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特別支援学校 №（　21　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由
絵が鮮明で文字が大きくはっきりしている。
イラストや文字がマッチしており、文字を覚え始めた者に対して興味を持たせやすい。
リズミカルな文とユーモアたっぷりの絵が一体となっているので楽しく学習できる。
絵が鮮明で文字が大きくはっきりしている。
イラストや文字がマッチしており、ひらがなを覚えた者に対して興味を持たせやすい。
リズミカルな文とユーモアたっぷりの絵が一体となっているので平仮名と関連させて楽しく学習できる。
絵が鮮明で文字が大きくはっきりしている。
楽しいイラストで描かれていて、漢字の初歩を学びやすい。

絵が鮮明で文字が大きくはっきりしている。
楽しいイラストで描かれていて、漢字を学びやすい。
もじのえほん　かんじ（１）と続けて学習することができる。
図形のイメージをわかりやすい言葉の繰り返しでリズミカルに表現している。
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。

絵を描くことと歌うことが同時に楽しめ、メロディーを自由につけながら、繰り返し学習することができる。
短い表現と単純な仕掛けで物語が進み、わくわくしながら読み進めることができる。

柔らかな色彩とかわいいイラストで、親しみやすく、イメージを膨らませやすい構成になっている。
リズミカルな単語の繰り返しが多く、児童生徒の発語を促しやすい。
身近な乗り物が取り上げられていて、ごっこ遊びに発展させることができる。
ねずみ、ねこ、犬、象と次々変身する様子が親しみやすく、見立て遊びを通して模倣する力をつけることができる。
リズミカルな単語の繰り返しが多く、子どもの発語を促しやすい。
ごっこ遊びやまねっこ遊びとして取り上げることができる。
柔らかな色彩とかわいいイラストで、親しみやすく、イメージを膨らませやすい構成になっている。
遠足のためにてるてる坊主を作り、天気や校外学習の事前学習に活用できる。

字間、行間が適当で読みやすい。
健康診断の様子が、あたたかな絵と文で描かれ、基本的生活習慣の定着にも役立つ。
自分の体の仕組みについて知り、健康の大切さに気付くことができる。
１日の生活が楽しく描かれていて、絵を見ながら生活習慣を定着させるための学習をすることができる。
身の回りの物を図鑑風に並べていくので、分類について学ぶことができる。

お母さんと買い物に出かける様子が楽しく伝えられており、買い物をすることの必要性、生活言語を理解・習得させるのに適している。
たくさんの絵が描いてあり、それぞれのお店やさんで売っているものから物の名前や分類について学ぶことができる。

字間、行間が適当で読みやすい。
1ページに1文字なっているので、わかりやすい。
内容に合わせたイラストとともに、リズミカルな文章が、各平仮名ごとに書かれており、親しみやすい。
楽しい絵と文で数を数えることができる。２１までの数を学習することができる。
色彩豊かでページ一面に書かれている数字が、子どもに興味関心を引きやすい。
書き順も矢印で示した指なぞり用の大きな数字が特徴的で、あつかいやすい。
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県立 和田山

もじのえほん  かんじ（２）

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

あかね書房 B02

あかね書房

A02

A03

もじのえほん  かたかなアイウエオ

 ＜県立特別支援学校用＞

県立和田山特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和4年度採択理由書

1 もじのえほん  あいうえお

2 01-1

14 01-1 あかね書房 I02
あかね書房の学習えほん  おかあさんだ
いすき１．２．３

10

6

あかね書房

4 01-1

5

3 01-1 あかね書房

01-1

けんちゃんとあそぼう３  まねっこまねっこ

01-1

あかね書房 A01

A04

もじのえほん  かんじ（１）

あかねえほんシリーズ  えほんえかきうた

あかね書房 E0101-1 けんちゃんとあそぼう１  のってのって

01-1 あかね書房 B03

あかね書房の学習えほん  あそぼうあそぼ
うあいうえお

01-1 あかね書房 E038

7

あかね書房

01-1 あかね書房 G04 からだのえほん４  からだにもしもし

H01
かばくん・くらしのえほん１  かばくんのい
ちにち

11 01-1

01-1 あかね書房 F02
くりのきえんのおともだち２　あしたえんそく
だから

01-1

01-1

あかね書房

あかね書房

H02

I01

かばくん・くらしのえほん２  かばくんのお
かいもの
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動きのある鮮やかな色調のイラストが描かれており、興味を引き出しやすい。
３００語程度の身近な単語が、アルファベット順にまとめられており、楽しみながら学習が進められる。
絵と英語と日本語が結び付けられてわかりやすい。強く発音するところが太い字で書き表されて、わかりやすい。
字間、行間が適当で読みやすい。
すべてのカタカナにルビが振ってあり、カタカナを学習中の子どもも読みやすい。
内容に合わせたイラストとともに、リズミカルな文章が、カタカナごとに書かれており、親しみやすい。
強く発音するところを太いカタカナ文字で書き表わしており、親しみやすい。
絵に表情があり、ピクニックといった楽しい題材を使って学習に取り組める。
日常生活上、よく使用される挨拶等の初歩的な英会話が取り上げられており、体験と結びつけて学習が進められる。
強く発音するところを太いカタカナ文字で書き表わしており、親しみやすい。
絵に表情があり、楽しく学習に取り組める。
学校生活上、よく使用される挨拶等の初歩的な英会話が取り上げられており、体験と結びつけて学習が進められる。
手触りの異なる布や紙が貼り付けられてあり、感触の楽しさを大いに味わうことができる。
丸、三角、四角等の形を見ながらページを繰ると、形を元にした異なる絵が表れるように工夫されており、楽しく読める。

粘土遊びをする前の導入絵本として適している。
各ページに作品例が載っている。

クレヨン遊びをする前の導入絵本として適している。
クレヨンの線の書き方や塗り方がわかりやすく学べる。

手で紙粘土の感触遊びを楽しみながら、自由に表現できる内容である。
各ページに作品例が載っている。

各ページに作品例が載っている。
「ふきつけ」「ひらいたら」等の説明が図例で具体的に表現されて、視覚的にも捉えやすい。
手や足での感触遊びや色の変化を楽しみながら、形にとらわれず、自由に表現できる内容である。
様々な図例が具体的に表現されて、視覚的にも捉えやすい。
絵描き遊びを通して、色の変化を楽しみつつ、形にとらわれず、自由に表現できる内容である。

人のからだのしくみと動きはどうなっているのかを平仮名でわかりやすく描かれている。
人が生まれてくる不思議やからだの中のことなどをわかりやすく表現してある。

絵が美しく、植物の特徴をよく捉えている。
１ページ見開きで、２４種類の野菜の育て方が、絵と文で詳しく紹介されており、成長の様子がよくわかる。

日常生活によく使用する漢字を扱っている。
すべての漢字に読み仮名がふられている。
はっきりとしたイラストに対応して表記されているので、漢字の意味を理解しやすい。
生活に密着した内容がイラスト等で表情豊かに描かれている。
身近な単語をアルファベット順に集めてあると共に、楽しい絵もたくさん描かれており理解しやすい。
イラストが興味を引き、アルファベットの文字も大きく、英語学習の導入に適している。
家の中やくだもの屋さんなど、身近な生活の中のかずを扱っている。
面白い物語とイラストで構成されており、自然に数の数え方を学ぶことができる。

５０種類の野菜の種から収穫までの様子が季節を追って理解できる。
身近な野菜が写実的に描かれていて、子どもの興味関心を引きやすく、野菜の名前を覚えるのに活用できる。

野原で生活する植物や動物の様子が季節の移り変わりと変化と共に、美しい絵で描かれている。
Ａ４版であるが携帯しやすく、自然観察に活用しやすい。

木の枝や落葉、河原にあるいろいろなかたちの石、流木などを使ったおもちゃの作り方をカラー写真と図で紹介されており、視覚的にとらえや

すい配慮がされている。
身近にある素材で簡単に取り組める題材が多く、活用しやすい。
いたずら好きな動物が登場するなど、児童生徒が親しみやすい内容である。
様々な色が紹介されており、色の学習だけでなく、図画工作等の授業の導入にも活用できる。
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01-1 あかね書房 I05
あかね書房の学習えほん  かたかなえほ
んアイウエオ

