小学校・中学校 社会科
2017-18 カタログ
現在アクティブ・ラーニングを実践する
先生方が、すぐに授業でご活用いただけ
る全教図の教材をご紹介します。子ども
たちにとっても主体的、対話的で深い学
びを実現するための一助になるものと自
信を持っておすすめします。

このマークが目印
本カタログでは、その教材がどのようにアクティブ・ラー
ニングに役立つかがひと目でわかるよう、このマークとと
もに、効果的な活用例を具体的に文章で示しています。先
生方の教材選定の目安にしていただければ幸いです。

手にとって地球が球体であることを実感できます。各国の面積や位置
関係などを一望でき、さまざまな発見のある教材です。

教材史上最大級

︽普通の地球儀︾ と遜色のないしっか
りした地図表現を実現しました

地球の裏側が見通せる

空気を抜いて折りたためば︑非常にコンパクトに保管できます︒

見やすい色分けの行政図
高低差を表すレリーフ表現

◆超特大のビーチボールタイプ地球儀です。
◆半透明で向こう側が見えるので、さまざまな活用がで
きます。国名・都市名が日英併記になっています。
◆子どもたちの関心を高め、地理感覚の養成にもぴった
りの教材です。

!!

美麗な印刷と精巧な製造技術
吊り下げて使えます

日英併記の国名と都市名

穴がちょうど地軸の位置にあ
るので、学校にある地球儀
と同様に扱えます。

半透明で裏側を見渡せる

ビッグボール地球儀
●球径 70cm ●ビニール製 ●シルクスクリーン印刷 ●行政図
●日本語・英語併記 ●縮尺 1/17,900,000 ●重さ約 0.45kg

0034010
発行元

定価

13,000 円＋税

株式会社 全教図

〒 170-0012

東京都豊島区上池袋 1-38-2

TEL 03-3917-0331（代） FAX 03-3915-6564
E-mail : info@zenkyozu.co.jp
URL : http://www.zenkyozu.co.jp

全教図

世界を大きく
つかまえよう
◆大型商品のため、ビーチボールのつなぎ目に
多少のズレや空白が生じます。ご了承ください。

販売店

小型で取扱いがラク。クイズ形式で学習の導入にもまとめにも自在に
使える。児童・生徒が地形図を積極的に活用するようになる。
◆「地図記号学習カード」が、国土地理院の新表
示基準に準拠した最新の内容に。
◆例示写真も大幅入替で、より資料性が高まりま
した。

表面

裏面

いま
売れて
ます

地図記号をまるごと覚えよう

表面は記号を大きく示し、裏面は記号の意味や由来を
解説。資料として記号の表すものの写真や、記号が実
際に使われている地形図を示します。

地図記号学習カード 最新版

解説も !
写真も !
記号も !
全部一新 !!

● 100 枚組 ● A5 判（148mm × 210mm）・カード式
●解説書付 ●収納ケース入り

1430041

定価

15,000 円＋税

Let's active!

解説も例示写真も新しく！
水準点

■教師用解説書付

授業開始ごとにクイズで楽し
く地図記号をおぼえる活用が
増えています。日々の反復学
習が、やがて主体的な地図学
習へとつながっていきます。

これらの記号は廃止になりました

工場

扱いやすい大きさ

地図記号学習カード 入門版 50
1430050
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定価

9,000 円＋税

重要港

営林署

自衛隊

気象台

桑畑

地図記号学習カードをお求めの学校さまには、新製品の「めざせ !
地図記号マスター」を特別価格の 3,240 円〈税込〉でご提供い
たします。（次頁参照）

基礎基本の 50 枚を厳選した
入門版も発売中
● 50 枚組 ● A5 判（148mm × 210mm）・カード式
●解説書付 ●収納ケース入り

消防署

生徒が直接トライできるソフト教材。学習内容の定着にも最適。知ら
ず知らずのうちに、地形図の読図力がアップする。
出題

◆ベストセラー「地図記号学習カード」に完全対応し
たデジタル版クイズ教材。
◆最新の国土地理院平成 25 年表示基準に準拠。
問題例◇この地図記号にあてはまらないのは、①②③の中
でどの写真でしょう？。

