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＊カタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。

教科書を作成している東京書籍の一般書です 
学校の先生、家庭教育にプラスとなる内容の書籍を集めました 

すべての人々に健やかな知的生活を
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和田秀樹　繁田和貴【著】 KP00046831 東京書籍 201006 EPUBリフロー ¥2,860 ‐ ¥5,720

難関校に合格する人の共通点 9784487804405

新浦安モンテッソーリ子どもの家【協力】 KP00049053 東京書籍 201203 EPUB(固定） ¥3,520 ‐ ¥7,040

「集中」すれば子どもは伸びる！

モンテッソーリ園
9784487806300

直山木綿子 KP00046859 東京書籍 201303 EPUB(固定） ¥3,520 ‐ ¥7,040

小学校外国語活動のあり方と

“Hi,friends!”の活用
9784487807390

アレン玉井 光江 KP00048547 東京書籍 201903 EPUB(固定） ¥5,280 ‐ ¥10,560

小学校英語の文字指導 9784487812066

左巻健男 KP00048555 東京書籍 201905 EPUB(固定） ¥6,160 ‐ ¥12,320

おもしろ理科授業の極意 9784487810543

小学校英語教育学会20周年記念誌編集委員会【編】 KP00051842 東京書籍 202010 EPUB(固定） ¥5,280 ‐ ¥10,560

小学校英語教育ハンドブック

―理論と実践―
9784487814244

中村典生【監修】　矢野淳　林裕子　鈴木渉　巽撤【著】 KP00048548 東京書籍 201903 EPUB(固定） ¥5,280 ‐ ¥10,560

コア・カリキュラム対応

小・中学校で英語を教えるための

必携テキスト

9784487811465

文部科学省国立教育研究所教育課程研究センター KP00049593 東京書籍 201604 EPUB(固定） ¥3,300 ‐ ¥6,600

学級・学校文化を創る特別活動

中学校編
9784487809615

左巻健男　吉田安規良【編著】 KP00051512 東京書籍 201904 EPUB(固定） ¥5,060 ‐ ¥10,120

授業に活かす理科教育法

中学・高等学校編　新訂
9784487812448

広木正紀　内山裕之【著】 KP00048784 東京書籍 201206 EPUBリフロー ¥6,600 ‐ ¥13,200

小・中・高一貫カリキュラムへの

改革を先取りした理科の授業づくり
9784487806881

藤嶋昭/理科授業大全編集委員会 KP00047855 東京書籍 202106 EPUB(固定） ¥4,840 ‐ ¥9,680

理科授業大全

物化生地の基礎から実験のコツまで
9784487814091

しののめモンテッソーリ子どもの家　中山芳一 KP00051841 東京書籍 202009 EPUB(固定） ¥3,520 ‐ ¥7,040

非認知能力を伸ばす

おうちモンテッソーリ77のメニュー
9784487814237

中山芳一 KP00048553 東京書籍 201811 EPUB(固定） ¥3,960 ‐ ¥7,920

学力テストで測れない

非認知能力が子どもを伸ばす
9784487811540

中山芳一 KP00048569 東京書籍 202007 EPUB(固定） ¥3,740 ‐ ¥7,480

自分と相手の

非認知能力を伸ばすコツ
9784487814022

12
2018年、10年ぶりに幼稚園教育要領が改訂。その「新幼稚園指導要領」において重視されてい

るのが非認知能力の育成。本書は、子育て世代が我が子は大丈夫と安心できるような、幼児教

育の中でも人気のあるモンテッソーリ教育を用いて、非認知能力を育むメニュー本である。

