
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

登場人物が児童にとって親しみやすい。

イラストが児童にとって馴染みやすく、オノマトペを中心に楽しそうなことばの表現で構成されている。

日常生活を題材にしている。

ボタンを押すと童謡が流れ、聴覚への働きかけが有効である。

ボタンが絵表示で児童にわかりやすい。

カラオケを使って歌う表現や楽しみも味わえる。

児童に馴染みのある動物が多く取り上げられている。

動物が飛び出すような構成で、児童に興味を持たせる内容である。

作り方がわかりやすく書かれている。

児童が親しみやすいイラストが描かれている。
ことばのやり取りを楽しめる構成になっている。

児童にとって身近な乗り物が題材になっている。

登場する動物が児童の関心を引くような楽しい絵である。
興味を引く仕掛けで、挨拶の習慣づけができる。

言葉のやり取りを楽しめる構成になっている。

青虫が蝶々に成長していく様子が色鮮やかに描かれている。
絵がわかりやすい表現で描かれている。

読み聞かせだけでなく、青虫の食べた穴を触れて楽しむことができる。

児童が楽しめる絵で構成されている。

馴染みのある歌が多く、学習意欲を高める。

手遊び歌をアレンジできるように工夫している。

身近な材料を使って完成できる物が多い。
作品完成時の達成感も味わえる構成である。

写真やイラストが多く掲載されており、具体的である。

絵が児童にわかりやすく描かれている。
いもの様子に関心を示す構成になっている。

児童の日常の生活に即した内容で構成されている。

登場人物が児童に親しみを持たせる。
公園あそび経験が生かされる内容である。

児童が簡単なルールを学習できる内容になっている。

ピーマン村の絵本たち
さつまのおいも

たのしいてあそびうたえほん

30-2
ポプラ社 A02

あそびのひろば2
やさしいてづくりのプレゼント

のんたんあそぼうよ(1)
ノンタンぶらんこのせて

20-1
童心社 L01

06-1
偕成社 D01

27-1
ひかりのく
に

O01

ペーパーランド3
とびだすカード

けんちゃんとあそぼう1
のってのって

エリック・カールの絵本
はらぺこあおむし

偕成社 T01

偕成社
あかちゃんのあそびえほん1
ごあいさつあそび

01-1
あかね書房 E01

06-1

06-1

R01

4

2 21-1
永岡書店 O09

3 30-2
ポプラ社 C03
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1 06-1
偕成社 D08

ノンタンあそぼうよ8
ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう

お手本のうた付き!
どうよううたのえほん2



 

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

子どもに人気の１４曲の歌とカラオケが楽しめる。

歌にあわせてピカピカ光り、音と同時に光を楽しむことができる。

イラストもかわいく親しみやすい。

わかりやすい表現で、次ページへの関心を高めながら読み進めることができる。

色と形の両方を組み込んだしかけ絵本である。

日常生活の中で関わりのある人物や場面が設定されていて、児童の生活の中に生かすことができる。

ほのぼのとしたユーモアと優しい気持ちがあふれた内容。

イラストがかわいらしく親しみやすい。

言葉の表現がおもしろく、興味を持って楽しめる。

絵がやさしいタッチで描かれている。
象を主人公にしていて、児童にも親しみやすい。

馴染みのある動物が登場している。
ＣＤになじみのある歌が多く掲載されている。

ＣＤを使って手遊び歌に取り組める。

絵がイラスト調で児童にとって楽しめるものである。

児童が制作意欲を高めそうな構成である。
わかりやすい写真やイラストで掲載されている。

身近で簡単に作ることができるプレゼントが多く掲載されている。

わかりやすい言葉で表現している。
見開き1ページに見やすく形が載せられている。

感触でも楽しめるように工夫されている。

読み聞かせの際に取り扱いやすい大きさである。
しかけが児童にとって興味、関心を示す構成である。

やさしいタッチの絵で描かれている。

絵や文章が親しみやすい構成である。

児童にも書きやすい簡単な形が多く、絵も親しみやすい。

キャラクターを描くのに児童が楽しみながら取り組める。

子どもがたたきやすいように太鼓面が少し斜めになっている。

ばちが付いていて、自分のリズムで楽しくたたくことができる。

子どもの良く知っている曲や好きな曲が選曲されている。
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14-4 成美堂出版 B01
音と光のでる絵本
たのしいどうよう

