
つぎのページに続きます。つぎのページに続きます。中面もご覧ください。

今の教室を創る　菊池道場機関誌
白熱する教室
創刊号～第 10号

【著】菊池省三／菊池道場全国各支部
定価　本体各 1,500 円＋税

【著】 山英男／藤岡頼光
定価　本体 1,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-12-2

これからの英語教育
フィリピン発・英語学習法
 (Edu-Talk シリーズ4) 

【著】徹底反復研究会中国支部
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-02-3

今の教室を創る　菊池道場機関誌
白熱する教室 臨時増刊号

【著】菊池省三／菊池道場全国メンバー
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-29-0

　　【著】松本道弘
定価　本体 2,200 円＋税

ISBN 978-4-907571-07-8

徹底反復で
子どもを鍛える

【著】 山英男／徹底反復研究会
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-40-5

【著】菊池省三／菊池道場東京・神奈川支部
定価　本体 1,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-43-6

■ご購入は
①全国の書店で
②ネット書店 Amazon で
 　https://www.amazon.co.jp/
③弊社ホームページ内、STORE で
 　https://nakadoh.stores.jp/
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個の確立した集団を育てる
ほめ言葉のシャワー決定版

【著】菊池省三／本間正人　他
定価　本体 3,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-30-6

コミュニケーション力あふれる
「菊池学級」のつくり方

【著】菊池省三／菊池道場
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-00-9

「話し合い力」を育てる
コミュニケーションゲーム62

【著】菊池省三／池亀葉子　他
定価　本体 2,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-13-9

人間を育てる 菊池道場流
作文の指導

【著】菊池省三／田中聖吾　他
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-14-6

公社会に役立つ人間を育てる
菊池道場流 道徳教育

【著】菊池省三／菊池道場
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-44-3

人間を育てる 菊池道場流
叱る指導

【著】菊池省三／菊池道場
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-36-8

【key word】道徳
｢考え、議論する道徳｣の本質に
迫る。行動選択能力の質を高め
る道徳を提案。

【key word】叱る
「ほめ言葉のシャワー」の菊池道
場が叱る 指導を大公開 ! 叱る場
面ごとに伝えたい価値語を明示。

【key word】ほめ言葉のシャワー
「ほめ言葉のシャワー」の意味と
意義を原点に戻って再整理した
決定版。ＤＶＤ付き。

【key word】コミュニケーションゲーム
ゲームで楽しくコミュニケーショ
ン力がつく 「話し合い力検定」公
認トレーニングブック。

【key word】菊池実践
コミュニケーション力あふれる学
級と児童をどのように育んでいく
かを明らかにした一冊。

【key word】成長ノート
書くことで人間を育てる新しい時
代の作文指導、菊池道場オリジナ
ル実践「成長ノート」を詳説。

中村堂の教育書で新年度をスタート！中村堂の教育書で新年度をスタート！中村堂の教育書で新年度をスタート！中村堂の教育書で新年度をスタート！中村堂の教育書で新年度をスタート！

今の教室を創る　菊池道場機関誌
白熱する教室 第 12 号

今の教室を創る　菊池道場機関誌
白熱する教室 第 11 号

【著】菊池省三／菊池道場全国メンバー
定価　本体 1,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-47-4

NEW

子どもの集中力を高める
帯タイムで徹底反復
 ( 徹底反復研究会叢書 3)

安心と安全を創る
教室インフラ
 ( 徹底反復研究会叢書 2)

【著】鈴木夏來
予価　本体 3,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-11-5

日々の指導に生かす
「徹底反復」
 ( 徹底反復研究会叢書 1)

