のイラストカットCD－ROM付き。

授業のユニバーサルデザインを目指す　「安心」「刺激」でつくる学級経営マニュアル

9784491030128 頁数

ISBN: 9784491030845 頁数

桂　聖編著/川上　康則編著/村田　辰明編著/授業のユニバーサルデザイン研究会関西支部著

特別支援教育の視点で行う学級経営。すべての子どもを支える教師の1日。「安心と刺激があるクラス」とは、どのようなクラスなのか、どのようにつくっていくのかを、具体的に紹介。

ISBN:

346

347

学びに向かって突き進む！　１年生を育てる
松村　英治著

１年生は侮れない！彼らには、思いがけない「資質・能力」の原石がある！そのありったけの力を磨きあげる［授業?学級］づくり

学級経営 編著者名

刊行日 2016/2/22 税込定価

学級経営 編著者名

刊行日 2015/3/27 税込定価 1,870円 判 型

1,760円

344

345

ISBN: 9784491031125 頁数

ISBN: 9784491031842 頁数

ISBN: 9784491033211 頁数

ISBN: 9784491034577 頁数

学級経営

学級経営 編著者名

刊行日 2018/5/10 税込定価

348

子どもの「学びに向かう力」を支える教師の「動き」と「言葉」
立石　泰之著/松尾　剛著

教師の「動き」と「言葉」の背景には，必ず教師の「観」がある！　学習指導のヒントが満載！

あたりまえだけどなかなかできない教師のすごい仕事術
森川 正樹著

朝日新聞「花まる先生」に著者出演、人気教師が教える「言葉がけ」「学級づくり」「授業づくり」のコツを大公開！子どもが「すぐに行動したくなる言葉」とは？「ほめる」も「叱る」もその目的は同じ！？読めば納得、意識するだけで子どもが変わる50

の方法。

子どもと保護者の心に届く学級・学年だより

ISBN: 9784491029122 頁数

保護者の心をつかむ「言葉」のルール
栗田　正行著

本書は、保護者との関係を築く鍵となる「PARENTSの法則」、保護者をファンにする話し方・書き方など言葉の技術が満載！

このユーモアでクラスが変わる教師のすごい指導術！
森川 正樹著

大好評「すごい！」シリーズ、今作は「ユーモア」をベースにした指導術！こんな注意の仕方があったのか！子どもたちが一番聞きたい「話題」とは？小さな「サプライズ」が大きな信頼関係を生むetc.少しの工夫とアイデアで子どもの笑顔と笑い声が増

える！

図解できる先生の勉強法できる先生の人脈術
栗田　正行著

できる先生はどのように学び、どのように人脈を広げているのか。先生としての資質を向上させるための具体例を図解を交え紹介！

「学びに向う力」を鍛える学級づくり
松村　英治著/相馬　亨著

学習プロセスの質的改善が、学びに向かう学級をつくる！授業を見合おう！仲間とつくる成長する学級が深い学びの苗床！

編著者名

刊行日 2018/2/1 税込定価

学級経営 編著者名

刊行日 2017/2/15 税込定価

学級経営 編著者名

刊行日 2015/3/2 税込定価 判 型
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田中　ゆり子

A5 176

奥村　高明

四六 232

田中　博史

四六 164

入内嶋　周一

B5 128

原口　直

A5 144

小貫　悟

四六 160

西川　純

四六 172

筑波大学附属小学校　情報・ICT活動研究部

B5 148

西川　純

四六 232

平野　朝久

四六 166

嶋野　道弘

四六 264

トレイシー・E・ホール

A5 262

9784491033402 頁数2017/3/22 税込定価

2,035円 判 型

2,200円 判 型

クラスマナー入門
田中　ゆり子編著/山田　誠編著

クラスマナーは子どもと教師を輝かせる魔法のレッスン

ISBN: 9784491035345 頁数

350

351

学級経営 編著者名

刊行日 2018/6/4 税込定価

349

2,200円 判 型

マナビズム
奥村　高明著

学力観ではなく、学力そのものがカタチを変えている！子供自らが「概念」を形成する学びの姿とは？

ISBN: 9784491035499

教師にも瞬発力・対応力が必要です

354

355

『学び合い』を成功させる教師の言葉かけ
西川　純著

様々なケースに対応した「言葉かけ」の事例。最初の1週間、3ヶ月、それ以降…「1人も見捨てない!」クラスにするために教師ができる24のこと。『学び合い』の実践者による感動の体験談も収録!

学級経営 編著者名

刊行日 2020/8/3 税込定価

学級経営 編著者名

刊行日 2019/12/6 税込定価 2,200円 判 型

1,650円

352

353

判 型

1,870円 判 型

1,980円 判 型

ISBN: 9784491037653 頁数

ISBN: 9784491042619 頁数

ISBN: 9784491030111

358

359

学習指導・教育課程・教育学 編著者名

刊行日 2017/2/23 税込定価

学習指導・教育課程・教育学 編著者名

刊行日 2016/6/2 税込定価

356

357

筑波発教科のプロもおすすめするＩＣＴ活用
筑波大学附属小学校　情報・ICT活動研究部編著

「ICTをもっと気軽に！」「ICTをもっと身近に！」。ICTの特性を各教科の授業に活かした実践例を多数紹介。

1,980円 判 型

2,035円 判 型

1,760円 判 型

私は『学び合い』にこれで失敗し、これで乗り越えました。
西川　純編著

全国に広がる『学び合い』の実践。その中で失敗するパターンは決まっています。そこで失敗例とそれを乗り越えた成功例を集めました。

はじめに子どもありき
平野　朝久著

「授業というのは、この私が目の前の子どもとともに創っていくものである」と提案する著者の子ども観、授業観をまとめた名著を新装。

ISBN: 9784491033235

9784491034331 頁数

頁数

ISBN:

学習指導・教育課程・教育学 編著者名

刊行日 2018/3/14 税込定価 2,530円 判 型

360

ISBN: 9784491035086 頁数

小学校国語科　若い先生のための子どもが輝くいい授業づくり
入内嶋　周一監/よこはま国語の会「若僧の会」編著

教材文・単元についての教材研究から実際の授業の進め方まで、この一冊で物語文の授業づくりを網羅！

ＹｏｕＴｕｂｅで授業／学級経営やってみた！
原口　直 著/144ページ/A5判

保護者が子どもたちにYouTubeを視聴させている割合は72.1％（2020年3月末・ＳＣデジタルメディアと東北新社調べ）。子どもたちにとって身近なYouTube、授業／学級経営に使えるんです！明日から使える37の実践事例を紹介。

授業のユニバーサルデザイン入門
小貫　悟著/桂　聖著

授業は「論理」を教えよう。授業は「山場」から逆算してつくる。授業は「3段構え」で!特別支援教育の視点を教科教育に取り入れる!

