
喜楽研のDVDつき
授業シリーズ ※パソコン専用

新 刊 新刊
～A4判プリントシリーズ～ 

大判プリントシリーズ

新刊～支援教育    
 シリーズ～ 新刊 ～ 菊池 省三  著作シリーズ～ 

※表記の税込み価格は、消費税（8%）を含んだ参考価格です。

1年～6年
●型分けした問題を学習したあと、いろ
いろな型を混合して出題しているので、
学校での学習をくりかえし練習できる。

●豊富な問題量で、くりかえし学習できる。
●テストが各単元ごとについているので、
学習の到達度が判定できる。

●高い活用力・表現力がつきます。
単元別に出題されていて使いやすい。

1年～6年
●基礎編の1.2倍～1.5倍
の問題量があり、教科書の
内容が、がっちり身につく。

1年～6年
●基礎編の2倍～3倍の問
題量があり、教科書の内
容を徹底的に習熟できる。

●計算をていねいに型分けして掲載！めいろなどの遊び
のページや楽しいイラスト満載でとっても使いやすい！

●５つの教科書会社（光村・
東京書籍・教育出版・三省堂・
学校図書）の教材を豊富に掲
載。大ヒット商品の改訂版！

基礎編 標準編 徹底習熟編

今までにない５段階指導で確実に力がつく

教科書がっちり
算数プリント

  改訂版　豊かな読解力がつく

国語プリント
★B4判
★原田善造編
★P104
価格
本体：各1,420円
税込：各1,533円

★B4判　★原田善造編　★P96
価格　本体：各1,380円　税込：各1,490円

くりかえし1年～6年
漢字練習プリント
★B4判　★原田善造編　★P96
価格　本体：各1,330円　税込：各1,436円

★B4判　★安立聖ほか著　★P96
価格　本体：各1,400円　税込：各1,512円 たのしく学ぶくりかえし

計算プリント1年～6年
★B4判　★原田善造編　★P80
価格　本体：各1,320円　税込：各1,425円

  第三版　くりかえし 1年～6年

算数練習プリント

★B5判
★喜楽研編
★P160～P184
価格
本体：各2,500円
税込：各2,700円

●文章題をていねいに型分けしたページと、型分
けしたものを混合したページがあり、思考力や読
解力がつく。テスト付。

★B4判　★原田善造編　★P80
価格　本体：各1,380円　税込：各1,490円

  改訂版　くりかえし 1年～6年

算数文章題プリント
●どの子にもよくわかるよう、ていねいに説明があり、とって
もつかいやすい！ストーリーのある楽しいイラスト満載。

★B4判　★木村加由子 著　★P80
価格　本体：各1,380円　税込：各1,490円

たのしくわかる 1年～6年

算数基礎基本プリント

●国語教育の各分野（ことば
の学習、物語文・詩・説明文・
漢字（新出）、ことば・漢字あそ
び）ごとに、ワークシート・テス
ト・解答などがまるごと一冊に
掲載。

学級担任のための

新版 まるごと国語
1年～6年
★B5判　★安立聖ほか著
価格　本体：各3,200円　税込：各3,456円

●板書例が２色刷ですばらしい。授業の展開
がとても丁寧でわかりやすい。

●短時間で楽しく取り組める
19名による実践集！児童作品
はカラーで掲載。

板書・授業の展開・児童用資料がよくわかる

社会科授業大全集

1・２時間でできる
まるごと図画工作
１・２年／3・４年／５・６年

1・２時間でできる
まるごと図画工作
part2１・２年／3・４年／５・６年

全学年1250点のカラー作品と
22名の著者による
まるごと図画工作
１年～６年

★B5判 ★河崎かよ子 ほか 著　★P248～P252

★B5判
★服部宏ほか 編 ★P96

★B5判
★服部宏ほか編　★P96

価格　本体：各3,200円　税込：各3,456円

●１年生の教科書内容をスモールステップで①～⑦に分けて展開。
本書掲載のワークシート数の３倍～５倍をCD-ROMに収録。
同内容のカラー版と白黒版のワークシートがあり使い分けも便利。

