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がオススメする

※表示されている価格が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

チラシ限定新商品も
多数掲載！

※９月20日より発売開始

＝2022年smartschoolカタログの掲載ページです。P.000 ＝2022年smartschool for TEACHERSカタログの掲載ページです。P.000 ＝ご注文をいただいてからお取り寄せいたしますので、多少納期をいただく商品です。キャンセル・返品はお受けできません。取

教材通販 smartschool for TEACHERS カタログは、
授業で必要な教材を多数取り揃えております！ https://www.smartschool.jp

Webでラクラクご注文！
さらにカタログなら

表示価格は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。

チラシ限定新商品もチラシ限定新商品も 掲載商品は
こちらから
ご覧いただけます。

チ ラ シ 有 効 期 限

『こども六法』がボードゲームに！

●セット内容：クイズカード70枚、イベントカード20枚、すごろくシート（A2サイズ・両面）・コマチップシート・サイコロ、遊
び方ガイド（解説付・P48）●パッケージ（幅x奥x高）：220×160×30mm●質量：430g●材質：紙、アクリル●対象年齢：
6歳以上●プレイ人数：2～8人 ●出荷/包装単位：1/24

商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 101-854  499291  1セット  ￥2,200  ￥1,980  ￥2,178 

６歳～

P.324
幻冬舎
こども六法すごろく

1,980
（税込     ￥2,178    ）

1,620
（税込     ￥1,782    ）

３歳～

SDGsの概要と
目標に加え、
関連したクイズが
セットになった
デジタル版付の
カード教材。

●寸法：297×210mm●材質：カード紙●セット内容：60枚組●付属品：教師用解説書、デジタル版アクセスキー●デジ
タル版動作環境＝●対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Apple Safari、Mozilla Firefoxの各最新版
が動作するPC、タブレット●インターネットに接続できる環境●推奨解像度1280×768px※インストールは不要です●
収録内容：①知ってる？SDGs（カード18枚）／SDGsの概要と目標1～17の解説②SDGsクイズ（カード42枚）／
SDGsに関するクイズの問題、答えと解説人 ●出荷/包装単位：1

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

144-385  1セット  ￥22,000  ￥22,000  ￥24,200 

全教図
クイズカード 知ってる？SDGｓ［デジタル版付］ チラシ限定品！

紙芝居

8歳～

1,620

●寸法：幅375×奥263×高48mm●画面：各巻12●対象年齢：3歳～小学校中学年 ●出荷/包装単位：1

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 4 145-771  1セット  ￥9,900  ￥9,900  ￥10,890 

教育画劇
もったいないよ～ !　
やさしく楽しいSDGs紙芝居（６巻）

2023年3月31日まで

特集!特集!特集!特集!特集!特集!特集!特集!特集!特集!特集!特集!特集!特集!特集!

「もったいない」が
合言葉！
小さな子ども達も
きっと始めたくなる
SDGsの紙芝居。

●サイズ：縦180ｍｍ×横45ｍｍ×厚さ40ｍｍ●外箱付き●出荷/包装単位：1

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

135-702  1組  ￥3,182  ￥3,182  ￥3,500 

ワンプラネット・カフェ
SDGs ターゲット・ファインダー 日本語版

ページ毎に
各ターゲットの
アイコン・
スローガン
本文を掲載

ターゲット・ファインダー

すごろく・ボードゲーム
「SDGs」について、クイズとすごろくで
楽しく学べるボードゲーム！

商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

148-013 479070  1セット  ￥1,800  ￥1,620  ￥1,782 

●セット内容：すごろくシート（A2サイズ）1枚、クイズカード（88×63㎜）76枚、コマチップ4枚、サイコロ（厚紙）1個、遊
び方ガイド1冊 ●対象年齢：8歳以上 ●プレイ人数：2～4人●プレイ時間：15～30分 ●素材：紙 ●パッケージ形態：身
蓋箱（シュリンクがけ）●サイズ：パッケージ〔W223×H160×Ｄ30mm〕●出荷/包装単位：1/24

幻冬舎
クイズで遊んで学ぶ SDGsすごろく

カード教材・デジタル教材

④ かぐやちゃんと
　 もったいないでんき

⑤ いっしょにあーそぼ！ ⑥ はたらきものの
　 ビーバーさん

① たべものたろう ② イーヨくんと
　 もったいないオバケ

③ じゃあじゃあぴっちゃん

チラシ限定品！

チラシ限定品！

チラシ限定品！

教 材 通 販

① たべものたろう ② イーヨくんと ③ じゃあじゃあぴっちゃん

④ かぐやちゃんと ⑤ いっしょにあーそぼ！ ⑥ はたらきものの

SDGs 17目標にある169ターゲットの
アイコン・スローガン・本文を掲載した
未来検索型ツール。
先生のSDGs知識修得にもおすすめです。
2030年の世界の姿と今を比べ「何が課題」で
「どう解決するか」を知ることができます!

