県立

豊岡聴覚

特別支援学校

№（１）
＜県立特別支援学校用＞

県立豊岡聴覚特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成31年度採択理由書
No

1

発行者コード

発行者名

図書名

図書コード

01-1 あかね書房 001

単行本
さわってあそぼう

ふわふわあひる

採 択 理 由
手触りの異なる布や紙が張りつけてあり、感触の楽しさを味わえる。
丸、三角、四角等の形を見ながらページを操ると形を基にした異なる絵があらわれるように工夫されており、
楽しく読むことができる。
文字が大きく読みやすい。

2

27-2 評論社

Ｂ０１

しかけ絵本の本棚
コロちゃんはどこ？

ストーリーが繰り返しで内容をつかみやすい。
しかけ絵本なので楽しんで学習に取り組める。
「いないいないばあ」の言葉が繰り返し使われ、リズミカルに音読できる。

3

06-1 偕成社

Ｒ０２ あかちゃんのあそびえほん（２）いないいないばああそび

楽しい仕掛けにより、子どもが期待と興味を持ってページをめくることができる。
お面遊びができるページがあり、ストーリーの中に参加することができる。
読み進めると動物が増えていく内容で、わくわくするおもしろさがある。

4

28-1 福音館書店

Ｈ１３

子どものともえほん
ぞうくんのさんぽ

擬音語が用いられ、興味をもって読むことができる。
イラストが大きく分かりやすい。
楽しいしかけにより子どもが期待と興味を持って読み進めることができる。

5

06-1 偕成社

Ｙ０１

ともだちだいすき(2)
おべんとうなあに？

かわいらしい動物の絵が描かれており、親しみやすい。
お弁当やピクニックを題材としているため、子どもが興味をもって読むことができる。
冬から春への季節の移り変わりを美しいイラストで確かめながら読める。

6

27-3

ひさかたチャイルド

Ｄ０１

でんしゃでいこうでんしゃでかえろう トンネル部分は切り抜かれた仕掛け絵本になっている。
擬音語の音読を楽しめる。
わかりやすい絵と優しい色彩で描かれている。

7

10-4 こぐま社

Ｄ０１ ことばあそびのえほん

ぶたたぬききつねねこ

なじみのある動物や生活用具などがしりとりになって登場し、興味を引きつけるとともに、発展的に扱いやすい。
一語文の段階の児童から使え、語彙を増やす学習ができる。
カードの一面に大きくひらがなが描かれており、文字の形が認識しやすい。

8

08-1 くもん出版

Ｄ０１

9

30-2 ポプラ出版

Ｐ０４

ひらがなカード

音の出る知育絵本４
こえでおぼえるあいうえおのほん

カード式になっており、提示したり選んだりなど使い方に汎用性がある。
文字が大きくイラストがたくさん入っていて読みやすい。
ボタンを押すと音声が出て、問題やしりとりをすることができる。
おけいこノートとペンが付いて、何度も書き直せる。
内容に合わせたイラストで親しみやすい。

10 01-1 あかね書房

Ａ０２

もじのえほん

かたかなアイウエオ

すべてのカタカナにルビがうってあり、書き順も分かりやすい。
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発行者コード

発行者名

11 40-1 理論社

図書コード

図書名

採 択 理 由
リズミカルな文であいうえお順にお話がつくられており、楽しみながら文字や言葉の学習ができる。

Ａ０１

あいうえおうさま

Ｅ０１

五味太郎のことばとかずの絵本
漢字の絵本

話以外にも色々な絵が描かれており、語彙を楽しく増やせる。
位置や様子、家族、天気等日常生活によく使用する漢字を扱っている。

12 02-1 岩崎書店

漢字の意味を理解しやすいようなイラストが描かれている。
全ての漢字に読み仮名や送り仮名が書かれている。
１から１０までの数字とイラストが見開きで描かれていて分かりやすい。

13 07-2 金の星社

Ｂ０２

あかちゃんとおかあさんの絵本
ハティちゃんのいち・に・さん

「いっこ」「にわ」「さんにん」など、数え方の学習もできる。
言葉の語呂合わせも楽しめるつくりになっている。
あおむしが食べた所の穴の後が、１，２，３と構成されており、指で触りながら楽しく数の学習ができる。

