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2022-チラシNo.928

コロロメソッドの「ことばを育てるトレーニング」「社会適応力を育てるトレーニング」
を行うワーク、カードをご紹介します。

自閉症をはじめとした発達障がいを持つ子どもたちの
「からだ・ことば・こころ」の3つの力をバランスよく育む療育プログラム。

①からだを育てる行動トレーニング
体のコントロール力を育て集中力・持続力を高めます。

②ことばを育てるトレーニング
見る・聞く・読む・書く・話す・考える力を育てコミュニケーション力を高めます。

③社会適応力を育てるトレーニング
環境が変わっても適応できる力、社会性を育てます。

このプログラムを通し、子どもたちの将来の生きる力を育むことを
目的としています。

コロロメソッドとは

※裏表紙でも「特別支援教育」をご案内しています。特別支援教育

写真：中西裕人

コロロメソッドで学ぶ 
ことばの発達ワークシート
①因果関係と理由編（合同出版）

（税込1,782円）

ことばの学習で自分の行動をコントロールする
力を育てます

1

本体1,620円 小学校教職員対 象

「どうして？」と質問されたとき、理由を答えるためには【原因と結果】という関係性を理
解する「因果関係の学習」が不可欠。物事の関係性を認識する思考力を育てることによ
り、自分の行動の選択が可能になり、欲求や衝動をコントロールする力へつながります。中
学年から。　●定価税込1,980円●P111●B5判●編：コロロ発達療育センター●初版'21年11月

コロロメソッドで学ぶ 
ことばを育てるワークシート（合同出版）

（税込1,782円）

書いて身につけるコミュニケーション＆
ソーシャルスキル

2

本体1,620円 教職員全般対 象

発達障害の子どもが苦手とする、コミュニケーション能力や社会適応力を身につけるため
に必要な「ことばの概念」を理解するための学習教材。小学校低学年から大人まで活用で
きます。　●定価税込1,980円●P144●B5判●編著：コロロ発達療育センター●初版'17年4月

●感情をあらわすことばの学習
●正否・善悪をあらわす言葉の学習
●たとえのことばの学習
●ことばの推理� ほか

本書の内容

コロロメソッドで学ぶ 
とけいがよめるワークシート（合同出版）

（税込1,782円）

スモールステップでマスター

3

本体1,620円 小学校教職員対 象

網目のようなスモールステップで時計の読み方を学習するワークシート。シンプルな
出題形式で集中して取り組めます。発達障害の子のための教え方・指導のポイントを
解説。　●定価税込1,980円●P128●A4判●編：コロロ発達療育センター●初版'20年8月

短時間の実践で
子どもの心が
育ちます

（税込1,782円）本体1,620円

学級経営に生きる 
5分でできる小さな道徳授業②
（日本標準）

6

小・中学校教職員対 象

朝の会や帰りの会など、気軽に短時間で実践できる
「小さな道徳授業」を提案。1年間の学級経営の節目
で活用できる小・中学校43実践。　●定価税込1,980
円●P120●B5判●編著：鈴木健二／著：新しい道徳授業
づくり研究会●初版'21年9月

「授業展開例」
付き！

（税込1,782円）本体1,620円

とっておきの 
「ニュース de 道徳」（日本標準）

7

小・中学校教職員対 象

ニュースを題材にした道徳授業を紹介する『読売新聞』
連載「ニュース de 道徳」から25本を厳選。授業に役立
つ指導展開例、教師向け解説、教材文を掲載。　●定価
税込1,980円●P120●A5判●著：佐藤幸司●初版'22年2月

●「食品ロス」
　どう減らす？
●�暮らし支える
　消費税増税
●�台風の時の状況判断
●�中村哲さんが
　残したもの� ほか

本書の内容

教室の空気が
一変する
対話ゲームを
紹介！

（税込1,980円）本体1,800円

学級がどんどんよくなる
プチ道徳GAME（学芸みらい社）

8

小学校教職員対 象

子どもの心ない言葉から起こる揉め事を題材に、大
好きなゲームでモラルを育てましょう。人を励ます、譲
る行動を促し、プラス思考で相手を認める雰囲気が
教室に生まれます。　●定価税込2,200円●P136●A5
判●著：山本東矢●初版'21年5月

●�よいあだ名？
　悪いあだ名？
●�断り方を考えると
　関係はぐっとよくなる
� ほか

本書の内容

学力だけでははかれない、
考えるチカラを育みます

（税込1,485円）本体1,350円

答えのない道徳の問題 どう解く？
正解のない時代を生きるキミへ（ポプラ社）

9

6 歳〜対 象

世の中には簡単に答えが見つからない、どう解いたらいいかわからない問題がたく
さん。大人も答えにくい「答えのない問題」を家族で、学校で、一緒に考えてみよう、話
してみよう！ 　●定価税込1,650円●P100●AB変型判●文：やまざきひろし／絵：きむら
よう、にさわだいらはるひと●初版'21年11月

●�どうして学校に行く必要があるんだろう？
●�どうして大人になったら働かなきゃ
　いけないんだろう？
●�どうしてゲームをずっとしていると
　怒られるんだろう？� ほか

本書の内容

（税込1,980円）本体1,800円

視覚支援のカード・教材100
（CD-ROM付き）
（学研プラス）

シンプルな絵で
明確に伝わる！

10

教職員全般対 象

日常生活支援から学習のサポートまで、子どもの理解を促すた
めに、シンボル（イラスト）を用いた絵カード・教材のアイデアを
紹介。絵カード・教材のデータをPDF収録したCD－ROM付き。
　●P144●B5判●著：青木高光、杉浦徹、竹内奏子●初版'21年5月

