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言葉で人間を育てる　菊池道場流

「成長の授業」

公社会に役立つ人間を育てる

菊池道場流  道徳教育

★★★

★★★

定価　本体2,000円＋税
部ISBN978-4-907571-37-5

定価　本体2,000円＋税
部ISBN978-4-907571-44-3

学校は、何をするところか？

部ISBN978-4-907571-36-8

定価　本体1,500円＋税

人間を育てる　菊池道場流

叱る指導

★★★
定価　予価1,800円＋税

部ISBN978-4-907571-45-0
個の確立した集団を育てる

学級ディベート
定価　予価2,000円＋税

部ISBN978-4-907571-46-7

定価　本体2,000円＋税
ISBN978-4-907571-00-9

着荷希望日

お電話番号

ご担当者名

　　　　　月　　　日

　　　　　月　　　日

★★★

★★★

部ISBN978-4-907571-35-1

★★★

予価　本体1,800円＋税

予価　本体2,000円＋税

部

定価　本体2,000円＋税
ISBN978-4-907571-22-1

定価　本体2,500円＋税
ISBN978-4-907571-13-9

定価　本体2,000円＋税
ISBN978-4-907571-14-6

部

価格
ISBN 注⽂数

中村堂 　株式会社 中村堂 Fax.03-5244-9938

【中村堂】2018年春の教育書フェア　注⽂書①　　　
書名 お薦め度

「話し合い力」を育てる

コミュニケーションゲーム６２
人間を育てる　菊池道場流

作文の指導

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★
【卓上版】菊池省三先生の

価値語日めくりカレンダー

貴店名 ご注文日

ISBN978-4-907571-32-0

個の確立した集団を育てる

ほめ言葉のシャワー　決定版
定価　本体3,000円＋税

白熱する教室をつくる

Q&A55
★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

定価　本体3,000円＋税
ISBN978-4-907571-08-5

定価　本体2,500円＋税

2018年
3月新刊

価値語100　ハンドブック

ISBN978-4-907571-24-5

定価　本体5,000円＋税
ISBN978-4-907571-25-2

定価　本体2,500円＋税
ISBN978-4-907571-27-6

部

部

部

ISBN978-4-907571-09-2

部

定価　本体3,000円＋税
ISBN978-4-907571-03-0

ISBN978-4-907571-30-6

部

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

部

部

部

部

定価　本体2,000円＋税

コミュニケーション力あふれる

｢菊池学級｣のつくり方

動画で見る
菊池学級の子どもたち

写真で見る
菊池学級の子どもたち

菊池省三先生の

価値語日めくりカレンダー

１年間を見通した

白熱する教室のつくり方

DVDで観る

菊池学級の成長の事実

部

2018年、⼩学校では新学習指導要領の全⾯実施に向けた移⾏措置が始まり、
先⽣⽅は、「主体的・対話的で深い学び」「特別の教科 道徳」などへの対応を求
められています。中村堂ではコミュニケーション教育をはじめとする書籍を豊富に取
り揃えました。春の教育書フェアでの展開をお願いいたします。



定価　本体1,500円＋税
部ISBN978-4-907571-47-4

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

部ISBN978-4-907571-41-2

今の教室を創る　菊池道場機関誌

白熱する教室　no.03

徹底反復で子どもを鍛える ★★★ 部隂
⼭
英
男
先
⽣

定価　本体2,000円＋税
ISBN978-4-907571-40-5

今の教室を創る　菊池道場機関誌

白熱する教室　no.09
★★★

定価　本体1,500円＋税
部ISBN978-4-907571-39-9

今の教室を創る　菊池道場機関誌

白熱する教室　no.10
★★★

定価　本体1,500円＋税
部ISBN978-4-907571-42-9

今の教室を創る　菊池道場機関誌

白熱する教室　no.11
★★★

定価　本体1,500円＋税
部ISBN978-4-907571-43-6

今の教室を創る　菊池道場機関誌

白熱する教室　no.12
2018年
3月新刊

菊
池
道
場
機
関
誌

貴店名 ご注文日 　　　　　月　　　日

着荷希望日 　　　　　月　　　日

お電話番号

ご担当者名

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

部

部

今の教室を創る　菊池道場機関誌

白熱する教室　no.06

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

書名 お薦め度
価格 注⽂数ISBN

★★

★★

★★

今の教室を創る　菊池道場機関誌

白熱する教室　no.01
定価　本体1,500円＋税

ISBN978-4-907571-18-4
今の教室を創る　菊池道場機関誌

白熱する教室　no.02
定価　本体1,500円＋税

ISBN978-4-907571-20-7

★★

菊
池
省
三
先
⽣

挑む
私が問う　これからの教育観

【中村堂】2018年春の教育書フェア　注⽂書②

★★

★★

★★

★★

★★

ISBN978-4-907571-17-7

★★

定価　本体1,500円＋税

定価　本体1,500円＋税

定価　本体1,500円＋税
部ISBN978-4-907571-31-3

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
定価　本体2,000円＋税

部ISBN978-4-907571-29-0

部

今の教室を創る　菊池道場機関誌

白熱する教室　no.07
定価　本体1,500円＋税

部

★★

★★

★★★

★★

★★

★★

今の教室を創る　菊池道場機関誌

白熱する教室　no.08
★★★

定価　本体1,500円＋税
部ISBN978-4-907571-38-2

定価　本体2,000円＋税
ISBN978-4-907571-02-3

定価　本体3,000円＋税
ISBN978-4-907571-11-5

定価　本体2,000円＋税
ISBN978-4-907571-15-3

部

部ISBN978-4-907571-23-8
今の教室を創る　菊池道場機関誌

白熱する教室　no.04
定価　本体1,500円＋税

ISBN978-4-907571-34-4

今の教室を創る　菊池道場機関誌

白熱する教室　no.05
定価　本体1,500円＋税

ISBN978-4-907571-26-9

ISBN978-4-907571-28-3

一人も見捨てない教育の実現
挑戦！四国四県からの発信！

ISBN978-4-907571-19-1
定価　本体2,000円＋税

ISBN978-4-907571-21-4

部

定価　本体2,000円＋税

部ISBN978-4-907571-33-7

定価　本体2,000円＋税

定価　本体3,000円＋税
ISBN978-4-907571-01-6

徹底反復研究会叢書③
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①

日々の指導に生かす｢徹底反復｣

部

部

部

部
徹底反復研究会叢書②

安心と安全を創る教室インフラ

小学生が作った　　復刻版

コミュニケーション大事典

部

部