●part2では「1・2時間でできる 
まるごと図画工作」の内容を一
新。新しい実践が盛りだくさん。

●付録DVDで明日の授業準備が簡単にできる！資料の絵カードやイラストや
掲示図を使うと楽しいきれいな板書が簡単につくれる。
全授業の板書例や展開例・活動例があり、とてもわかりやすい。

★B5判
★喜楽研編著
★P176
価格
本体：各3,500円
税込：各3,780円

価格　本体：各2,500円
　　　税込：各2,700円

価格　本体：各2,400円
　　　税込：各2,592円

★辻健司 、西原弘明 、山本洋 著
★各P175
価格　本体：各3,200円　税込：各3,456円

●全学年1250点以上の児童作
品がカラーで掲載されているの
で、図工の苦手な先生もていね
いにわかりやすく指導できる。

★B5判
★堀越じゅん  藤田えり子 編
価格　本体：各2,680円
　　　税込：各2,894円

●各単元の、ワークシート、テ
スト、テストの解答・解説、細
密画、応用・発展教材、おはな
し教材をまるごとパック。指導
のための解説と解答が２色
刷でわかりやすい。

★B5判　★平田庄三郎ほか著
★P264～P288
価格　本体：各3,200円　税込：各3,456円

  改訂版   コピーしてすぐ使える

まるごと理科
3年～6年

朝学習や補充学習にも最適！
●算数・理科・国語・社会
（生活科）の１年分の宿題
をまるごと掲載！

★B5判　★原田善造編　★P200～P248
★各学年2冊ずつ計12冊
価格　本体：各2,480円　税込：各2,678円

コピーしてすぐ使える  改訂版 
まるごと宿題①と②
1年～6年 1学年2冊ずつ●全単元・全問題を2011年

新課程に対応して全面改訂。
カラーの紙芝居／算数あそ
び／各単元の練習問題／文
章問題／各単元のテスト／
算数的活動を掲載！

★B5判　★原田善造 編　★P288～P304
価格　本体：各2,780円　税込：各3,002円

カラー紙芝居つき　　　　特大 

算数まるごと
ファックス資料集1年～6年

改訂版

●全単元・全授業に使える
手書き風ワークシート・テス
トなどを豊富に掲載。指導の
ための解説と解答が２色刷
でわかりやすい。

★B5判　★羽田純一ほか著
★P214～P256
価格　本体：各2,780円　税込：各3,002円

 改訂版  コピーしてすぐ使える

まるごと社会科
3・4年（上）（下）／5年／6年

① ②

地理（上）（下）

●行事カット、学年・学級通信等のかざり文字・各種カー
ド月別文例・時間割・当番表等をまるごとワンパック。

★B5判　★原田善造 編　★P176
価格　本体：各1,980円　税込：各2,138円

コピー&CD-ROMですぐ使える

まるごと学級経営
デザイン・イラスト・テンプレート資料集
１・２年／3・４年／５・６年上巻→世界地理

下巻→日本地理
★岩本賢治、本庄豊、平井美津子 著
★P248～P296
価格　本体：各3,400円　税込：各3,672円

歴史（上）（下）
上巻→原始～近代まで
下巻→近代～現代まで

★岩本賢治、本庄豊、平井美津子 著　
★各P175
価格　本体：各3,200円　税込：各3,456円

 改訂版   公民（上）（下）
上巻→現代社会と私たち・日本国憲法と日本の政治
下巻→私たちの暮らしと日本の経済・平和な世界を築く

★B5判
★羽田純一 監修

発問事例研究・読解練習・テスト・朝学習・宿題等に最適！
●光村・東書・教出・大書・学図の教科書の文学作品と説明文・
詩をまるごと掲載！読解力・活用力・表現力がつくワークシート
集の決定版！PISAやフィンランドの国語教科書も参考に作成。