02-1 岩崎書店 A0６ あそびの絵本  ねんどあそび

02-1 岩崎書店 A07 あそびの絵本  くれよんあそび

岩崎書店 B0302-1 知識の絵本　ひとのからだ

01-1 あかね書房 I06
あかね書房の学習えほん  えいごえほん
ぞうさんのピクニック

02-1

02-1

26 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

32

27 02-1 岩崎書店 E01
五味太郎のことばとかずの絵本  漢字の
絵本

31 02-1 岩崎書店 F12
絵本図鑑シリーズ１２  のはらのずかん－
野の花と虫たち－

30 02-1 岩崎書店 F08 絵本図鑑シリーズ８  やさいのずかん

28

29

ひとりでできる手づくりＢＯＸ  しぜんで工
作しよう

岩崎書店

岩崎書店

E02
五味太郎のことばとかずの絵本  絵本ＡＢ

Ｃ

E04
五味太郎のことばとかずの絵本　かずの
絵本

04-1 絵本館 A09 五味太郎の絵本９  いろ

23 02-1 岩崎書店 A17 あそびの絵本  えのぐあそび

22 02-1 岩崎書店 A08 あそびの絵本  紙ねんどあそび

24 02-1 岩崎書店 A23 あそびの絵本  えかきあそび

02-1 岩崎書店 G12

33
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15 01-1 あかね書房 I03
あかね書房の学習えほん  ことばのえほん
ＡＢＣ

19 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

18 01-1 あかね書房 I07
あかね書房の学習えほん  えいごえほん
ぞうさんがっこうにいく
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五味太郎さんの味のあるイラストが興味をそそり、飽きのこない工夫がされている。
身近なものを、様々な形に見立てており、形の弁別や見立て遊びに活用ができる。34 04-1 絵本館 A10 五味太郎の絵本１０  かたち

04-1 絵本館 A09 五味太郎の絵本９  いろ33

印印

印印
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英語の初歩であるＡＢＣを動作に合わせて学ぶことができる。
楽しいイラストで描かれており、親しみやすい。

見えない感情が視覚化されており、イメージしやすい。
様々なシチュエーションでの登場人物の気持ちが漫画で表現されており、興味を引きやすい。
自己理解を深めながら相手とのかかわり方を学んでいくことができる。
自分の考えや意見を相手に伝えるとともに、いろいろなものの見方があることに気づくことができる。
様々なシチュエーションでの登場人物の気持ちが漫画で説明されており、興味を引きやすい。
「心」について理解しながら自分を大切にし、相手を大切にした関係の築き方を学ぶことができる。
絵が大きくわかりやすい。
動物の絵に興味を持たせながら、簡単な数の学習ができる。

はっきりした色使いで絵がわかりやすい。
ひらがなとルビつきのカタカナで読みやすい。
お話を楽しみながら友達の大切さについて、学ぶことができる。
指だけで、乗り物や食べ物など様々なものが描ける例が多数紹介されていて、見ているだけでも楽しめる。
準備物や描き方のコツがていねいに示されているので、誰でも簡単に取りかかることができ学習に効果的である。
指だけで描けるので誰でも取り組みやすく、感覚遊びとしても有効である。
「おむすびころりん　すっとんとん」のことばが繰り返し使われ、リズミカルに音読することができる。
素朴なタッチの温かみのあるイラストで、ページごとに場面があり、把握しやすい構成になっている。

素朴な疑問に対し、簡潔に答える内容になっており、わかりやすい。
丁寧な文章で日常生活の中における健康について考えさせることができる。

鼻血がとまらないときや、やけどをしたときなど、子どもの身辺で起こりやすい事故やけがへの正しい処置のしかたが、イラスト付きで掲載されて

おり、児童生徒に親しみやすい内容となっている。
けがや事故などの対応について学ぶことができ、自立へ向けての重要な学習に役立たせることができる。
子どもたちの身近な生活の中で使われる動きの言葉が、わかりやすいイラストで表わされている。
まとめのページを使って、言葉と絵を結び付けながら、使い分けや絵の内容の確かめができる。
言葉集めをとおして動詞を覚える学習に適している。
絵を楽しみながら、言葉の面白さを感じることができる。
生活のなかで見かけるようすや、人びとの心の動きがたくさん取り上げられており活用しやすい。

４７語のつなぎ言葉（助詞）とそれに適応したイラストが描かれており、助詞の適切な使い方を学ぶことができる。
ページの中の話題で助詞の使い方が、三例ずつ具体的に整理されている。
文字が大きく丸ゴシック体が使用されており、読みやすい。
身近な挨拶言葉を中心に、生活の中で使う言葉がたくさん紹介されている。
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。

表情豊かな絵によって身近な事柄やものの名前を楽しく学習することができる。
日常生活とのかかわりの中から中身や名前のもつ意味、概念などを学習することができる。
語彙の拡充を図りやすい内容になっている。
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。
食事のマナーやトイレのエチケットなど生活習慣の基本を学ぶことができる。

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。
優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。

動物たちがユーモラスに描かれ、頭を下げると挨拶の言葉が表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。
言葉の指導と共に指先の訓練にも使える。
動物たちがユーモラスに描かれ、身体を持ち上げるといただきますの言葉が表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。
言葉の指導と共に指先の訓練にも使える。
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51
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05-3 旺文社 B02
学校では教えてくれない大切なこと（2）
友達関係（自分と仲良く）

05-3 旺文社 B06
学校では教えてくれない大切なこと（6）
友達関係（気持ちの伝え方）

06-1 偕成社 A02
エリック・カールかずのほん  １，２，３どうぶ
つえんへ

44

48 06-1 偕成社 O10 五味太郎・言葉図鑑（１０）  なまえのことば

R01
あかちゃんのあそびえほん（１）  ごあいさ
つあそび

06-1 偕成社 O0１ 五味太郎・言葉図鑑（１）  うごきのことば

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

06-1 偕成社 E01

05-1

「おれたち、ともだち！」絵本　ともだちや

06-1

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

偕成社 Q06

O03

子どもの生活（６）  じょうぶなからだになれ
るよ！

49

47

偕成社 Q03
子どもの生活（３）  マナーをきちんとおぼ
えよう！

大阪教育図 001 からだで学ぶ英語教室

06-1 偕成社

06-1 偕成社 F01

06-1 偕成社

06-1

J04
子どもの健康を考える絵本（４）  からだが
すきなたべものなあに？

O05 五味太郎・言葉図鑑（５）  つなぎのことば

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？

42

40

41 06-1 偕成社 H01 日本むかし話  おむすびころりん

50 06-1

06-1 偕成社 O06

06-1

五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしのことば

06-1 偕成社

偕成社

五味太郎・言葉図鑑（３）  かざることば
（Ａ）
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犬や猫などのいろいろな動物たちの返事の仕方を様々な仕掛けで楽しむことができるように構成されている。
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。
版型が大きく、扱いやすい。
絵がはっきりして見やすく、横断歩道や踏切、曲がり角や坂道等での注意や交通安全ルール等の定着が図りやすい。
しかけ絵本になっていて、楽しみながら交通ルールやマナーを学ぶことができる。
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。
言葉の指導と共に指先の訓練にも使える。
卵、幼虫、さなぎ、蝶への変態が美しい色使いとお話しで綴られていてあおむしが蝶になるまでの過程がわかりや
すい。
絵が大きく、ページ進行と動物の向きが次ページへの期待を高める。
リズミカルな会話ややり取りが楽しめ、問答遊びに発展させることができる。

ぬり絵をしながらお話に親しむことができる。
お話やぬり絵を楽しみながら色を覚えることができる。

さまざまな動物が登場し、その動物らしい言い回しで語りかけているので、臨場感があり楽しみながらまねっこ遊びができる。
日本語ならではのオノマトペを用い、リズミカルに読み進めることができ飽きのこない工夫がさている。

53

57 06-1 偕成社 T05
エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）ご
ちゃまぜカメレオン

あかちゃんのあそびえほん（６）  いいおへ
んじできるかな

06-1 偕成社 T07
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－

エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし

58

56 06-1 偕成社 T04

55 06-1 偕成社 T01

安全のしつけ絵本（１）  きをつけようね

06-1 偕成社 R06

エリック・カールの絵本  くまさんくまさんな
にみてるの？

54 06-1 偕成社 S01

印印

印印

印印

印印

印印

印印
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シンプルな表現で、色と形の要素を組み込んだしかけ絵本で、次のページへの関心を高めながら読み進めることがで
きる。
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、様々な生活場面で活かすことができる。
シンプルな表現で、ページをめくると楽しいお弁当がつぎつぎ現れるしかけ絵本。
友だちに対する思いやりや集団生活の楽しさを学ぶことができる。

電話をかけるとき、手紙をかくとき、ひとりで留守番をするとき、お手伝いをするときなど、守るべきルールがわかりやすく描かれている。
生活の中の基本的なマナーを学ぶことができる。