（税込1,782円）本体1,620円

発達の気になる子の体の動き 
しくみとトレーニング
（ナツメ社）

自分で選んで、飽きずに続けられます

11

小学校教職員対 象

いすに座る、列に並ぶ、字を書く、走る、ボールを蹴る…グレー
ゾーンの子が苦手に感じがちな「体の動き」について、必要とな
る要素と効果的なトレーニング方法をイラストで紹介。　●定
価税込1,980円●P176●B5変型判●監修：川上康則●初版'21年3月

（税込2,299円）本体2,090円

通級指導教室 
発達障害のある子への

「自立活動」指導アイデア110
（明治図書）

「自立活動」の
指導に自信が
もてる！

12

小学校教職員対 象

自立活動の指導実践を紹介。新学習指導要領「自立活動
編」の区分や項目に沿って整理し、ねらい、流れ、ポイントを
示しました。個別の指導計画作成にも役立ちます。　●定価
税込2,420円●P128●B5判●編著：喜多好一●初版'19年10月

●どこに何を置けばいいのかな？
●ありがとう、ごめんね
●正しい姿勢で座ろう
●説明上手になろう� ほか

本書の内容

（税込2,466円）本体2,242円

特別支援学級を
はじめて担任する先生のための
自立活動授業づくり
（明治図書）

個別の指導計画が
立てられます

13

小学校教職員対 象

初任者にもわかりやすく「自立活動」の要所と指導の流れを解
説。知的障害やASDなど発達障害のある児童を対象に、実際に
自立活動指導を行ったモデルケースも紹介。　●定価税込2,596
円●P136●B5判●編著：菅原眞弓、廣瀬由美子●初版'21年11月

●教材文はコピーOK！

●小・中学校の先生へのアンケートをもとに制作した13の問い収録！

コピー
ＯＫ 

道徳

コピー
ＯＫ 

コピー
ＯＫ 

池上彰さん

＜セット内容＞
●絵カード100枚　
●文字カード100枚
●白紙カード8枚　●説明書

コロロメソッドで学ぶ 
なまえのことば学習カード（合同出版）

（税込2,772円）

長年の実践から生まれたカード教材

4

本体2,520円
自閉症をはじめとする発達障害のある子どもの発語を促すためのカード教材。
子どもが覚えやすく書きやすい1〜6文字の100単語を選びました。
●編著：コロロ発達療育センター●初版'19年1月

コロロメソッドで学ぶ 
動作のことば学習カード（合同出版）

（税込4,455円）

5

本体4,050円 幼・小学校教職員対 象幼・小学校教職員対 象

発達障害のある子どものためのカード教材。子どもの生活に身近な、1語から2
語文の「動作のことば」をマスターします。
●編著：コロロ発達療育センター●初版'19年5月

＜セット内容＞
●絵カード100枚
●文字カード100枚
●白紙カード8枚　●説明書

●�日本語教育にも使えます！

カードサイズ:11.5×8.9cmカードサイズ:8.9×6.3㎝

学校・家庭・療育の現場で！ コロロメソッドで学ぶワーク&学習カード

●�まぁるい言葉で
　こころをまぁるく
●いい笑いと悪い笑い
●せっかくの不正解
� ほか

本書の内容

著名
人も多数参加！
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しております!!

このチラシの商品は
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定価の

●P1  コロロメソッド／道徳／特別支援教育 
●P2  GIGA School／国語／社会／算数／ 

音楽／食育・保健／教材CD
●P3  学級・授業づくり／指導術ほか／ 

10代の心理サポートブック／中学・高校
●P4 こころ／特別支援教育

春夏
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社会 保健食育・

タブレットで変わる授業デザイン（小学館）
（税込1,985円）

端末一人1台時代に
すぐに役立つ
授業デザイン
14

本体1,805円 小学校教職員対 象

1年生から6年生まで、タブレットのさまざまな授業実践を紹介！写真、動画、アプリ、授業支援のクラウドアプリ、シンキング
ツールなどを活用した教科実践を豊富なビジュアルとともに解説。　●定価税込2,090円●P80●B5判●著：西尾環●初版'21年3月

パワポで簡単！子どもに伝わるネットの
正しい使い方

●知らない人とのやりとりに注意！
●SNSいじめとはどんなもの？
●情報の偏食に気をつけよう�ほか

収録内容

活かせるノウハウ満載！

（税込2,376円）本体2,160円

GIGAスクール時代の
スマホ・ゲーム・ネットリテラシー授業 

（CD-ROM付き）
（少年写真新聞社）

15

小・中・高校教職員対 象

情報化社会の子どもたちに、スマホ、ゲーム、ネットとの付き合い方を
わかりやすく伝えます。パワポスライド、シナリオ、授業展開案、指導ポ
イントを収録。　●P104●B5判●著：清川輝基●初版'21年8月

（税込2,339円）本体2,127円

改訂新版 
教師のための iPhone＆iPad
超かんたん活用術（黎明書房）

16

小学校教職員対 象

初めてiPhoneやiPadをさわる人でも、すぐに授業や教師生活に
活かせるノウハウを収録！操作説明や基本の用語，各教科の授
業や特別支援教育に役立つアプリも紹介！ 　●定価税込2,600
円●P86●B5判●著：蔵満逸司●初版'21年12月

