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◇ 2020年新刊目録 ◇ 価格は本体価格です。別途消費税がかかります。
Ｂ５判 135 頁 2400円

て使える小・中学校の授業を高める学校図書館活用法 
を活用し，教師・司書教諭・学校司書が協力して作り上げる，小・中学校の授業の指導案とワ
収録。ブックトークのシナリオ例，学校図書館のコロナ対策も紹介。 

Ａ5 判 93 頁 1650 円

おカタい授業にクスリと笑いを！ 教室ギャグ 77
な授業をなごませ，思わず子どもたちをクスリとさせる，とっておきのギャグを紹介。授業に少
を取り入れるだけで，子どもたちは学校や授業や先生をもっと好きになります。 

Ａ５判 132 頁 1700 円

任の全仕事 学級づくり成功の秘訣 

て把握しておかなければならないこと，しなくてはならないことなど，小中学校の学級担任の
めた１冊。学級づくりを全力で頑張りたい教師の心強い手引書です。 

Ａ５判 105 頁 1600 円

ほっとな学級びらき・授業びらき 知恵とワザをどう仕掛けるか 
4 月だけでなく，長期休暇後の 9 月，1 月にも「学級びらき・授業びらき」を行うと，心新たに学
ます。本書はそんな「学級びらき・授業びらき」に役立つ知恵とノウハウを詳述。 

Ａ５判 104 頁 1700 円

ロナ時代 休校になっても学び
ない探究する子どもを育てる 

ー小学校社会科カリキュラム

の中核をプロジェクト化ー 

教育研修などで学んだ成果を生かし，小学校社会科カリキュラムの中核をプロジェクト化する
教師が「探究支援者」「共同探究者」に徹した授業実践資料・授業逐語録も収録。 

 Ｂ５判 63 頁 1700円

もできるシニアのかんたん虚弱予防体操 50 
数で出来る，コロナ時代に対応した，シニアのための体操 50 種を収録。運動が苦手，億劫な
座ったまま楽しく虚弱予防！ シニア支援者のためのアドバイス付きです。2 色刷。 

句会編著 Ｂ６判 64 頁 909 円

新型コロナの季節 
イルスによる非常事態宣言下とその前後の，前例のない日々の中で，俳人たちがどのように
楽しみ，生活したかを 1 冊の句集に。俳句だけでなく，俳人たちによる選評も収録。 

 Ｂ５判 70 頁 1700円

車椅子の人も片麻痺の人もいっしょにできる楽しいレク 30 
も片麻痺の人も無理せず楽しめる、動かせる部分を思う存分に動かすレクをイラストを交え 30
書は，『車椅子の人も片麻痺の人もいっしょにできる楽しいレク 30＆支援のヒント 10』を改
判化し，「高齢者の身体が自然と動く支援のヒント」を割愛したものです。 

  Ａ５判 295 頁 3500 円

ニイルのおバカさん A.S.ニイル自伝 
教育に道を見いだし，子ども達の味方としてサマーヒル学園と共に生きた，20 世紀最大の教
ルの自叙伝。日本一自由な学校，きのくに子どもの村学園長・堀真一郎氏による新訳本。 

Ａ５判 136 頁 1400 円

う者のしんちゃん 
学校、きのくに子どもの村学園の学園長である著者の、北陸の小さな村を舞台に繰り広げら
代の破天荒な生き方を、イタズラ、家族の思い出、教師や友達との葛藤を通して語る。高橋
！ 
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 多賀一郎著 Ａ５判 99 頁 1600 円

978-4-654-02338-7 若手教師のための一斉授業入門 
 

新型コロナの影響で対話的な授業が困難になった今，一斉授業が重要になってきています。本書は，一
斉授業に不慣れな若手教師のために一斉授業の基礎・基本を実践的に解説します。 

 土作彰著 Ａ5 判 93 頁 1600 円

978-4-654-00402-7 
シリーズ・教師

のネタ 1000②どの子も笑顔になれる学級づくり＆授業づくりのネタ 35 

 
地図学習で「東西南北」を一発で覚えられるネタなど，子どもの信頼を勝ち取る，選りすぐりのネタを多数
収録。子どもたちが劇的に変わります。※本シリーズは，ネタの合計が 1000 になったら完結です。 

