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学級経営
■学級経営17の鉄則 学事出版 1,728 円
■アクティブ・ラーニングの土壌を育む 

菊池流学級づくり　1・2・3年／4・5・6年
喜楽研 各 1,944円

■「みんな」の学級経営　1～6年生 東洋館出版社 各 1,944円

■世界最高の学級経営 東洋館出版社 2,484 円
■図解実践 世界最高の学級経営 東洋館出版社 2,376 円
■学級集団づくりのゼロ段階 図書文化社 1,512 円
■明日からできる 速効マンガ3年生の

学級づくり　（3月下旬発売予定）

日本標準 予価 2,160 円

■子どもがやる気になる! 教室掲示とレイ
アウト目的別アイデア集　CD-ROM付き

ナツメ社 2,138 円

■1分・3分・5分でできる学級あそび105 喜楽研 1,944 円
■1分・3分・5分でできる学級あそび102 喜楽研 1,944 円
■ベテラン教師が教えるクラスがまとまる！

目的別かんたん学級あそび100
ナツメ社 1,728 円

■ベテラン教師が教える目的別スグでき！
学級あそびベスト100

ナツメ社 1,728 円

■教室はまちがうところだ 子どもの未来社 1,620 円

教師力アップ
■教師人生を変える！話し方の技術 学陽書房 1,836円

■成果を上げて5時に帰る教師の仕事術 学陽書房 1,728円

■教育の効果 図書文化社 3,996円

■TEACHER'S LOG NOTE 2019 フォーラム・A 2,160円

■スクールプランニングノート2019
ユニバーサル／小学校教師向け／中学・高校教師向け
／教頭・副校長・教務主任向け

学事出版 2,160～
2,916 円

授業づくり
■全時間の授業展開で見せる
「考え、議論する道徳」 小学校1・2年／
小学校3・4年／小学校5・6年／中学校

学事出版 各 2,484円

■加藤宣行の道徳授業実況中継 東洋館出版社 2,160円

■「特別の教科 道徳」で大切なこと 東洋館出版社 1,998円

■「現代的な課題」に取り組む道徳授業 図書文化社 2,592円

■とっておきの道徳授業　16 日本標準 2,160円

■やるべきことがスッキリわかる！
考え、議論する道徳授業のつくり方・評価

学陽書房 2,052円

■道徳の評価で大切なこと 東洋館出版社 2,268円

■中学校「特別の教科 道徳」の評価
通知表所見の書き方&文例集

日本標準 2,160円

■答えのない道徳の問題 どう解く? ポプラ社 1,620円

■国語科授業のトリセツ フォーラム・A 2,052円

■全授業の板書例と展開がわかるDVDからすぐ使える 
まるごと授業国語　上 1～6年

喜楽研 3,132～
3,564円

■全授業の板書例と展開がわかるDVDからすぐ使える
映像で見せられる まるごと授業社会　3・4年上
／3・4年下／5年／6年

喜楽研 各 3,672円

■全授業の板書例と展開がわかるDVDからすぐ使える
映像で見せられる まるごと授業理科
新版　3～6年　(4月上旬発売予定)

喜楽研 予価 各 3,672円

■小学校の先生のための 
Classroom English

東洋館出版社 1,836円

■小学校体育簡単！授業で役立つ！
イラスト＆学習カードCD-ROM

東洋館出版社 2,376円

■深い学び 東洋館出版社 2,138円

■深い学びを育てる思考ツールを活用した
授業実践

小学館 1,728円

■子どもが発言したくなる！対話の技術 学陽書房 1,728円

■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

東洋館出版社 1,998円

■まいにち！『学び合い』 フォーラム・A 2,052円

■子どもの力を引き出す自主学習ノート
実践編

ナツメ社 1,620円

※文部科学省『小学校／中学校 学習指導要領・指導要領解説』
　各種取り揃えております 103～475 円

特別活動
■コロコロドミノ装置 いかだ社 1,512円

■100円ショップで
うきうき手づくりおもちゃ

いかだ社 1,512円

■まるごと鬼ごっこ いかだ社 1,512円

■子どもの体力・運動能力がアップする
体つくり運動&トレ・ゲーム集

ナツメ社 1,944円

■ビブリオバトルハンドブック 子どもの未来社 1,080円

ファックス資料集 ・ プリント
■ふりかえりシート付き教科書算数プリント

基礎編／標準編／徹底習熟編　1～4年
5～6年（4月発売予定）

喜楽研 各 1,706円

■3段階STEP別算数文章題プリント
1～6年

喜楽研 各 1,598円

■陰山メソッド徹底反復「百ます計算」 小学館 540円

■陰山メソッド徹底反復「プレ百ます計算」 小学館 540円

■小学校の先生がつくった！朝学プリント
計算　小学 1･2／3・4／5・6 年生

清風堂書店 各 1,944円

■教科書にそって学べる国語教科書
プリント 光村図書版　小学1～6年

喜楽研 各 2,376円

■国語あそびファックス資料集　改訂版
小学校 1・2年生／3・4年生／5・6年生

民衆社 各 1,944円

特別支援教育
■通常学級で役立つ算数障害の理解と指導法 学研プラス 1,944円

■ゆっくりていねいに学びたい子のための
漢字ワーク　①／②-1／②-2

喜楽研 各 1,944円

■ゆっくりていねいに学びたい子のための
ひらがなワーク

喜楽研 2,700円

■ゆっくりていねいに学べる
どの子もわかる算数プリント　1-①～6-①

喜楽研 各 1,944円



● 5千円以上お買い上げのお客様は無料にて宅配を承ります。 ● お電話、e-hon、FAXでのご注文も承ります。
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■上田しおだ野店
10268-29-5254 
FAX:29-5245