私はこうして英語を学んだ
増補改訂版

NEW

【key word】言葉
菊池道場全国メンバーによる、
言葉を軸とした 1年間の見通し
をもった実践の数々を紹介。

【key word】みる目
公社会に通用する人間を育てる
「みる目」を 5つの視点で研究し
まとめた 10の実践。

【key word】価値語
「子どもの変容｣の事実の報告集。
価値語が生まれ育つ教室の姿を
写真と共にリアルに掲載。

【key word】菊池実践
毎号、菊池道場の全国の支部が
特集を執筆。菊池実践の教室で
の事実が分かる。

【key word】英語道
35 年前の大ベストセラーに大幅
加筆で増補改訂版発刊 ! 平成の今
輝きを増す松本道弘の『英語道』。

【key word】小学校英語
 新聞・雑誌で話題沸騰！フィリ
ピン発の英会話教室｡新しい時代
の英語教育を創る二人の思い。

【key word】徹底反復
基礎学力、知的好奇心、書く力
など、「鍛える学び」の全体像を
提案。実践・成果が満載。

【著】徹底反復研究会中国支部
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-15-3

【key word】徹底反復
小学校生活､44 の｢日常生活｣の
指導のポイントをピックアップ。

【key word】安心安全
誰にでもすぐできる教室を整え
る 76の技を紹介。

【key word】帯タイム
帯タイムの理論と実践を徹底解
説。帯タイムの活用例を紹介。



小学生が作った
コミュニケーション大事典

【著】香月小学校 6年 1組
定価　本体 3,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-01-6