B4判 ことばの習熟プリント（清風堂書店）

シリーズ累計100万部超のロングセラー

小学校教職員対 象

小学校の「語彙」と「文法」をしっかり学べるプリント集。
スモールステップでよくわかり、大事なところはくり返
し練習で習熟。無理なく短時間で集中して学習できま
す。すべての教科において必要な「ことばの力」を伸ばし
ます。　●定価税込各1,980円●P各96●B4判●著：雨越康
子、細川元子●初版'21年7月

（税込2,475円）本体2,250円

物語を楽しく深く読む！
新国語ワークシート27
（学芸みらい社）

光村教科書の時短授業が実現！

22

小学校教職員対 象

「授業展開のアウトライン」と「授業で使えるワークシート」で
言語活動・単語力・読解力UPの授業を！光村教科書の物語
教材を網羅し、子どもたちの「考えて書く力」を伸ばします。　
●定価税込2,750円●P158●B5判●著：保坂雅幸●初版'21年5月

（税込2,277円）本体2,070円
社会科クロスワードパズル127
（学芸みらい社）

楽しいクロスワードで
社会科重要用語が
身につきます！
23

小学校教職員対 象

「地図記号」「ゴミ問題」「自然災害」など、3年生から6年生までほぼ全
ての単元に対応した、社会科重要用語を用いたクロスワードパズル集。
楽しみながら知識の定着度アップ！
●定価税込2,530円●P143●B5判●著：村野聡●初版'21年11月

（税込1,485円）本体1,350円

「夢中で算数」をつくる
教材アイディア集②（さくら社）

クラスみんなが
引き込まれ、
主体的に学びだす！

24

小学校教職員対 象

子どもたちが夢中になって授業に臨む手作り教材と
授業の進め方を31本収録する教材集。著者の長年の
教師生活、教材づくりで培った知識と技術と経験が
ここに。授業での使い方も解説。　●定価税込1,650円
●P79●A5判●著：横山験也●初版'21年5月

●�覚えにくい7の段を楽しむ
『くるくる7の段』
●�分数の感覚がなんとなく伝
わる『分数うちわ』� ほか

本書の内容

（税込1,881円）本体1,710円

算数あそび101（学陽書房）

コピーすればワークシートになる
算数あそび集！

25
小学校教職員対 象

パズルや迷路、クイズ、図形や計算あそび…子どもたち
が「もっと解きたい！」「考えるのって楽しい！」と夢中
になるあそび満載！「数学的な見方・考え方」が育ち、数
感覚や図形感覚、論理的な思考を養います。　●定価税
込2,090円●P136●A5判●著：三好真史●初版'21年10月

事例とともにわかりやすく解説

（税込1,782円）本体1,620円

よくわかる！
音楽鑑賞の授業づくり 
小学校・中学校（DVD-ROM付き）
（音楽鑑賞振興財団）

26

小・中学校教職員対 象

改訂された学習指導要領の音楽鑑賞の指導と学習評価につ
いて、わかりやすくまとめた1冊。事例とともに、音源や映像、ワー
クシートなどDVD収録。Windows／Mac対応。　●P120
●A4判●編：公益財団法人音楽鑑賞振興財団●初版'21年7月

（税込1,782円）本体1,620円

山ちゃんの鑑賞曲 de 
ボディパーカッション
（音楽之友社）

体を使って楽しく取り組む
「鑑賞の授業」を！

27

小学校教職員対 象

小学校のクラシックの鑑賞教材曲に合わせ取り組むボディパー
カッション。楽譜と合わせ、各パートの難易度、演奏方法、指導ポイ
ントを紹介。鑑賞の授業をはじめ、常時活動や音楽会で大活躍！
　●定価税込1,980円●P80●B5判●著：山田俊之●初版'21年9月

●�ラデツキー行進曲
●�おもちゃの兵隊の行進
●�アイネ・クライネ・ナハト・
ムジーク　第1楽章� ほか

掲載曲

（税込1,485円）本体1,350円

山崎朋子 Original Songs 
ソロヴァージョン 幸せ
（教育芸術社）

人気の合唱作品を独唱で楽しめる！

28

一  般対 象

小・中学校で人気の高い合唱曲集『山崎朋子Original Songs』
から6曲をセレクトした独唱、独奏用曲集。メロディーをインス
トゥルメンタルで演奏して行事のBGMとしても！ 　●定価税込
1,650円●P32●A4判●作詞・作曲：山崎朋子ほか●初版'21年2月

●大切なもの　●種
●つながる空　●幸せ
●空は今　　　●夕陽

掲載曲

（税込2,079円）本体1,890円

新食育ブック
④食の自立（DVD-ROM付き）
（少年写真新聞社）

おたよりづくりに
大活躍！

29

小・中学校教職員対 象

食事を作る力、食の安全、防災と食など、「食の自立」を取り上げ
た文例つきイラストカット集。カラー・モノクロが選べ、すべてに
書き換え可能なテキストデータを収録。Windows／Mac対応。
●P80●B5判●監修：小川万紀子●初版'21年8月

（税込2,970円）本体2,700円

保健指導おたすけパワーポイント
CD-ROM 健康診断編
（少年写真新聞社）

健康診断の事前指導に！

30

小・中学校教職員対 象

視力検査や内科検診など検査項目別の指導スライドを収録。新
しい生活様式にも対応し、外国人児童のための6か国語別「体の
名前・状態シート」も収録。Windows／Mac対応。　●作：高田恵
美子／イラスト：池田蔵人／編著：少年写真新聞社編集部●初版'21年2月