出かけた時のマナーがわかりやすい絵で描かれていて見やすい。
発達段階で身に付けさせたい生活スキルが取り上げられている。

一日に使うあいさつ言葉を学ぶことができる。
扉の形のページをめくるしかけ絵本で、受け答えの仕方も理解することができる。

古今東西の名画を紹介し、作家の人間像と名画の深い絡み合いを探ることができる。
絵の見方や描く心をやさしく説いた美術の入門書として使用できる。
ピカソやゴッホなどの名画を子供の目線に合わせて説明している。
さわると形が分かり、全盲の児童に適している。
点字つきで絵の部分の輪郭が隆起しているので触って楽しめる。
物語の中に形の認知や数の要素が盛り込まれている。
たくさんのしかけをめくって、楽しみながら新しい発見ができる。
「とびら」をひらくと電車がのぞけたり、飛行機や船の中が分かったりするのが楽しい。
陸海空の乗り物の写真がたくさん載っており、改訂版のため新しくなっている。
本に直接描くことができ、塗る活動を楽しみながら学習できる。
紙質が、クレヨン・色鉛筆・水彩絵の具に対応でき使いやすい。

自由な発想で、ぬったりかいたりして創造力を高めることができる。
ページ数が多く、たくさんの絵を描くことができ、長期間の使用ができる。
塗る楽しさ、絵を描く面白さを体感でき、児童生徒の興味をひき、関心を高めることができる内容である。
からだの各部位の名前や働きが紹介されている。
目の錯覚を利用した不思議クイズもあり、楽しく自分のからだを知ることができる。

写真・絵が豊富でわかりやすい。
生き物の飼育・観察や野菜などの栽培が説明されている。

写真・絵が豊富でわかりやすい。
地球や宇宙、天気の様子やしくみについて疑問に答える形で説明されている。
こどもがよく発する疑問を集め、それに答える形で構成されている。
実際の大きさがわかるだけでなく、毛のはえ方や筋肉のつき方など、動物の質感まで手にとるように感じることができる。
動物が目の前にいるような感覚が味わえる。

本人が直接絵をぬることができ、活動を楽しみながら行うことができる。
ぬるどころに指示などがなく、自由な発想で楽しむことができる。
絵本として楽しむこともできる。
本人が直接貼ったり描いたりすることができ、活動を楽しみながら行うことができる。
手指機能の活性化に良い貼る作業が、イラストを見ながら楽しく取り組める。
内容を見ながら、お話づくりや読み聞かせもできる教材となる。
はたらくことってどんなことなのかが書かれており、将来を考える手助けになる。
いくつかの仕事が紹介されており、読みやすい。
現場実習についても書かれており、自分と照らし合わせやすい。
特別支援教育における家庭科の指導方法についてわかりやすく解説されている。
生活に密着した題材が設定されている。

62

63

68

69

66

65

67

71

06-2 学研 I01 あそびのおうさまずかん　からだ増補改訂

64

76

60

75 開隆堂出版 001 職業・家庭たのしい職業科　わたしの夢につながる

74 06-2

06-4

学研 O02 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって

06-1 偕成社 003 かこさとし　うつくしい絵

06-4 開隆堂出版 002 職業・家庭たのしい家庭科　わたしのくらしに生かす

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

06-2 学研 G09
あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほ
ん

W12
木村裕一・しかけ絵本（１２）　げんきにご
あいさつ

06-1 偕成社 Y01 ともだちだいすき（２）  おべんとうなあに？

06-1 偕成社 610 さわる絵本　新装版ちびまるのぼうけん

G07
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほ
ん

06-2 学研 J09 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑９　ちきゅう

73 06-2 学研 O0１ あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって

70 06-2 学研 J04 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８  きせつ

06-1 偕成社

59 06-1 偕成社 V01
五味太郎・しかけ絵本（１）  きいろいのは
ちょうちょ

06-2 学研

61 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

06-2 学研

C03 はっけんずかん　のりもの改訂版

ほんとのおおきさ動物園06-272 学研 N01

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印
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本が小さく扱いやすい。
色彩のコントラストがはっきりしていて、わかりやすい。
語呂合わせで、リズミカルに表現されている。
絵本のはっきりとした色使いが、子供たちに色を意識させ、興味をもたせる。
本の大きさも児童生徒にとって扱いやすい。

素朴な疑問に対して簡潔に答える内容になっており、わかりやすい。
色彩のコントラストがはっきりしていて、わかりやすい。

オムレツ、卵焼き等、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出しやすい。
写真が大きく、完成をイメージしやすい。
材料や作り方がイラストで描かれ、視覚的にも捉えやすい。
料理の写真が大きく、わかりやすい。
主食の調理法が、イラストや写真でわかりやすく紹介されており、作ってみたい、食べてみたいという意欲を引き出しやすい。

78

79 07-2 金の星社 E01
やさしいからだのえほん１  からだのなか
はどうなっているの？

金の星社

81 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

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

F04

07-2 金の星社 B04
あかちゃんとおかあさんの絵本  このいろ
なあに

77 07-2

80 07-2 金の星社

ひとりでできるもん！４  うれしいごはん、
パン、めん料理

印

印印

印印

印印

印印
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身近な材料を使ったおかしの作り方がイラストで描かれ、視覚的に捉えやすい。
おかしの写真が大きく載っていて、子どもの興味を引き出しやすい。
作ってみたい、食べてみたいという意欲を引き出しやすい。
イラストが大きく見やすい。
歯の大切なはたらきや、むしばのできる原因、予防などについて学ぶことができる。

食事が人間の元気をつくる元になっていることを、わかりやすく説明してある。
食べ物を４つの色のグループに分け、視覚的にわかりやすくそれぞれの種類の食べもをが紹介されている。
げんきッズがはなしを盛り上げる役割を果たしており、興味を持たせやすい工夫がされている。
イラストの中に矢印や点線などが多くあり、視覚的にわかりやすい。
掃除、洗濯、食事にわけられており、1つの事柄につき１～２ページにまとめられ見やすい。
生活生活のルールを学ぶことができる。
全145曲がラインナップされており、たくさんの歌に親しむことができる。
童謡・唱歌を含めて、日本の歌、授業や行事で歌いたい歌などがバランスよく取り上げられている。
コンパクトで持ち運びしやすい。
身近な食べ物が１枚ずつのカードに写実的に描かれており、言葉への関心を高めることができる。
裏面には、大きな字で食べ物の名前が記されており、作り方や材料などの説明が書かれている。
生活知識を広げることができる。
身近な果物や野菜が１枚ずつのカードに写実的に描かれており、言葉への関心を高めることができる。
裏面には、大きな字で果物や野菜の名前が記されており、名称の由来が書かれている。

写実的な絵でわかりやすい。
生活に身近な施設が取り上げられており、親しみやすい。
店の名前を覚えたり読んだりしていく中で、言葉の関心が高まる。
写実的な絵でわかりやすい。
コップ、テレビ、いすなど、必ず目にする身近な道具が収録されているため、活用しやすい。
生活道具のしくみや使い方が学べ、生活知識を広げることができる。
動物に興味を持っている児童が多いので、学習意欲につながる。
自然への関心が広がる。
動物の名前を覚えることで、ことばの世界が広がる。
身近な生活の中での使い方もわかるなど親しみやすい。
筆順が色で示されており、文字を繰り返しなぞって書き方の練習ができる。

５０音のひらがなではじまる身近なものを、大きな字とわかりやすい絵で表し、楽しく学習できる。
カード式になっており、１枚ずつ提示したり選択することができる。

１枚ずつのカードに時間が描かれており、日常生活にも対応できる。
数字に興味をもつことができる。

カード式になっており、１枚ずつ提示したり選択することができる。
数字と丸が裏表で示されおり、フラッシュカードとして活用し、数の学習ができる。

はとのキャラクターが親しみやすく、身近な時間を楽しみながら学習できる。
時計がついていて、自分で動かすことができる。

ＣＤの音を聴きながら、様々な楽器の名称を音と共に学習することができる。
カード式になっており、１枚ずつ提示したり選択することができる。

「あ・い・う・え・お」がつく食べ物でお弁当がはり絵になっている。
はり絵と一緒に学ぶことで基礎の「あいうえお」が学びやすい。

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つのイラストとその名称が書かれており、言葉の学習にも役立つ。