学習指導・教育課程・教育学 編著者名

刊行日 2018/1/18 税込定価

学習指導・教育課程・教育学 編著者名

刊行日

学びの哲学
嶋野　道弘著

時代を超えて変わらない、誰もが認める「いい授業」がある！自由自在に紡がれる「深い学び」の授業づくり

ＵＤＬ　学びのユニバーサルデザイン
トレイシー・E・ホール編著/アン・マイヤー編著/デイビッド・H・ローズ編著/バーンズ亀山静子訳

注目のUDL＝学びのユニバーサルデザインを日本初、本格的な解説と実践の具体を紹介。

ISBN:

2018/8/1

頁数

ISBN: 9784491035802 頁数

学級経営 編著者名

刊行日

田中　博史著

田中博史流学級・授業づくりと芸人さんとの対談から学ぶ教師のトーク力の鍛え方！

税込定価

学級経営 編著者名

刊行日 2018/7/3 税込定価

1,540円 判 型

頁数

ISBN: 9784491030913 頁数

ISBN: 9784491032283 頁数

学習指導・教育課程・教育学 編著者名

刊行日 2015/2/18 税込定価

学習指導・教育課程・教育学 編著者名

刊行日 2014/4/11 税込定価
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石井　英真

四六 232

松井　賢二

A5 112

中津　浩喬

A5 144

中島　雅子

A5 128

一般社団法人　IWA JAPAN

B5 108

安野　功

四六 196

内田 良  著

四六 256

柳瀬　泰

A5 180

荻上チキ

四六 264

田中　博史

四六 182

アネット・ブロー

四六 220

ケン・ロビンソン

四六 362

判 型

1,980円 判 型

1,870円 判 型

2,750円 判 型

1,980円 判 型

2,200円 判 型

「いじめ」をなくす！
一般社団法人　IWA JAPAN著

本書では、「予防するいじめ」へと転換するため、科学的根拠のある予防プログラムを考案・実践！　子ども、教師、保護者必読の１冊。

教務主任の仕事整理術
安野　功著

最大のミッションは学力の向上！教員を多忙にしてしまうムリ・ムダ・ムラをなくし若手を育てる。だから教育活動が充実する！

頁数

ISBN: 9784491037288 頁数

ISBN: 9784491037547 頁数

ISBN:

学習指導・教育課程・教育学

362

363

先生のための問題解決
中津　浩喬著/辻　健監

忙しい先生にこそ「問題解決能力」が必要だ！Where→Why→Howの３ステップで山積みの課題を最速解決するアタマをつくる！

ISBN: 9784491036939

学習指導・教育課程・教育学 編著者名

刊行日 2018/7/30 税込定価 2,035円

361

ISBN: 9784491036731 頁数刊行日 2019/4/25 税込定価

生徒指導・教育相談・進路指導
松井　賢二編著/横山　知行編著

「問題解決のための取組」と「予防的な取組」を両輪とした生徒指導・教育相談・進路指導の基礎・基本を平易に解説する。

編著者名

刊行日 2019/9/4 税込定価

学習指導・教育課程・教育学 編著者名

刊行日 2019/8/9 税込定価

364

365

自己評価による授業改善
中島　雅子著

指導と評価の一体化は、「自己評価」で実現できる！「一枚ポートフォリオ評価OPPA」を活用した授業改善を提案する一冊。

学習指導・教育課程・教育学 編著者名

刊行日 2019/4/15 税込定価

刊行日 2017/4/26 税込定価 2,310円 判 型

1,650円

368

369

学校経営 編著者名

刊行日 2017/7/24 税込定価

学校経営 編著者名

刊行日 2016/7/15 税込定価

1,540円 判 型

366

367

判 型

9784491032511

編著者名

刊行日 2019/3/8 税込定価

学校経営 編著者名

刊行日 2018/8/1 税込定価

370

371

世界基準の教師の育て方
アネット・ブロー著/ハリー・ウォン著/稲垣みどり訳

本書では、New Teacher Induction（新任教師のトレーニングを行い、サポートし、定着させる）の全容を解説。

2,090円 判 型

2,420円 判 型

学校経営 編著者名

刊行日 2019/4/10 税込定価

372

ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＳＣＨＯＯＬＳ
ケン・ロビンソン著/ルー・アロニカ著/岩木　貴子訳

TED史上最高の5600万回再生数！ 創造性を生み出す教育とは？ 世界最先端の学校を見続けてきた著者が語る。

2,640円 判 型ISBN: 9784491036663 頁数

学習指導・教育課程・教育学 編著者名

授業改善８つのアクション
石井　英真編著

地方だからできる…地方なのにできる…ではない！全国どこの学校でも、教師が本気になれば必ずできる授業改善のすべて

ISBN: 9784491035475 頁数

頁数

ISBN: 9784491033334 頁数

ISBN: 9784491033365 頁数

ISBN: 9784491035574 頁数

ISBN: 9784491035758 頁数

ISBN: 9784491036588 頁数

ブラック部活動
部活動問題を世に広く問い、一大議論を巻き起こしている著者が、数年間のエビデンス分析から部活動に潜む矛盾と社会構造を鋭く示す。

やさしく、深く、面白く、伝わる校長講話
柳瀬　泰著

「やさしく、深く、面白く」をモットーに、問題に向き合う素直な心を育てる校長講話を70話収録。

ブラック校則
荻上チキ編著/内田　良編著

“生まれつき茶・金髪の高校生の2割が黒く染めさせられている”“女子生徒の下着の色を検査され、没収さえされる”“指導対象の生徒に授業を受けさせない”“年功序列で非合理的な「部則」”その指導に合理的な理由はあるのか?どのようにブラッ

ク校則を変えていけるのか?