CD 音楽まなびの森 
笑顔が生まれる小学校教材音源集（キングレコード）

（税込1,799円）

31

本体1,636円 小学校教職員対 象

●収録時間:約76分●監修：小梨貴弘●発売'21年7月

●�リズム手拍子にチャレンジ
●�2〜6拍子のリズム／2〜6拍子のリズムの音楽
●�たのしいドミソ（長調・ロック）
●�さびしいレファラ（短調・ワルツ）
●�おもしろ楽器の音色紹介� ほか

収録内容

CD 楽しいリズムなわとび（キングレコード）
（税込1,799円）

流すだけ！動きの声かけ付きで
かんたん・楽しくできる！

32
本体1,636円 小学校教職員対 象

●収録時間:約74分●監修：河野和顕●発売'21年7月

●あおいそらにえをかこう
●線路はつづくよどこまでも〜銀河鉄道999
●しあわせならジャンプしよう
●ジンギスカン
●長なわ「たいようのサンバ」
●【整理運動】だってともだちさ� ほか

収録内容
●�素読み・流し聞きで覚えよう！
九九／英語の数／雨ニモマケズ／日本の暦と
干支／県庁所在地／国と首都55� ほか
●�うたって覚えよう！
九九のうた／ABCのうた／ロックンロール県
庁所在地� ほか

収録内容

●�献立の立て方
●�将来の健康のために食品を選ぶ
力をつけよう

●�成長期は多くのタンパク質が必要
●食品情報を疑ってみよう
●日常的に備蓄をしよう！� ほか

収録内容

CD 流し聞きで覚えられる！
九九＆英語ほか（キングレコード）

（税込1,683円）

耳をつかって、すきま時間に
らくらく覚えよう！

33

本体1,530円 6 歳〜対 象

●収録時間:約66分●素読み：クリステル・チアリ／歌：WEEVA、チバナギサほか●発売'22年2月

●歌えない、楽器が演奏できない…
　制約のある音楽授業が一変！

●低・中・高学年の発達段階に合わせた曲を収録

●「素読み」と「歌」でおぼえるから学習効果抜群！

●教材の型紙をダウンロード
できるQR付き ●特活や宿題など幅広く

活用できます！

音楽

授業での活動や
音楽レクに使える音源集！

忙しい先生を
サポート！ 教 材 C D

for 
GIGA

Sｃhool

算数コピー
ＯＫ 

カ
ッ
ト
例

●ワークシート
はコピーOK

楽しくて、書きたくなるアイデアいっぱい！

小学校教職員対 象

＜書き方＞がわかれば、作文もどんどん
書ける！言葉を引き出す力をつける課
題、伝わるよう工夫していく課題など、「書
く力」が育つワークシートがたっぷり！
●定価税込各1,980円●P各160●B5判
●著：藤原光雄●初版'19年7月

（税込各1,782円）
（税込各1,782円）

本体各1,620円
本体各1,620円 10分間 書く力がつくプリント（清風堂書店）

商品名 申込番号

20 低学年 1・2・3年
21 高学年 4・5・6年

商品名 申込番号

17 小学1・2年生
18 小学3・4年生
19 小学5・6年生

コピー
ＯＫ 

コピー
ＯＫ 

国語

Windows：PowerPoint2010以降／
Mac：PowerPoint2016以降対応

※�本書は2016年2月時点の情報に基づき執筆された旧版を
2021年10月時点の情報で見直し改めてものです。

※�本書の情報は2021年3月時点のものです。

●カラオケも収録！

コピー
ＯＫ 

申込
番号 014

申込
番号 015

申込
番号 016

申込
番号 022

020
017

021
018
019

申込
番号 023

申込
番号 024 申込

番号 025

申込
番号 027 申込

番号 028

申込
番号 029

申込
番号 030申込

番号 026

申込
番号 031 申込

番号 032 申込
番号 033

このチラシの商品は
一部を除き定価の 5〜10%OFF5〜10%OFF
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（税込1,881円）本体1,710円

オンラインでも役立つ！
小学校ワークシート＆テンプレート

（DVD-ROM付き）
（学陽書房）

役立つ素材が満載！
34

小学校教職員対 象

定番テンプレートはもちろん、新しい生活様式に対応した素
材、オンライン授業でも役立つワークシートやフリップ、学校
HPにも便利なイラストやGIFアニメも！カラー・モノクロ対応。
Windows版。　●P96●B5判●著：イクタケマコト●初版'21年3月

笑顔
あふれる時間に
生まれ変わります！

（税込1,672円）本体1,520円

ただただ
おもしろい
休み時間ゲーム48手
（明治図書）

35

小学校教職員対 象

休み時間は心身解放してリラックスし、楽しくみんながつながる
時間。定番から頭脳もの、体を使うものまで48のゲームを収録。
　●定価税込1,760円●P112●A5判●著：日野英之●初版'18年9月

●マジカルバナナ対決
●言っちゃだめ対決
●笑いながら怒る対決
●っぽい言葉対決� ほか

本書の内容

（税込1,672円）本体1,520円

ただただおもしろい
外国語活動48手
（明治図書）

心身リラックスで
コミュ力アップ！

36
小学校教職員対 象

緊張で子どもが英語を声に出しづらい・・・笑いのエッセンスを
加えることで笑い声あふれる授業に生まれ変わります！定番
活動からアクティブ、知的、協力系まで、48の活動を収録。
●定価税込1,760円●P112●A5判●著：日野英之●初版'19年10月