金の星社07-2 001 おてつだいの本85

82 07-2

99

98 08-1 くもん出版 001 あいうえおべんとう

B06

金の星社 F05
ひとりでできるもん！５  すてきなおかし作
り

87 08-1 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード

86 07-4 教　芸 005 5訂版歌はともだち

89 08-1 くもん出版

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

91 08-1 くもん出版 545

08-1 くもん出版 C01

95 08-1 くもん出版 D03 かずカード

94 08-1 くもん出版

自然図鑑カード　動物カード

90 08-1 くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード

93 08-1 くもん出版 D01 ひらがなカード

92 書きかたカード「ひらがな」

D02 とけいカード

97 08-1 くもん出版 G03 ＣＤ付き  楽器カード

96 08-1 くもん出版 E01 はとのクルックのとけいえほん

げんきをつくる食育えほん１  たべるのだ
いすき！

83 07-2 金の星社 J04

生活図鑑カード  お店カード

88 08-1

金の星社 K01

やさしいからだのえほん４  むしばはどうし
てできるの？

84 07-2

08-2 グランまま 001 ぼくとわたしのせいかつえほん

印印
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馴染みのある歌が載っていて、楽しく歌うことができる。
曲のイメージに合ったイラストが描かれている。

馴染みのある歌が載っていて、楽しく歌うことができる。
曲のイメージに合ったイラストが描かれている。

コミュニケーションに必要な基本のことばがお話として描かれている。
基本のあいさつから、小学校で必要な日常のことばまで、コミュニケーションの力が自然に身につく。
TPOに合わせた挨拶や気遣いの言葉などが学習できる。
イラストや写真だけでなく、映像でも紹介されているので理解しやすく、現象をとらえやすい。
身近な材料でできる題材が掲載されており、学校だけでなく家庭でも取り組める内容である。

淡い水彩画の絵がストーリーにマッチしている。
人と違っていても良いことや仲間と力を合わせることの良さや大切さが感じられるストーリーとなっている。

身近にある材料を楽しく貼り合わせると共に、指先の巧緻性を高めるのにも役立つ。
紙質が丈夫で扱いやすい。

絵が大きく色や形がはっきりしているので内容が把握しやすい。
ホットケーキができる過程が興味深く展開されており、自分で作ってみようという意欲を喚起できる。

身近な材料や草花の理科工作が、美しい写真とイラストで、わかりやすくまとめられている。
素材の特徴を活かした楽しい遊びや工作を通し、自然に親しむ心を育てることができる。

食べ物のイラストがきれいで、おいしそうに見えるので児童生徒が興味を持ってみることができる。
食べ物を題材にしているので、児童生徒の意欲を引き出し、数の学習ができる。

詳細なイラストによって具体的に説明されており、わかりやすい。
日常生活品を使って工作することで、再利用の方法を学習することができる。

イラストがきれいで大きく見やすい。
日常よく使う道具の正しい使い方や持ち方が、わかりやすいイラストと説明で紹介されている。

自立活動の内容に触れられており、活用しやすい。
それぞれの基本動作についてアドバイスが書かれているので取り組みやすい。
イラストや写真で基本動作の手順が示されており、わかりやすい。
生活の基本をイラストで楽しく習得できる。
家族の役に立つ内容がイラストで示されており、わかりやすい。
自分のことを自分でできるようになることによって家族の役に立つことを学習できる。

社会生活をしていく上で大切な生活習慣や礼儀作法について学ぶことができる。
イラストが丁寧で場面を想像しやすく、基本の生活動作を楽しく習得できる。

友達や身近な人との関わりを学ぶことができる。
イラストが丁寧で場面を想像しやすく、語彙が少ない子どもでも理解しやすい。
身に付けておいてほしい行動や注意点をわかりやすく解説している。

公共の場や対人関係のマナーについて学ぶことができる。

体や性に関する内容が、わかりやすく的確に示されている。

イラストが豊富で、内容理解がしやすい。

時計の読み方を時計の絵と共に学ぶことができる。
イラストやシールを活用してお金について学ぶことができる。
カレンダーの読み方も載っており、とても見やすくまとめられている。
身近な素材を使って手軽に作ることができる。
詳細なイラストによって具体的に説明されており、わかりやすい。

112

113

114

117

B03
絵でわかるこどものせいかつずかん3　お
でかけのきほん

102

104

111

10-8 合同出版 B01
絵でわかるこどものせいかつずかん１　み
のまわりのきほん

10-8 合同出版 B04

くまたんのはじめてシリーズ  おいしいお
いしい１・２・３

110 10-8 合同出版

C02

11-1

講談社
講談社の年齢で選ぶ知育絵本４・５・６さ
いのきもちをつたえることばのえほん

E0110-1

106

105

107 10-5

たのしい図画工作１６  ちぎり紙・きり紙・は
り絵

さえら

りかのこうさく１ねんせい

101

100

103

10-3 国土社 B16

108 10-5 小峰書店

絵でわかるこどものせいかつずかん４　お
つきあいのきほん

10-8 合同出版

小峰書店 B01

イラスト版１０歳からの性教育  子どもとマ
スターする５１の性のしくみと命のだいじ

001109

たのしい工作教室  たのしいこうさくきょうし
つ１

115

10-5 小峰書店

C01

子どもとマスターする４９の生活技術  イラ
スト版体のしごと

こばと B01 中級編ジャンプアップ　とけい・お金・カレンダー

リサイクル工作ずかん

116 10-9

10-8

A01

10-8 合同出版 A02
子どもとマスターする45の操体法　改定新
版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

合同出版 525

10-4 こぐま社 B05
こぐまちゃんえほん第３集  しろくまちゃん
のほっとけーき

米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ
実験！！

08-2 グランまま 003 うたえほんⅡ

10-1 講談社 001

08-2 グランまま 002 うたえほん

好学社 A01 レオ・レオニの絵本　スイミー10-2

印印
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印印

印印
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身近な素材を使って手軽に作ることができる。
共同制作など、応用発展的な活動にも向いている。作り方がわかりやすく、図解されている。

四季折々に収穫できる野菜の写真と栽培方法が掲載され、興味を引きやすい。
野菜の栽培をとおして、育てる喜びと食生活の充実を意識させることができる。

年中行事・記念日・祝日を網羅し、月ごとに解説されている。
行事の由来や歴史を絵とやさしい文章で解説されている。
本文にはすべてひらがなを使用している。
様々な種類の時計の写真を見ながら、時間を理解できる。
生活のリズムに合わせた時間に基づいて構成されており、時間の流れを理解しやすい。
アナログとデジタルの時計を組み合わせているため、時刻の学習に適している。
色彩のコントラストがはっきりしている。
身体の名前から各臓器のはたらきまで写真とイラストにより理解しやすい。

120 11-4 三省堂 A07
こどもきせつのぎょうじ絵じてん第２版小型
版

118 11-1 さえら

122 12-2 小学館 B11 ２１世紀幼稚園百科１１  からだのふしぎ

121 12-2 小学館 B02 ２１世紀幼稚園百科２  とけいとじかん

119 11-1 さえら D07
母と子の手づくり教室  母と子の園芸教室
野菜をつくろう

C08 たのしい工作教室  木のぞうけい教室

印印

印印

印印

印印

印印
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色彩のコントラストがはっきりしている。
数えるものが飛び出ていたり、数字がへこんでいるので、指でなぞりながら、数を数えて、数字を覚えられる。

料理の写真がとても美しく、食べることへの意欲を持つことができる。
できあがった料理の写真がとても美しく、作り方もイラスト入りでわかりやすく書かれている。
サラダやおやつ等の簡単に作れる料理の手順が写真入りで説明されている。
人気の童謡、アニメ、クラシックなどの人気曲が収録されており、生徒が興味を持って弾きたくなる。
付属の「音符シール」を鍵盤に貼れば、簡単にメロディを弾くことができる。

最新の衛生写真と詳しい地図によって、まるで空から見ているように世界をながめることができる地図帳で子どもの関心を引くことができる。
各国の自然や名所、歴史的建築物、産業などをわかりやすくまとめているので、楽しみながら世界の国々を知ることができる。

楽しいイラストにより、歌の場面のイメージをもつことができる。
ＣＤの音楽をとおして、自然に英語の響きやリズムに親しむことができる。
楽しく身体を動かしながら英語の歌を覚えることができる。
ペットボトルや段ボールなど、手に入りやすい材料が扱われている。
難易度表示があり、実態に合わせて題材を選択できる。
作品の作り方や使い方が、写真とイラストでわかりやすく紹介されている。
礼儀やマナー、社会のルール等を親子で考えることができる。
みんなが読めるように総ルビがふられている。
思いやりを考えながら読むことができる。
指先でしっかり確認しながら、学べる。
きらきら、すべすべ、ふっくら、さらさらなど、いろいろな感触を楽しめるユニークなむしたちが出てくる。
さわれるしかけ絵本で、目や手で感じられる。
１月から１２月まで季節に合わせた１２曲の童謡で構成されているため、四季の音楽を楽しみながら学ぶことができる。
示された色を追ってピアノを弾くことで、楽譜や文字を知らなくても曲を自分で表現できる喜びを感じることができる。