14 06-1 偕成社

Ｔ０１

エリック・カールの絵本
はらぺこあおむし

15 27-3

Ｃ０５

スキンシップ絵本

繰り返しの言葉が多く、印象に残りやすい。
イラストがカラフルで、教えやすい配置になっている。

ひさかたチャイルド

かずのえほん

数字、読み方、イラスト等が見開きで配列されており、使いやすく分かりやすい。
１から１００までの数、一対一対応、仲間集めを考えるページもあり、広がりのある学習ができる。

16 30-2 ポプラ社

Ｐ０７

音のでる知育絵本
７こえでおぼえる１２３

かわいらしいイラストで楽しく数える学習ができる。
かずのほん

ボタンを押すと、数や時計の問題が流れる。
何度も書けるおけいこシートとペンがついている。

17 27-3

ひさかたチャイルド

Ｂ０２

ミーミとクークの絵本
ミーミとクークの１・２・３

シンプルかつかわいらしいイラストである。また、イラストが大きくわかりやすい。
１１までの数の概念と数の数え方の学習に楽しく取り組める。
紙質が丈夫で扱いやすい。

18 30-2 ポプラ社

Ｐ１６

音のでる絵本１６
とけいがよめるようになる
とけいくん！！

時計遊びゲームで楽しみながら、読み方を学ぶことができる。
ボタンを押すと時計が指している時刻を聞くことができる（５分単位）
長針に穴が空けてあり、覗けば数字が見え、何分かが一目で分かる。
いろいろな動物を数えながら０～１０までの数を学べる。

19 30-2 ポプラ社

ＮＯ２ 絵本・いつでもいっしょ２

どうぶつなんびき？

色が鮮やかでストーリーも楽しめる。
イラストと数字を対応させながら数えることができる。

20 01-1 あかね書房

Ｂ０２

あかねえほんシリーズ
かたちのえほん
まる・さんかく・しかくさん

紙質が丈夫で扱いやすい。
分かりやすい言葉の繰り返しで、リズミカルに図形のイメージを表現している。
色彩のコントラストがはっきりしており、まる、さんかく、しかくを認識するのに適している。
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図書名
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採

択

理

由

写真が豊富に使われ楽しく見ることができる
21 12-2 小学館

Ｂ０６

２１世紀幼稚園百科６
かずあそび１・２・３

１０までの数の大小、順序などを理解することができる。
紙質が厚くて開きやすいため取り扱いやすい。
数字が非常に大きく書かれており、数字の形を認識しやすい。

22 08-1 くもん出版

Ｄ０３

かずカード

23 08-1 くもん出版

Ｅ０１

はとのクルックのとけいえほん

カード式なので、並べ替え等をしながら、数唱力をつけることができる。
１日の生活の流れに沿って、楽しみながら時刻の学習ができる。
長針と短針の動きが連動する時計がついており、自分で動かすことができる。
短針と長針が指す同じ色の数字を読むだけで、時刻を簡単に知ることができる。
見開きで表現されており、右ページに時計とその時刻、左ページにその時刻を表す生活場面が示されている。

24 20-4

００９

とけいのほん

25 06-1 偕成社

Ｒ０１

あかちゃんのあそびえほん（１）
ごあいさつあそび

26 27-1 ひかりのくに

Ｄ０１

202シリーズたべもの２０２

戸田デザイン研究室

文字は少なく、大きなイラストで見やすい。
動物たちがユーモラスに描かれ、頭をさげるとあいさつの言葉が現れるしかけ絵本になっている。
絵に表情があり、文字も親しみやすいので楽しく学習が進められる。
家庭の食卓によく登場する食べ物が鮮明な写真で豊富に紹介されており、視覚的に理解しやすい。
食べ物の名前と５０音をマッチングし、楽しく学習することができる。
物の用途や特徴をとらえさせるクイズがあり、遊びながら楽しく言語指導ができる。
代表的な果物が本物そっくりに写実的に描かれており、絵も大きく読みやすい。

27 28-1 福音館書店

Ｂ０６

幼児絵本シリーズ

くだもの

「さあどうぞ」の声かけとともに、くだものを差し出す場面が描かれており、食べ方の指導にも役立つ。
くだものの名前を覚えるのに役立つ。
文字が鮮明で読みやすい。

28 01-1 あかね書房

Ｇ０４

からだのえほん４

からだにもしもし 身近な生活場面が温かな絵と文で描かれ、健康指導だけでなく基本的生活習慣の定着にも役立つ。
自分の体について興味を持たせることができる。
柔らかな色彩とかわいいイラストで、親しみやすく、イメージをふくらませやすい構成である。