スクールリーダーが知っておきたい６０の心得
田中　博史著/柳瀬　泰著/土居　英一著/宮本　博規著

校長、管理職、そして若きスクールリーダーに贈る学校を元気にする秘策！

学校経営 編著者名

刊行日 2018/7/30 税込定価

学校経営 編著者名

学校経営
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Daniel T. Willingham

四六 384

高階　玲治

B5 160

大阪教育大学附属池田小学校

B5 84

大南 英明

B5 130

大南　英明

B5 130

大南　英明

B5 130

石塚　謙二

B5 112

石塚　謙二

B5 135

石塚　謙二

B5 134

石塚謙二

B5 160

石塚謙二

B5 160

石塚　謙二、明官　茂

B5 132

頁数

ISBN: 9784491040820

学校経営 編著者名

[定番テキスト]特別支援教育

学校経営 編著者名

刊行日 2019/4/16 税込定価

2,970円 判 型

Daniel T. Willingham著/恒川　正志訳

「脳科学」に基づいた授業改善！　──　世界最高の認知心理学者がおくる衝撃のベストセラー教育書、ついに日本上陸！
373

2,530円 判 型

教師の勝算

ISBN: 9784491036823 頁数

刊行日 2007/2/1 税込定価

刊行日 2017/11/10 税込定価 1,760円 判 型

1,430円 判 型

375

376

刊行日 2008/6/1 税込定価

学校経営 編著者名

編著者名

374

見てわかる！教務担当マニュアル
高階　玲治

教務担当の役割を明確化し、さらに「見てわかる」ように図を多用。また、職務内容それぞれについてチェックリストを提示し、職務遂行にPDCAがやりやすいように配慮。

学校における安全教育・危機管理ガイド
大阪教育大学附属池田小学校著

大阪教育大学附属池田小学校が積み重ねてきた21の「安全科」の授業、学校全体での安全管理・不審者対応訓練の進め方を掲載!

ISBN: 9784491023380 頁数

ISBN: 9784491034263 頁数

[定番テキスト]特別支援教育 編著者名

刊行日 2013/8/9 税込定価

379

380 石塚　謙二監/太田　正己監

「家族」「食事と健康」「被服」「安全で快適な住まい」の章立てで構成。家庭や社会での自分の役割を考え、学校生活を卒業後、社会の一員として主体的に生きていくために必要な基礎知識を写真やイラストを交えてわかりやすく紹介していま

す。

ISBN: 9784491029498 頁数

[定番テキスト]特別支援教育 編著者名

刊行日 2007/1/1 税込定価

[定番テキスト]特別支援教育 編著者名

刊行日 2007/2/1 税込定価 1,430円 判 型

1,430円

377

378

ISBN: 9784491029481 頁数

判 型

1,430円 判 型

[定番テキスト新刊]特別支援教育 編著者名

刊行日 2021/2/4 税込定価

[定番テキスト]特別支援教育 編著者名

刊行日 2013/7/23 税込定価

381

382

くらしに役立つ保健体育
石塚　謙二監/太田　正己監

さまざまなスポーツのルールや習得法を紹介することで運動をすることの大切さが理解できるように構成し、また心と体の発達についてや、けがや病気に対する処置法なども解説。生涯をとおして心身ともに健康なくらしをおくるために必要な知識を学び

ます。

[定番テキスト]特別支援教育 編著者名

刊行日 2013/7/23 税込定価 1,430円 判 型

1,430円 判 型

1,650円 判 型

くらしに役立つソーシャルスキル
石塚　謙二監

「くらしに役立つ」シリーズ、待望の「ソーシャルスキル」遂に刊行！

ISBN: 9784491029504 頁数

ISBN: 9784491040813

[定番テキスト新刊]特別支援教育 編著者名

刊行日 2021/2/4 税込定価

[定番テキスト新刊]特別支援教育 編著者名

刊行日 2021/4/5 税込定価

1,650円 判 型

383

384

1,650円 判 型

くらしに役立つ英語
石塚　謙二監

「くらしに役立つ」シリーズ、待望の「英語」遂に刊行！

くらしに役立つ音楽
石塚　謙二監

「くらしに役立つ」シリーズ、待望の「音楽」遂に刊行！定番教材から、人気のポップスや映画の主題歌、舞台芸術など、幅広い教材を掲載。［歌唱］［器楽］［創作］［鑑賞］の領域をアイコン化、項目ごとに示すことで学習のポイントが一目

瞭然、身近な物を使った楽器作り、手話で歌う「故郷」など、アイデアあふれる授業を提案します。

くらしに役立つ国語
大南　英明代表編集

「読む」「書く」「話す」「聞く」をバランスよく配置しました。どの単元でも基礎基本を重視し、生活に必要な言語能力の育成をめざした構成となっています。また、目的や場に応じたコミュニケーション能力やソーシャルスキルにも重点をおいています。

くらしに役立つ社会
大南　英明編集代表

身近な題材をもとに、社会のきまりやしくみについて関心や理解を深められる内容となっています。また、「働く人を守る法律」や「就労・生活支援センターの利用」等、在学中はもとより、卒業後の社会生活に役立つ項目も分かりやすく解説していま

す。

くらしに役立つ数学
大南　英明編集代表

「基礎編」と「生活編」に分かれています。「基礎編」は「数と計算」や「量と測定」等、系統的な内容からなっています。また、「生活編」は、実生活に沿った内容で、数学の授業はもとより、生活単元学習や特別活動等でも活用できる内容で構成し