復刻版動画で見る
菊池学級の子どもたち

【著】菊池省三
定価　本体 3,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-03-0

ディベートルネサンス
究論復興

【著】松本道弘／菊池省三
定価　本体 1,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-04-7

写真で見る
菊池学級の子どもたち

【著】菊池省三　他
定価　本体 3,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-08-5

菊池省三先生の
価値語日めくりカレンダー

【著】菊池省三
定価　本体 2,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-09-2

挑む
私が問うこれからの教育観

【著】菊池省三
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-17-7

コミュニケーション力で未来を拓く
これからの教育観を語る

【著】本間正人／菊池省三
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-19-1

一人も見捨てない教育の実現
挑戦！四国四県からの発信！

【著】菊池省三　他
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-21-6

価値語 100
ハンドブック

【著】菊池省三／本間正人　他
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-22-1

1年間を見通した
白熱する教室のつくり方

【著】菊池省三／菊池道場
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-24-5

DVDで観る
菊池学級の成長の事実

【著】菊池省三／菊池道場
定価　本体 5,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-25-2

1時間の授業で子どもを育てる
コミュニケーション術 100

【著】菊池省三
定価　本体 2,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-27-6

卓上版　菊池省三先生の
価値語日めくりカレンダー

【著】菊池省三
定価　本体 1,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-32-0

コミュニケーション力豊かな子どもを育てる
家庭でできる 51 のポイント

【著】菊池省三
定価　本体 1,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-33-7

白熱する教室をつくる
Ｑ＆Ａ５５

【著】菊池省三
定価　本体１,800 円＋税

ISBN 978-4-907571-35-1

【仮題】学習学にもとづく
コミュニケーションあふれる
小学校英語授業のつくり方

【著】本間正人
予価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-48-1

NOW
PRINTING

つぎのページに続きます。つぎのページに続きます。つぎのページに続きます。

NEW個の確立した集団を育てる
学級ディベート

【著】菊池省三／菊池道場
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-46-7

学校は、
何をするところか？

【著】苫野一徳／菊池省三
定価　本体 1,800 円＋税

ISBN 978-4-907571-45-0

教師　菊池省三
映画「挑む」オフィシャルブック

定価　本体 2,500 円＋税
ISBN 978-4-907571-41-2

２０１８年４月

新　刊

【key word】教育観
教育界話題の二人による、「学校
教育を、そもそもから考える｣対
談が実現。

NEW

NEW

【key word】ディベート
これまでの討論会や競技ディベー
トを超える個が確立した集団を
育てる学級ディベートを提案。

【key word】価値語
机の上に置いて 子どもを育む
日めくりカレンダー。壁に掛け
ることもできる針金付き。

【key word】価値語
教室や家庭に掲示して、 子ども
を育む日めくりカレンダー 。
行為をプラスの方向に導く。

【key word】教育観
教師・菊池省三の考える授業観
を表現した話題のドキュメンタ
リー映画を待望の書籍化。

【key word】菊池実践
菊池省三先生が務められる年間
200回もの講演会等で出された
質問を整理し 55個を精選。

【key word】家庭教育
言葉の力で人間を育てる菊池メ
ソッドを、家庭向けに公開。す
ぐに始められる 51のポイント。

【key word】コミュニケーション
「菊池学級」の原点が凝縮され
た一冊。12歳の子どもたちが
「挑戦」した日本初の本。

【key word】教育観
小学校教師を退職した菊池省三
先生が、教育観を問う、熱い戦
いを始める。

【key word】菊池実践
菊池実践をつらぬく「価値語」
の全貌を紹介。写真で、菊池学
級の実際が分かる。

【key word】一人も見捨てない
「一人も見捨てない教育」。四国
四県の仲間が、菊池実践を携え
て、挑戦を始めた姿を描く。

【key word】成長の授業
「成長の授業」のポイントとなる
11の視点を徹底解説し、「成長
の授業」の実践群を公開。

【key word】価値語
厳選した「価値語」100語の意
味を紹介し、その誕生した背景
と教育的価値を解説。

【key word】対話
1 年を 5期に分け、白熱する教
室をつくり、育てるための各段
階の指導のポイントを示す。

【key word】コミュニケーション力
コーチングの第一人者とコミュ
ニケーション教育の第一人者が
対談。学習者主体の教育とは。

【key word】ディベート
国際ディベート学会会長の松本
道弘氏とコミュニケーション教
育の菊池省三先生の対談が実現。

【key word】菊池実践
2015年菊池道場春祭りに参加し
た菊池学級11人の子どもたちの
衝撃の姿を紹介。ＤＶＤ2枚付き。

【key word】コミュニケーション術
1 時間限りの飛込授業の中で子
どもたちに起こる成長の事実 ! 
授業の超微細技術を公開。

【key word】菊池実践
動画で見て分かる教育書。言葉
で育った菊池学級の子どもたち
の事実の姿を紹介。

【key word】小学校英語
いよいよ始まる小学校英語。コ
ミュニケーション力を育てるた
めの英語教育を提案。

言葉で人間を育てる　菊池道場流
「成長の授業」

【著】菊池省三／菊池道場
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-37-5



小学生が作った
コミュニケーション大事典

【著】香月小学校 6年 1組
定価　本体 3,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-01-6