解答
①ハス

②イネ

③だいこん

たのしい三択方式！

新製品

全ての問題が三択式で、写真を多用しているので、小学生で
も親しみやすく、たのしみながら、知らず知らずのうちに地
図記号を学習することができます。

ランダム 10

地図記号デジタルクイズ

めざせ ! 地図記号マスター
●全 100 問

1430070

● CD-ROM1 枚

定価

選択したカードを、任意の順番で表示できます。ランダム
10 にチェックを入れてソフト側でランダムに選択した「10
問クイズ」を出題することも可能です。

入門版にも対応！

●説明書付

8,000 円＋税

始めに、主に小学生向けの入門編（50 問）か、主に中学生
向けのマスター編（100 問）かを選択できます。

クイズを解いて地図記号マスターになろう！
ソフトウェア動作環境
対応 OS：Windows2000 以降

必要システム構成：プロセッサー◇インテル PentiumⅡ 450MHz、AMD Athlon 600MHz または同等以上のプロセッサー
メモリ◇ 128MB 以上の RAM グラフィックメモリ◇ 128MB 以上のグラフィックメモリ CD-ROMドライブ◇ 4 倍速以上

スペシャルセット

地図記号学習カード 最新版＋
めざせ ! 地図記号マスター
地図記号学習カード ● 100 枚組 ● A5 判（148mm × 210mm）・カード式
●解説書付 ●収納ケース入り
めざせ！地図記号マスター ● CD-ROM ●説明書付〔梱包は別となります〕

1430081

定価

18,000 円＋税

3,240 円
でご提供 !!

地図記号学習カー
ドと同 時 購 入なら
3,240 円
（税込）
に !!

「地図記号学習カード」と「めざせ！地図記号マスター」は以下の全てが収録されています。
「地図記号学習カード入門版」は 01 〜 50 が収録されています。
01 小・中学校／ 02 高等学校／ 03 図書館／ 04 市役所／ 05 町村役場／ 06 博物館／ 07 消防署／ 08 病院／
09 官公署／ 10 税務署／ 11 保健所／ 12 交番／ 13 警察署／ 14 裁判所／ 15 郵便局／ 16 老人ホーム／ 17 寺院／
18 神社／ 19 工場／ 20 記念碑／ 21 煙突／ 22 温泉／ 23 灯台／ 24 風車／ 25 高塔／ 26 城跡／ 27 墓地／
28 発電所等／ 29 史跡・名勝・天然記念物／ 30 港湾／ 31 漁港／ 32 ダム／ 33 せき／ 34 田／ 35 畑／ 36 茶畑／
37 果樹園／ 38 針葉樹林／ 39 広葉樹林／ 40 竹林／ 41 笹地／ 42 荒地／ 43 噴火口・噴気口／ 44 都府県界／
45 高速道路／ 46 国道・県道／ 47 トンネル／ 48JR 線／ 49JR 線以外／ 50 地下鉄及び地下式鉄道／ 51 温室等／
52 タンク／ 53 雪覆い等／ 54 電波塔／ 55 油井・ガス井／ 56 採鉱地／ 57 坑口（洞口）／ 58 水準点／ 59 三角点／
60 電子基準点／ 61 標高点／ 62 等高線／ 63 輸送管／ 64 擁壁／ 65 送電線／ 66 滝／ 67 凹地／ 68 水門／
69 防波堤等／ 70 水制／ 71 砂れき地／ 72 湿地／ 73 干潟／ 74 水路／ 75 桑畑／ 76 ヤシ科樹林／ 77 ハイマツ地／
78 土がけ／ 79 雨裂／ 80 岩がけ／ 81 岩／ 82 隠顕岩／ 83 市区町村界／ 84 総合振興局界／ 85 特定地区界／
86 真幅道路／ 87 有料道路／ 88 料金所／ 89 記号道路／ 90 庭園路／ 91 石段／ 92 路面の鉄道／ 93 リフト等／
94 渡船／ 95 道路橋／ 96 鉄道橋／ 97 普通建物／ 98 堅ろう建物／ 99 高層建物／ 100 総描建物
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手軽に使えて、学習のまとめ等で児童・生徒の手で実際に扱うことを
通して理解を深められます。先生の板書の補助用としても便利です。