13
子どもにとっても、大人にとっても必要とされる非認知能力は、どうやって身に付けていけばよいので

しょうか?また、なぜ注目を集めているのでしょうか?これらの問いに理論と実際を交えてわかりやすく

答えるとともに、産官学民ですでに始まっている大人たちの挑戦についても紹介しています。

14
この「非認知能力」、子どもだけが伸ばせるものと誤解されがちだが、実は大人になってからも伸ばす

ことができる。本書は、教育・保育・子育てにかかわる方々をはじめ、ビジネスの世界で人材育成に

携わっている方々にも、その力の伸ばし方を理解し参考にできる一冊である。

9
小中高の現場経験者が、現場の教材を選び、理科授業づくりの手がかりになる理論や授業論、

具体的教材を紹介。理科授業はこれで完璧！本書は、2009年4月に発行された『授業に活か

す！理科教育法』の新訂版です。新指導要領に対応して内容を一新いたしました。

10
学校内外の社会との連携や、小・中・高の教育のつながりを図る工夫事例を具体的に多数提案。

理科教育の将来や、教師が自分を磨く方法なども解説する、今後の理科教育をつくる総合ガイ

ド。 「人生に役立つ理科授業」ができる1冊。

11
東京理科大学特任教授、非常勤講師らが、長年にわたって学校で教鞭をとってきた実務経験に

基づいて、理科の先生方の役に立てればと一念発起され、本書はできあがった。理科離れがすす

むなか、生徒の科学的思考力をしっかり育てたい。そんな願いを込めて本書は編集された。

6
 小学校英語教育の過去・現在・未来、日々の実践とその裏付けとなる理論を紹介し、小学校英

語教育に携わる指導者・教職を目指す人たちへの羅針盤となる1冊。 小学校英語教育の専門家

が言語活動、読み書き、評価など最重要事項を豊富な実践例で分かりやすく解説。

7
本書は、小学校教員や中学校英語教員の養成で扱うべき具体的な項目とそれぞれに達成すべき目標を網

羅し、わかりやすく解説。 小学校英語の教科化・早期化に対応した指導法と専門的知識を学ぶための大学

用教科書としてはもちろん、すでに現場で教鞭をとっている教員の参考書としても活用できる。 2020年度新

学習指導要領にも対応 コアカリキュラム対応表も収録

8
本指導資料は、平成26年６月に公表したパンフレット『学級・学校文化を創る特別活動　話合

い活動の基本』を基に、学級活動、生徒会活動、学校行事の各内容について、指導のポイントや

留意点などをＱＡと実践事例で紹介しています。

NO 書影

内容紹介

1
“受験の神様”和田秀樹と“開成番長”繁田和貴の強力タッグで、難関といわれる中学、高校、大

学に要領よく合格する人に多い八つの共通点と、勉強の極意、コツを数十カ条に整理して解説。そ

れぞれの体験と指導の経験に裏付けられた、まさに「受験勉強法真髄」。

2
今注目を浴びるモンテッソーリ教育について、豊富な写真や時系列にそった活動例をもとに、その考

え方をわかりやすく提示する入門書。

3
新教材導入の経緯から活用法、事例の紹介、そして小学校英語活動の現状とこれからの課題ま

で、外国語活動指導者の不安と悩みを解決！

4
文字の読み書き（リタラシー）指導についての理論と実践（活動）をわかりやすく紹介。「聞く」「読む」「話

す」「書く」という４技能をスモールステップで導入する指導法は、児童にアルファベットの確実な定着を促しま

す。文部科学省発行の『We Can!』のSounds and Lettersに取り入れられている指導理論（オンセット・

ライム）についても、関連する活動とともに詳しく解説。

5
左巻先生の長年の理科教育者としての経験から導かれた、技術・知識、「心構え」的な部分そし

て、キーとなる実験や教えるべきことを押さえていく。「本当の自然科学」を教えるための総論のほ

か、各分野において絶対に押さえておきたい本質的なことを学ぶための授業
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廣川州伸 KP00049057 東京書籍 200803 EPUBリフロー ¥3,080 ‐ ¥6,160