29 01-1 あかね書房

Ｅ０１

けんちゃんとあそぼう１

のってのって リズミカルな単語のくり返しが多く、子どもの発語を促しやすい。

身近な乗物がとりあげられており、ごっこ遊びに、発展させることができる。
道路標識、案内標示、環境を守るマークなどが、テーマ別に分かりやすく構成されている。
30 13-2 鈴木出版

Ａ０５

知育えほん

マークのずかん

マークを知ることで、安全、マナー、思いやり、環境など社会への関心を高めることができる。
絵や文字が大きくはっきりしていて見やすい。
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31 01-1 あかね書房

図書名

図書コード

Ｈ０２ かばくん・くらしのえほん２

かばくんのおかいもの

採 択
お母さんと買物に出かける様子が楽しく描かれている。

理

由

お店ごとに置いてある商品のページがあり、お話づくりがしやすい。
絵を見ながら、各店で買物遊びをすることで、生活言語を増やすことができる。
色彩がきれいで、絵に動きがあり、ストーリー性もあるので、子どもの関心を引きやすい。

32 27-2 評論社

Ａ０１

スカーリーおじさんのはたらく人たち 身近な動物が様々な職種の働く人になって登場していて、仕事の名前や様子がわかりやすい。

33 06-1 偕成社

Ｑ０３ 子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！

行間が広く読みやすい。
日常生活、マナーが分かりやすい絵で描かれていて見やすい。
あいさつや生活のマナーについてよい例と悪い例が示され、分かりやすい。
生活上で必要とされる「話し方」「そうじ」「せんたく」などのマナーがまんが調のイラストで描かれている。
34 06-1 偕成社

Ｚ０１ 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー

それぞれの項目ごとに分けられているため、生活スキルのチェックにも適している。
イラストを見ながら楽しく学習できる。
身近なお店や公共施設が取り上げられ、親しみやすい。

35 08-1 くもん出版

Ｂ０６

生活図鑑カード

お店カード

一枚ずつのカードにお店の様子が詳しく描かれており、分かりやすい。
体験学習の際、事前学習に活用できる。
安全な外出のための基本的なマナーが覚えられる。

36 06-1 偕成社

Ｚ０３ 子どものマナー図鑑（３）でかけるときのマナー

よくある生活場面での行動をイラストと注釈で分かりやすく説明している。
生活スキルチェックに適している。
身近な食べ物が一枚ずつのカードに写実調で描かれわかりやすい。

37 08-1 くもん出版

Ｂ０１

生活図鑑カード

たべものカード

裏面には作り方や材料などの説明と共に、食べ物の名前が書かれており、生活知識を広げられる。
カード式になっているので、使い方に汎用性がある。
身近な道具３１点が写実調で描かれ、分かりやすい。

38 08-1 くもん出版

Ｂ０７

生活図鑑カード

生活道具カード

裏面には、道具の用途が分かりやすく書かれている。
道具の名前を覚えたり、読んだりしていく中で、文字に触れ、言葉への関心を高めることができる。

39 08-1 くもん出版

Ｂ０２

生活図鑑カード
くだものやさいカード１集

身近な果物や野菜が一枚ずつのカードに、写実調で描かれ、わかりやすい。
裏面には実の付き方や産地等の説明もあり、知識を広げることができる。
果物や野菜の名前を覚えたり読んだりしていく中で、文字や言葉への関心を高められる。
畑に育っている野菜と八百屋さんの野菜が大きく写実的に描かれていてわかりやすい。

40 28-1 福音館書店

Ｂ０８

幼児絵本シリーズ

やさい

全文ひらがな表記で文字も大きく、読みやすい。
文章表現が簡潔で繰り返しが多く、野菜を進んで育てたり、食べたりしようという気持ちを持たせやすい。
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41 06-2 学研