 脳トレーニング研究会編 Ｂ５判 96 頁 1700 円

978-4-654-05983-6 
シニアの脳トレーニング⑬ 

新装版 シニアの脳を鍛える教養アップクイズ＆生活力・記憶力向上遊び 

 
子どもの登校時刻通信，誕生日特典号など，子どもや保護者に大好評の学級通信の作り方48種。制作手
順や，そのまま使えるワークシートを掲載。 

 斎藤道雄著 Ｂ５判 64 頁 1650円

978-4-654-07677-2 シニアの 1,2 分間運動不足解消体操 50 
 

椅子に腰かけたまま出来る，シニアの運動不足解消に役立つ体操 50 種を収録。「簡単。なのに，楽し
い！」体操で，誰でも飽きずに運動できます。施設のスタッフのためのアドバイス付き。 

 黎明書房編集部編 Ａ５判 64 頁 727 円

978-4-654-00382-2 新・黎明俳壇 第 2 号 
 

「特集 宮沢賢治 VS．新美南吉」「名句再発見」，俳句クロスワードパズルなど，誰でもより俳句の奥深さ，
楽しさを味わえる一冊。オールカラー。 

 三好真史著 Ａ5 判 96 頁 1600 円

978-4-654-00401-0 
シリーズ・教師

のネタ 1000①スキマ時間で大盛り上がり！ 楽しい教室クイズ 77 

 

授業の合間に出来るスキマ時間に、悩んでいる先生も多いはず。そんな時はクイズの出番です。難しすぎ
ず、簡単すぎない 77 の知的なクイズで、教室は大盛り上がり！ 学級づくりにも役立つ、先生の心強い味
方です。 

 脳トレーニング研究会編 Ｂ５判 66 頁 1700 円

978-4-654-05982-9 
シニアの脳トレーニング⑫ 

コピーして使えるシニアの学習クイズ・とんちクイズ 37 

 

国語・算数・社会など学校で習った知識で解ける問題や、おなじみのとんちの効いたクイズ絵、浮世絵を
題材にした間違いさがしなど、37 種類の脳トレを収録。やさしい問題から少し頭をひねらないと解けない問
題まで、お楽しみいただけます。 

 中村健一著 Ｂ５判 62 頁 1700 円

978-4-654-02337-0 新装版 クラスを「つなげる」ミニゲーム集 BEST55+α 

 

クラスをたちまち１つにし,先生の指示に従うこと,ルールを守ることを子どもたちに学ばせる,最高に楽しくて
おもしろい,今どきの子どもたちに大好評のゲーム55種を厳選。２色刷。 ※『クラスを「つなげる」ミニゲーム
集 BEST55+α』の新装版。 

 安井克彦編著 Ａ５判 205 頁 1818 円

978-4-654-02334-9 三河のペスタロッチたち 

 

愛知県三河地方の風土に根差した実直な教育をつくりあげた「三河のペスタロッチ」ともいえる,優れた 22
名の教師の一途な生き方を紹介。教育現場で苦闘する教師たちに,真の教師の生き方,あり方を伝える励
ましの書。 

ii 



 斎藤道雄著 Ｂ５判 90 頁 1700円

978-4-654-07675-8 新装版 要支援・要介護の人もいっしょに楽しめるゲーム＆体操 

 

いっせいに同じ体操をするのではなく,１人ひとりに合うように少しやり方を変えるだけで,参加者の誰もが満
足できます。年齢や身体能力に差があっても,いっしょに体を動かして気分爽快になるゲームと体操を 35
種紹介。 ※『要支援・要介護の人もいっしょに楽しめるゲーム＆体操』を新装・大判化。 

 斎藤道雄著 Ｂ５判 63 頁 1650円

978-4-654-07674-1 シニアの爆笑あてっこ・まねっこジェスチャー体操 

 

簡単,短時間,説明不要！ そんな,三拍子そろった,誰でも出来てシニアもスタッフも笑顔になれるジェスチ
ャー体操５０種を公開。1 人で座って出来る体操から,元気に体を動かす体操まで,様々な場面で活用でき
ます。2 色刷。 

 斎藤道雄著 Ｂ５判 92 頁 1700円

978-4-654-07676-5 新装版 虚弱なシニアでもできる楽しいアクティビティ 32 

 

大きな運動が難しい，虚弱なシニア向けの，身体の活動を促すかんたんアクティビティを 32 種類紹介。生
活リズムをつくり，残存機能の維持にもつながります。 

『特養でもできる楽しいアクティビティ 32』を改題，新装・大判化。 

 斎藤道雄著 Ｂ５判 90 頁 1700円

978-4-654-07675-8 新装版 要支援・要介護の人もいっしょに楽しめるゲーム＆体操 

 

