
85-0  今こそ社会科の学力をつける授業を  有田和正 ¥1,800

ISBN 978-4-908983- 

70-6  ＊書籍  上嶋 惠 ¥1,700

３ステップ「聞く」トレーニング

75-1  私の作文教育  宇佐美 寛 ¥2,000

01-6

68-3  教師の力はトータルバランスで考える  佐藤正寿 ¥1,600

67-6  歴史を楽しむ年表  有田和正 ¥1,500

66-9  思考ツール [実践編]  関西大学初等部 ¥1,600

56-0  国語科授業の教科書

番線印/貴店名/ご担当者/ご連絡先番線印/貴店名/ご担当者/ご連絡先番線印/貴店名/ご担当者/ご連絡先番線印/貴店名/ご担当者/ご連絡先

60-7  理科実験の教科書3年  宮内主斗ほか ¥1,800

64-5  社会科授業の教科書3･4年  有田和正 ¥1,800

74-4  しごこちのいい学校  鎌田富夫 ¥1,700

73-7  道徳授業の教科書

61-4  言語技術教育研究1  国語教育研究所 ¥1,900

 情報学習支援ツール

 黒上晴夫・堀田龍也 監修

 木村明憲 著

¥2,000

 関西大学初等部 ¥1,600

 宇佐美寛 ¥1,800

 野口芳宏 ¥1,800

 子どもが育つ５つの原則  宮内主斗

 定価は、本体価格 + 税です。 国語教育研究所 ¥1,900

03-0

 関大初等部式思考力育成法研究

<平成28年度版>

72-0  思考ツールを使う授業 [教科活用編]  関西大学初等部 ¥1,600

71-3  究極の説得力  平 光雄 ¥1,500

 山中伸之 ¥1,800

59-1  理科実験の教科書4年  宮内主斗 ¥1,800

62-1  言語技術教育研究2

55-3  社会科授業の教科書5･6年  有田和正 ¥1,800

07-8

 まんがで知る教師の学び２  前田康裕 ¥1,800

57-7  理科実験の教科書6年  宮内主斗ほか ¥1,800

 議論を逃げるな

¥1,700

58-4  理科実験の教科書5年  宮内主斗 ¥1,800

 基本からわかる 授業参観日事典

54-6  説明のルール  山田洋一 ¥1,600

06-1

53-9  新しい国語科教育  岩﨑淳 ¥1,800

05-4

94-2

02-3 野口芳宏 ¥1,800

49-2  学級づくりの教科書  有田和正 ¥1,800

 スタートアップキット

＊CD-ROM

 上嶋 惠 監修 ¥3,000

52-2  わくわく☆ブラックボックス
  ブラックボックス研究会

¥2,500

51-5  関大初等部式 思考力育成法  関西大学初等部 ¥1,700

 教師の腕前診断

 ― 困ったに答える

 城ヶ﨑滋雄 ¥1,60048-5  １０の力を育てる出版学習  横田経一郎 ¥1,700

 スタートアップセット

＊書籍＋CD-ROM 他

 上嶋 惠 監修 ¥5,00092-8

96-6

47-8  出会いでつむぐ私の仕事  佐々木正美 ¥1,500

45-4  日めくり言葉 教室論語   論語研究教師の会 ¥750

46-1  出会いでつむぐ私の半生  佐々木正美 ¥1,500

44-7  日めくり言葉 有田和正 追究  有田和正 ¥750 95-9

 教育評価との付き合い方

 関田一彦・渡辺貴裕

 仲道雅輝

¥1,80093-5

 ナマステ！会いたい友だちと

 ― 友情は国境を越える

  関西大学初等部 ６年生 ¥1,500

43-0  日めくり言葉 野口芳宏 師道  野口芳宏 ¥750

 教師の覚悟

 ― 授業名人・野口芳宏小伝

 松澤正仁 ¥1,80042-3  新任教師　はじめの一歩  藤本浩行 ¥1,600 91-1

 関大初等部式

 思考力育成法ガイドブック

 関西大学初等部 ¥1,60040-9  タイプ別上達法  山田洋一 ¥1,600

 ちゃんとができる子になる

 子どもの作法

 野口芳宏 ¥1,20041-6  伝わる伝わる「見える」指導  山本正実 ¥1,600 90-4

 教師教育  上條晴夫 責任編集 ¥2,000

87-4  対話の害  宇佐美 寛・池田久美子 ¥1,500

33-1  発問・説明・指示を超える対話術  山田洋一 ¥1,600

 山中伸之 ¥1,600

89-8

88-1

32-4  教師の道標  中嶋郁雄 ¥1,600

書　　名  著 者 名 本体価格 ご注文数

00-3  教師の作法 指導  野口芳宏 ¥1,700

ＩＳＢＮ 書　　名  著 者 名 本体価格 ご注文数 ＩＳＢＮ

76-8

 キーワードでひく

 小学校通知表所見辞典【増補版】

 山中伸之 ¥2,000

さくら社　書店様用 書籍ご注文書さくら社　書店様用 書籍ご注文書さくら社　書店様用 書籍ご注文書さくら社　書店様用 書籍ご注文書

毎度お引き立て賜りありがとうございます。

日教販経由で納品いたします（買切・返品不可）。どうぞよろしくお願いいたします。

ISBN 978-4-904785- ISBN 978-4-904785- 
2017/04～　

97-3

98-0

99-7

 詩歌の鑑賞授業の教科書

 まんがで知る教師の学び

 三宅貴久子という教師

 野口芳宏・木更津技法研

 前田康裕

 三宅貴久子を語る会

¥1,800

¥1,800

¥1,800

01-0  できる教師のどこでも読書術

ご注文ありがとうございます。ご注文ありがとうございます。ご注文ありがとうございます。ご注文ありがとうございます。

さくら社さくら社さくら社さくら社

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-20 ワカヤギビル507号

TEL: 03-6272-6715 / FAX: 03-6272-6716

3月発売

4月発売

3月発売