図書コード

ＮＯ１

図書名

採 択 理 由
20種類の動物が実物大の写真で紹介されており、子どもの興味を引きやすい。

ほんとのおおきさ動物園

それぞれの動物の特徴が漫画などで説明されているので、楽しく学習できる。
体の名前や各部の機能が分かりやすく図解されている。

42 12-2 小学館

Ｂ１１

２１世紀幼稚園百科１１

からだのふしぎ 子どもがモデルとなった写真が多く、身近で親しみが持てる。

イラストが色鮮やかで楽しみながら読める。

Ｉ０１

写真とイラスト両方で動物の姿が紹介されており、具体的で、体の表面の色や毛並みも分かりやすい。
改訂新版 体験を広げる子どものずか
ん１
各々の動物の眠り方や食べ方など生態がイラストで具体的に紹介されている。
どうぶつえん
写真・イラスト枠と説明文の量的なバランスがよい。

44 02-1 岩崎書店

Ｃ０４

かいかたそだてかたずかん４
やさいのうえかたそだてかた

45 08-2 グランまま社

００１

ぼくとわたしのせいかつえほん

43 27-1 ひかりのくに

絵が美しく、植物の特徴をよくとらえている。
１ページ見開きで、２４種のやさいの育て方が、絵と文で詳しく紹介されており、生長の様子がよくわかる。
日常生活で身近に見かける家具、日用品、食物、衣類、玩具、乗り物、動物等が美しく、明るく描かれている。
１ページに４つのイラストと名前が描かれていてわかりやすい。
絵を見ながら楽しく学習し、語彙を増やすことができる。
46 07-2 金の星社

Ｆ１０

ひとりでできるもん！１０
おしゃれなおかしづくり

47 07-2 金の星社

Ｆ０１

ひとりでできるもん！１
たのしいたまご料理

48 06-1 偕成社

Ｊ０４

子どもの健康を考える絵本（４）
からだがすきな食べ物なあに？

チョコボール、チーズケーキ、イチゴムースなどかわいいお菓子が１６種類紹介されている。
材料や作り方がイラストで描かれ、視覚的にとらえやすい。
オムレツ、卵焼きなど簡単でおいしい卵料理が１５種類紹介されており、子どもの興味を引きやすい。
写真が大きく、完成のイメージを持たせやすい。
栄養の基本的な知識を身につけるのに適している。
イラスト・文・コラムで構成されており、コラムを指導者が解説することでさらに理解を深めることができる。
バランスの良い食事を考える習慣を身につけることができる。
ボタンで４種類のたいこの音色を選ぶことができる。

49 30-2 ポプラ社

００７ おととあそぼうシリーズ７

ドン！ドコ！ドン！たいこ

歌詞のバチ印を見ながらリズムよくたいこを叩くことができる。
厚手で扱いやすく、イラストもかわいく、子どもが親しみやすい。
昔話に出てくる童謡など親しみやすい曲が１４曲収められている。

50 27-1 ひかりのくに

００１

たのしいてあそびうたえほん

選曲ボタンが大きくて凹んでおり、押し間違えが少ない。
歌付きとカラオケが選べるので、幅広く楽しむことができる。
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51 30-2 ポプラ社

図書コード

０３３

図書名

採 択 理 由
ボタンが絵表示されているので、文字理解の難しい児童でも曲の選択がしやすい。

おととあそぼうシリーズ３３
新装版おてほんのうたがながれるどう 歌詞付きの歌が流れる以外に、カラオケ機能もついており幅広く楽しむことができる。
ようえほん
ボタンが凹枠で仕切られているため、押し間違えが少ない。
CDに合わせて手遊びが楽しめる。

52 27-1 ひかりのくに

０１３

あそびうたのほんCDつき

楽譜、歌詞、手遊びがイラスト入りで載っている。
大人と子どもの２人での遊びで構成されているが、アレンジすることで１人でもできるように考えられている。
ボードに描いた絵を、付属のペンで簡単に消すことができ、何度でも繰り返し使える。

53 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

絵本の中の絵を押すと、メロディーが流れ、それを聞きながら絵を描くことができる。
絵の描き方が分かりやすく表示されている。
ページ毎に色別で描かれているので、わかりやすい。