楽しいイラストで、漢字の基本が学びやすくなっている。
大きな文字で読みやすく、イラストも見やすい。

漢字に親しみを持ち、興味関心を持って取り組める。
合わせた漢字が熟語になることを学べる。

絵本に直接描きこむことができる。
紙質が、クレヨン・色鉛筆・水彩絵の具に対応でき、使いやすい。

数概念の初歩を学びながら、量の多少も学ぶことができる。
文字が大きく、見やすい。

物語を読み進めながら、０から１０までの数概念を学ぶことができる。
大きな文字で読みやすく、イラストも見やすい。

０から１０までのたし算・ひき算を楽しく学ぶことができる。
数字や絵が大きく、はっきり描かれており、文もわかりやすい。

サツマイモの成長が楽しいイラストで描かれている。
擬人化された「いも」の日常生活と自分の経験を重ねることができ、興味をもって読むことができる。

しかけがあり、窓からのぞいた姿と開けたときのギャップが楽しい。
穴あき窓のしかけが子どもの好奇心と想像力を刺激する。

音楽に合わせて、楽しく歌ったり太鼓を鳴らしたりすることができる。
歌詞つきの歌が流れるほか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。

129

130

131

123

17-1 チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ

126

125

いちばんわかりやすい　小学生のための
学習世界地図帳

14-4 成美堂出版 002
DVDでひける！　はじめてのピアノえほん

２　たのしいピアノのうた

成美堂出版 005

成美堂出版 003

128 14-4 成美堂出版 006 作ってみよう！リサイクル工作６８

127 14-4

童心社 A03
かずのほん３  ０から１０までのたしざんひ
きざん

137

20-1

132

東京書店 515 ドアをあけたら139

デコボコえほん  かずをかぞえよう！

124 12-7 女子栄養大 001 新・こどもクッキング

14-4

童心社 A02 かずのほん２  ０から１０まで

140

135

138

20-1

20-1 童心社

136

20-1 童心社 A01 かずのほん１  どっちがたくさん

ＣＤつき楽しく歌える英語のうた

134

太郎次郎社

12-2 小学館 Z01

A02
漢字がたのしくなる本シリーズ  漢字がた
のしくなる本ワーク２あわせ漢字あそび

133

16-4 太郎次郎社 A01
漢字がたのしくなる本シリーズ  漢字がた
のしくなる本ワーク１基本漢字あそび

16-4

みんなのためのルールブック　あたりまえ
だけど、とても大切なこと

16-3 大日本絵画 569 むしむしさわってごらん

L01

メロディーえほん　ICピアノえほん四季の
どうようー１２カ月

20-3

15-3 草思社 001

ピーマン村の絵本たち  さつまのおいも

20-3

16-3 大日本絵画 A01

東京書店 521
わくわく音あそびえほん  ヒュルヒュルド
カーンおまつりたいこ！

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印
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和英辞典の形式で、身近な言葉が取り上げられている。
一つ一つの言葉に絵があり、日本語と英語を結びつけやすい。

物語を読み進めるうちに、１から１００までの数が理解できる。
数字や絵が大きく、はっきり描かれており、文もわかりやすい。

平仮名が一文字ずつ１ページに大きく書かれており、なぞり書きにも活用できる。
平仮名の書き順が示されていて、正しく書く力が身につく。

動きのある鮮やかな色調のイラストが描かれており、英語の興味を引き出しやすい。
アルファベットの導入学習に適している。
強く発音するところが太い文字で書き表わしてあり、わかりやすい。
日本の国の特徴、文化、生活等の様々な情報が楽しく描かれ、発展的な活用にも適している。
字が大きく、読みやすい。
広く社会の見識を深める道徳教材としての活用。
世界の国の特徴、文化、生活等の様々な情報が楽しく描かれ、発展的な活用にも適している。
字が大きく、読みやすい。

赤、黄、青を混ぜることでほかの色になることがシンプルにかつ、ストーリー性をもって描かれており、楽しみながら色彩感覚を学ぶことが
できる。
はっきりとした太い線で描かれており、発色もきれいで読み聞かせにも活用できる。
１日の流れにそって、生活場面と時刻が時計で示されており、理解しやすい。
文字が大きく、シンプルで鮮明な絵と文字づかいで読みやすい。

身近な昆虫が取り上げられており、親しみやすく説明もわかりやすい。
説明文とイラストが配置されており、コントラストがはっきりしている。

それぞれの教材文で文法的な事項が学習できる。
言語力を深め、読む力を伸ばすために発問や指導のポイントが書かれているので、授業での活用に適している。

カタカナと漢字の学習の導入に使いやすい工夫がされている。
文字、単語、文へと段階的に学習を進められるように配列されている。

基本文型が繰り返し使われており、学習内容が分かりやすい。
読む力と書く力を着実に身に付けるため、学校や家庭の身近な生活を題材にした文章が、段階的に配列されている。

課題に沿って、自分で答えを考え、語彙が増えるように工夫されている。
文章作成に必要な基本文が例示されている。

「触る」「見る」「話す」等の操作活動を展開することで、量の概念を理解できる。
身近な具体物の絵から、比較・弁別などの算数学習に必要な基礎力を養うことができる。

「触る」「見る」「話す」等の操作をとおして、５までの数概念を理解できる。
具体物から量や数概念に抽象化できるように配慮されている。

６～９のたし算、ひき算、位取りについて細かいステップで学習することができる。
具体物からタイルを操作することと、数概念の抽象化に重点が置かれている。

繰り上がり・繰り下がりのあるたし算・ひき算を具体物からの操作をとおして理解できるように配慮されている。
身近なものの量について、単位の表し方が理解できる。

戸田デザイ

143

004 ＡＢＣえほん

20-5 同成社 A01

20-5 同成社 A02

147

20-5 同成社 C04
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４  （くり
上がり、くり下がり、２けたの数の計算）

ゆっくり学ぶ子のための　「こくご」１（改訂
版）  （ひらがなのことば・文・文章の読み）

20-4

A04 ゆっくり学ぶ子のための  国語４153 20-5 同成社

せかいちず絵本

150

20-4 戸田デザイ

20-4 戸田デザイ 003 あいうえおえほん

戸田デザイ

戸田デザイ

008 ６つの色

151

146

20-4 戸田デザイ

148

20-4

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１  （量
概念の基礎、比較、なかま集め）

とけいのえほん

152

006

154

20-5

157

20-5 同成社 C03
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３  （６
～９のたし算、ひき算、位取り）

156

同成社 A03

142

20-4 戸田デザイ 001 和英えほん141

20-4

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３（改訂
版）  （文章を読む、作文・詩を書く）

155

20-5 同成社 C01

戸田デザイ 002 １から１００までのえほん

144

005 にっぽんちず絵本145

20-4

昆虫とあそぼう149

20-4

C02
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２  （１
対１対応、１～５の数、５までのたし算）

009

20-5 同成社

010

戸田デザイ

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２（改訂
版）  （かたかな・かん字の読み書き）

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印
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単位の換数を学習できる。
字が大きく見やすい。

公共の施設や交通機関、娯楽施設等の利用方法が詳しくまとめられている。
日常生活に活かすことができる内容である。

新学習指導要領対応!社会科で身につけたい基礎を学ぶことができる。
見やすい構成になっており、生徒が学習に取り組みやすくなっている。

社会生活を送るために必要な国語力をつけることができる。
見やすい文字の大きさと学習の進めやすいやり方の手本が示されている。

くらしに役立つ国語と関連付けて学習を深めることができる。
分かりやすいように問題が示されている。

基礎編と応用編に分かれており、基本的な数概念や数量関係、計算など基礎から学ぶことでできる。
実生活に沿った内容で構成されており、買い物や測定など日常への般化が期待できる。
系統的に学習できる内容で構成されており、実態に合わせて学習を進めることができる。
くらしに役立つ数学と関連づけて学習を深めることができる。
分かりやすいように問題が示されている。

健康、自然、便利さの点から生活と関連させた具体的な内容となっている。
学んだことを自分の生活の中で活用することができる。
説明文にルビがついていて、読みやすい。
さまざまな運動をとおして心身ともに健やかなくらしができるよう、運動をすることの大切さや心と体の発達について学習することができるように構成