復刻版動画で見る
菊池学級の子どもたち

【著】菊池省三
定価　本体 3,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-03-0

ディベートルネサンス
究論復興

【著】松本道弘／菊池省三
定価　本体 1,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-04-7

写真で見る
菊池学級の子どもたち

【著】菊池省三　他
定価　本体 3,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-08-5

菊池省三先生の
価値語日めくりカレンダー

【著】菊池省三
定価　本体 2,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-09-2

挑む
私が問うこれからの教育観

【著】菊池省三
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-17-7

コミュニケーション力で未来を拓く
これからの教育観を語る

【著】本間正人／菊池省三
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-19-1

一人も見捨てない教育の実現
挑戦！四国四県からの発信！

【著】菊池省三　他
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-21-6

価値語 100
ハンドブック

【著】菊池省三／本間正人　他
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-22-1

1年間を見通した
白熱する教室のつくり方

【著】菊池省三／菊池道場
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-24-5

DVDで観る
菊池学級の成長の事実

【著】菊池省三／菊池道場
定価　本体 5,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-25-2

1時間の授業で子どもを育てる
コミュニケーション術 100

【著】菊池省三
定価　本体 2,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-27-6

卓上版　菊池省三先生の
価値語日めくりカレンダー

【著】菊池省三
定価　本体 1,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-32-0

コミュニケーション力豊かな子どもを育てる
家庭でできる 51 のポイント

【著】菊池省三
定価　本体 1,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-33-7

白熱する教室をつくる
Ｑ＆Ａ５５

【著】菊池省三
定価　本体１,800 円＋税

ISBN 978-4-907571-35-1

【仮題】学習学にもとづく
コミュニケーションあふれる
小学校英語授業のつくり方

【著】本間正人
予価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-48-1

NOW
PRINTING

つぎのページに続きます。つぎのページに続きます。つぎのページに続きます。

NEW個の確立した集団を育てる
学級ディベート

【著】菊池省三／菊池道場
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-46-7

学校は、
何をするところか？

【著】苫野一徳／菊池省三
定価　本体 1,800 円＋税

ISBN 978-4-907571-45-0

教師　菊池省三
映画「挑む」オフィシャルブック

定価　本体 2,500 円＋税
ISBN 978-4-907571-41-2

２０１８年４月

新　刊

【key word】教育観
教育界話題の二人による、「学校
教育を、そもそもから考える｣対
談が実現。

NEW

NEW

【key word】ディベート
これまでの討論会や競技ディベー
トを超える個が確立した集団を
育てる学級ディベートを提案。

【key word】価値語
机の上に置いて 子どもを育む
日めくりカレンダー。壁に掛け
ることもできる針金付き。

【key word】価値語
教室や家庭に掲示して、 子ども
を育む日めくりカレンダー 。
行為をプラスの方向に導く。

【key word】教育観
教師・菊池省三の考える授業観
を表現した話題のドキュメンタ
リー映画を待望の書籍化。

【key word】菊池実践
菊池省三先生が務められる年間
200回もの講演会等で出された
質問を整理し 55個を精選。

【key word】家庭教育
言葉の力で人間を育てる菊池メ
ソッドを、家庭向けに公開。す
ぐに始められる 51のポイント。

【key word】コミュニケーション
「菊池学級」の原点が凝縮され
た一冊。12歳の子どもたちが
「挑戦」した日本初の本。

【key word】教育観
小学校教師を退職した菊池省三
先生が、教育観を問う、熱い戦
いを始める。

【key word】菊池実践
菊池実践をつらぬく「価値語」
の全貌を紹介。写真で、菊池学
級の実際が分かる。

【key word】一人も見捨てない
「一人も見捨てない教育」。四国
四県の仲間が、菊池実践を携え
て、挑戦を始めた姿を描く。

【key word】成長の授業
「成長の授業」のポイントとなる
11の視点を徹底解説し、「成長
の授業」の実践群を公開。

【key word】価値語
厳選した「価値語」100語の意
味を紹介し、その誕生した背景
と教育的価値を解説。

【key word】対話
1 年を 5期に分け、白熱する教
室をつくり、育てるための各段
階の指導のポイントを示す。

【key word】コミュニケーション力
コーチングの第一人者とコミュ
ニケーション教育の第一人者が
対談。学習者主体の教育とは。

【key word】ディベート
国際ディベート学会会長の松本
道弘氏とコミュニケーション教
育の菊池省三先生の対談が実現。

【key word】菊池実践
2015年菊池道場春祭りに参加し
た菊池学級11人の子どもたちの
衝撃の姿を紹介。ＤＶＤ2枚付き。

【key word】コミュニケーション術
1 時間限りの飛込授業の中で子
どもたちに起こる成長の事実 ! 
授業の超微細技術を公開。

【key word】菊池実践
動画で見て分かる教育書。言葉
で育った菊池学級の子どもたち
の事実の姿を紹介。

【key word】小学校英語
いよいよ始まる小学校英語。コ
ミュニケーション力を育てるた
めの英語教育を提案。

言葉で人間を育てる　菊池道場流
「成長の授業」

【著】菊池省三／菊池道場
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-37-5



つぎのページに続きます。つぎのページに続きます。中面もご覧ください。

今の教室を創る　菊池道場機関誌
白熱する教室
創刊号～第 10号

【著】菊池省三／菊池道場全国各支部
定価　本体各 1,500 円＋税

【著】 山英男／藤岡頼光
定価　本体 1,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-12-2

これからの英語教育
フィリピン発・英語学習法
 (Edu-Talk シリーズ4) 

【著】徹底反復研究会中国支部
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-02-3

今の教室を創る　菊池道場機関誌
白熱する教室 臨時増刊号

【著】菊池省三／菊池道場全国メンバー
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-29-0

　　【著】松本道弘
定価　本体 2,200 円＋税

ISBN 978-4-907571-07-8

徹底反復で
子どもを鍛える

【著】 山英男／徹底反復研究会
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-40-5

【著】菊池省三／菊池道場東京・神奈川支部
定価　本体 1,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-43-6

■ご購入は
①全国の書店で
②ネット書店 Amazon で
 　https://www.amazon.co.jp/
③弊社ホームページ内、STORE で
 　https://nakadoh.stores.jp/