●�だーるまさんが指示を
するゲーム
●�3と3の倍数言っちゃ
だめよゲーム
●同時通訳ゲーム
●ピ〇太郎ゲーム� ほか

本書の内容

（税込1,672円）本体1,520円

ただただおもしろい
音読の方法48手
（明治図書）

授業が一気に
活性化！

37

小学校教職員対 象

音読に笑いのエッセンスを加えることで、当たり前の音読風
景が楽しい音読に生まれ変わります！定番の音読から、スリ
ルあるもの、演技派、邪道、交流ものまで48の方法を収録。　
●定価税込1,760円●P112●A5判●著：垣内幸太●初版'19年10月

●先生まねっこ音読
●笑ってはいけない音読
●振りつけ音読
●ミュージカル音読
●列交代音読
●全員ノーミス音読� ほか

本書の内容

（税込1,782円）本体1,620円

やんちゃな子がいるクラスの
まとめかた（学陽書房）

子どもの
問題行動が
みるみる減っていく！

38
小学校教職員対 象

教室を飛び出してしまう、低学年をいじめる･･･やんちゃな子も
教師の対応次第で行動が大きく変わる！子どもとの関係づく
り、学級に包み込む言葉かけなど、適切な対応方法を紹介。　
●定価税込1,980円●P142●A5判●著：野中信行●初版'21年7月

●�やんちゃな子供と関係を
つくる「言葉かけ」
●�包み込み話法を実践する
●�学級崩壊の特徴を考える
●�「日常授業」を改善する
� ほか

本書の内容

（税込1,683円）本体1,530円

クラスの子が前向きに育つ！
対話型叱り方（学陽書房）

短い対話でうまくいく！この言葉かけで
子どもが変わる！

39
小学校教職員対 象

子どもを叱らないといけない場面。どんな声かけから入るか、
短い対話で子どもの納得を引き出す方法や高学年の叱り
方のコツなどポイントがわかります！ 　●定価税込1,870円
●P114●A5判●編著：樋口万太郎／著：金子真弓、小谷宗、後藤菜
緒、廣瀬裕介、村上舞●初版'22年2月

（税込1,943円）本体1,767円

教師のいらない学級のつくり方
（明治図書）

40
小学校教職員対 象

子どもたち一人ひとりが自律的に学び、自分自身の力で成長して
いける学級づくりのために「教師の役割」を見直し、「教師のいら
ない学級」へとシフトしていく過程を3ステップ・6段階で考える。
●定価税込2,046円●P208●四六判●著：若松俊介●初版'21年7月

（税込1,881円）本体1,710円

教師のいらない授業のつくり方
（明治図書）

41
小学校教職員対 象

自らの力で深く学び続ける子どもを育てるために必要な教
師の役割とは ？「教師のいらない授業」へとシフトしていく
過程を3つのステップと授業事例で解説。　●定価税込1,980
円●P208●四六判●著：若松俊介●初版'20年7月

（税込1,782円） （税込1,980円）本体1,620円 本体1,800円

指示は1回 
聞く力を育てるシンプルな方法
（東洋館出版社）

学級も授業も、
土台になるのは

「聞く力」！

42

小学校教職員対 象 小学校教職員対 象

話を聞かない子どもを育てているのは、実は私たち教師だっ
た！？ 誰でも真似できるシンプルな方法で「聞く力」を育て
るテクニックが満載！ 　●定価税込1,980円●P174●四六判
●著：楠木宏●初版'16年3月

●�子どもの発言を教師が繰
り返さない
●�聞いていないと困るよう
に仕向ける

●�子どもが聞きたくなる教
師の話し方

●�上手な褒め方、叱り方で
子どもを伸ばす� ほか

本書の内容

小学校6年間、
全教科で使える板書の教科書
（ナツメ社）

板書を具体例で解説！黄金比を極める！

43

小学校1年〜6年まで、それぞれの学年のポイントとなる教科
の板書の具体例を写真で掲載。板書の極意である黄金比をわ
かりやすく丁寧に解説し、授業できっと役立ちます。　●定価
税込2,200円●P192●B5判●著：岡本美穂●初版'22年3月

学校現場に取り入れやすい
心理技法を紹介

（税込1,980円）本体1,800円

学校で使える
心理技法入門（CD-ROM付き）
（少年写真新聞社）

44

小・中学校教職員対 象

10の心理技法について、効果や活用方法、授業実践例を紹
介。そのまま使えるワークシートもPDFでCD-ROM収録。保
健指導や教育相談、生徒指導などの様々な場面で活用できま
す。　●P120●B5判●著：岡本泰弘●初版'21年6月

エゴグラム／ロールレタリング
／コーチング／アンガーマネジ
メント／アサーショントレーニ
ング／ブリーフセラピー／コ
ラージュ療法／ピア・サポート
／構成的グループエンカウン
ター／リラクセーション法

収録内容

学校図書館を彩る  
切り絵かざり②
（少年写真新聞社）

型紙付きで簡単！児童生徒が集まる
図書館に

45

（税込1,980円）本体1,800円
教職員全般対 象

学校図書館の展示に使える季節の切り絵かざり作品集。切り
絵を中心に読書グッズなど約35点。制作例とコピーして使え
る型紙、作り方のポイント付き。　●定価税込2,200円●P88
●B5判●著：CHIKU●初版'21年7月

自分を
楽にするコツを
身につけよう！

（税込2,376円）本体2,160円

10代のための
実行機能トレーニング
（合同出版）

46

10 歳〜対 象

準備が苦手、忘れものが多い…目標を達成するために必要な
「実行機能」の問題で悩む10代のためのトレーニング。
●定価税込2,640円●P151●B5判●著：シャロン・A・ハンセン／
監修：森口佑介／訳：上田勢子●初版'19年12月