大きな運動が難しい，虚弱なシニア向けの，身体の活動を促すかんたんアクティビティを 32 種類紹介。生
活リズムをつくり，残存機能の維持にもつながります。 

『特養でもできる楽しいアクティビティ 32』を改題，新装・大判化。 

 武馬久仁裕編著 Ｂ５判上製 81 頁 2200円

978-4-654-05684-2 図書館版 誰でもわかる古典の世界／４ 誰でもわかる名歌と名句 

 

今まで語られることのなかった名歌，名句の表現の不思議さ，楽しさ，面白さを心ゆくまで味わえる画期的
な本です。在原業平や与謝野晶子ら古今の名歌 21首，芭蕉や西東三鬼らの名句 47句を分かりやすく紹
介。親本『名歌と名句の不思議，楽しさ，面白さ』に「和歌を物語で楽しむ」4 編を増補し上製本に。個人の
方は愛蔵版としてお手元に。 

 中村健一著 Ａ５判 171 頁 2200 円

978-4-654-02335-6 新装版 つまらない普通の授業に子どもを無理矢理乗せてしまう方法 

 
準備をしなくても，年間 1000 時間の授業に子どもたちを飽きさせず，軽々と乗せてしまう教育技術のすべ
てを紹介。＊既刊の『つまらない普通の授業に子どもを無理矢理乗せてしまう方法』の新装版。 

 野村鉦吉著 Ｂ６判 88 頁 1300 円

978-4-654-02336-3 教育と一般的指導の改善 保護者と教師の皆さんへ 

 

長年教育にたずさわってきた著者の願いは「犯罪者にならない人を育て，その人の真心を魂と言えるまで
養い育てること」である。本書は，そのための指導のあり方，教育のあり方を20項目にわたり，簡潔にわかり
やすく，具体的に述べた保護者・教師の必読の書である。 

 多賀一郎・中村健一著 Ａ５判 96 頁 1600 円

978-4-654-02331-8 新装版 教室で家庭でめっちゃ楽しく学べる国語のネタ 63

 

短い時間でできる国語のクイズ，パズル，ゲーム，お話など，63 のネタを低学年・中学年・高学年に分けて
紹介。国語の驚きの面白ネタが満載です。気がつけば，誰でも国語が大好きになっています！  

＊『教師のための携帯ブックス⑪ 教室で家庭でめっちゃ楽しく学べる国語のネタ 63』を新装・大判化。 

 中村健一編著 Ａ５判 96 頁 1600 円

978-4-654-02332-5 新装版 めっちゃ楽しく学べる算数のネタ 73 

 

子どもたちがなかなか授業に乗ってこない時，授業が 5 分早く終わった時などに使える、子どもが喜ぶ楽し
い算数のネタを、低学年・中学年・高学年・全学年に分けて紹介。 算数が苦手な子も得意な子も飽きさせ
ません。＊『教師のための携帯ブックス⑩ めっちゃ楽しく学べる算数のネタ 73』を新装・大判化。 
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 土作彰著 Ａ５判 102 頁 1700 円

978-4-654-02330-1 知っているだけで大違い！ 授業を創る知的ミニネタ 45 

 

子どもも教師も笑顔になれる，国語・算数・理科・社会の「授業に使えるミニネタ」33 種と「学級経営と授業を
スムーズに流せるようになるネタ」12 種を紹介。経験の浅い，若い先生の役に立つネタ満載。すぐ使えま
す。 

 梶川高彦・中村健一 / 編著 Ａ５判 96 頁 1600 円

978-4-654-02333-2 崩壊学級担任を救う 33 の方法＆つぶす 13 の方法 

 

「学級崩壊の立て直し」ではなく，「崩壊学級担任の救出」を目的にした本。学級崩壊しても、病休に入ら
ず、辞めずに 1年間生き抜く方法を紹介。また、崩壊学級担任をつぶしかねない、崩壊学級担任に決して
してはいけないことも詳述。 

 武馬久仁裕編著 B５判 77 頁 1700 円

978-4-654-07673-4 名歌と名句の不思議，楽しさ，面白さ 

 

「なるほど、そう読むのか！」何げなく読んできた，藤原定家や与謝野晶子，石川啄木ら古今の名歌２１首，
松尾芭蕉や小林一茶，正岡子規や西東三鬼らの名句４７句の不思議，楽しさ，面白さを紹介。中・高校生
から読めます。 