Education & CommunicationEducation & Communication
2018年
移行措置

｢主体的･対話的で深い学び｣

｢考え､議論する道徳」

株式会社 中村堂
〒104-0043
東京都中央区湊3-11-7
湊92ビル4F

URL  http://nakadoh.com
Tel.    03-5244-9939
Fax.   03-5244-9938

個の確立した集団を育てる
ほめ言葉のシャワー決定版

【著】菊池省三／本間正人　他
定価　本体 3,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-30-6

コミュニケーション力あふれる
「菊池学級」のつくり方

【著】菊池省三／菊池道場
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-00-9

「話し合い力」を育てる
コミュニケーションゲーム62

【著】菊池省三／池亀葉子　他
定価　本体 2,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-13-9

人間を育てる 菊池道場流
作文の指導

【著】菊池省三／田中聖吾　他
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-14-6

公社会に役立つ人間を育てる
菊池道場流 道徳教育

【著】菊池省三／菊池道場
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-44-3

人間を育てる 菊池道場流
叱る指導

【著】菊池省三／菊池道場
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-36-8

【key word】道徳
｢考え、議論する道徳｣の本質に
迫る。行動選択能力の質を高め
る道徳を提案。

【key word】叱る
「ほめ言葉のシャワー」の菊池道
場が叱る 指導を大公開 ! 叱る場
面ごとに伝えたい価値語を明示。

【key word】ほめ言葉のシャワー
「ほめ言葉のシャワー」の意味と
意義を原点に戻って再整理した
決定版。ＤＶＤ付き。

【key word】コミュニケーションゲーム
ゲームで楽しくコミュニケーショ
ン力がつく 「話し合い力検定」公
認トレーニングブック。

【key word】菊池実践
コミュニケーション力あふれる学
級と児童をどのように育んでいく
かを明らかにした一冊。

【key word】成長ノート
書くことで人間を育てる新しい時
代の作文指導、菊池道場オリジナ
ル実践「成長ノート」を詳説。

中村堂の教育書で新年度をスタート！中村堂の教育書で新年度をスタート！中村堂の教育書で新年度をスタート！中村堂の教育書で新年度をスタート！中村堂の教育書で新年度をスタート！

今の教室を創る　菊池道場機関誌
白熱する教室 第 12 号

今の教室を創る　菊池道場機関誌
白熱する教室 第 11 号

【著】菊池省三／菊池道場全国メンバー
定価　本体 1,500 円＋税

ISBN 978-4-907571-47-4

NEW

子どもの集中力を高める
帯タイムで徹底反復
 ( 徹底反復研究会叢書 3)

安心と安全を創る
教室インフラ
 ( 徹底反復研究会叢書 2)

【著】鈴木夏來
予価　本体 3,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-11-5

日々の指導に生かす
「徹底反復」
 ( 徹底反復研究会叢書 1)

私はこうして英語を学んだ
増補改訂版

NEW

【key word】言葉
菊池道場全国メンバーによる、
言葉を軸とした 1年間の見通し
をもった実践の数々を紹介。

【key word】みる目
公社会に通用する人間を育てる
「みる目」を 5つの視点で研究し
まとめた 10の実践。

【key word】価値語
「子どもの変容｣の事実の報告集。
価値語が生まれ育つ教室の姿を
写真と共にリアルに掲載。

【key word】菊池実践
毎号、菊池道場の全国の支部が
特集を執筆。菊池実践の教室で
の事実が分かる。

【key word】英語道
35 年前の大ベストセラーに大幅
加筆で増補改訂版発刊 ! 平成の今
輝きを増す松本道弘の『英語道』。

【key word】小学校英語
 新聞・雑誌で話題沸騰！フィリ
ピン発の英会話教室｡新しい時代
の英語教育を創る二人の思い。

【key word】徹底反復
基礎学力、知的好奇心、書く力
など、「鍛える学び」の全体像を
提案。実践・成果が満載。

【著】徹底反復研究会中国支部
定価　本体 2,000 円＋税

ISBN 978-4-907571-15-3

【key word】徹底反復
小学校生活､44 の｢日常生活｣の
指導のポイントをピックアップ。

【key word】安心安全
誰にでもすぐできる教室を整え
る 76の技を紹介。

【key word】帯タイム
帯タイムの理論と実践を徹底解
説。帯タイムの活用例を紹介。