54 27-3

ひさかたチャイルド

Ｂ０１

ミーミとクークのえほん ミーミと
クークのあか・あお・きいろ

かわいらしいイラストで親しみやすい。
紙質が丈夫で扱いやすい。
色のコントラストがはっきりしている。

55 06-2 学研

Ｇ０７

あそびのおうさまB00K

はじめてぬるほん イラストがシンプルで色を塗りやすい。

絵が大きく描かれているため、大胆に色塗りができる。
イラストのページと切るページに分かれており、作業しやすい。
56 06-2 学研

Ｇ０８

あそびのおうさまB00K

はじめてきるほん 絵のテーマが決まっているため、作成するものをイメージしやすい。

紙質は適度なかたさがあるため切りやすく、切った形をイラストの上に貼ることができる。
身近な紙コップを使用して様々な動くおもちゃを作ることができる。
57 28-1 福音館書店

Ｅ１８

かがくのとも絵本

紙コップでつくろう 切り込み線がはっきりしていて分かりやすい。

簡単に作ることができる。
絵が大きく、色彩が鮮明である。
58 12-8

ジュラ出版局 ００２ ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん

あそぼ！

絵本のお話を聞きながら絵本に直接絵が描け、表現の喜びを味わわせることができる。
絵本についているペンで描いた絵は、布やティッシュペーパーで簡単に消え、何度でも繰り返し使用できる。
切ったり貼ったりして指先の巧緻性を高めるのに役立つ。

59 06-2 学研

００２

あそびのおうさまBOOK

はって

カラフルなイラストで想像を膨らませ、遊ぶことができる。
形や大きさを自由に選びながら個々の力に応じて取り組むことができる。

60 06-1 偕成社

Ｆ０１

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

ペンや筆を持つことが難しい子どもでも、指にインクをつけて色や形を楽しむことができる。
しもんスタンプを動物や昆虫、植物など身近なものに見立てて楽しむことができる。
完成までの手順が紹介されており、使いやすい。

県立

豊岡聴覚

特別支援学校

№（７）
＜県立特別支援学校用＞

県立豊岡聴覚特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成31年度採択理由書
No

発行者コード

発行者名

図書名

図書コード

採

択

理

由

身近な素材を使って手軽に作ることができる。
61 10-3 国土社

Ｂ０９

たのしい図画工作９

うごくおもちゃ 単純なしかけが紹介されているため、授業で使いやすい。
多くの作品が写真で掲載されているため、完成作品をイメージしやすい。
風景や食事、服や人物などに、クレヨンや色鉛筆、ペンなどを用いて自分の好きな色を塗って楽しむことができる。

62 17-1

チャイルド本社 ００１

ぬったりかいたりらくがきBOOK

ページ数もたくさんあり、たくさん塗ることができる。
まる・さんかく・しかく等の簡単な図形を使いながら、いろいろな動物が描ける。

63 02-1 岩崎書店

Ａ２３

あそびの絵本

えかきあそび

色を変えるだけで、様々な動物に変化させることができる。
イラストがシンプルで輪郭をとらえやすい。
やさいのシルエットや問いかけで考えさせる仕掛けがある。

64 28-1 福音館書店

Ｂ０９

幼児絵本シリーズ

やさいのおなか

カラフルな色彩と文字で野菜の名前を学ぶことができる。
野菜の断面で野菜の構造を知ることができる。
身近にある材料を使って作るアイデアが豊富に示されている。

65 02-1 岩崎書店

Ｇ１２

ひとりでできる手づくりBOX
しぜんで工作しよう

写真やイラストで作り方や完成品が分かりやすく表現さている。
作った作品を使った遊び方も紹介されていて、制作意欲を引き出すことができる。

66 06-1 偕成社

Ｒ０３

あかちゃんのあそびえほん（３）
いただきますあそび

動物や人が食べ物を食べる仕掛けで構成されている。
食べる様子に合わせてあいさつの言葉を学習することができる。
食べ物に興味を持つことができる。

67 06-1 偕成社

Ｒ０６

あかちゃんのあそびえほん（６）
いいおへんじできるかな

判型が大きく扱いやすい。
犬や猫などのいろいろな動物の返事の仕方を繰り返す楽しい仕掛けで構成されている。
個々の子どもの名前に置き換えることで、あいさつの指導に活用できる。
わかりやすい定番の物語で、楽しみながら登場人物の様子を読みとることができる。