時代

人物
業績等

アイディア次第で使い方が広がる
アクティブ教材の決定版！

まとめでおぼえる日本の歴史
● 200 枚組 ● A4 判半裁 105mm × 297mm
●黒板貼り付け用マグネットテープ付属 ● 2 色刷り

1950020

定価

25,000 円＋税

Let's active!
人物や歴史の関係性を組み立てて発表するのに最適。

教科書で取り上げら
れている人物を網羅

先生が自作する
のは大変です

歴史事項等

４色４種のカード

歴史用語がまとめてカードに！

時代区分 14 枚◇縄文時代 弥生時代 古墳時代 飛鳥時代 奈良時代
平安時代 鎌倉時代 室町時代 安土・桃山時代 江戸時代 明治時
代 大正時代 昭和時代 平成時代
歴史用語 70 枚◇たて穴住居 縄文土器 弥生土器 邪馬台国 古墳 渡来人
大和朝廷 大化の改新 遣隋使 仏教 貴族 遣唐使 武士 平氏と源氏 壇ノ浦の
戦い 守護と地頭 鎌倉幕府 征夷大将軍 承久の乱 ご恩と奉公 元寇 勘合貿
易 キリスト教伝来 鉄砲伝来 長篠の戦い 南蛮貿易 検地と刀狩 朝鮮出兵
関ヶ原の戦い 江戸幕府 大名行列 参勤交代 キリスト教禁止 鎖国 島原・
天草一揆 国学 蘭学 江戸城開城 明治維新 廃藩置県 文明開化 富国強兵
殖産興業 地租改正 政党 自由民権運動 貴族院 衆議院 内閣総理大臣 西南
戦争 関税自主権 領事裁判権 日清戦争 日露戦争 日本海海戦 韓国併合 第
一次大戦 ラジオ放送 米騒動 普通選挙 全国水平社 関東大震災 満州事変
日中戦争 第二次世界大戦 沖縄戦 空襲 朝鮮戦争 沖縄返還 東日本大震災
法律・文化財・文化遺産など 68 枚◇三内丸山遺跡 吉野ヶ里遺跡 板
付遺跡 大仙（仁徳陵）古墳 冠位十二階 十七条憲法 古事記 日本書紀 風
土記 法隆寺 平城京 正倉院 東大寺の大仏 国分寺 平安京 源氏物語
十二単 枕草子 大和絵 熊野古道 阿弥陀堂 厳島神社 平家納経 御成敗
式目 金閣 銀閣 すみ絵（水墨画） 枯山水 能 狂言 茶の湯 生け花
書院造 石見銀山 安土城 大阪城 出島 武家諸法度 踏み絵 歌舞伎 浄
瑠璃 藩校 寺子屋 東海道五十三次 浮世絵 古事記伝 解体新書 日米和親条
約 日米修好通商条約 五箇条の御誓文 学問のすゝめ 富岡製糸場 大日本帝
国憲法 国会開設の詔 鹿鳴館 足尾銅山鉱毒事件 日清講和条約 八幡製鉄所
ポーツマス講和条約 国際連盟 原爆ドーム 日本国憲法 国際連合 サンフラ
ンシスコ平和条約 東京オリンピック 東海道新幹線 札幌オリンピック 長
野オリンピック
人物 48 枚◇ヤマトタケル 卑弥呼 聖徳太子 小野妹子 中大兄皇子 中臣鎌
足 聖武天皇 行基 鑑真 藤原道長 紫式部 清少納言 平清盛 源頼朝 源義経
北条時宗 足利義満 足利義政 雪舟 ザビエル 織田信長 豊臣秀吉 徳川家康
徳川家光 近松門左衛門 歌川（安藤）広重 本居宣長 杉田玄白 伊能忠敬
ペリー 勝海舟 坂本龍馬 徳川慶喜 西郷隆盛 大久保利通 木戸孝允 明治天
皇 津田梅子 福沢諭吉 大隈重信 板垣退助 伊藤博文 陸奥宗光 東郷平八郎
与謝野晶子 小村寿太郎 野口英世 吉田茂

黒板貼り付け教材
◇付属のマグネットテープを活用して黒
板に貼ったり､ 並べたりという作業が
スムーズに行えます。
◇児童・生徒にあれこれ組合せ・並べ方
を試行錯誤させる過程で、より学習内
容の理解が深まります。また、児童・
生徒に問いかけながら《フラッシュカ
ード》のように活用できます。
◇低価格なので、授業内容に合わせてお
買い求めいただけます。
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板書の手間も大幅に軽減

付属のマグネットテープで
黒板への貼りはがしが自在

次頁の「最新歴史人物資料」と、「まとめ
でおぼえる日本の歴史」「都道府県合わせ
カード」を併用していただければ、板書の
関係図などに、よりメリハリがつき、児童・
生徒の理解力アップに効果的です。

グループ学習やその発表時の児童・生徒の歴史に対する理解を深める
資料に最適。黒板に貼ったり、フラッシュカードとしても活用できる。
弊社では小学校・中学校版の歴史人物資料を発行
して参りましたが、この度アクティブ・ラーニン
グの時代に対応した新たな歴史人物教材を発刊す
ることとなりました。小型で取り扱いやすく、児童・
生徒の皆さんにも積極的にお使いいただけます。

第１巻

基礎基本の 42 人
定価

1240410

20,000 円＋税

新製品

人物学習で深い学びを
最新歴史人物資料 全 2 巻
●カード式
●第 1 巻 42 枚、第 2 巻 50 枚組
● A4 判（210mm × 297mm）
●教師用解説書付 ●黒板貼り付け用マグネットテープ付属