短文・長文・PISA型の力がつく 

まるごと読解力 ★B5判
★原田善造編
★P176

価格
本体：各2,660円
税込：各2,872円

文学作品
1年～6年

★B5判
★原田善造編
★P120～P136

価格
本体：各2,380円
税込：各2,570円

説明文・詩
1年～6年 まるごと社会科中学

CD-ROMからすぐ使える
喜楽研の支援教育シリーズ
スモールステップで学びたい子のための
教科書にそって学べる

さんすう教科書
支援ワーク1-①～⑦

全国学力テスト・Ｂ問題を解く力をつけよう

算数問題①②③
対象学年５年生から

算数問題④
対象学年4年生から

●光村図書版の国語プリント。平成27年度新
教科書と同じ配列なので、とても使いやすい。
授業の進度に合わせて予習・復習ができる。

新版 教科書にそって学べる
国語教科書プリント1年～6年

★A4判　★原田善造ほか著　★P96
価格　本体：各2,200円　税込：各2,376円

光村図書版

全授業のイラストで活動がわかる
DVDからすぐ使える　映像で見せられる

まるごと授業
生活［1］［2］

価格　本体：各3,200円　税込：各3,456円

★ＡB判　
★園部 勝章、平田 庄三郎、倉持 祐二 著
★DVD付　★P174～P197

全授業の板書例と展開がわかる
DVDからすぐ使える

まるごと授業
国語

★ＡB判　
★岡 篤
　羽田純一
　中村幸成
　　　ほか著
★DVD付
 ★P224～P312　

（上） 価格： 
 １年 本体：3,300円 税込：3,564円
 2年～4年 本体：各3,200円 税込：各3,456円
 5・6年 本体：各2,900円 税込：各3,132円
（下） 価格： 
 1・2年 本体：各3,300円 税込：各3,564円
 3・4年 本体：各3,200円 税込：各3,456円
 5・6年 本体：各2,900円 税込：各3,132円

●４月～３月まで全単元使える。
●テストや練習に２回ずつ使える。
●50点満点で使いやすい。

★A4判　★原田善造編　★P80～P88
価格　本体：各1,800円　税込：各1,944円

観点別まるごと

算数評価テスト１年～６年

表面：共通

小学校算数　教科書にそって使える
アクティブ・ラーニング
[主体的・対話的で深い学び]

50の授業実践例
1･2年／3･4年／5･6年
★AB判　★菊池省三ほか著　★P136

●子どもたちの「疑問や発見」が生まれる
主体的・対話的で深い学びの授業実践例
を50案掲載。明日からすぐに使えて学びが
変わる。

価格　本体：各2,200円　税込：各2,376円

２０１7年3月

新刊 小学校国語　教科書にそって使える
アクティブ・ラーニング
[主体的・対話的で深い学び]