68 28-1 福音館書店

Ｈ２６

こどものとも絵本

おおきなかぶ

動作化できるので幅広く国語の学習を深められる。
イラスト付きで読み聞かせにも適している。

69 06-1 偕成社

００６

五味太郎・言葉図鑑（６）
くらしのことば

身近なあいさつ言葉を中心に生活の中で使われる言葉がたくさん紹介されている。
コミュニケーション能力を高めるとともに、人間関係を広げるために活用しやすい言葉を取り上げている。
表情豊かなイラストとともに表現されており、興味を持って取り組みやすい。
大きなイラストが見やすい。

70 20-4

戸田デザイン研究室

０１０

昆虫とあそぼう

説明文とイラストが分かれて配列されており、コントラストがはっきりしている。
身近な昆虫を取り上げており、親しみやすく、説明も分かりやすい。
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やさしい色調のイラストが興味を引く。
71 06-1 偕成社

Ｑ０６

子どもの生活（６）
じょうぶなからだになれるよ！

説明文とイラストが分かれて配列されており、コントラストがはっきりしていて見やすい。
やさしく丁寧な文章で、日常生活の中における健康について考えることができる。
町の様子が細部にわたって描かれており、いろいろな発見ができるように工夫されている。

72 28-1 福音館書店

Ｍ０６

みぢかなかがくシリーズ

町たんけん 登場人物のイラストに吹き出しが入れられており、町に住む人たちの生き生きとした姿がイメージしやすい。
自分達の生活は、いろいろな職業によって支えられていることが、絵を見て分かる。
身近な職業やよく耳にする職業について、イラストと文章で分かりやすく説明されている。

73 28-1 福音館書店

Ｇ１０

福音館の科学シリーズ
ただいまお仕事中

仕事内容やその仕事につくために必要なことが、質問形式で読みやすく紹介されている。
社会が様々な仕事で成り立っていることが理解できる。
日本を７つの地方と南の島々に分けて、見開きで地図を載せている。

74 29-1 平凡社

Ｂ０２

新版はじめましてにほんちず

都道府県名や都道府県庁所在地がひらがなで記載されている。イラストで各地方の産物や名所が書かれている。
多くの情報が、地図上にはっきりした色彩の豊富なイラストとともに盛り込まれている。
身近にある魚屋や八百屋に置かれている食材の絵と、人々の生き生きとした会話によって、

75 28-1 福音館書店

Ｌ０１

みぢかなかがくシリーズ
町の水族館・町の植物園

魚屋や野菜だけでなく、店についても楽しく学ぶことができる。
買物学習や会話の練習にも役立つ。

76 14-4 成美堂出版

００４

いちばんわかりやすい
小学生のための学習日本地図帳

豊富な写真と詳しい地図、説明で、日本の各地の風土や様子が分かりやすく紹介されている。
地名索引で調べたい地域の掲載ページを探すことができる。
都道府県かるたが付いており、ゲーム形式で都道府県名、県庁所在地、特色を学習することができる。

77 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

世界の人々の暮らしや様子などが美しいイラストで描かれている。
国によって生活や文化が異なることを視覚的に理解することができる。
大きな文字と短い文で書かれており、イラストには説明もつけられている。
身近な材料を使った理科の実験例を写真とイラストを使ってわかりやすく説明している。

78 28-8

フレーベル館 Ｄ０３

ふしぎをためす科学図鑑

かがくあそび 実験道具の作り方も詳しく載っている。

実験の手順についても、わかりやすく解説してあり、楽しみながら科学を学ぶことができる。
身近な自然が季節を追って美しく描かれている。
79 28-1 福音館書店

Ｇ０４

福音館の科学シリーズ

道ばたの四季 花壇、田んぼ、水の中など場所ごとに植物、昆虫、鳥などが簡潔な説明とともに紹介されている。
イラストが細部まで丁寧に描かれている。自然観察の資料に適している。

80 28-8 フレーベル館

Ｄ０２

ふしぎをためすかがく図鑑
しょくぶつのさいばい

写真とイラストで植物の特徴が分かりやすく説明されている。
栽培方法が詳しく説明されており、栽培に取り組みやすい。
栽培カレンダーで、種をまく時期や花の咲く時期が分かるようになっている。
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81 06-2 学研