（税込）

 ￥3,500 

ページ毎にページ毎にページ毎にページ毎に
各ターゲットの各ターゲットの各ターゲットの各ターゲットの
アイコン・アイコン・アイコン・アイコン・
スローガンスローガンスローガンスローガン
本文を掲載本文を掲載本文を掲載本文を掲載

17の目標が詳しく

分かるガイドつき！



受付時間
平日 9:00～18:00 　土曜 9:00～17:30※日・祝・年末年始は除く

Webでラクラクご注文

https://www.smartschool.jp
FAXでご注文

ご注文

時間受付
24
FAXでのご注文は、smartschoolカタログ裏面の専用オーダーシートをご利用ください。

ご不明な点・カタログの請求に関してはお問い合せセンターまでご連絡ください。

※日・祝祭日のお届け（配送）をご希望の際はご注文前に、スマートスクールお問い合せセンターまでご連絡ください。
※M価はメーカー希望小売価格（税抜）です。

担当販売店

プラス株式会社　ジョインテックスカンパニー
チラシ有効期限：2023 年 3月31日

FAX 0120-597-459

お問い合せ
センター TEL 0120-598-721

SDGsの概要と17のゴールをわかりやすく解説しています。

SDGsや領土、環境学習に
必要な用語をまとめた便利なカード集。

知っておくべきSDGsを学べるDVD教材。

＝2022年smartschoolカタログの掲載ページです。P.000 ＝2022年smartschool for TEACHERSカタログの掲載ページです。P.000

●寸法：B２判（728×
515mm）●材質：コー
ト紙 ● 質 量：合 計 約
250g●枚数：5枚組 ●
出荷/包装単位：1/5 

全教図
SDGｓって何だろう？（ポスター版）
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

  125-681   1組  ￥6,000  ￥6,000  ￥6,600 

P.503 P.305
●セット内容：5枚組●収録内容：1.SDGsの
概要と17の目標、2.解説（目標1～4）、3.解説
（目標5～8）、4.解説（目標9～12）、5.解説（目
標13～17）●寸法：735×525×9mm●質
量：約3.25kg ／セット●材質：コート紙、アル
ミ、スチロール ●出荷/包装単位：1

SDGsって何だろう？
（パネル版）

全教図

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 4  133-148  1組  ￥25,000  ￥25,000  ￥27,500 

P.305

＝ご注文をいただいてからお取り寄せいたしますので、多少納期をいただく商品です。キャンセル・返品はお受けできません。取

DVD

●内容：【オープニング】SDGs の目標、ターゲット、指標、日本の課題【食】各国の干ばつによる影響、食品ロス【共生】異文
化との共生（多文化共生）、多世代共生【環境】マイクロプラスチックごみが動物たちに与える影響／マイクロプラスチック問
題／プラスチックを減らす取り組み／環境破壊を防ぐための取り組み【まとめ】●収録時間：約26分●制作年（西暦）：
2020年●付属品：解説書、ワークシート付●対象学年：中学～高校 ●出荷/包装単位：1

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 4  111-758  1本  ￥15,000  ￥15,000  ￥16,500 

教育図書
NHKDVD教材　SDGｓ 今、私たちにできること P.258

※表示されている価格が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

教材通販 smartschool for TEACHERS カタログは、
授業で必要な教材を多数取り揃えております！ https://www.smartschool.jp

Webでラクラクご注文！
さらにカタログなら

●種別：持続可能な社会と国際問題を考える●セット
内容：122枚組（うちブランク2枚）、掲示用マグネッ
トテープ付属（同梱）、まとめ用リング、収納ケース●
材質：カード紙●マグネットテープは同梱になります。
各カードには貼付されていません。●サイズ：A4 
判半裁（105mm × 297mm) ●出荷/包装単位：1

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 4 133-161  1個  ￥14,000  ￥14,000  ￥15,400 

持続可能な社会と
国際問題を考える

全教図

P.135

122枚組

DVD映像ソフトカード集

ポスター・パネル

中学～高校向け

スマホやタブレットをかざすと、
いろいろな情報が飛び出す国境のない地球儀

バナナペーパークラフト AR地球儀

●寸法：幅150×高150×奥150mm●球径：15cm●質量：145g●対応OS：iOS11.0以上、Android
6.0以上●材質：非フタル酸 PVC、ポリスチレン●付属品：台座(ポリカーボネート) ●出荷/包装単位：1 

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 133-875  1個 ￥3,600  ￥3,600  ￥3,960 

ほぼ日
ほぼ日のアースボール（セカンドモデル） P.123

持続可能な世界を
実現するために掲げられた「SDGs」。
そもそも「SDGs」とは何なのか、
基本構造について見ていきます。
家庭科に関連の深い
「食」「共生」「環境」の例を挙げ、
それぞれの問題点と
解決のための取り組みを紹介します。

世界が達成すべき17の目標ごとにわかりやすいテーマをひとつ選び、
カラフルな地図で楽しめるようにしました。
地図の見方がわかるミニコラム付き！
カラフルな地図で楽しめるようにしました。

15cm

いまの地球 地球図鑑 クラシック
地球儀

でこぼこ地球 すいきん
ちかもく

世界の
朝ごはん

アースボール専用コンテンツは、すべて無料でご利用いただけます。
学びのあるものから親子で遊べるものまで、現在23種類用意されています。
さまざまな地球の姿をおたのしみください。コンテンツは改廃がございます。

20種類以上のコンテンツ

SDG Maps

世界の国々