五味太郎・しかけ絵本（１）
きいろいのはちょうちょ

06-1 偕成社 V01

20-1 童心社 L06
ピーマン村の絵本たち
よーいどん！

こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ

あそびうたのほん CDつき

28-1
福音館 H13

27-1

21-1

30-2

ひかりのく
に

O13

01-1
あかね書房 O01

A02

リズムにあわせて、うたいながら、た
たこう！たいこでドン！ドン！スペ
シャル

しかけ絵本の本棚
コロちゃんはどこ?

永岡書店 O12

06-1
偕成社 W01

木村裕一・しかけ絵本1
みんなみんなみーつけた

単行本
さわってあそぼうふわふわあひる

27-2
評論社 B01

あそびのひろば2
やさしいてづくりのプレゼント

ポプラ



 

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

説明も図を用いて丁寧に書かれている。
水彩絵の具を使った楽しい造形遊びが紹介されている。

手や足を用いての感覚的な学習や表現を楽しめる。

児童が楽しめるようなタッチの絵で描かれている。

日常生活にテーマがとられていて親しみやすい

文と絵が分かれているので、見やすい構成である。

色々なシャボン玉の写真があって、子どもの興味を引く内容である。

作る時に失敗しない方法が書かれている。

吹く道具も色々載っていて、実際に行う時、役に立つ。

カラオケが付いているので、歌うという表現力も身につけられる。

ボタンが絵で表示されており、児童にとって見やすい。

ボタンごとに仕切られているので取り扱いやすい。

なじみのある動物を描くことで創作意欲を高める内容である。

指先を使って簡単な造形活動に取り組める。

指先での感覚的な学習にも活用できる。
絵が大きく、色が鮮やかである。

場面の展開が児童にわかりやすい。

馴染みの動物のほかに、児童にとって珍しい動物も登場している。

サイズが大きく、児童にとって見やすい。
生徒の創作意欲を引き出す構成になっている。

テーマに沿って、児童が自主的に創作できるように工夫されている。

手遊び歌が学習できる構成になっている。
CDが生徒の興味・関心を示す曲である。

生徒にとってなじみのある曲が多く掲載されている。

絵が児童にわかりやすい表現である。
身の回りの物がわかりやすく描かれている。

１ページに描かれている絵が少ないので、児童にとってわかりやすい。

絵が鮮やかに描かれている。

馴染みのある魚を題材にしており、児童が関心を示しやすい。

物語の展開が児童にとってわかりやすい。
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02-1
岩崎書店 A17 あそびの絵本　 えのぐあそび

かばくん・くらしのえほん2
かばくんのおかいもの

01-1
あかね書房 H02

28-1 福音館書店 E20
かかぐのとも傑作集（わいわい・あそ
び）しゃぼんだまとあそぼう

おてほんのうたつき!
どうよううたのえほん

エンバリーおじさんの絵かきえほん
しもんスタンプでかいてみよう

21-1
永岡書店 O07

06-1

10-2

06-1

偕成社 F01

17-1
チャイルド
本社

O01

T06

レオ・レオニの絵本　スイミー

あそびうたのほんCDつき

好学社 A01

08-2
グランまま O01 ぼくとわたしのせいかつえほん

ぬったりかいたりらくがきBOOK

27-1
ひかりのく
に

O13

エリック・カールの絵本
月ようびはなにたべる?
-アメリカのわらべうた

偕成社



 