されている。
けがや病気に対する処置法、余暇とスポーツなどについても学習できるよう工夫している。
これまでの家庭生活をふりかえり、これからの自分を考えていくことの大切さを主眼において編集してある。
学校生活を卒業して、社会人になった時、社会の一員として自立した生活を送るための基礎知識を写真やイラストを交えて紹介してある。

カラオケ機能がついており、鍵盤操作が難しい児童でも楽しめる。
ボタンが凹枠で仕切られているため、押し間違いがない。

ボタンが凹枠で仕切られているため、押し間違いがない。
歌詞つきの歌が流れる他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。

電車や飛行機など、１７０種類以上のさまざまな乗り物が紹介されているため、子どもの知識を深めることができる。
乗り物の名前が日本語と英語で記載されている。また写真を見ながら言葉をどんどん覚えることができる。

自立に向けて必要な生活習慣の基礎、覚えておきたいマナーを学習することができる。
年中行事やその由来などがイラスト付きで紹介されておりわかりやすい。

「なぜ?」という問いをきっかけに発想力を大きく育てることができる。
実験や観察も数多く収録されており、生徒が体験的に学びを深めることができる。

絵本の物語を楽しみながら、大小比較を学ぶことができる。
イラストが大きく見やすい。

親しみやすいイラストが使われている。
図鑑やクイズなど楽しみながら理解を促す工夫がされている。

季節の移り変わりによる自然や生き物の様子の変化がわかりやすい。
写真やイラストが美しく子どもたちの興味を引きやすい。
動植物などに親しめる内容になっている。

161

162

163

164

169

170

171

172

175

160

165

166

167

20-7 東洋館 004 くらしに役立つ理科

501

20-7 東洋館 002 くらしに役立つ国語

21-1 永岡書店 007 お手本のうた付き！  どうよううたのえほん

20-7 東洋館

ひかりのく B10 認識絵本１０  おおきいちいさい

27-1

27-1 ひかりのく C10 こどものずかんＭｉｏ１０  たべもの174

27-1

ひかりのく C12 こどものずかんＭｉｏ１２  きせつとしぜん

547

お手本のうた付き！どうよううたのえほん２

はじめてずかん　のりものなーに？

子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じ
てん

001ナツメ社21-2

東洋館 006

168

20-7 東洋館

508 くらしに役立つワーク数学

003

くらしに役立つ家庭

173

くらしに役立つ数学

20-7

ナツメ社こどもブックス　発想力をそだて理
科が好きになる科学のおもしろい話３６５

これだけは身につけよう！
社会科の基礎・活用

くらしに役立つ社会

20-7 東洋館

21-1

21-1

永岡書店

永岡書店

009

ナツメ社 538

同成社 C05
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５  （３け
たの数の計算、かけ算、わり算）

158

20-7 東洋館 507 くらしに役立つワーク国語

東洋館 005 くらしに役立つ保健体育

20-7

21-2

001

20-5

東洋館20-7159

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印
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家庭の食卓に登場する食べ物が、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、楽しく学習できる。

「ドレミのうた」「チューリップ」等の歌があり、曲のイメージに合った楽しいイラストが描かれている。
「げんこつやまのたぬきさん」「しあわせならてをたたこう」等の動作化できる曲があり、楽しめる。

「おもちゃのチャチャチャ」「手をたたきましょう」等のリズミカルな曲が多く、歌に合わせて楽しく身体を動かすことができる。
主旋律の楽譜が各ページに記載されている。

写真と写実的なイラストが豊富に使われ、見るだけでも楽しく興味がもてる。
解説に漫画が使用されており、視覚的にわかりやすく、楽しく見る工夫がされている。

精密で実物に忠実な描写がされており、わかりやすい。
解説に漫画が使用されており、視覚的にわかりやすく、楽しく見る工夫がされている。

絵や写真が多く、身体の各部位を詳細に理解することができる。
親しみやすいイラストで、生徒の興味関心を引き出しやすい。

食材ごとに分類してわかりやすく紹介されており、楽しく食べ物に関する知識を広げるのに役立つ。
食材を中心に食べることの楽しさと大切さに気づくことができる。

歌を歌いながら、手遊びをすることによって指先や身体の機能向上の学習ができる。
友だちと楽しみながら、リズム感を身につけさせることができる。

K09

515 改訂新版どうようえほん４

27-1 ひかりのく I09
改訂新版体験を広げるこどものずかん９
からだとけんこう

182

181

27-1 ひかりのく I04
改訂新版体験を広げるこどものずかん４
はなとやさい・くだもの

27-1 ひかりのく 001 たのしいてあそびうたえほん

176

178

27-1 ひかりのく F01 改訂新版どうようえほん１177

27-1 ひかりのく D01 ２０２シリーズ  たべもの２０２

180

27-1 ひかりのく I01

183

27-1 ひかりのく

改訂新版体験を広げるこどものずかん１
どうぶつえん

179

27-1 ひかりのく

新装版ＫＩＤＳ２１１２  たべものひゃっか

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印

印印
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歌詞がイメージしやすく、曲を聴き取って書くことが難しい児童にもあっている。
題名や板の内容を表す絵が出来上がるので、曲を聴き取りにくい子どもにも楽しむことができる。

生活の場面で目にする身近なマークがわかりやすく描かれている。
かわいらしいイラストに吹き出しがあり、楽しく読むことができる。
マナーやルールを身につけることができる。
ＣＤの音楽をとおして、歌やリズムに親しむことができる。
楽しいイラストにより、歌の場面をイメージすることができる。

様々な職種が楽しい絵で描かれており、わかりやすい。
身近な動物たちが様々な職種の働く人になっていて、仕事の名前や様子がわかりやすい。

楽しい仕掛けにより、児童生徒が期待と興味をもってページをめくることができる。
隠れている絵を探すことで、意欲的に手指等を使うことができる。

身体の外部や内部がわかりやすいイラストで描かれている。
身体の一部をめくるしくみになっており、その内部を詳しく学習することができる。

様々な職種が楽しい絵で描かれており、わかりやすい。また、将来の仕事を考察する際に、個々の児童生徒にとってイメージしやすい。
大きい文字を使い、短くわかりやすい文章で説明されており、イラストと対応しながら学習できる。

楽しみながら虫歯予防や生活習慣を身につけることができる。
イラストが大きく見やすい。

１から１００までの数を数えたり、大小・長短の比較、一対一対応、仲間集め等の学習ができる。
カラフルな色使いで、絵も楽しくわかりやすい。

言葉ひとつでいろんな考えができることを学ぶことができる。
「思いやり」について絵本の話をとおして、楽しく学ぶことができる。

えんぴつの正しい持ち方や書く時の姿勢なども学ぶことができる。
見やすく、なぞり書き練習のしやすい２色刷りで使いやすい。

文章表記が簡潔で繰り返しが多く、野菜を進んで育てたり、食べようとする気持ちをもたすことができる。
全文平仮名表記で文字も大きく、読みやすい。

日常の食生活に密着している野菜の成長過程が繊細な写実画と文で表されている。
植物全体の中で食べられる部分が把握できるように描かれている。

傷の処置法を現代医療に合わせてリニューアルされた子どもの応急手当の絵本。
ケガをしたときの処置法を子どもたちが、絵本に登場する子どもをとおして楽しく学ぶことができる。

絵本に使われている色が鮮やか。また文章も短めでリズミカルに読むことができる。
うんちをすることは恥ずかしいことではなく、生きるために大切なことだと学べる本。

身近なものである紙コップを工作して、楽しく遊べる。
制作工程が、わかりやすい図解で示されている。

安全に、一人でできる料理が紹介されおり、児童生徒の意欲を引き出す内容となっている。
食への関心、自立への意欲を育むことができる。
イラストや説明が単純明快で分かりやすい。
地球に住む生き物たちの様子が地上・地表・地下と一目でわかるように描かれている。
地球そのものの構造もよくわかる。