偏差値よりも挨拶を 9784487755592

渡辺三枝子 KP00049058 東京書籍 200803 EPUBリフロー ¥3,080 ‐ ¥6,160

キャリア教育 9784487755608

神山睦美 KP00049059 東京書籍 200803 EPUBリフロー ¥3,080 ‐ ¥6,160

読む力・考える力のレッスン 9784487755653

白川修一郎 KP00049069 東京書籍 200808 EPUBリフロー ¥3,080 ‐ ¥6,160

眠りで育つ子どもの力 9784487755677

海後宗臣【著】寺﨑昌男　斉藤利彦　越川求【編】 KP00050173 東京書籍 201802 EPUBリフロー ¥19,800 ‐ ¥39,600

海後宗臣　教育改革論集 9784487810079

平松義樹 KP00051837 東京書籍 202008 EPUBリフロー ¥3,960 ‐ ¥7,920

子どものそばにすべてがある 9784487813568

堀田博史　佐藤和紀　三井一希【著】 KP00052488 東京書籍 202104 EPUB(固定） ¥3,520 ‐ ¥7,040

ＧＩＧＡスクール構想

小学校低学年 1人1台端末を

活用した 授業実践ガイド

9784487814893

宮武久佳　大塚大【著】 KP00052763 東京書籍 202109 EPUB(固定） ¥3,520 ‐ ¥7,040

著作権ハンドブック 9784487813384

和田秀樹 KP00046851 東京書籍 200708 EPUBリフロー ¥3,080 ‐ ¥6,160

国語力をつける勉強法 9784487801961

落合みどり　宮本信也　ふじわらひろこ KP00049067 東京書籍 200309 EPUB(固定） ¥3,520 ‐ ¥7,040

十人十色なカエルの子 9784487798414

岩永竜一郎 KP00049068 東京書籍 201409 EPUB(固定） ¥4,180 ‐ ¥8,360

自閉症スペクトラムの子どもの

感覚・運動の問題への対処法
9784487808755

白石雅一 KP00049075 東京書籍 201306 EPUB(固定） ¥4,180 ‐ ¥8,360

自閉症スペクトラムと

こだわり行動への対処法
9784487807987

河邉貴子【編著】 KP00051511 東京書籍 201904 EPUB(固定） ¥3,520 ‐ ¥7,040

新3法令対応

幼児教育・保育カリキュラム論
9784487812189

27

2008年12月発行の「教育課程・保育課程論」を10年ぶりに一新し、改訂版として発行。 2018年3月に指

導要領が新しくなり、新たにカリキュラム・マネジメントの考え方がだされ、幼稚園教育要領、保育所保育指針

が変更され、さらに認定こども園の教育も入ってきた。 改訂版ではこれらの新しい考え方や変更点を十分に考

慮しながら、現場に即した実践事例や指導案を展開していく。

24
ADHD、自閉症やアスペルガー症候群の子ども本人やご家族、学校の先生、まわりの子どもたちの

ために、障害の困難と特別支援教育のコツをわかりやすく示したカラー絵本。英・米で英語版も刊

行。

25
本書は、自閉症スペクトラム障害（ASD）の児童に対する感覚統合理論に基づく療育や教育、

それから感覚刺激を使った対人関係発達のための指導について、前著『自閉症スペクトラムの子ど

もへの感覚・運動アプローチ入門』の内容を更新し、新たな情報を加えた全面改訂増補版です。

26
自閉症（高機能自閉症やアスペルガー症候群を含む）の「こだわり行動」は正そうとするとパニック

に陥るなど、修正するのが難しいとされてきている。

21

本書は、低学年でもできる情報端末活用を多くの学校で共有できるように企画しました。「低学年で情報端

末を使用するのは早い？」ではなく、低学年ができる30の“活用”事例を紹介しております。また、巻末には児

童が自己評価できる「情報活用能力チェックリスト」を添付しました。取組み方が難しい小学校低学年での

1人１台情報端末活用でお悩みの先生方、必見です。

22

改正著作権法で授業や学校はどうなるのか。GIGAスクールで1人1台の端末があるなか、生徒への公衆送

信はどこまで可能なのか。何に気をつけなければならないのか。著作権のスペシャリストの2人が、英数国理社

はじめ各教科ごとのQ&Aや文化祭、運動会、クラブ活動などのQ＆Aを通して、改正著作権法の正しい運用

を丁寧に解説。 著作権を制するものは、授業を制す。

23
格差社会は、国語力の差がつくっている!国語のテストの点数がよくならない子どもも、報告書がまと

もに書けない大人も、ともに原因は、勉強方法をしらないことと教育環境の認識不足。 格差=国語

力の差となっている今、勉強法の神様が国語力アップの鉄則を伝授。

18
眠らない子どもは肥満になる。今や時代は「8当5落」など、睡眠が子どもたちの現在と未来に与え

る好影響・悪影響について、睡眠研究の第一人者が豊富なデータをもとに執筆。

19

近代教育を築いた海後宗臣の新発掘論文集。戦前・戦中・戦後期の教育改革論が現代のカリキュラムや

教育実践につながる貴重な論文集。戦後教育改革、カリキュラム改革運動、東大附属学校創立の意味、

極東軍事裁判速記録など、今なお貴重な資料が初めて明かされる。教育学の第一人者である寺﨑昌男ら

による、充実した解題、解説付き。

20
育の明日を拓く初の教育実践学の書。『知』の術を探り、『情』の心を磨き、『意』の道を歩む教師

論。理論と実践が往還する教育実践学が、ここにあります。

15
実社会と学校教育のズレを喝破し、実社会が求める思考力・適応力・価値観を家庭教育のなか

でいかに育てるかを説く。迫りくる格差社会を生き残るために。

16
近年注目を浴びる、キャリア教育。学校生活や職業体験を通じて、子どもたちに「生きる力」を身に

つけさせることを目指す。本書ではこの教育の第一人者が「自立できる子どもの育て方」を伝授。

17
考える力はどうしたらつくのか。それは直面する問題から逃げず、そこに立ち向かった先達の言葉にふ

れること。太宰治、夏目漱石、村上春樹らの読解を通して、思春期に直面するテーマを考える本。
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藤井斉亮 真島秀行 「新しい算数」編集委員会 KP00051253 東京書籍 202009 EPUB(固定） ¥2,860 ‐ ¥5,720