1240401

定価

40,000 円＋税
提示してもよし！
掲示してもよし！

1. 卑弥呼
2. 聖徳太子
3. 小野妹子
4. 中大兄皇子
5. 中臣鎌足
6. 聖武天皇
7. 行基
8. 鑑真
9. 藤原道長
10. 紫式部
11. 清少納言
12. 平清盛
13. 源頼朝
14. 源義経

第2巻

投影機で拡大表示

別冊の解説書には、人物の略
年表と、事績がまとめられてい
ます。問いかけの際の資料に
したり、コピーして配布したり
できます。

付属のマグネットテープで
黒板への貼りはがしが自在

29. ペリー
30. 勝海舟
31. 西郷隆盛
32. 大久保利通
33. 木戸孝允
34. 明治天皇
35. 福沢諭吉
36. 大隈重信
37. 板垣退助
38. 伊藤博文
39. 陸奥宗光
40. 東郷平八郎
41. 小村寿太郎
42. 野口英世

最重要の 50 人

1240420

机上でも使いやすく、発表にもちょうどよい
サイズ。グループワーク用資料にもピッタリ。

15. 北条時宗
16. 足利義満
17. 足利義政
18. 雪舟
19. ザビエル
20. 織田信長
21. 豊臣秀吉
22. 徳川家康
23. 徳川家光
24. 近松門左衛門
25. 歌川（安藤）広重
26. 本居宣長
27. 杉田玄白
28. 伊能忠敬

1. 桓武天皇
2. 最澄
3. 空海
4. 法然
5. 親鸞
6. 日蓮
7. 栄西
8. 道元
9. 一遍
10. 後醍醐天皇
11. 足利尊氏
12. 武田信玄
13. 上杉謙信
14. 足利義昭
15. 千利休
16. 石田三成
17. 松尾芭蕉

定価

20,000 円＋税

18. 徳川綱吉
19. 尾形光琳
20. 田沼意次
21. 徳川吉宗
22. 松平定信
23. 小林一茶
24. 大塩平八郎
25. 渡辺崋山
26. 水野忠邦
27. 高野長英
28. 井伊直弼
29. 岩倉具視
30. 吉田松陰
31. 高杉晋作
32. 坂本龍馬
33. 徳川慶喜
34. 渋沢栄一

35. 田中正造
36. 中江兆民
37. 北里柴三郎
38. 犬養毅
39. 原敬
40. 植木枝盛
41. 内村鑑三
42. 森鷗外
43. 新渡戸稲造
44. 夏目漱石
45. 樋口一葉
46. 幸徳秋水
47. 与謝野晶子
48. 吉野作造
49. 平塚雷鳥
50. 加藤高明
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手軽に使えて、学習のまとめ等で児童・生徒の手で実際に扱うことを
通して理解を深められます。先生の板書の補助用としても便利です。

3 種 3 色のカード
地方名
都道府県名
県庁所在地名

地理の授業が手間いらず
地理学習シートなどの地図教材と
自在に組み合わせられる
アクティブ教材の決定版！

都道府県合わせカード
● 104 枚組 ● A4 判半裁 105mm × 297mm
●黒板貼り付け用マグネットテープ付属 ● 2 色刷り

1950010

定価

14,000 円＋税

ありそうでなかった便利教材

﹁地理学習シート東北地方﹂
と併用しています︒

地方名◇北海道地方
四国地方 九州地方

東北地方

関東地方

中部地方

近畿地方

中国地方

都道府県名◇北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富
山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県
岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀
県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
県庁所在地名◇札幌市 青森市 盛岡市 仙台市 秋田市 山形市 福島市
水戸市 宇都宮市 前橋市 さいたま市 千葉市 新宿区 横浜市 新潟市
富山市 金沢市 福井市 甲府市 長野市 岐阜市 静岡市 名古屋市
津市 大津市 京都市 大阪市 神戸市 奈良市 和歌山市 鳥取市 松江
市 岡山市 広島市 山口市 徳島市 高松市 松山市 高知市 福岡市
佐賀市 長崎市 熊本市 大分市 宮崎市 鹿児島市 那覇市 予備 2 枚

黒板貼り付け教材

板書の手間も
大幅に軽減
付属のマグネットテープを裏面
に貼ってご活用ください。
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「まとめでおぼえる日本の歴史」と
併用しています。

グループ学習のまとめや発表用に最適！何度も使えて､ 価格もとても
リーズナブル !! 地理学習のさまざまなテーマに応じ、種類が豊富 !!!

地理学習シート
共通仕様 ● B 全判（728mm × 1030mm） ●ホワイトボード用マー
カー対応 ●紙製・表面ラミネート加工／裏面マグネットテープ

日本全図白地図シート 3 枚組

6,000 円＋税

書ける !! 消せる !! 安い !!