図書コード

Ｊ０９

図書名
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑９
ちきゅう

採 択 理 由
「天体」「地殻」など詳細な内容まで踏み込み、分かりやすく扱われている。
写真がたくさん使われており、視覚的に分かりやすい。
天気など身近な現象も扱われており、興味・意欲を引き出しやすい。
料理の写真が大きく分かりやすい。

82 07-2 金の星社

Ｆ０４

ひとりでできるもん！４
うれしいごはんパンめん料理

作り方の手順や材料が紹介されており、食べてみたいという意欲を引き出すことができる。
米や麺の種類、栄養についての記述もあるので、発展的な扱いも可能である。

83 06-1 偕成社

Ｘ０２

道具・材料・手順が豊富なイラストで説明されている。
坂本廣子のひとりでクッキング（２）
できあがりは写真でイメージしやすくなっている。
昼ごはんつくろう！
「やきそば」や「チャーハン」など、ひとりで手早くつくれるメニューが１０種類以上紹介されている。

Ａ０２

あそびのひろば２
やさしいてづくりのプレゼント

空き瓶、紙粘土、石等、身近な材料を使って作る楽しいアイデアが豊富に示されている。
84 30-2 ポプラ社

写真やイラストで作り方と完成品がわかりやすく表されていて、友達や父母等への
プレゼントを目的とした、制作活動への意欲を引き出すことができる。
どこにでもあるペットボトルや牛乳パック等で作品、おもちゃが作れる。

85 14-4 成美堂出版

００６

つくってみよう！リサイクル工作６８ イラストや写真を用いて、作り方と使い方が詳しく書かれている。
難易度がついていて、実態を踏まえて制作ができる。
手・野菜・葉・紙など身近なものを用いた色鮮やかな版画が載っている。

86 30-2 ポプラ社

Ａ０１

あそびのひろば１

はんがあそび

作り方の手順がイラストで描かれ、ひらがなで説明を加えてあり、分かりやすい。
特別な道具を必要とせず、誰にでもやさしく版画が作れるようにとの視点で構成されている。

87 28-8 フレーベル館

００１

ことばでひらく絵のせかい
はじめてであう美術館

ひらがな中心で簡単な絵の説明が添えられている。
世界の名画が楽しく紹介されている。
数詞、動作、物の名前等の言葉の学習にも活用できる。
体の一部をめくる仕掛けによりその内部（骨、血管、内臓等）の仕組みをより興味深く学習することができる。

88 27-2 評論社

Ｂ２５

しかけ絵本の本棚

からだのなかとそと 体の仕組みがテーマ別に絵と言葉でやさしく解説されているので理解しやすい。

子どもが持ちやすい疑問に答える形で展開されているので分かりやすい。
89 06-1 偕成社

Ｊ０５

子どもの健康を考える絵本（５）
こんなときどうするの？

身の回りで起こる事故の救急法が、専門医の立場から説明されている。
イラスト・文・コラムで構成されており、コラムを指導者が解説することで、さらに理解を深めることができる。
日常的に起こりそうな怪我を予測する姿勢を身につけられる。

90 21-1 長岡書店

ボタンが絵表示されているので、文字理解の難しい児童でも曲の選択がしやすい。
009 お手本のうた付き！どうよううたのえほん 歌詞付きの歌が流れる他にカラオケ機能も付いており、幅広く楽しむことができる。
ボタンが凹枠で仕切られているため、押し間違いが少ない。
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91 21-2 ナツメ社

図書コード

００１

図書名
子ども生きる力を育てるせいかつの
絵じてん

採 択 理 由
衣食住を中心に、生活の知恵が分かりやすい内容になっている。
はしの使い方をイラストで手順を丁寧に説明している。
身の回りのことが自分でできるように支援し、暮らすためのヒントなど自立につながる内容である。
見やすい文字の大きさで、学習の進め方や手本が分かりやすい。

92 20-7 東洋館

００２

くらしに役立つ国語

自己紹介や電話のかけ方、手紙の書き方等表現力や書く力を培い、
生活に対応できる内容となっている。
人のからだのつくりについて、写真や写実的なイラストと共に部位ごとに説明されていて分かりやすい。

93 06-2 学研

Ｌ２１

ニューワイド学研図鑑
増補改訂 人のからだ

人の成長について身近なテーマで、自分とつなげながら学習することができる。
解説が豊富で調べ学習にも活用できる。