New Mathematics 1 ①

for Elementary School
9784487814114

藤井斉亮 真島秀行 「新しい算数」編集委員会 KP00051254 東京書籍 202009 EPUB(固定） ¥5,720 ‐ ¥11,440

New Mathematics 1 ②

for Elementary School
9784487814121

藤井斉亮 真島秀行 「新しい算数」編集委員会 KP00051255 東京書籍 202009 EPUB(固定） ¥5,720 ‐ ¥11,440

New Mathematics 2A

for Elementary School
9784487814138

藤井斉亮 真島秀行 「新しい算数」編集委員会 KP00051256 東京書籍 202009 EPUB(固定） ¥5,720 ‐ ¥11,440

New Mathematics 2B

for Elementary School
9784487814145

藤井斉亮 真島秀行 「新しい算数」編集委員会 KP00051257 東京書籍 202009 EPUB(固定） ¥5,720 ‐ ¥11,440

New Mathematics 3A

for Elementary School
9784487814152

藤井斉亮 真島秀行 「新しい算数」編集委員会 KP00051258 東京書籍 202009 EPUB(固定） ¥5,720 ‐ ¥11,440

New Mathematics 3B

for Elementary School
9784487814169

藤井斉亮 真島秀行 「新しい算数」編集委員会 KP00051259 東京書籍 202009 EPUB(固定） ¥5,720 ‐ ¥11,440

New Mathematics 4A

for Elementary School
9784487814176

藤井斉亮 真島秀行 「新しい算数」編集委員会 KP00051260 東京書籍 202009 EPUB(固定） ¥5,720 ‐ ¥11,440

New Mathematics 4B

for Elementary School
9784487814183

藤井斉亮 真島秀行 「新しい算数」編集委員会 KP00051261 東京書籍 202009 EPUB(固定） ¥5,720 ‐ ¥11,440

New Mathematics 5A

for Elementary School
9784487814190

藤井斉亮 真島秀行 「新しい算数」編集委員会 KP00051262 東京書籍 202009 EPUB(固定） ¥5,720 ‐ ¥11,440

New Mathematics 5B

for Elementary School
9784487814206

藤井斉亮 真島秀行 「新しい算数」編集委員会 KP00051263 東京書籍 202009 EPUB(固定） ¥8,580 ‐ ¥17,160

New Mathematics 6

for Elementary School
9784487814213

坪田耕三 KP00051513 東京書籍 201306 EPUB(固定） ¥2,640 ‐ ¥5,280

あたらしいさんすうの話　1年生 9784487807710

坪田耕三 KP00051514 東京書籍 201306 EPUB(固定） ¥2,640 ‐ ¥5,280

新しい算数の話　2年生 9784487807727

坪田耕三 KP00051515 東京書籍 201306 EPUB(固定） ¥2,640 ‐ ¥5,280

新しい算数の話　3年生 9784487807734

坪田耕三 KP00051516 東京書籍 201306 EPUB(固定） ¥2,640 ‐ ¥5,280

新しい算数の話　4年生 9784487807741

秋山仁 松永清子 KP00051517 東京書籍 201306 EPUB(固定） ¥2,640 ‐ ¥5,280

新しい算数の話　5年生 9784487807758

秋山仁 松永清子 KP00051518 東京書籍 201306 EPUB(固定） ¥2,640 ‐ ¥5,280

新しい算数の話　6年生 9784487807765

藤嶋昭【監修】田中幸　結城千代子【著】 KP00051501 東京書籍 201207 EPUB(固定） ¥2,640 ‐ ¥5,280