●時間の計画を立てよう
●柔軟に考えよう
●先のばしという問題
●集中力を高めよう
� ほか全31ワーク

本書の内容

（税込2,772円）本体2,520円

10代のための
マインドフルネストレーニング
（合同出版）

ゆったりと心を
落ち着かせるスキル

47

10 歳〜対 象

ストレスが軽くなり、自分にとってより良い行動がとれるよ
うになる注目のマインドフルネス。マインドフルネスを理解
し、身につけるためのワークブック。　●定価税込3,080円
●P184●B5判●著：エイミー・サルツマン●初版'20年3月

●自分のストレスを知ろう
●気持ちとなかよくなること
●感情の波を眺めよう
●自分に優しくしよう
� ほか全65ワーク

本書の内容

（税込2,772円）本体2,520円

10代のための
ジェンダークエストトレーニング
（合同出版）

性の
アイデンティティの
悩みや不安を
サポート

48

10 歳〜対 象

「自分のジェンダーは一体なに？」「自分の体とジェンダーが
ちがっていたらどうすればいい？」ジェンダーの基礎から10代
が不安に感じること、つらい問題への対処をワーク形式でわか
りやすく紹介。　●定価税込3,080円●P184●B5判●著：ライラ
ン・ジェイ・テスタほか／監修：渡辺大輔／訳：上田勢子●初版'20年8月

●あなたのジェンダーは？
●�自分のジェンダーについて
家族と共有する

●ハラスメントといじめ
●性的指向と恋愛的指向�ほか

本書の内容

（税込2,376円）本体2,160円

10代のための
レジリエンストレーニング
（合同出版）

人生の試練を乗り越える力を
身につけよう

49

10 歳〜対 象

困難や逆境を乗り越えるための対処法を学び、グリット（や
り抜く力）と「しなやかマインドセット」を身につけ、レジリエ
ンスを育てる方法をワーク形式でわかりやすく紹介します。
●定価税込2,640円●P144●B5判●著：シェリル・ブラッド
シャー／監修：西大輔／訳：上田勢子●初版'21年7月

●脳を書き換えよう
●弱さをさらけ出す勇気
●完ぺきでないことを楽しむ
●�批判的な「内面の声」を抑制
する� ほか全20ワーク

本書の内容

（税込2,277円）本体2,070円

数学難問1問選択システム 
別巻 中学・高校レベル相当編
（学芸みらい社）

生徒たちが熱中する
難問満載！

50

中・高校教職員対 象

解けそうで解けない難問5問から1問だけを選んで解答。2問
解いても良いが不正解だと全て0点。このシステムでどの子も
数学に熱中！特に難しい問題には解説動画QRコード付き。
●定価税込2,530円●P143●B5判●編著：木村重夫、村瀬歩、星
野優子●初版'21年10月

（税込2,299円）本体2,090円

授業がもっと面白くなる 
中学校社会科ゲーム＆アクティビティ
（明治図書）

コピーして使える
資料＆ワークシート
付き！

51

中学校教職員対 象

社会科授業が盛り上がり、子どもたちが社会科の面白さに引
き込まれること間違いなしのゲーム＆アクティビティがたっぷ
り！ねらい、授業で扱うポイント、指導手順も紹介。　●定価税
込2,420円●P136●B5判●著：黒木寛久●初版'21年4月

●CDには範唱を収録！

高校・中学

コピー
ＯＫ 

10代の心理をサポートするワークブックシリーズ

指導術ほか

岩本達明先生による授業のための
指南本！

（税込2,079円）本体1,890円

やんぱ先生の楽しい音楽！
（音楽之友社）

52
高校教職員対 象

各地で講習会講師も務める著者が、濃密でアイデアに富んだ
授業実践例を紹介。定番曲の旨みや指導ポイント、楽曲にあ
わせ学ぶべき楽典や発声などを網羅。　●定価税込2,310円
●P96●B5判●著：岩本達明●初版'21年7月

（税込4,752円）本体4,320円

新・中学生のクラス合唱曲集 
虹が生まれる（CD付き）
（音楽之友社）

オリジナル新作を収録した人気シリーズ！

53

中学校教職員対 象

音楽の授業の副教材、行事の選曲に！ミマス、栂野知子、松
井孝夫らによる新作合唱曲全10曲。　●定価税込5,280円
●P70●収録時間:約38分●B5判●編：音楽之友社／演奏：府中市
立府中第四中学校合唱部ほか●初版'21年10月

●はじまりの予感
●空の美術館
●虹が生まれる
●言葉さがして
●星のように
●光よ�満ちて
●�Steamship〜夢の
蒸気船〜

●ひとつしかない輝き
●ここからはじまる
●�郷愁歌

収録曲

り学級 授業づく・

コピー
ＯＫ 

コピー
ＯＫ 

コピー
ＯＫ 

コピー
ＯＫ 

●�気候・衣食住ドンジャラ
●�国難を乗り切れ！レッツ
EDO改革

●�法案審議シミュレーション
●�景気七転び八起すごろく
� ほか

本書の内容

読者の声

自分自身の目指す学級
づくりがわかりやすく、ス
モールステップで書かれ
ていて、とてもよかった。
� (３０代小学校教職員)

読者の声

新学習指導要領を実現さ
せるためには、このような
授業、学級経営が必要なん
だろうと感じた。とても参
考になる内容だった。
� (５０代小学校教員)

「先生が導く」を
「子どもが動く」に

「先生が教える」を
「子どもが学ぶ」に！
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眼と体を楽しく動かす 
ビジョントレーニング・ワークブック（ナツメ社）