ています。

くらしに役立つ理科
石塚　謙二監/太田　正己監

「くらしに役立つ」シリーズ、待望の「理科」が発売。健康なくらし、自然とくらし、便利なくらしをキーワードにまとめました。

くらしに役立つ家庭

ISBN: 9784491022284 頁数

ISBN: 9784491022291 頁数

ISBN: 9784491022307 頁数

頁数

ISBN: 9784491040837 頁数
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明官　茂

B5 74

明官　茂

B5 98

全日本特別支援教育研究連盟

B5 200

大南　英明

四六 168

大南　英明

四六 168

大南　英明監修、吉田　昌義監修、石塚　謙二監修　他

四六 208

大南　英明監修、吉田　昌義監修、石塚　謙二監修　他

四六 236

大南　英明監修、吉田　昌義監修、石塚　謙二監修　他

四六 168

大南　英明監修、吉田　昌義監修、石塚　謙二監修　他

四六 208

佐藤　愼二

A5 124

佐藤　愼二

A5 116

樋口　一宗

四六 224頁数

2017/11/27 税込定価 880円 判 型

880円

385

386

判 型

389

390

改訂版　障害のある子ども国語　読む・書く
特別支援教育にかかわる先生方からご好評をいただいたシリーズを全面改訂。小学部から高等部までの国語(読むこと・書くこと)の領域に関して,「個別の指導計画」を柱とし,障害のある子どもたちが楽しみながらスモールステップで学べる実践事例

を集めた。

特別支援教育 編著者名

刊行日 2013/9/2 税込定価

特別支援教育 編著者名

刊行日 2013/3/4 税込定価

387

388

改訂版　障害のある子ども国語　聞く・話す
特別支援教育にかかわる先生方からご好評をいただいたシリーズを全面改訂。小学部から高等部までの国語(聞くこと・話すこと)の領域に関して,「個別の指導計画」を柱とし,障害のある子どもたちが楽しみながらスモールステップで学べる実践事例

を集めた。

2,860円 判 型

1,870円 判 型

1,870円 判 型

2,090円 判 型

改訂版　障害のある子ども算・数　数と計算
特別支援教育にかかわる先生方からご好評をいただいたシリーズを全面改訂。小学部から高等部までの算数・数学（数と計算）の領域に関して，「個別の指導計画」を柱とし，障害のある子どもたちが楽しみながらスモールステップで学べる実践

事例を集めた。

ISBN: 9784491029733 頁数

393

394

特別支援教育 編著者名

刊行日 2013/9/2 税込定価

特別支援教育 編著者名

刊行日 2013/9/2 税込定価

1,870円 判 型

391

392

特別支援教育 編著者名

刊行日 2013/9/2 税込定価

2,200円 判 型

改訂版　障害のある子ども算・数　量と測定
特別支援教育にかかわる先生方からご好評をいただいたシリーズを全面改訂。小学部から高等部までの算数・数学（量と測定）の領域に関して，「個別の指導計画」を柱とし，障害のある子どもたちが楽しみながらスモールステップで学べる実践

事例を集めた。

ISBN: 9784491029740 頁数

判 型

改訂版　障害のある子どものための図画工作
特別支援教育にかかわる先生方からご好評をいただいたシリーズを全面改訂。小学部から高等部までの図画工作・美術の領域に関して，「個別の指導計画」を柱とし，障害のある子どもたちが楽しみながらスモールステップで学べる実践事例を集

めた。

改訂版　障害のある子どものための体育・保

特別支援教育 編著者名

刊行日 2015/2/26 税込定価

特別支援教育 編著者名

刊行日 2015/2/26 税込定価

395

396

あの子のつまずきを「見える化」する方法
樋口　一宗著

本書では、子どもたちが学習する上で、いったい「何に」つまずいているかを明らかにするとともに、そのうえで、「どんな」お手当ができるのかを、障害の有無に限らず「読み書き計算」を苦手な子どもたちを対象とした指導方法を紹介します。

ISBN: 9784491031026

特別支援教育 編著者名

刊行日 2014/3/20 税込定価 1,815円

1,815円 判 型

2,200円 判 型

ISBN: 9784491030852 頁数

くらしに役立つワーク　国語
明官　茂監

累計１０万部突破！全国の特別支援学校で使用されているテキストの完全準拠版ワーク遂に刊行！

くらしに役立つワーク　数学
明官　茂監

累計１０万部突破！全国の特別支援学校で使用されているテキストの完全準拠版ワーク遂に刊行！

特別支援教育　学級経営１２か月　特別支援学校
全日本特別支援教育研究連盟編

特別支援教育充実の基盤に学級経営の充実は不可欠です。本書は，すべての子どもが生き生きと学べる学級になることを目指し，実際に現場で取り組まれているアイデアを素材として，学級経営の基本的な事柄やポイント，実践事例などを

紹介しています。

特別支援教育にかかわる先生方からご好評をいただいたシリーズを全面改訂。小学部から高等部までの体育・保健体育の領域に関して，「個別の指導計画」を柱とし，障害のある子どもたちが楽しみながらスモールステップで学べる実践事例を集

めた。

実践　通常学級ユニバーサルデザインⅠ
佐藤　愼二著

通常学級の特別支援教育の始点は学級経営です。問題行動を起こす必要のない充実した学級経営を目指すのがユニバーサルデザインです。

実践　通常学級ユニバーサルデザインⅡ
佐藤　愼二著

前書を基盤に、ユニバーサルデザインによる授業づくりと保護者との連携の実践上のポイントを提案！今日からすぐに使える実践書です。

ISBN: 9784491029757 頁数

ISBN: 9784491029764 頁数

ISBN: 9784491030029 頁数

特別支援教育 編著者名

刊行日 2013/9/2 税込定価 2,090円 判 型

ISBN: 9784491033600 頁数

ISBN: 9784491033617 頁数

ISBN: 9784491029061 頁数

ISBN: 9784491029719 頁数

ISBN: 9784491029726 頁数

特別支援教育 編著者名

刊行日 2013/9/2 税込定価

特別支援教育 編著者名

刊行日 2017/11/27 税込定価

[定番テキスト新刊]特別支援教育 編著者名

刊行日
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丹野　哲也

B5 136

小貫　悟

B5 164

丹野　哲也

B5 144

佐藤　愼二

A5 80

全日本特別支援教育研究連盟

B5 136

全日本特別支援教育研究連盟

B5 180

丹野　哲也

B5 140

丹野　哲也

B5 184

名古屋　恒彦

A5 240

大越　和孝

B5 232

福井　秀明

B5変 168

くすのきしげのり

その他・規格外 32

丹野　哲也監修/全国特別支援学校知的障害教育校長会編

授業，部活動，パラリンピック，スペシャルオリンピックスなど，知的障害児・者のためのスポーツ実践を紹介。細川佳代子氏推薦。

ISBN: 9784491031248 頁数

ISBN: 9784491031347 頁数

ISBN:

判 型

2,200円 判 型

特別支援教育 編著者名

刊行日 2016/9/28 税込定価

1,540円

399

400

特別支援教育 編著者名

刊行日 2015/7/28 税込定価

特別支援教育 編著者名

刊行日 2015/6/16 税込定価

397

398

特別支援学級だからこそできること
丹野　哲也監修/全国特別支援学級設置学校長協会編

特別支援学級には，通常の学級では十分にできない指導をすることができる条件が揃っている。「少人数で行う指導」「異学年集団を生かした指導」「障害特性に応じた指導」「交流及び共同学習の実践」など，「特別支援学級だからこそでき

る」実践を紹介する。

2,200円 判 型

2,640円 判 型

2,200円 判 型

クラスで行う「ユニバーサル・アクティビティ」
小貫　悟編著/イトケン太ロウ著/神田　聡著/佐藤　匠著

すべての子どものソーシャルスキルを育てるために，「ユニバーサル・アクティビティ」「コーチング」「シミュレーション」「トレーニング」の四つを連動させた育成プログラムを提案する。学校生活の場面に応じた166点のエクササイズを掲載。

知的障害児・者のスポーツ

9784491032696 頁数

403

404

知的障害教育におけるカリキュラムマネジメント
丹野　哲也編著/武富　博文編著

すべては授業改善のために！　管理職が行うべき「カリマネ」がある。担任にしかできない「カリマネ」がある。

特別支援教育 編著者名

刊行日 2017/6/6 税込定価

特別支援教育 編著者名

刊行日 2017/5/15 税込定価 2,420円 判 型

2,860円

401

402

ISBN: 9784491033648 頁数

ISBN: 9784491034164 頁数

ISBN: 9784491035109 頁数

特別支援教育 編著者名

刊行日 2018/5/21

407

408

幼児保育 編著者名

刊行日 2018/1/29 税込定価

特別支援教育 編著者名

刊行日 2018/7/27 税込定価

405

406

アップデート！各教科等あわせた指導
名古屋　恒彦編著

新学習指導要領のキーワードをふまえ，「各教科等を合わせた指導」のさらなる充実の方向を提案！

2,420円 判 型

３～５歳児の自信を育む運動あそび
福井　秀明 著

本書では、日頃より私たちが体操の現場指導に実践している「知的好奇心を高めつつ、さらに飽きさせない様々な取組」の数々を紹介します。

ISBN: 9784491040462

2,530円 判 型

2,970円 判 型

【改訂新版】言葉とふれあい、言葉で育つ
大越　和孝編著/安見　克夫編著/高梨　珪子編著/野上　秀子編著/齋藤　二三子編著

保育内容「言葉」領域のテキストに最適！

ISBN: 9784491035567 頁数

ISBN:

[ 児童書 ] 売れ筋 編著者名

刊行日 2019/3/29 税込定価

ぼくはなきました
くすのきしげのり作/石井　聖岳絵

学校がもっと好きになる絵本シリーズ、第4弾！待望の新作?

1,430円 判 型

逆転の発想で魔法のほめ方・叱り方
佐藤　愼二著

逆転の発想による魔法の保育・教育実践の書

生活単元学習　春夏秋冬
全日本特別支援教育研究連盟編

新学習指導要領でいっそうの充実が求められる「生活単元学習」。本書では，全国のすぐれた実践を，季節ごとに紹介している。写真やイラストを豊富に掲載し，単元の組み方から展開の実際，評価のポイントまで，わかりやすく解説する。

「Q&A」も必読！

作業学習　不易流行
全日本特別支援教育研究連盟編

新学習指導要領でいっそうの充実が求められる「作業学習」。本書では，全国のすぐれた実践を，作業種ごとに紹介している。写真やイラストを豊富に掲載し，製品の作り方から単元展開の実際，評価のポイントまで，わかりやすく解説する。

「Q&A」も必読！

「日常生活の指導」の実践
丹野　哲也監修/全国特別支援学校知的障害教育校長会編著

将来の社会参加・自立に向けた基礎的な力の育成を図る「日常生活の指導」。これを「キャリア発達」の視点から捉え直した取組を紹介する。「登校」から「帰りの会」まで，一日の場面ごとに分類した事例を27点掲載。新学習指導要領の該当

