
No.2

番線印/貴店名/ご担当者/ご連絡先

51-1
 「夢中で算数」をつくる
教材アイディア集 ２

 横山験也 ¥1,650

49-8  教えられること 教えられないこと  明石要一　 ¥1,760

50-4  GIGAスクールはじめて日記
 堀田龍也
 佐藤和紀　他　監修 ¥1,320

48-1  この先を生む人
 ティーチャーズ・
 イニシアティブ ¥1,980

47-4  まんがで知る未来への学び３  前田康裕 ¥1,980

46-7  単元縦断×教科横断  木村明憲 著
 黒上晴夫・堀田龍也 監修 ¥1,980

45-0  ［新版］キーワードでひく
小学校通知表所見辞典

 山中伸之 編著 ¥2,200

43-6  学校アップデート
 堀田龍也
 為田裕行 他 ¥1,870

44-3  経済視点で学ぶ歴史の授業  梶谷真弘 ¥1,980

42-9
 復活への公式――
 福島から全国・世界へ

 秀嶋賢人 ¥1,760

41-2
 保健室の先生に聞く
 気になるあの子、気になるあのこと

 澤 栄美 ¥1,870

40-5
 ［新版］
理科実験の教科書６年

 宮内主斗
 横須賀 篤   編著 ¥2,090

39-9
 ［新版］
理科実験の教科書５年

 宮内主斗   編著 ¥2,090

37-5  ［新版］
理科実験の教科書３年

 宮内主斗
 平松大樹   編著 ¥2,090

38-2
 ［新版］
理科実験の教科書４年

 宮内主斗
 中嶋 久   　編著 ¥2,090

36-8
 社会科授業の教科書
5･6年［改訂版］

 有田和正  著
 佐藤正寿  監修 ¥1,980

35-1
 社会科授業の教科書
3･4年［改訂版］

 有田和正  著
 佐藤正寿  監修 ¥1,980

34-4
 国語科授業の教科書
［改訂版］

 野口芳宏 ¥1,980

33-7  まんがで知る未来への学び２  前田康裕 ¥1,980

31-3  教育と授業  宇佐美 寛・野口芳宏 ¥2,200

32-0
 「夢中で算数」をつくる
教材アイディア集

 横山験也 ¥1,650

30-6  いまを生きる論語  岩﨑 淳 ¥1,760

28-3  究極の生徒指導  中嶋郁雄 ¥1,870

27-6  ＜道徳読み＞活用法  龍澤 真 ¥1,980

26-9  元商社マン教師の学級経営革命  木下山多 ¥1,760

24-5  国語教育を救え  宇佐美 寛 ¥1,980

25-2  まんがで知る未来への学び  前田康裕 ¥1,980

23-8  子どもが伸びる５つの原則  宮内主斗 ¥1,870 65-8
 情報端末持ち帰り：
GIGAスクールはじめて日記３

   堀田龍也・山本朋弘
   佐藤和紀・三井一希 ¥1,650

22-1  教師の作法 修養  西村 徹 ¥1,980 64-1  ICTを使いこなせる教員養成講座   信州大学教育学部 ¥2,200

21-4  子育て９９ハンドブック  座光寺 明 ¥1,100 62-7  「いのちの授業」をつくる  鈴木中人・玉置 崇 ¥1,760

20-7  まんがで知る教師の学び３  前田康裕 ¥1,980 61-0  不親切教師のススメ  松尾英明 ¥1,980

17-7  道徳読み
 横山験也 監修
 広山隆行 編著 ¥1,980

18-4  教師の文章  宇佐美 寛 ¥2,090 59-7
 GIGA完全対応
学校アップデート＋(プラス)

 堀田龍也
 為田裕行 他 ¥1,870

58-0  主体性を育む学びの型  木村明憲 ¥2,970

14-6  わくわくプリント  さくら社 ¥1,650 57-3  学校のデジタル化は何のため？  為田裕行 ¥1,650

07-8  基本からわかる 授業参観日事典  山中伸之 ¥1,980 56-6  まんがで知るデジタルの学び  前田康裕 ¥1,980

06-1  子どもが育つ５つの原則  宮内主斗 ¥1,870 55-9  続・GIGAスクールはじめて日記
 堀田龍也
 佐藤和紀 他 監修 ¥1,540

05-4  まんがで知る教師の学び２  前田康裕 ¥1,980 54-2  大人を本気にさせる子どもたち  福田 晃・山田滋彦 ¥1,870

01-6  情報学習支援ツール  黒上晴夫・堀田龍也 監修
 木村明憲 著 ¥2,200

02-3  議論を逃げるな  宇佐美寛 ¥1,980 53-5  元気な学校づくりの秘訣  横藤雅人 ¥1,980

52-8  一人１台のルール  為田裕行 ¥1,980
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