＜セット内容＞
●�できごとカード60枚
　（白紙カード3枚含む）2セット
●�おたすけカード60枚
　（白紙カード3枚含む）2セット
●�説明書

●ワークシートはコピーOK！

●�数字を聞き間違える、書き違える
●�暗算・九九の暗記ができない
●�計算手順を失敗する
●�筆算の桁がずれる
●�数の位がわからない
●�おおよその数がつかめない
●�文章題内容をイメージできない
●�記号を間違い、立式できない

算数障害8つのタイプ

●算数障害チェックリスト付き

（税込3,564円）本体3,240円

レジリエンスが育つ
  たすけ合い体感ゲーム（合同出版）

「たすけて！」と言える力
（相談希求力）を育みます

54

小学校教職員対 象

助けてもらう、助けてあげる。お礼を言う、お礼を言われる。困ったことが起きたら解決
できるアイテムをみんなで見つけ、助け合いを体感するカードゲーム。小学校3年生か
ら。対象人数6〜40人。　●著：上島博／編：子どものレジリエンス研究会●初版'20年12月

（税込1,683円）本体1,530円

イラスト版 
13歳からのメンタルケア（合同出版）

自分でできるメンタルケア

55

12 歳〜対 象

思春期特有の怒りや不安、焦り、無力感、孤独感…不調をケアし、心の切り替え（コー
ピング）ができるとっておきのストレスマネジメント法をわかりやすく解説。　●定価
税込1,870円●P104●B5判●編著：安川禎亮／著：柴田題寛、木須千明●初版'20年6月

●周りの視線が気になる
●無気力でなにもしたくない
●いつもイライラする� ほか

本書の内容

（税込1,782円）

バリエーション豊富に収録

56

本体1,620円 小学校教職員対 象

「見えにくさ」を改善することで、読み書きや運動、手先を使うことがぐんとスムーズに！1日5分で「見
る力」を育てるビジョントレーニングを学校・家庭で手軽にできるワークシート形式で紹介。
●定価税込1,980円●P224●B5判●監修：北出勝也●初版'20年7月

ICTを活用した
特別支援はこの1冊から！

（税込1,782円）本体1,620円

ディスレクシアの「読みの学習」
をサポート！

58
小学校教職員対 象

読むトレGO！（合同出版）

スモールステップで学ぶ「読む」練習帳。ひらがな・カタ
カナの単文字から、同音異義語、四字熟語のトレーニン
グまで収録。学年別漢字の読みトレーニングページも充
実！ 　●定価税込1,980円●P192●B5判●著：平岩幹男
●初版'20年6月

（税込2,277円）本体2,070円

子どものつまずきに合わせて
教材を選べます

59

小学校教職員対 象

ワーキングメモリを
生かす指導法と読み書き教材

（CD-ROM付き）（学研プラス）

漢字を覚えられない、語彙が増えない、作文が書けない
…ワーキングメモリの特性や学習困難に合わせて教材
を選び、スモールステップ指導ができます。プリント教材
を豊富にPDF収録したCD-ROM付き。　●P168●A5判
●著：河村暁●初版'19年12月

（税込1,782円）本体1,620円

みんなをつまずかせない！
すぐに使える
アイデア48

60

小学校教職員対 象

通常学級で役立つ
算数障害の理解と指導法
（学研プラス）

学習障害の1つである「算数障害」。算数障害の8タイプ
を分類し、通常学級でできる指導ノウハウを紹介。取り
入れることで、みんなにわかりやすい授業ができます。　
●定価税込1,980円●P176●A5判●著：熊谷恵子、山本ゆう
●初版'18年11月

発達障害のある子どもの
＜タイプ別＞支援スタートブック（明治図書）

（税込2,152円）

実態把握・指導計画の立案に役立ちます

61

本体1,957円 小学校教職員対 象

ひとくちに「書字に課題がある」といっても、そのタイプはさまざま。タイプをきっちり捉え支援
につなぎましょう。書字、片付け、友達関係、時間を守ることの実態把握と指導の方法を紹介。
●定価税込2,266円●P103●B5判●著：鬼秀範●初版'20年9月

もう振り回されない！感情と上手に付き合い、
みんな笑顔に

発達障害のある子のための
アンガーマネジメント（明治図書）

（税込2,090円）

62

本体1,900円 小・中学校教職員対 象

衝動的に暴言・暴力が出てしまう、言いたいことを表現できずにトラブルを起こしてしま
う･･･そんな悩みを抱える子のために、アンガーマネジメントの基礎基本から理論、事例
と教師の介入ポイントまで解説。　●定価税込2,200円●P152●A5判●編著：本田恵子／
著：大森良平、吉満美加●初版'21年10月

●発達障害のある子どもの衝動性を理解する
●制御機能と遂行機能のトレーニング
●発達障害のある児童生徒に対する個別の
　アンガーマネジメント事例� ほか

本書の内容

苦手さのある子が学びやすくなる
サポートアイデア

（税込2,152円）本体1,957円

授業で行う
合理的配慮のミニアイデア
（明治図書）

63

小学校教職員対 象

通常の学級にいる苦手さのある子への無理なくちょこっと行える
個別のサポートアイデア。どの子にも「できる・わかる」学びの保障
のある授業を！ 　●定価税込2,266円●P160●A5判●編著：佐藤
愼二●初版'19年4月

●�授業中の勝手な離席の目立つ子に
　『離席カードとOKメダル』
●�文章の読み取りや内容理解が難しい子に
　『視覚化模型』
●�割り算のひっ算が難しい子に
　『位ごとの色別数字カード』
●話し合い活動が苦手な子に
　『どの子もわかる話の可視化と焦点化』
� ほか