同一シート3 枚組の価格です

日本全図県庁所在地プロット版 3 枚組
1933031

定価

6,000 円＋税
同一シート3 枚組の価格です

6,000 円＋税

日本全図３種セット

定価

同一シート3 枚組の価格です

日本全図 3 種セット
1933671

定価

6,000 円＋税
各1枚ずつシート 3 枚組の価格です

①日本全図白地図シート
②日本全図県庁所在地プロット版
③日本の領土と資源

地理の基礎学習に必要不可欠！
1933411
1933421
1933431
1933441
1933451
1933461
1933471

自分の住む地域の学習に
日本地方別シート 3 枚組
各地方

定価

③大切な領土学習の徹底に
資源 エ
･ ネルギーの学習に

日本の領土と資源 3 枚組
1933511

②県庁所在地の学習に

定価

①都道府県の位置と名称の学習に

1933011

6,000 円＋税
同一地方シート 3 枚組の価格です

北海道地方
東北地方
関東地方
中部地方
近畿地方
中国 ･ 四国地方
九州 ･ 沖縄地方

ベストセラーの 7 枚セット
日本地方別シート 7 枚セット
1933401

定価

14,000 円＋税

日本地方別シートの７種を１枚ずつセット化しました。
14,000 円で全ての地方の白地図シートが揃います！

各地方1枚ずつシート７枚組の価格です
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小型で児童 ･ 生徒にも取り扱いやすい。裏面の多岐にわたる解説を
使って、クイズや調べ学習にも使えます。

究極の国旗教材登場！
充実の裏面解説
自然 ･ 地理

食文化
世界遺産
文化 ･ スポーツ

すべてを含んだ
ミニ世界百科

政治 ･ 経済
歴史
国旗のいわれ

言語 ･ 宗教 ･ 民族

マスメディアで伝えられる国の数は、政治面でも経済面で
も、ここ 20 年ほどで飛躍的に増加しました。世界の隅々に
目配りした新しい「100 か国版」のカードで、充実した社会

世界の国旗カード 100 か国版
● 102 枚組

● A4 判（210mm × 297mm）・カード式

1230041

定価

●収納ケース入り

●クイズ形式で

●投影機で拡大

科の学習をお約束いたします。

たとえば、アイルランドの裏面解説では、ユーロ危
機以来の財政・金融危機の状況や、有名な「じゃが
いも飢饉」など、歴史上の重要事項もしっかりフォ
ロー。気候的特色や、食文化、世界遺産など、多方
面に目配りした内容になっています。

28,000 円＋税

グローバル化の時代を迎え、世界はより緊密の度を増すと
ともに、日々のニュースで伝えられる外国の情報も、これ
までの枠では収まらなくなっています。スタンダードな国
際情勢をコンパクトにまとめました。

世界の国旗カード 標準版
● 72 枚組

● A4 判（210mm × 297mm）・カード式

1230021
標準版

定価

24,000 円＋税

●収納ケース入り

現代に必須の 70 か国＋ EU・国連

下記 70 か国＋国際連合＋ EU

●アジア・24：イスラエル／インド／インドネシア／韓国／サウジアラビア／シンガポール／スリラン
カ／タイ／朝鮮民主主義人民共和国／中国／トルコ／日本／パキスタン／フィリピン／マレーシア／
モンゴル／アフガニスタン／アラブ首長国連邦／イラク／イラン／ウズベキスタン／カンボジア／ベト
ナム／ミャンマー
●アフリカ・10：エジプト／エチオピア／ガーナ／ケニア／南アフリカ／カメルーン／チュニジア／ナ
イジェリア／モロッコ／ルワンダ
●オセアニア・２：オーストラリア／ニュージーランド
●ヨーロッパ・23：イギリス／イタリア／オーストリア／オランダ／ギリシャ／スイス／スウェーデン／
スペイン／チェコ／デンマーク／ドイツ／バチカン／フランス／ベルギー／ポーランド／ポルトガル／
ロシア連邦／アイルランド／ウクライナ／クロアチア／ノルウェー／リトアニア／ルーマニア
●北アメリカ・7：アメリカ／カナダ／キューバ／パナマ／メキシコ／ジャマイカ／トリニダード・トバゴ
●南アメリカ・4：アルゼンチン／ブラジル／ペルー／ウルグアイ
●国際連合 ● EU
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100 か国版収録国
100 か国＋国際連合＋ EU
カタール／ジョージア／シリア／ネ
パール／ブータン／バングラデシュ／
ヨルダン／アルジェリア／コートジボ
ワール／コンゴ民主共和国／スーダン
／ソマリア／タンザニア／リビア／ト
ンガ／パプアニューギニア／パラオ／
アイスランド／キプロス／セルビア／
ハンガリー／フィンランド／ブルガリ
ア／ボスニア・ヘルツェゴビナ／コス
タリカ／ホンジュラス／エクアドル／
コロンビア／チリ／パラグアイ