箇所も抜粋。

ISBN: 9784491033327 頁数

ISBN: 9784491033570 頁数

税込定価

特別支援教育 編著者名

刊行日 2017/9/15 税込定価

特別支援教育 編著者名

刊行日 2017/2/28 税込定価

頁数

ISBN: 9784491034492 頁数

幼児保育 編著者名

刊行日 2020/7/21 税込定価

判 型

2,750円 判 型

9784491034348 頁数

38 / 42 ページ



2021年版　教育図書一覧
作成基準日2021年1月15日

※ご注文は出入りの書店様・事業者様にお問い合わせ下さい。

くすのきしげのり

その他・規格外 32

くすのきしげのり

その他・規格外 32

くすのきしげのり

その他・規格外 32

北川　チハル

A5 64

北川　チハル

A5 64

北川　チハル

A5 64

東洋館出版社編集部

B5変 256

奈須　正裕

A5 180

吉田　裕久

A5 158

安野　功

A5 176

清水　美憲

A5 192

片平　克弘

A5 164頁数

刊行日 2018/4/6 税込定価

児童書 編著者名

刊行日 2018/4/6 税込定価 1,430円 判 型

1,430円

409

410

判 型

いまからともだち
くすのきしげのり作/たるいしまこ絵

学校がもっと好きになる絵本シリーズ、第１弾！ 青少年読書感想文全国課題図書「メガネをかけたら（小学館）」のコンビの最新作！

ぼくとマリナちゃん
くすのきしげのり著/稲葉　卓也絵

学校がもっと好きになる絵本シリーズ、第２弾！ 男女でケンカになってしまったユウトのクラス！仲直りできるのか！？

ISBN: 9784491034478 頁数

413

414

はじめての　ハリキリにっちょくにんじゃ　おかしっこ学校はじめ組
北川　チハル作/公文　祐子絵

『おかしっこ学校はじめ組』第２巻！　はじめての日直に立候補したせんべいくん。だけどやる気が空回りしてしまって……

児童書 編著者名

刊行日 2020/3/27 税込定価

児童書 編著者名

刊行日 2018/4/6 税込定価

411

412

はじめての　ドキドキにゅうがくしき　おかしっこ学校はじめ組
北川　チハル作/公文　祐子絵

『おかしっこ学校はじめ組』第１巻！　入学式で友達をつくる気満々のアイスちゃん。なのにガムくんと大騒動になってしまって……

1,430円 判 型

1,430円 判 型

1,430円 判 型

1,430円 判 型

はじめての　ぷるぷるプール　おかしっこ学校はじめ組
北川　チハル作/公文　祐子絵

『おかしっこ学校はじめ組』第３巻！　プールの時間。水が苦手なプリンちゃんは、大はしゃぎのワッフルくんとふたり組になり……

ISBN: 9784491039701 頁数

おさがり

417

418

新学習指導要領ポイント総整理 編著者名

刊行日 2017/9/12 税込定価

新学習指導要領ポイント総整理 編著者名

刊行日 2017/4/28 税込定価

1,430円 判 型

415

416

児童書 編著者名

刊行日 2020/3/27 税込定価

2,035円 判 型

平成２９年版小学校新学習指導要領ポイント総整理
新旧対照表で改訂のポイントがひと目でわかる!「新設事項」「改訂の理由」を明示。「現行との変更箇所」を強調表示。中教審答申の「改訂の具体的事項」を明示。改訂に関わる「重要キーワード」を解説。

ISBN: 9784491033587 頁数

判 型

新学習指導要領ポイント総整理 編著者名

刊行日 2017/10/3 税込定価

新学習指導要領ポイント総整理 編著者名

刊行日 2017/9/12 税込定価

419

420

平成２９年版　小学校新学習指導要領ポイント総整理　理科
片平　克弘編著/塚田　昭一編著

「理科」は「何が」「どのように」変わったのか？　今次の改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わる先生方が執筆！

ISBN: 9784491034003

新学習指導要領ポイント総整理 編著者名

刊行日 2017/9/12 税込定価 1,870円

2,090円 判 型

1,870円 判 型

ISBN: 9784491033990 頁数

平成２９年版　小学校新学習指導要領ポイント総整理　社会
安野　功編著/加藤　寿朗編著/中田　正弘編著/唐木　清志編著/石井　正広編著/児玉　大祐編著/小倉　勝登編著

「社会」は「何が」「どのように」変わったのか？　今次の改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わる先生方が執筆！

平成２９年版　小学校新学習指導要領ポイント総整理　算数

くすのきしげのり作/北村　裕花絵

学校がもっと好きになる絵本シリーズ、第３弾！ モノを大切にする心を、大切にする絵本。

新学習指導要領ポイント総整理 編著者名

刊行日 2017/10/3 税込定価 1,870円 判 型

児童書 編著者名

刊行日 2020/3/27 税込定価

児童書

平成２９年版　小学校新学習指導要領ポイント総整理　総則
奈須　正裕編著

「総則」は「何が」「どのように」変わったのか？　今次の改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わる先生方が執筆！

平成２９年版　小学校新学習指導要領ポイント総整理　国語
吉田　裕久編著/水戸部　修治編著

「国語」は「何が」「どのように」変わったのか？　今次の改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わる先生方が執筆！

ISBN: 9784491033983 頁数

ISBN: 9784491034461 頁数

ISBN: 9784491034485 頁数

ISBN: 9784491039688 頁数

ISBN: 9784491039695 頁数

編著者名

清水　美憲編著/齊藤　一弥編著

「算数」は「何が」「どのように」変わったのか？　今次の改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わる先生方が執筆！

ISBN: 9784491033969 頁数

ISBN: 9784491033976 頁数
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久野　弘幸

A5 144

山下　薫子

A5 160

阿部　宏行

A5 172

鈴木　明子

A5 132

岡出　美則

A5 200

大城　賢

A5 154

永田　繁雄

A5 158

黒上　晴夫

A5 162

杉田　洋

A5 140

津金　美智子

A5 174

全日本特別支援教育研究連盟

A5 144

風呂内　亜矢

四六 200

ISBN: 9784491034010 頁数

ISBN: 9784491034027 頁数

ISBN:

判 型

1,870円 判 型

1,870円 判 型

1,870円 判 型

2,200円 判 型

平成２９年版　新幼稚園教育要領ポイント総整理　幼稚園
津金　美智子編著

「幼稚園教育要領」はどのように変わったのか？　改訂の趣旨、改訂のキーワードを新教育要領作成に関わる先生方が執筆！

ISBN: 9784491034096 頁数

ISBN: 9784491034102 頁数

新学習指導要領ポイント総整理 編著者名

刊行日 2017/10/20 税込定価

1,870円 判 型

423

424

新学習指導要領ポイント総整理 編著者名

刊行日 2017/10/3 税込定価

新学習指導要領ポイント総整理 編著者名

刊行日 2017/9/12 税込定価

421

422

平成２９年版　小学校新学習指導要領ポイント総整理　生活
久野　弘幸編著

「生活」は「何が」「どのように」変わったのか？　今次の改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わる先生方が執筆！

2,090円 判 型

1,870円 判 型

1,870円 判 型

平成２９年版　小学校新学習指導要領ポイント総整理　音楽
山下　薫子編著

「音楽」は「何が」「どのように」変わったのか？　今次の改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わる先生方が執筆！