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

身近にある材料を楽しく貼り合わせることができる。

指先の巧緻性を高めることにも役立つ。

基本的な技法が紹介してあり、それをヒントに新たな作品づくりに取り組むことができる。

子どもに人気の１４曲の歌とカラオケが楽しめる。

歌にあわせてピカピカ光り、音と同時に光を楽しむことができる。

イラストもかわいく親しみやすい。

イラストがきれいで、子どもに親しみやすい。

文と絵で身近な生活の場面が表現されている。

ストーリーがおもしろく、最後までわくわくしながら楽しめる。

素朴なタッチで温かみのあるイラストで子どもに親しみやすい。

ページごとに場面があり、内容がわかりやすい。

「おむすびころりんすっとんとん」の言葉が繰り返し使われ、リズミカルに楽しく音読に取り組むことができる。

絵が独特の表現で、児童の感覚にアプローチもできる。

絵に合わせてさまざまな音楽を鑑賞できる。

文字が少ないので、児童の想像力や教師とのコミュニケーション力を育める。

適度な大きさで、ペットサイドの授業で取り扱いやすい。
生徒が利用する機会のある身近な乗り物が多い。

生徒が興味、関心を示す写真が多く掲載されている。

イラストが素朴で子どもに親しみやすい。

ジュースを飲んだ時に使ったコップで色々な物を作って遊ぶことができる。

誰でも簡単にできる工夫がたくさん載っている。

からだの色々な部分の名称も読みながら学習することができる。

ストーリーに沿ってからだを動かすことができ、楽しめる。

動物が次々と出てきて、子どもの興味を引く内容である。

世界の人々の様子や暮らしなどが美しいイラストで描かれている。

大きな文字を使い、短くわかりやすい文章で説明されている。

文章とイラストと対応しながら興味を持って楽しく学習できる。

主人公がかわいいねこで、イラストも子どもに親しみやすい。

ストーリーがおもしろく、子どもの興味をひきやすい。

物語の展開がわかりやすく、読み聞かせに適している。
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10-3 国土社 B16
たのしい図画工作１６
ちぎり紙・きり紙・はり絵

音と光のでる絵本　たのしいどうよう14-4 成美堂出版 B01

28-1 福音館 H56
こどものとも傑作集
はじめてのおつかい

日本むかし話　おむすびころりん

エリック・カールの絵本
うたがみえるきこえるよ

06-1 偕成社 H01

06-1

10-4

10-5

偕成社 T02

28-1 福音館書店 E18

E19

馬場のぼるの絵本　１１ぴきのねこ

エリック・カールの絵本
できるかな？－あたまからつまさきま
でー

こぐま社 F02

27-2 評論社 C01
ピーター・スピアーの絵本１
せかいのひとびと

かかぐのとも傑作集（わいわい・あそ
び）かみコップでつくろう

06-1 偕成社 T07

のりものえほん(しゃしん・ずかん)
あたらしい関西のでんしゃずかん

小峰書店



 

 

 

 

 

 

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

歌を聞きながら、付属のボードとペンで遊ぶことができる。

子どもたちが大好きな動物や乗り物の絵描き歌が入っている。

絵の見本がすぐそばにあり、わかりやすくて描きやすい。

身近な材料を使って簡単に作れるおもちゃが載っている。

作ったおもちゃで楽しむことができ、授業にも多いに活用できる。

作り方がわかりやすく書かれている。

イラストがかわいらしく、親しみやすい。

ストーリーがわかりやすく、子どもの興味をひきやすい。

色々な動物が出てきて、最後までわくわくしながら楽しめる内容である。

童謡や唱歌、フォークソングなど懐かしい歌が選曲されている。

曲のエピソードや時代背景などの解説が載っている。

ＣＤ付きで歌を鑑賞して楽しむことができる。
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30-2 ポプラ社 M01
うたってかいてけせるえほん１
音のでるえかきうた

たのしい図画工作９　うごくおもちゃ10-3 国土社 B09

28-1 福音館 H25 こどものとも絵本　そらいろのたね

童謡・唱歌・懐かしの歌CD付き西東社編集部