小型で取り扱いやすい。裏面の解説が調べ学習やクイズの出題に便利。
都道府県のことを知りたい気持ちを引き出す。
表面
県の形と位置

都道府県をまるごと覚えよう！
学習指導要領で重視されている 47 都道府県の位置と
名称の学習。その定着をより確かなものにするために、
クイズ形式で楽しく、気軽に使えるカード教材をご用
意しました。

都道府県学習カード
● 47 枚組 ● A4 判（210mm × 297mm）・カード式
●両面カラー印刷 ● PP 加工 ●収納ケース入り

1430060

定価

19,000 円＋税

⑥

①
②
③
④

⑦

裏面
県の基本データ

⑧

⑤

①県名 ②所属地方名 ③県名のいわれ ④面積と人口
⑤経済的な事項をまとめています。県民所得、産業別有業者割合、
耕地面積、商品販売額、物流の輸送量など、地図帳などに必ず載っ
ている事項が整理されています。
⑥県章／県庁所在地／県花／県鳥／県木
⑦地理的／歴史的な重要事項をまとめています。環境関連の重要地
域、特産品、名産・名所、主要自治体、歴史上の有名人、歴史上の
出来事やものなど、郷土についての知識を確認できます。
⑧都道府県別にみて、全国一の出荷額を誇る工業製品を細かい種類
毎に紹介しています。

手軽に活用、充実の資料

壁面に掲示して常に接することで、都道
府県に関する知識が自然に身に付きます。

取り外すときに便利な
〈ベロ付〉です

発表用らくらくマグシート
●全 10 枚組・無地 400mm × 125mm 4 枚（白地 1 枚、
ピンク地 1 枚、
水色地 1 枚、
クリーム地 1 枚）／ 300mm × 100mm 6 枚（すべて白地）
●表面ホワイトボード用マーカー対応 ●裏面マグシート

1900830

10 枚組

定価

大小・色分け
の計 枚

あらかじめ用意しておけば、板書の手間が格段に減り、
児童にとっても見やすく要点がハッキリ分かるとい
う、メリットの多いおすすめ教具です。

投影機使用で学習効果アップ！
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なんでも好きなように書けるシート
◆注意点を書く
◆見出しを書く
◆テーマを書く

9,500 円＋税
9

個人やグループワークで、試行錯誤しながら理解を深められる。児童・
生徒が活用することで動きのある授業を展開できます。
新製品

現実の社会を
つかみ取る !!