196

197

198

185

201

195

200

187

28-1 福音館 G03 福音館の科学シリーズ  地球

ピーター・スピアーの絵本１  せかいのひと
びと

28-1 福音館 E19
かがくのとも絵本  平野レミのおりょうりブッ
ク

28-1 福音館 B08

評論社

幼児絵本シリーズ  やさい

184

27-4 ＰＨＰ 001 子どもの字がうまくなる練習ノート

27-3

評論社 C01

B25 しかけ絵本の本棚  からだのなかとそと

27-3 ひさかた C05 スキンシップ絵本  かずのえほん

ひかりのく 003
マナーやルールがどんどんわかる！新装
改訂版みぢかなマーク

28-1 福音館 E18 かがくのとも絵本  かみコップでつくろう199

194

190

27-2

27-1 ひかりのく 013 あそびうたのほんＣＤつき186

福音館 E13 かがくのとも絵本　きゅうきゅうばこ新版

28-1 福音館 E16 かがくのとも絵本　みんなうんち

27-1 ひかりのく

192

27-3

28-1 福音館 E02 かがくのとも絵本  たべられるしょくぶつ

28-1

002
どうようでおえかきできる  どうようＮＥＷ絵
かきうたブック

189

27-2 評論社 B01 しかけ絵本の本棚  コロちゃんはどこ？188

27-2 評論社 A01 スカーリーおじさんの  はたらく人たち

27-1

ひさかた D02 どうぞのいす193

191

27-2

ひさかた A01
あかちゃんのための絵本  はみがきしゅわ
しゅわ
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説明も簡潔で、季節を追って身近な自然が鮮やかな絵で描かれている。
特定の生物だけでなく、身近に見かけることができる植物・昆虫・動物等が数多く扱われており、自然を幅広く学習するのに適している。202 28-1 福音館 G04 福音館の科学シリーズ  道ばたの四季

印印

印印
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市街地から海岸、山間部など多様な生活がわかる。
地図記号の使い方を絵と比べることで理解しやすい。

子どもがやってみたい仕事ベスト10を中心に、幅広い分野の仕事が掲載されている。
それぞれの仕事をしている人たちの、生の声が紹介されており、児童生徒の関心をひきやすい。
仕事の意味を考えるきっかけとなる。
明るい色彩と単純にデザイン化した絵が楽しめる。
内容が簡潔でわかりやすい。

物語の内容がわかりやすく、平易な言葉で書かれており親しみやすい。
ストーリーも楽しく、登場人物の様子を読み取りやすく興味を持って学習することができる。

「うんとこしょ、どっこいしょ」等の言葉が繰り返し使われ、楽しみながら登場人物や物語の内容を理解することができる。
模倣遊びや劇化などに幅広く活用でき、国語的な学習を総合的に深められる。

文と絵が一体となっていて、身近な生活場面が活き活きと描かれており、読みやすい。
始めておつかいに行く子どもの不安や葛藤が丁寧に描かれているので、子どもに親しみやすい。

数の初歩を学ぶ生徒にとって絵を見ながら意欲的に取り組むことができる。
イラストが大きく、見やすい。

物語の内容がわかりやすく、平易な言葉で書かれており親しみやすい。
模倣遊びや劇化などに幅広く活用でき、国語的な学習を総合的に深められる。

温かみのあるイラストで、興味を持ってみることができる。
多くの動物が登場し、その動物との触れ合いの様子などを楽しみながら読むことができる。

音に関係して物語が進むので、親しみやすい。
迫力のあるタッチの楽しい絵本。

魚屋や八百屋の商品の絵と人々の生き生きとした会話があり、店についても楽しく学ぶことができる。
買い物学習や会話の練習に役立つ。
京都を舞台に描かれており、関西弁のせりふも楽しめる。
身近な働く人、家や店、看板などを楽しく探すことができる。
文章とイラストの説明がわかりやすい。
町たんけんでみられる風景や人のやりとりが描写されており、見たり調べたりする際の手がかりとなる内容である。
子どもたちが安全かつ簡単に料理に取り組める内容が書かれている。
料理の見本が鮮明な写真で掲載されていて、完成のイメージがしやすい。

文字が鮮明で読みやすい。
保健指導だけでなく、基本的な食生活にも活かせる。

身近な職業の仕事場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。
身近な職業の仕事の内容をわかりやすい絵と文章で説明している。
様々な仕事について知り、自分自身の就労について考えるきっかけとなる。
絵の中から形を探したり、数を数えたりして楽しむことができる。
絵が単純に描かれており、文字も大きいので子どもが見やすい。

文字やイラスト見やすく、内容が捉えやすい。
簡単にできる内容が紹介されており、児童生徒の意欲を引き出すことができる。
食への関心、自立への意欲を育むことができる。
文字やイラスト見やすく、内容が捉えやすい。
簡単にできる内容が紹介されており、児童生徒の意欲を引き出すことができる。
支援が必要な子どもたちに、読んで・見せて・説明していくのに、とてもわかりやすい。

208

28-1 福音館 H26

206

28-1

C01 しごとば

213

214

217

J03
世界傑作絵本シリーズ  三びきのやぎの
がらがらどん

日本傑作絵本シリーズ  ドオン！

28-1 福音館210

28-1 福音館 I01
安野光雅の絵本  はじめてであうすうがく
の絵本１

福音館 H21 ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐら

福音館 K01 日本傑作絵本シリーズ  おふろだいすき

こどものとも絵本  おおきなかぶ

シリーズ生活を学ぶ１  つくって食べよう

216

28-2 婦人之友 001 こどもがつくるたのしいお料理

28-2

211

28-1 福音館 K03212

28-1

福音館

福音館 M06 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん

28‐3 ブロンズ新

L0１
みぢかなかがくシリーズ　町の水族館・町
の植物園

28-1

219

28-4 文化出版局 E07
どうぶつあれあれえほん第４集  かくしたの
だあれ

28-7 福村出版 A01

28-1

209

28-1 福音館 H56 こどものとも絵本  はじめてのおつかい

207

28-1

こどものとも絵本  ぞうくんのさんぽ

28-1 福音館 G05 福音館の科学シリーズ  ぼくらの地図旅行

福音館205

28-1 福音館 G10
福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事
中

203

204

H13

215

218

婦人之友 A01
よくみるよくきくよくする絵本  たべものとか
らだ

220 28-7 福村出版 A05 シリーズ生活を学ぶ５  遠くへ行きたいな
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文字が鮮明で読みやすい。
自分の身体の様子について興味をもたせることができる。

様々な実験がわかりやすく描かれている。
実験道具の作り方も詳しく載っている。

本の一部をくりぬき、そこに時計がつけられている。
一日が生活順に配列されており、実際の時計にふれながら興味関心をもって、時計の学習をすることができる。

絵が大きく鮮明である。また、絵本に直接何回も描くことができる。
表現の喜びを味わせることができる。

絵本に直接何回も書き込むことができる。
イラスト付きで、楽しくひらがな５０音を学ぶことができる。

絵や色彩がはっきりしており、日本という国を構成する県や市、町の名称や産業や風俗等々を知る初歩的段階において、興味関心を
もって取り組みやすい。
絵や色彩がはっきりしており、見やすい。
葉っぱや紙などの身近なものを使った版画が色鮮やかに掲載されている。
特別な道具がいらず、誰にでもやさしく作れるようになっている。

空き瓶・紙粘土・石等、身近な材料を使って作ることができるように、楽しいアイデアが豊富に掲載されている。
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、友だちや家族にプレゼントすることを目標に制作意欲を引き出させることができる。

趣向を凝らしたカードを作成する際に、いいお手本となる題材が盛り込まれている。
イラストが多くみやすい。

生活の中でよく見られる動物や植物を、少ない手順で完成させ、自由に絵を付けて楽しむことができる。
完成品をイメージして制作できる写真が多く掲載されている。

鮮明なイラストで、動物たちを楽しく数えることで数概念の初歩を学ぶことができる。
物語が簡潔でわかりやすい。

音楽に合わせて、楽しく歌ったり太鼓をならしたりすることができる。
歌に合わせたイラストが描かれており、曲をイメージしやすい。

「あいうえお」の文字を押すと、５０音と単語が聞こえる。
クイズも楽しめ、何度もかけるホワイトボードがついている。

白いキャンバスに赤、青、黄、カラフルな絵の具から始まる色のマジックショーによって楽しめる。
手で色をつけているので実際にやってみることもできる。

４桁までの数の計算や九九・長さ・形等の学習に適している。
数学の基礎的な概念が含まれた場面設定がされており、日常生活に応用できる。
カラー写真が多く、作業手順が視覚的にわかりやすく示されている。
衣食住に関わる基本的な知識やスキルを学ぶことができる。
上手にできる方法や注意点がわかりやすく説明されており、一人で取り組みやすい。
鮮明なイラストで、物語も平易に書かれていて、読みやすい。
文字の初歩を学ぶことに適している。