平成２９年版　小学校新学習指導要領ポイント総整理　図画工作
阿部　宏行編著

「図画工作」は「何が」「どのように」変わったのか？　改訂の趣旨、改訂のキーワードを新しい図画工作科が目指すもの先生方が執筆！

427

428

平成２９年版　小学校新学習指導要領ポイント総整理　総合的な学習の時間
黒上　晴夫監

「総合」はどのように変わったのか？　改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わる先生方が執筆！

新学習指導要領ポイント総整理 編著者名

刊行日 2017/10/20 税込定価

新学習指導要領ポイント総整理 編著者名

刊行日 2017/12/18 税込定価 2,090円 判 型

1,870円

425

426

ISBN: 9784491034065 頁数

ISBN: 9784491034072 頁数

新学習指導要領ポイント総整理 編著者名

刊行日 2017/10/20 税込定価

2017/12/15 税込定価

新学習指導要領ポイント総整理 編著者名

刊行日 2017/12/18 税込定価

429

430

平成２９年版　小学校新学習指導要領ポイント総整理　特別活動
杉田　洋編著

「特別活動」はどのように変わったのか？　改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わる先生方が執筆！

新学習指導要領ポイント総整理 編著者名

刊行日 2017/9/12 税込定価ISBN: 9784491034089 頁数

新刊 編著者名

刊行日 2020/9/16 税込定価

新学習指導要領ポイント総整理 編著者名

刊行日 2018/10/12 税込定価

1,980円 判 型

431

432

1,870円 判 型

平成２９年版　特別支援学校　新学習指導要領ポイント総整理　特別支援教育
全日本特別支援教育研究連盟編著

特別支援教育は「何が」「どのように」変わったのか？　改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わる先生方が執筆！

ISBN: 9784491035796 頁数

ISBN: 9784491041124 頁数

先生でも学べる「お金」の基本
風呂内　亜矢監、栗田　正行著

本書で伝えたいのは、先生という仕事に寄り添った「お金」の知識やスキルです。それは、実際に現場で働いている先生やお金のプロでなければ書けません。ＣＦＰ資格を持つ風呂内亜矢氏と現役高校教師の栗田正行氏による、先生の給与・退

職金、不動産、株式、iDeCo、つみたてNISA、保険、投資信託―「知っておくと損をしない!」資産形成アイデアをまとめました。

平成２９年版　小学校新学習指導要領ポイント総整理　家庭
鈴木　明子編著

「家庭」は「何が」「どのように」変わったのか？　改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わる先生方が執筆！

平成２９年版　小学校新学習指導要領ポイント総整理　体育
岡出　美則編著/植田　誠治編著

「体育」は「何が」「どのように」変わったのか？　改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わる先生方が執筆！

平成２９年版　小学校新学習指導要領ポイント総整理　外国語
大城　賢編著

「外国語」「外国語活動」はどのように変わったのか？　改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わる先生方が執筆！

平成２９年版　小学校新学習指導要領ポイント総整理　特別の教科道徳
永田　繁雄編著

「道徳」はどのように変わったのか？　改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わる先生方が執筆！

新学習指導要領ポイント総整理 編著者名

刊行日

9784491034034 頁数

ISBN: 9784491034041 頁数

ISBN: 9784491034058 頁数

新学習指導要領ポイント総整理 編著者名

刊行日 2017/10/3 税込定価
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東洋館出版社編集部

A5 176

日本キャリア教育学会

A5 272

青木　幹勇

四六 184

理科おもしろゼミ

B5 120

奈須　正裕

A5 252

中尾　豊喜

A5 320

鎌田　賢二、藤代　圭一 著

四六判 232

須貝　誠

四六 168

福岡　亮治

四六 128

筒井　恭子

B5 152

中原　淳

四六 248

田中　裕一

B5 144

433

434

判 型

ISBN: 9784491041537 頁数

ISBN:

437

438

ポスト・コロナショックの授業づくり
奈須　正裕 編著/252ページ/A5判

コンピテンシー・ベイスの授業で、どんな状況下でも学びを止めない。全国の小・中学校に見る「学びの本質」15の提案。

新刊 編著者名

刊行日 2020/12/1 税込定価

新刊 編著者名

刊行日 2020/10/1 税込定価

435

436

ベストな展開が選べる！　小学校理科　「フローチャート型」授業ガイド
理科おもしろゼミ編著

「教科書どおりの実験結果にならない」「使いたい器具が理解室にない」

「目に見えない事物・現象の説明の仕方が難しい」「ICTを活用した授業を行いたい」……。

フローチャートに沿って展開を選択することで，理科授業での子どもと教師の「困った」を解決！

2,420円 判 型

2,200円 判 型

2,200円 判 型

2,310円 判 型

総合的な学習の時間・総合的な探究の時間と特別活動の方法
中尾　豊喜編著

「総合的な学習の時間」「総合的な探究の時間」「特別活動」の新学習指導要領における目標の理解とその実践例を掲載。 本書は教育課程を併せ持つ大学の授業科目のテキスト仕様となっています。 巻末には教育に関わる国際条約や国内

法、監督省庁のガイドラインの判例も収録。 「総合的な学習の時間」「総合的な探究の時間」「特別活動」をイチから学び、優れた実践をもとに 教育者としてのキャリア形成、さらには志の醸成につながる1冊となっています。

ISBN:

441

442

新刊 編著者名

刊行日 2021/2/15 税込定価

新刊 編著者名

刊行日 2021/3/19 税込定価

1,980円 判 型

439

440

新刊 編著者名

刊行日 2020/9/18 税込定価

1,980円 判 型

教えない指導―子どもの主体的な学びを引き出すしつもんメンタルトレーニング
鎌田　賢二、藤代　圭一 著

しつもんメンタルトレーニングは、自分のなかに眠る未知なる力を発見できる最良のメソッド！

だから子どもも教師も共に成長できる！

9784491042923 頁数

ISBN: 9784491043500 頁数

判 型税込定価

新刊 編著者名

刊行日 2021/1/13 税込定価

新刊 編著者名

刊行日 2021/1/15 税込定価

443

444

「通級による指導」における自立活動の実際
田中　裕一　監修/全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会　編著