あたらしいかがくの話　1年生 9784487806119

藤嶋昭【監修】田中幸　結城千代子【著】 KP00051502 東京書籍 201207 EPUB(固定） ¥2,640 ‐ ¥5,280

新しい科学の話　2年生 9784487806126

藤嶋昭【監修】田中幸　結城千代子【著】 KP00051503 東京書籍 201207 EPUB(固定） ¥2,640 ‐ ¥5,280

新しい科学の話　3年生 9784487806133

藤嶋昭【監修】田中幸　結城千代子【著】 KP00051504 東京書籍 201207 EPUB(固定） ¥2,640 ‐ ¥5,280

新しい科学の話　4年生 9784487806140

藤嶋昭【監修】田中幸　結城千代子【著】 KP00051505 東京書籍 201207 EPUB(固定） ¥2,640 ‐ ¥5,280

新しい科学の話　5年生 9784487806157

藤嶋昭【監修】田中幸　結城千代子【著】 KP00051506 東京書籍 201207 EPUB(固定） ¥2,640 ‐ ¥5,280

新しい科学の話　6年生 9784487806164

30 日本で一番使われている小学校算数教科書２年Aの最新英訳版。

28 日本で一番使われている小学校算数教科書1年①の最新英訳版。

29 日本で一番使われている小学校算数教科書1年②の最新英訳版。

31 日本で一番使われている小学校算数教科書２年Bの最新英訳版。

32 日本で一番使われている小学校算数教科書３年Aの最新英訳版。

35 日本で一番使われている小学校算数教科書４年Bの最新英訳版。

36 日本で一番使われている小学校算数教科書５年Aの最新英訳版。

33 日本で一番使われている小学校算数教科書３年Bの最新英訳版。

34 日本で一番使われている小学校算数教科書４年Aの最新英訳版。

39 今までの算数のイメージ、算数感といったものをまったく変えてみることを目指し「算数的活動の楽し

さ」を伝える事の出来る教材や問題を考えました。

40 今までの算数のイメージ、算数感といったものをまったく変えてみることを目指し「算数的活動の楽し

さ」を伝える事の出来る教材や問題を考えました。

37 日本で一番使われている小学校算数教科書５年Bの最新英訳版。

38 日本で一番使われている小学校算数教科書6年の最新英訳版。

43 今までの算数のイメージ、算数感といったものをまったく変えてみることを目指し「算数的活動の楽し

さ」を伝える事の出来る教材や問題を考えました。

44 今までの算数のイメージ、算数感といったものをまったく変えてみることを目指し「算数的活動の楽し

さ」を伝える事の出来る教材や問題を考えました。

41 今までの算数のイメージ、算数感といったものをまったく変えてみることを目指し「算数的活動の楽し

さ」を伝える事の出来る教材や問題を考えました。

42 今までの算数のイメージ、算数感といったものをまったく変えてみることを目指し「算数的活動の楽し

さ」を伝える事の出来る教材や問題を考えました。

47 おもしろさ抜群の科学の読み物シリーズ。 子どもたちから寄せられた質問をもとにテーマを設定しまし

た。 理解力を高める図解イラスト満載で，1つの話が5～10分で読めるので朝の読書にも最適。

48 おもしろさ抜群の科学の読み物シリーズ。 子どもたちから寄せられた質問をもとにテーマを設定しまし

た。 理解力を高める図解イラスト満載で，1つの話が5～10分で読めるので朝の読書にも最適。

45 おもしろさ抜群の科学の読み物シリーズ。 子どもたちから寄せられた質問をもとにテーマを設定しまし

た。 理解力を高める図解イラスト満載で，1つの話が5～10分で読めるので朝の読書にも最適。

46 おもしろさ抜群の科学の読み物シリーズ。 子どもたちから寄せられた質問をもとにテーマを設定しまし

た。 理解力を高める図解イラスト満載で，1つの話が5～10分で読めるので朝の読書にも最適。

49 おもしろさ抜群の科学の読み物シリーズ。 子どもたちから寄せられた質問をもとにテーマを設定しまし

た。 理解力を高める図解イラスト満載で，1つの話が5～10分で読めるので朝の読書にも最適。

50 おもしろさ抜群の科学の読み物シリーズ。 子どもたちから寄せられた質問をもとにテーマを設定しまし

た。 理解力を高める図解イラスト満載で，1つの話が5～10分で読めるので朝の読書にも最適。