アクティブにまとめる公民 全２巻
●各 120 枚組＋ 2 ● A4 判半裁（105mm × 297mm）・カード式
●掲示用マグテープ付属 ●収納ケース入り

1950031

定価

26,000 円＋税

第１巻

政治編

1950040

定価

13,000 円＋税

第2巻

経済編

1950050

定価

13,000 円＋税

黒板貼り付け教材
10

用語の理解とともに、それぞれの関係性
を理解すべき公民は、黒板貼り付け教材
が最も力を発揮する分野です。
対立↔合意〔合意形成〕／効率↔公正／きまり・規則・ルール／基本的人権／日本国憲法〈最高法規〉
／大日本帝国憲法／立憲主義／法治国家〔法の支配〕／三権分立／憲法改正の発議／国事行為／
国民主権／基本的人権の尊重／平和主義／自衛隊／日米安全保障条約／国連平和維持活動 PKO
／非核三原則／個人の尊重／平等権〔法の下の平等〕／子どもの権利条約／ノーマライゼーション
／共生社会／差別問題／自由権／精神の自由／学問の自由／集会・結社の自由／思想・良心の自
由／信教の自由／表現の自由／身体の自由／経済活動の自由／居住・移転・職業選択の自由／財
産権の保障／社会権／生存権／教育を受ける権利／労働基本権 団結権・団体行動権・団体交渉
権／勤労の権利／参政権／選挙権・被選挙権／請願権／請求権／裁判を受ける権利／公共の福祉
／教育を受けさせる義務／勤労の義務／納税の義務／環境権〔環境基本法〕／知る権利〔情報公
開制度〕／プライバシーの権利〔個人情報保護制度〕／自己決定権／ＮＧＯ 非政府組織／世界人
権宣言 国際人権規約／民主主義／少数意見の尊重／多数決の原理／議会制民主主義／政党 政党
政治／与党・野党・連立政権／選挙 普通選挙・平等選挙・秘密選挙・直接選挙／小選挙区制／比
例代表制／一票の格差／政党交付金（政党助成金）／世論／マスメディア／メディアリテラシー（情
報リテラシー）／政治参加／国会〔国権の最高機関〕／衆議院／参議院／二院制／衆議院の優越
／法律の制定〈唯一の立法機関〉／予算の審議・議決／内閣総理大臣の指名／内閣不信任の決議
／国政調査権 条約の承認／弾劾裁判所／内閣／内閣総理大臣／国務大臣／議院内閣制／衆議院
の解散／公務員→全体の奉仕者／行政改革〔規制緩和〕／最高裁判所→憲法の番人／下級裁判所
地方裁判所 ･ 高等裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所／地方裁判所 高等裁判所／三審制〔控訴・上告〕
／司法権の独立／民事裁判・刑事裁判・行政裁判／検察官／裁判官／弁護士／原告・被告／令状
／裁判員制度／再審制度／検察審査会／司法 司法権／立法 立法権／行政 行政権／国民審査／
違憲立法審査権（違憲審査制）／地方公共団体／地方自治／地方分権／首長／地方議会／条例／
直接請求権／住民投票／地方財政〔地方交付税交付金・国庫支出金〕／住民運動〔NPO・ボラン
ティア〕／情報化〔情報社会〕／多文化社会〔多文化共生〕 予備 2 枚
グローバル化／国際分業／家計／財 サービス／消費（消費支出）／貯蓄／所得〔収
入〕／消費者の権利〔自立した消費者〕／契約／消費者基本法／製造物責任法（PL
法）／流通／生産者 生産／消費者／小売業（者）／卸売業（者）／ＰＯＳシステ
ム／企業／利潤／資本／資本主義経済／公企業・私企業／株式会社／株主 〔株
主総会〕 ／配当／証券取引所／大企業・中小企業／多国籍企業／企業の社会的
責任 CSR ／コンプライアンス／ベンチャー企業／知的財産権／ものづくり／技術
革新 イノベーション／労働 労働者／労働三法 労働基準法・労働組合法・労働関
係調整法／労働組合／非正規労働者／ワーキングプア／ブラック企業／ワーク・ラ
イフ・バランス／市場経済／市場／需要量・供給量／均衡価格／価格 〔市場価格〕
／寡占 独占／独占価格／競争／公正取引委員会 〔独占禁止法〕 ／公共料金／
貨幣／金融／直接金融・間接金融／投資／銀行 〔金融機関〕 ／利子／預金／通貨
〔現金通貨 ･ 預金通貨〕 ／中央銀行／日本銀行／銀行の銀行／発券銀行／政府
の銀行／金融政策／好景気（好況）／不景気（不況）／景気変動／物価／インフ
レーション／デフレーション／政府／財政／歳入・歳出／税金 〔租税〕 ／直接税・
間接税／国税・地方税／累進課税／公債 国債・地方債／賃金／労働力／公共サー
ビス／社会資本／公共投資（公共事業への支出）／財政政策／高度経済成長／
GDP 国内総生産／産業構造 〔経済のサービス化・ソフト化〕 ／地域経済／食料
自給率／格差／失業率／社会保障／社会保険／公的扶助／社会福祉／公衆衛生
／介護保険制度／少子高齢化 少子高齢社会／公害／環境基本法／省エネルギー・
省資源／循環型社会／３Ｒ リサイクル・リデュース・リユース／持続可能な社会（持
続可能な開発〕 ／貿易／為替相場／円高／円安／輸入／輸出／自由貿易 〔WTO
世界貿易機関〕 ／ＴＰＰ／産業の空洞化／地球温暖化／再生可能エネルギー／化
石燃料／貧困 飢餓／南北問題／ ODA 政府開発援助 予備 2 枚

板書の手間も大幅に軽減

小型で児童 ･ 生徒にも取り扱いやすい。環境問題、製品や安全、福祉、
知財、公共マナー、防災学習など多くのテーマに自在に対応できる。
発刊以来、版を重ねて参りました全教図のマーク教材
が完全リニューアルし、小型カードになりました。よ
り扱いやすく、楽しく学習できる問いかけ式です。

裏面はマークの分類や、管轄組
織、クイズの発問例など、詳細
な解説になっています。▼

表面はマークを大
きく示します。▼

マークの使われ方、付けられる
製品／サービスの内容などによ
る詳細な分類により、取り上げ
たいテーマに応じたカードをす
ぐに選択できます。

正式名称と
管轄機関
マークの意義
クイズの発問例
マークの付けられる製
品 ／ サ ー ビ ス の 基 準、
マークの意義、マーク
の認証システム、その
他関連する事項をとき
には図版等を交えなが
ら詳細に解説します。