■伊那店
10265-96-7755
FAX:96-7756

■佐久インターウェーブ店
10267-77-7744
FAX:77-7746

■飯田店
10265-24-4545 
FAX:53-3223

■更埴店
1026-274-4480 
FAX:274-4481

■川中島店
1026-286-4545 
FAX:286-4542

■あづみ野店
10263-72-8877 
FAX:72-8435

■座光寺店
10265-23-4646 
FAX:23-4647

■長野店
1026-224-4545 
FAX:226-2552

■若槻店
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FAX:243-4005

■諏訪店
10266-53-4545 
FAX:53-4538
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■漢字が苦手な子どもへの個別支援プリント
ステップ1～4

清風堂書店 各 2,160円

■算数が苦手な子どもへの個別支援プリント
ステップ1～6

清風堂書店 各 2,160円

■特別支援教育をサポートする読み書きに
つまずく子への国語教材集　CD-ROM付き

ナツメ社 2,376円

■特別支援教育をサポートするソーシャル
スキルトレーニング(SST)実践教材集
CD-ROM付き

ナツメ社 3,024円

■実行機能力ステップアップワークシート かもがわ出版 2,160円

■表現することは生きること かもがわ出版 1,944円

■専手必笑気になる子への60の手立て 喜楽研 1,944円

イラスト ・ 壁面構成
■PriPriCD‐ROMブック

イラストカット&文例　改訂版
世界文化社 3,024円

■もっとそのまま使える！
おたより文例&イラスト

ひかりのくに 2,160円

■子どもの成長が伝わる！学年・学級だより
文例＆イラストカット　CD-ROM付き

ナツメ社 2,268円

■子どもたちがよろこぶ小学校のかわいい
テンプレート＆イラスト集　CD-ROM付き

ナツメ社 2,052円

■かわいい壁面12か月DX ひかりのくに 1,620円

保育書（うた・あそび）
■保育のうた155 ひかりのくに 1,728円

■こどものうたピアノ伴奏集ベスト100 民衆社 1,728円

■カツリキのうたあそび＆運動会ダンス
CDつき

世界文化社 1,944円

■0～5歳児の手あそび・うたあそび ナツメ社 2,700円

■年齢別保育資料シリーズ　
0／1／2／3／4／5歳児のあそび

ひかりのくに 各 2,268円

■2・3・4・5歳児の技法あそび実践ライブ ひかりのくに 1,944円

■PriPri 0・1・2歳児の手作りおもちゃ 世界文化社 1,944円

■0・1・2歳児遊んで育つ手づくり玩具 ひかりのくに 1,728円

■0～5歳児うたってかんたん
パネルシアター

ひかりのくに 2,376円

■0・1・2歳児のかんたん
パネルシアターキット

ひかりのくに 2,700円

■スケッチブック・シアター
はーい！パッチン！

かもがわ出版 2,160円

■アイディアたっぷり出し物BOOK ひかりのくに 1,944円

保育書 ( クラス運営 )
■年齢別クラス運営シリーズ　

0／1／2歳児の保育
ひかりのくに 各 2,484円

■年齢別クラス運営シリーズ　
3／4／5歳児の保育

ひかりのくに 各 2,592円

■改訂版 これなら書ける！ 
0／1／2歳児の指導計画

ひかりのくに 各 2,268円

■記入に役立つ！0歳児／1歳児／2歳児／3歳児
／4歳児／5歳児 の指導計画

ナツメ社 各 2,376円

■平成29年告示保育所保育指針
まるわかりガイド

チャイルド本社 1,296円

■書ける！伝わる！幼保連携型認定
こども園園児指導要録書き方＆文例集

チャイルド本社 2,376円

■書ける！伝わる！保育所児童保育要録
書き方＆文例集

チャイルド本社 2,376円

■書ける！伝わる！幼稚園幼児指導要録
書き方＆文例集

チャイルド本社 2,376円

■0・1・2歳児担任の
保育の仕事まるごとブック

ひかりのくに 1,296円

■発達がわかれば保育ができる！ ひかりのくに 2,700円

■0.1.2歳児保育「あたりまえ」を
見直したら保育はもっとよくなる！

学研プラス 1,620円

■保育者のための 
子どもの「怒り」へのかかわり方

中央法規出版 1,728円

■気になる子の保育
「伝わる言葉」「伝わらない言葉」

中央法規出版 1,728円

■0・1・2歳児の季節&行事製作　
4月～9月／10月～3月

世界文化社 各 1,728円

■PriPri　2019年4月号 世界文化社 1,300円

■Pot　2019年4月号 チャイルド本社 1,080円

教育一般
■学校の「当たり前」をやめた。 時事通信社 1,944円

■タテマエ抜きの教育論 小学館 1,512円

■0才から100才まで学び続けなくては
ならない時代を生きる学ぶ人と育てる
人のための教科書

小学館 1,404円

■AI vs. 教科書が読めない子どもたち 東洋経済新報社 1,620円

■EdTechが変える教育の未来 インプレス 1,728円

■受験と進学の新常識 新潮社 821円

■大学の学科図鑑 SBクリエイティブ 1,080円

■東大読書 東洋経済新報社 1,512円

※表示価格はすべて税込です