50の授業実践例
1･2年／3･4年／5･6年
★AB判　★菊池省三ほか著　★P136

●主体的・対話的で深い学びの，具体的な
指導のポイントと授業のヒントが満載。
授業実践例を50案以上掲載。明日からす
ぐに使えて学びが変わる。

価格　本体：各2,200円　税込：各2,376円

ゆっくりていねいに学びたい子のための

ひらがなワーク
★A4判
★原田善造企画・編著
★P184
価格 本体：2,500円
 税込：2,700円

★A4判  ★原田善造企画・編著  
★P128  ★計12冊

●通常学級での個別指導・授業の導
入・宿題に使える。特別支援学級の子
どもたちの学力保障にピッタリ。

価格 本体：各1,800円
 税込：各1,944円

２０１7年3月

新刊
２０１7年3月

新刊

２０１7年1月

新刊
２０１7年1月

新刊

２０１7年1月

新刊

２０１7年3月

新刊

２０１7年1月

新刊

アクティブ・ラーニングの
土壌を育む
菊池流学級づくり
小学4･5･6年
★A5判　★菊池省三ほか著　★P128

●「ほめ言葉のシャワー」で有名な菊池学級。その
「菊池学級」に近づける手段を23シーン別にわかり
やすく解説。明日から使えるワザを多数掲載。

価格　本体：1,800円　税込：1,944円

２０１7年3月

新刊 菊池省三・岡篤
プロ教師の生きた学級づくりの
ノウハウが学べる

教師術
★A5判　★菊池省三・岡篤著　★P160

●学級づくりのプロ教師「菊池省三」と学力づく
りのプロ教師「岡篤」の共著本。年度はじめから
１年間の生きた学級づくりがすべてわかる。

価格　本体：1,800円　税込：1,944円

小学1年生
いきいき
学級づくり
ハンドブック

★B5判
★北海道生活教育研究会ほか著
★P146

●先輩教師の体験談が多数。イラス
トでわかりやすく解説。

価格　本体：1,800円　税込：1,944円

２０１7年3月

新刊

3・4年（上）（下）／5年／6年①②

学校の授業ですぐ使える 喜楽研の書籍 2017年 新刊情報

全授業の板書例と展開がわかる
DVDからすぐ使える　映像で見せられる

まるごと授業
社会

価格　本体：各3,400円　税込：各3,672円

★AB判　★羽田純一ほか著
★DVD付　★P192～256

3・4年（上）（下）
５年／６年

１年～
6年（上）（下）

全授業の板書例と展開がわかる
DVDからすぐ使える　映像で見せられる

まるごと授業
算数

価格　本体：各2,900円　税込：各3,132円

★ＡB判　
★和気政司、市川良、新川雄也
　原田善造 監修
★DVD付　★P184～P192

１年～
6年（上）（下）

全授業の板書例と展開がわかる
DVDからすぐ使える　映像で見せられる

まるごと授業
理科 3年～6年

価格　本体：各3,400円　税込：各3,672円

★ＡB判　
★平田庄三郎、松下保夫
　園部勝章、中村幸成 監修
★DVD付　★P264～P288

コピーして
すぐ使える

ゆっくり
ていねいに学べる

どの子もわかる
算数プリント
１-①～６-②

清音・濁音・半濁音の読み
ことばの音韻認識
ひらがなの書字と書き順
形や音の似ているひらがな
複合語　同じ音のことば
音の数 　ことばあそび

ゆっくりていねいに学びたい子のための

かたかなワーク
★A4判
★原田善造企画・編著
★P80
価格 本体：1,400円
 税込：1,512円

清音・濁音・半濁音の読み
ことばの音韻認識
かたかなの書字と書き順
形や音の似ているかたかな
ことばあそび

ゆっくりていねいに学びたい子のための

ことばワーク
★A4判
★原田善造企画・編著
★P176
価格　本体：2,500円　税込：2,700円

ちいさくかく文字とのばす音
～促音・長音・拗音（拗長音・拗促音）～

ゆっくりていねいに学びたい子のための

ことばあそび①②
★A4判
★原田善造企画・編著
★P128
価格　本体：各1,800円　税込：各1,944円

①
文字と単語の抽出
似ている音
似ている文字
特殊音節
あいさつの言葉
季節の言葉

②
「○」ではじまることば（あ）～（ぼ）
ステップ別しりとりと
ことばつなぎ
「清音・濁音・半濁音」「促音」
「長音」「拗音・拗長音」
ステップ別クロスワード

●言葉がイラスト付きでイメージしやすい。多様なワークシートで楽しくていねいに学べる。

ゆっくりていねいに
学びたい子のための

作文ワーク 初級①
★A4判　★原田善造企画・編著　★P128
価格 本体：1,800円　税込：1,944円

２０１7年7月

新刊
２０１7年7月

新刊ゆっくりていねいに
学びたい子のための

読解ワーク１-①
★A4判　★原田善造企画・編著　★P112
価格 本体：1,800円　税込：1,944円

1年～
6年