通級による指導では，自立活動の6区分27項目の内容を参考にして指導目標や指導内容を定めることとされている。

それでは，自立活動の内容に即した指導とはどのようなものか？

31の実践事例をもとに，発問・指示や教材，留意点等を具体的に紹介する。
ISBN: 9784491041179

1,870円 判 型

2,200円 判 型

9784491043258 頁数

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
東洋館出版社編集部編/赤坂　真二著/内田　良著/小川　雅裕著/加固　希支男著/川上　康則著/川越　豊彦著/喜名　朝博著/黒崎　洋介著/酒井　郎著

学校再開に備えるための必須テーマに対し、研究者、NPO法人、管理職、教諭、専門職、教育の最前線を支える関係者から25の提言。

新版　キャリア教育概説
日本キャリア教育学会編

日本キャリア教育学会が総力を挙げて編集した概説書を12年ぶりに改訂。基礎的な理論から最新の実践，歴史的な経緯，諸外国の動向まで，この1冊でキャリア教育のエッセンスがすべてわかる！　研究者はもとより，カウンセラーや進路指導

担当者も必携。

復刻版　第三の書く
青木　幹勇著

青木幹勇の代表作『第三の書く』を復刻。青木が提唱する「第三の書く」「視写」「脱発問」「変身作文」等の学習指導法は，読むことと書くことの力にとどまらず，思考力と表現力の育成に生きる。コンピテンシー重視の今こそ，まさに読まれるべき

1冊である。

新刊 編著者名

刊行日 2021/1/22

刊行日 2020/9/18 税込定価

3,135円

新刊 編著者名

刊行日 2021/1/29 税込定価 1,870円 判 型

2,530円

新刊

５年目までに身につけておきたい！ 若手教師の働き方
須貝　誠 著

非効率な「がんばり」から、効率的な「がんばり」へマインド・リセット！逆算思考で時間効率を上げる！

元芸人が教える「笑って学ぶ」小学校理科
福岡　亮治著

楽しくなければ理科じゃない！

子どもも教師も楽しく学ぶのが一番！楽しく（エンターテイメント）＋学ぶ（エデュケーション）という意味の「エデュテイメント」。

理科の授業はまさにエデュテイメントの宝庫！元お笑い芸人の福岡先生が、誰でもマネできる「笑える理科授業」のコツを伝授します。

中学校技術・家庭科 家庭分野 資質・能力を育む学習指導と評価の工夫
筒井　恭子 編著

中学校家庭科の新しい授業づくりがわかる！

新学習指導要領における中学校家庭科の授業づくりはどうあるべきか。

家庭科における資質・能力，見方・考え方，主体的・対話的で深い学び，指導計画の作成，指導と評価の一体化についての理解が深まる1冊。

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

異例の全国一斉休校。わたしたちに、「そのとき」起きていたこと――。立教大学共同研究［学びを支えるプロジェクト］（代表：中原淳）は、早期から新型コロナウイルス感染症対策としての「全国一斉休校」渦中の生徒、保護者、教員、

NPO法人など、あらゆる当事者の証言とデータ分析による実態把握を実施。

そこから見えてきた現在進行形で動く「ウィズ・コロナの学び」の挑戦の記録。再び、学びをとめないために、作戦会議をしませんか。

ISBN: 9784491040578 頁数

ISBN: 9784491043241 頁数

ISBN: 9784491041155 頁数

ISBN:

2020/9/7 税込定価

新刊 編著者名

刊行日 2020/6/10 税込定価 1,870円 判 型

頁数

9784491042640 頁数

ISBN: 9784491042817 頁数

ISBN: 9784491042879 頁数

ISBN: 9784491042916 頁数

編著者名

新刊 編著者名

刊行日
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秋山　貴俊

A5 178

白石　範孝

B5 152

日本教育社会学会

A5 200

桂　聖

B5 96

楠　博文

A5 204

新刊 編著者名

刊行日 2020/12/14 税込定価

445

誰でもできる！オンライン学級のつくり方
秋山　貴俊　編著

本書はGIGAスクール構想の完全実施を目前に、コロナ禍で休校中にオンラインで行ってきたことをわかりやすくかつ詳細にまとめています。

学校での体制づくりからパソコンが苦手な教師との研修会や保護者会の開き方、さらにはZoomを使ったレクリエーションや主要教科での授業実践など、子供が授業内容に関心をもてるような動画撮影のコツから実際の動画まで紹介します。

2,090円 判 型

448

449

刊行日 2020/11/30 税込定価

刊行日 2020/12/15 税込定価

新刊 編著者名

446

447

白石範孝の「教材研究」
白石　範孝 著

新教材も定番教材もこれ１冊でOK！

国語授業の達人白石範孝による新教材、定番教材の教材分析を大公開。

珠玉の手書き教材分析図は必見！

教育社会学研究　第107集
日本教育社会学会　編

『教育社会学研究 第107集』では，論稿を６本，研究レビューを１本掲載。

研究レビューのテーマは「教育とテクノロジー」??

新刊 編著者名

2,420円 判 型

2,057円 判 型

判 型

ISBN: 9784491039480 頁数

ISBN: 9784491042947 頁数

授業のユニバーサルデザイン vol.12
桂　聖、石塚　謙二、廣瀬　由美子、小貫　悟、日本授業UD学会　編著

小貫悟先生・名越斉子先生他ご執筆「多様な学び方が生きる授業」とバーンズ亀山静子先生と桂聖先生によるUDL授業への挑戦を特集！

今だからこそ「学びのエキスパート」を育てるために、「多様な学び方を生かすUDL」について考える！

20代で知っておきたい算数授業のつくり方
楠　博文 著

算数が苦手な先生でも算数教育を楽しめる！算数の授業づくりについて内容から心構えまでわかりやすく解説。「なぜ、算数を学ぶのか」「算数を楽しむコツ」など、ベテランから若手まで手に取りやすい一冊となっています。

ISBN: 9784491042909 頁数

ISBN: 9784491041032 頁数

ISBN: 9784491042978 頁数

新刊 編著者名

刊行日 2020/10/30 税込定価

新刊 編著者名

刊行日 2020/11/26 税込定価 2,310円 判 型

2,200円
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