最新・最強のマーク教材

各巻にそれぞれ一覧ポスター付

クイズで学ぶマーク 全 2 巻
●各 120 枚組 ● A5 判（148mm × 210mm）・カード式
●解説書・一覧ポスター付 ●収納ケース入り

1510741

定価

40,000 円＋税

食品、環境にかかわるマークを中心に、身のまわりにあふれて
いる各種のモノ・製品に付けられているマークを学び、自立し
た消費者・生活者としての基礎を身に付ける。公共施設等で見
られる案内用図記号のうち禁止 ･ 指示の記号も収録。

サッと提示

投影機の活用も

第 1 巻 身のまわりのマークに目を向けよう
1510750

定価

20,000 円＋税

衣料品、住居、福祉、サービス、知的財産など、幅広い分野に
存在するマークの学習を通じ、社会のさまざまなしくみや決ま
り事など将来の社会生活に不可欠な知識を身に付ける。案内用
図記号のうち防災関連・福祉関連の記号も収録。
◆新洗濯表示（JIS L0001）を収録

デザインのお手本になる、美しいマーク
類似教材と比べても、圧倒的に発色等がよく、それ
ぞれのマークの正確な色を再現しています。社会科
のみならず、家庭科や美術科などでも活用できます。
第1巻

第 2 巻 安全・快適なくらしのためのマーク
1510760

定価

20,000 円＋税

第２巻
QR コードを読み取
ると、 各 巻 の 構 成
内 容 をご 覧 い た だ
けます。
（弊社ホームページで
もご覧になれます）
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書込みが自由自在 ! 発表用にも大活躍 ! 児童・生徒の多様な意見を的
確に集約し、グループ学習の成果を実感できる画期的教具が登場 !!

考えていることを《見える化》
深い学びに結びつけます !!!

新製品

特

色

1

書くことで思考スキルが身につく

紙に描かれた図形に、頭の中にある思いや考えを書き出すこ
とで、それらは客観的に見やすくなります。シンキングツー
ルは、児童・生徒が主体的に考え、意見を交換し、思考を深
めるプロセスをサポートします。
特

色

2

グループ学習でよく使われるシンキングツールを選び、ボー
ド化しました。ホワイドボード用マーカーで書き消し可能な
ので、繰り返し活用することができます。もちろん、ふせん
を貼って活用することもできます。

書き消し自在 !!

特

シンキングツール ®･ ボード
定価

8 枚組

7,000 円＋税

色

3

● 8 枚組・両面印刷・1 色 ●紙製・PP 加工 ●ホワイトボード用マーカー
対応 ●寸法：B3 判（364mm × 515mm × 0.3mm）
●教師用解説書付（A4 判 1 色・24 ページ）

1900860

グループ学習に最適な大判ボード

グループ学習用に複数購入を

両面印刷なので、たとえばクラスで 6 班に分かれる場合、本
教具を 3 セットお求めいただければ対応できます。

監修

黒上晴夫（関西大学総合情報学部教授）

アクティブ・ラーニングに欠かせない大判ボード
ベン図

クラゲチャート

くま手チャート

ピラミッドチャート

Ｘチャート

フィッシュボーン

Ｙチャート

内容構成（オモテ／ウラ）

バタフライチャート

1. ベン図／くま手チャート
2. くま手チャート／Ｘチャート
3. Ｘチャート／Ｙチャート
4. Ｙチャート／クラゲチャート
5. クラゲチャート／ピラミッドチャート
6. ピラミッドチャート／フィッシュボーン
7. フィッシュボーン／バタフライチャート
8. バタフライチャート／ベン図

2. のオモテ

◆実際の商品と内容・デザイン等が変わる場合がございます。ご了承ください。

指導解説書で万全 !!
指導解説書では、監修者の
黒上先生により、
「思考ス
キル」と「シンキングツー
ル」についての基本的な考
え方や、それらの対応表、
シンキングツールそれぞれ
の使い方などについて解説
されています。
※シンキングツール ® は、
黒上晴夫氏の登録商標です。

1. のウラ

オモテとウラは違う図が印刷されているので、
各班で同時にくま手チャートを使いたいとき
でも、1 セットで 2 つ分を必ず確保できます。

シンキングツール ® とは？
思考スキルは、考えを進める手
続きやそれをイメージさせる図と
して見せることができるという考
えから、そのような手順や図をシ
ンキングツールと呼んでいます。
シンキングツールは、次のよう
なさまざまな方法で「考えること」
をサポートします。
①いろいろな角度から光をあて
て、頭の中にある漠然としたあい
まいなイメージを意識させる

②一つの文章としては表現しにく
いイメージを、断片的にではあっ
ても書き表すことを助ける
③まったく関係がないと思ってい
たことがら同士に関係があること
を気づかせる
④複雑なことがらを単純にして、
つい目をうばわれがちな些細なこ
とから目をそむけさせる
⑤考える方向を限定して、その手
順を示す
17-1
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