本書の内容

SSTカード教材 気持ちチップ（かもがわ出版）
（税込3,465円）

67
本体3,150円

5種類の表情チップと80枚のお題カードを使って、自己・他者のさまざまな感情を
理解し、体験するカード教材。10通りのゲームが楽しめます。人数1〜5人。
●編著：NPOフトゥーロLD発達相談センターかながわ●初版'19年7月

カンジョウレンジャー＆
カイケツロボ（CD-ROM付き）（エンパワメント研究所）

（税込1,980円）

楽しく学べる怒りと
不安のマネジメント

64

本体1,800円 小学校教職員対 象

子どもが自分の感情に気づいて理解を深め、感情の調整法やトラブル対処法を学ん
で練習できるワーク集。ワークシート、キャラクター、ロールプレイやゲームなど工夫
が満載！主に小学校中・高学年が対象。　●P136●B5判●編著：武藏博文／著：齊藤佐
和、小郷将太、門脇絵美●初版'15年5月●生産国：CD-ROM／台湾

●�「イライラ」ことばを仕分けよう
●�カンジョウ・シナリオをつくって演じてみよう
●�マイキブンカードゲームでモンスターズ
と対戦しよう� ほか

収録内容

増補版 自閉症の子どもたちの生活を支える
絵カード作成用データ集（CD-ROM付き）
（エンパワメント研究所）

（税込1,485円）

視覚的な
手がかりで支援！
65

本体1,350円 幼・小学校教職員対 象

家庭、学校、施設などで自閉症の子どもたちの生活を支える絵カードデータを提供。
「着替え」「あそびのルール」「注射」などの動作や手順が一目でわかる約500点を
CD-ROM収録。Windows版。
●P82●B5判●監修：今本繁／著：藤田理恵子、和田恵子●初版'12年6月

みんなの怒りスイッチをさがせ！（合同出版）
（税込3,564円）

66
本体3,240円 小学校教職員対 象

誰かがぶつかってきたら？あいさつを無視されたら？日常よくある出来事につ
いて、どのくらい怒りを感じ、どう考え行動すればいいのかを考えて話し合うカー
ド教材。対象人数2〜8人。　●監修：一般社団法人日本アンガーマネジメント協会●初
版'20年3月

話し言葉・書き言葉が豊かになる 
オノマトペ絵カード（合同出版）

（税込3,366円）

豊かなことばを身につけましょう

68

本体3,060円 幼・小学校教職員対 象

あつあつ、どきどき、わくわく…カードを使ってオノマトペの世界であそんでいるう
ちに、自然と意味と使い方をおぼえられます。幼児から小学生が使う日常的なオノ
マトペ100語を収録。　●著：福山憲市／絵：おのみさ●初版'20年1月

ソーシャルスキルがたのしく身につくカード 
②こんなときどうする？（合同出版）

（税込4,554円）

69

本体4,140円 幼・小学校教職員対 象

家や学校で直面する110のシーンを取り上げ、こんなとき自分ならどうする？なん
て言う？を考えるカード教材。身のまわりの状況への対処から、社会の暗黙のルー
ルやマナー、ふるまいまで学べます。　●監修：公益社団法人発達協会●初版'18年9月

＜セット内容＞
●説明書
●お題カード80枚
　（家庭編／園・学校編�各40枚）
●白紙カード4枚
●表情チップ12枚×5種類
●チップとことばの対応表1枚
●数直線シート／バロメーターシート1枚
●気持ち切りかえシート（A/B）1枚 ▲サイズ：10.4×7.3cm

お題カード

表情チップ

◀︎サイズ：直径約4cm

自己・他者の感情理解を育てます

幼・小・中学校教職員対 象

＜セット内容＞
●遊び方マニュアル
●グランドルール1枚
●怒りのできごとカード60枚
●白紙カード4枚
●怒りの温度計カード22枚
●3重丸シート1枚
●こんなときどうする？箱2枚
●行動カード6枚
●振り返りシート1枚 ●�怒りのできごとカードサイズ：11.5×17.5cm

＜セット内容＞
●�どうするカード110枚
●�説明書 カードサイズ：11.5×17.5㎝

●�カード裏には
　「ねらい」や「ヒント」

授業中
トイレに行きたく
なったら

自分で判断し、行動する力が
身につきます

カードサイズ：8.9×6.3cm

●幼児教育・
　日本語教育にも！

＜セット内容＞
●オノマトペ＆絵カード100枚
●オノマトペ＆意味カード100枚
●白紙カード8枚
●説明書

●コピーOKのワークシート収録のCD-ROM
（Windows＆Mac対応）付き

●通級指導教室・特別支援学級・通常の学級で生かせる指導アイデア

3種類のゲームを通し、怒りのコントロールを
身につけよう！

絵カード例

（税込1,980円）本体1,800円

今日から使える！
特別支援iPad活用法
（合同出版）

57
小・中学校教職員対 象

iPadはあるけど、どう使うかいまいちわからない。通信環境の整備、なん
かたいへんそう…そんな現場の声に応える1冊。基本設定から、個別の学
習支援、一斉授業、学校行事での活用まで実践例も豊富に収録。　●定
価税込2,200円●P120●B5判●著：内田義人／監修：青木高光●初版'21年9月

※��本書の情報は2021年6月末
時点のものです。

こころ

コピー
ＯＫ 

●�Nintendo�Switch「読むトレGO！」とのコラボで
楽しく練習できます

カードサイズ：
8.9×6.3cm

特別支援教育
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