 今井真子著 四六判上製 132 頁 2300円

978-4-654-07671-0 今井真子句集 脱皮する月 

 

中部日本俳句作家会賞、中日俳句賞を受賞された、著者による第3句集。平成20年～平成の終りまでの
俳句が厳選収録されています。「土の匂いのする俳句」を意識した、自然と人生の調和する美しい俳句の
数々が楽しめます。 

 武馬久仁裕編著 Ｂ５判上製 81 頁＋カラー口絵３頁 2300円

978-4-654-05683-5 図書館版 誰でもわかる古典の世界／３ 誰でもわかる孫子の兵法

 

“戦わずして勝つ”など意表をついた戦略が満載の『孫子』をクイズにした親本『孫子の兵法で脳トレーニン
グ』に「おさらい『孫子』クイズ」を増補した、図書館向けの上製本。個人の方は、愛蔵版として、手元に置い
ていただけます。 

 黎明書房編集部編 Ａ５判 65 頁 727 円

978-4-654-00381-5 新・黎明俳壇 創刊号 

 

「あなたの俳句がワンランクアップするワンポイント添削」「特集橋本多佳子ＶＳ.鈴木しづ子」「教科書に出
てくる俳句をもっと深く、面白く読もう」、俳句クイズなど、誰もが俳句の楽しさ、面白さを満喫できる一冊。オ
ールカラー。 

 斎藤道雄著 Ｂ５判 63 頁 1650円

978-4-654-07672-7 少人数で盛り上がるシニアの 1,2 分体操＆ゲーム 50 

 

「少人数」「１、２分」「準備なし、道具不要」の３拍子そろった体操＆ゲームを各 25 種紹介。シニアが楽しく
身体と頭を動かして元気に遊べる体操＆ゲームです。体操とゲームを自由に組み合わせて活用できま
す。待ち時間などにも効果的に活用できます。もちろんシニアご自身でも楽しめます！ ２色刷。 

 武馬久仁裕編著 Ｂ５判上製 67 頁 2100円

978-4-654-05682-8 図書館版 誰でもわかる古典の世界／２ 誰でもわかる美しい日本語 

 

和歌や随筆、物語、漢詩や俳句、花言葉などをわかりやすく新鮮な読み方で紹介する１冊。親本『読ん
で、書いて二倍楽しむ美しい日本語』に伊良子清白「海の声」・三好達治「雪」の２編を増補した、図書館
向けの上製本。２色刷。 

 多賀一郎著 Ａ５判 126 頁 1800 円

978-4-654-02328-8 危機に立つ SNS 時代の教師たち 生き抜くために、知っていなければな

らないこと 

 

緊急出版！ バカッター、ラインいじめ、ネチケット教育等、トラブルが多発するＳＮＳ時代を生きる教師が
学んでおくべき子どもを取り巻く SNS の実状や、教師が SNS に関わる上で知っておくべきことを詳述。 
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 出井伸宏（名古屋市教育センター研究調査部長）著 Ｂ５判 160 頁 2000 円

978-4-654-02329-5 小学校社会科実践の不易 新学習指導要領の実現に向けてのヒントがいっぱ

い社会科実践集 

 
生き生きと学びを追究する子どもが育つ歴史学習など、新学習指導要領「社会科実践のキーワード・キー
センテンス」実現のヒントとなる実践が満載。 

 脳トレーニング研究会編 Ｂ５判 66 頁（カラー８頁） 1700円

978-4-654-05981-2 
シニアの脳トレーニング／11 

コピーして使えるシニアの語彙力＆言葉遊び・漢字クイズ 

 

熟語・ことわざ・慣用句などに関する穴埋めクイズや二択問題、人気の「クイズ絵」「とんちクイズ 漢字が多
すぎる！」、おなじみの間違い探し、記憶力遊びなど。時折、算数問題も交えながら、楽しく語彙力・漢字
力をアップ。 

 脳トレーニング研究会編 Ｂ５判上製 71 頁 2200円

978-4-654-05681-1 
図書館版 誰でもわかる古典の世界／１ 

誰でもわかる日本の二十四節気と七十二候 

 

日本の細やかな季節の変化を表す二十四節気と七十二候が、クイズで覚えられ、和歌や俳句で深められ
る本。親本『クイズで覚える日本の二十四節気&七十二候』に「四季の詩歌を楽しむ」を増補した図書館向
けの上製本。 
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