リズミカルな文が繰り返されているので楽しく音読ができる。
名前の頭文字で「ことばあそび」もできる。

12-8 フレーベル 001 プータンいまなんじ？

224 12-8 フレーベル 003
ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん
あそぼ！

225 12-8 フレーベル 005 かいてけしてまたかける　あいうえお

222 28-8 フレーベル D03 ふしぎをためすかがく図鑑  かがくあそび

228

わかるさんすう２

30-2 ポプラ O07
おととあそぼうシリーズ７  ドン！ドコ！ド
ン！たいこ

238

236

237

223

40-1

36‐1 001山と渓谷社
家庭科の教科書小学校低学年～高学年

用

理論社 A01 あいうえおうさま

33-1 むぎ書房 A02235

30-2 ポプラ 001 いろいろいろのほん

233

234

30-2 ポプラ P04
音のでる知育絵本４  こえでおぼえるあい
うえおのほん

232

30-2 ポプラ N02
絵本・いつでもいっしょ２  どうぶつなんび
き？

231

C03 ペーパーランド３  とびだすカード

30-2 ポプラ A02
あそびのひろば２  やさしいてづくりのプレ
ゼント

新版はじめましてにほんちず

シリーズ生活を学ぶ６  わたしたちのから
だ

30-2 ポプラ A01

福村出版

29-1 平凡社 B02

28-7 A06

227

229

230

30-2

リーブル 001 あっちゃんあがつくたべもの　あいうえお40-3

30-2 ポプラ C08 ペーパーランド８  おりがみえあそび

226

ポプラ

あそびのひろば１  はんがあそび

221
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他校の道徳教育に使っている教科書の話を聞き、この教科書なら理解しながら学ぶことができる。
コピーしてすぐに使えるワークシート形式になっており、対話的な学びに使いやすい。
適切な言動を身につけるための支援教材になっている。
ストーリーを楽しみながら、色の勉強ができる。
色とりどりのバスに、いろいろなものが乗り降りするユーモアたっぷりのお話なので、子どもたちが興味関心を持ちやすい。

たいこの面がひろいので、麻痺のある児童でも押しやすい。
なじみのある童謡が15曲収録されており、メロディのテンポやボリュームが変えられる。
たいこをたたくとライトがピカピカ光るので、分かりやすい。
実生活に役立つ働くうえでの知識を学ぶことができる。
イラスト付きで見やすく、自分のこと・働くこと・働くために・進路を考える・社会人になるという章構成になっており、段階を踏んで進路学習をすることができる。

イラストを見ながら体を動かして学ぶことができる。
分かりやすいイラストである。

AからZまで生活に必要な英語のことばがユーモアあふれる絵で描かれている。
楽しみながら学習できる。

イラストを見ながら学ぶことができる。
学校生活という身近なことを学ぶことができる。

イラストを見ながら学ぶことができる。
家という身近なことを学ぶことができる。

イラストを見ながら学ぶことができる。
町でのことなど、身近なことを学ぶことができる。

体の健康に関することが簡単にまとめられている。
イラストと一緒に学ぶことができる。
シリーズもので学べる。
体の健康にするためのことが簡単にまとめられている。
イラストと一緒に学ぶことができる。
シリーズもので学べる。
体の健康を保つためのことが簡単にまとめられている。
イラストと一緒に学ぶことができる。
シリーズもので学べる。
事例を見ながら学ぶことができる。
イラストを使って普段から気にすることを学ぶことができる。

具体的な例をとおして学ぶことができる。
状況による変化をイラストとともに学ぶことができる。

イラストがたくさん使われており、分かりやすい。
漫画のようになっており、興味関心を持ちやすい。
シリーズもので関連させて学びやすい。
イラストがたくさん使われており、分かりやすい。
漫画のようになっており、興味関心を持ちやすい。
シリーズもので関連させて学びやすい。
イラストがたくさん使われており、分かりやすい。
漫画のようになっており、興味関心を持ちやすい。
シリーズもので関連させて学びやすい。
イラストがたくさん使われており、分かりやすい。
漫画のようになっており、興味関心を持ちやすい。
シリーズもので関連させて学びやすい。

243

22-3 日本教育研 507 ひとりだちするための進路学習

あかね書房 504 けんちゃんとあそぼう2 でんぐりでんぐり

242

239

01-1

56-13 かもがわ 507
あたまと心で考えようＳＳＴワークシート  社
会的行動編

241 82-3 三起商行 505
ポカポカフレンズのおんがくえほん　たい
こ

66-11240 大日本図書 508 いろいろバス

244 01-1 あかね書房 513
あかね書房の学習えほん　えいご絵じて
んABC

245 01-1 あかね書房 523
マナーと敬語完全マスター!1 学校のマ
ナーと敬語

246 01-1 あかね書房 524
マナーと敬語完全マスター!2 家のマナー
と敬語

247 01-1 あかね書房 525
マナーと敬語完全マスター!3 町のマナー
と敬語

248 01-1 あかね書房 528
からだがげんきになる本1 けんこうをしる!4
つのひみつ

249 01-1 あかね書房 529
からだがげんきになる本2 けんこうをつく
る!4つのヒント

250 01-1 あかね書房 530
からだがげんきになる本3 けんこうをまも
る!3つのポイント

251 01-1 あかね書房 549
じぶんでじぶんをまもろう1 ぜったいにつ
いていかないよ!ゆうかいつれさりにあわな
い

252 02−1 岩崎書店 535
えほんこどもにほんご学1 主語・述語のえ
ほん「ぼくはとりだよ!」

253 05−3 旺文社 509
学校では教えてくれない大切なこと1 整理
整頓

254 05−3 旺文社 510
学校では教えてくれない大切なこと（3）お
金のこと

255 05−3 旺文社 514
学校では教えてくれない大切なこと8 時間
の使い方

256 05−3 旺文社 515
学校では教えてくれない大切なこと（9）
ルールとマナー
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イラストがたくさん使われており、分かりやすい。
漫画のようになっており、興味関心を持ちやすい。
シリーズもので関連させて学びやすい。
イラストがたくさん使われており、分かりやすい。
漫画のようになっており、興味関心を持ちやすい。
シリーズもので関連させて学びやすい。
イラストがたくさん使われており、分かりやすい。
漫画のようになっており、興味関心を持ちやすい。
シリーズもので関連させて学びやすい。
イラストがたくさん使われており、分かりやすい。
漫画のようになっており、興味関心を持ちやすい。
シリーズもので関連させて学びやすい。
ワークのようになっており考えながら学ぶことができる。
イラストがあり、簡潔に解説されており、分かりやすい。

ワークのようになっており、考えながら学ぶことができる。
イラストがあり、簡潔に解説されており、分かりやすい。
日常生活に関連させて学ぶことができる。
QRコードを読み取り、すぐに音源を聴くことができる。
ナビゲーションもあり、分かりやすい。

QRコードを読み取り、すぐに音源を聴くことができる。
ナビゲーションもあり、分かりやすい。

たくさんの歌が集められており、いろいろな歌を知ることができる。
世界の歌も入っている。

STEP1〜3までと段階的になっている。
タブレット等と連動させながら学ぶことができる。

C Dを使って童歌遊びをしながら学ぶことができる。
児童生徒が活用しやすい。

ピアノがついていて、演奏しながら学ぶことができる。
持ち運びやすくどこでも活用できる。

児童生徒が馴染みやすいディズニーを使っており、興味を持ちやすい。
英語の歌を使いながら学ぶことができる。

児童生徒が馴染みやすいディズニーを使っており、興味を持ちやすい。
イラストと音声が流れるようになっており、聞いて学習することもできる。

リズムに合わせながら英語の発音を学ぶことができる。
イラストもあり取り組みやすい。

リズムに合わせて数の数え方を学ぶことができる。
イラストもあり取り組みやすい。

イラストに関連させて、使える英会話を学ぶことができる。
簡単な表現で書かれており分かりやすい。

みんなでできるリズム遊びがたくさんあり、普段から使うことができる。
クラスの活動にも活用できる。

257 05−3 旺文社 516
学校では教えてくれない大切なこと10 身
近な危険防災と防犯

258 05−3 旺文社 517
学校では教えてくれない大切なこと（11）
友だち関係（考え方のちがい）

259 05−3 旺文社 518
学校では教えてくれない大切なこと12
ネットのルール

260 05−3 旺文社 526
学校では教えてくれない大切なこと（20）
英語が好きになる

261 22−3 日本教育研究A01 ひとりだちするための国語

262 22−3 日本教育研究A02 ひとりだちするための算数・数学

263 06−2 学研 597
音楽をもっと好きになる本1 歌や演奏を楽
しむ

264 06−2 学研 598
音楽をもっと好きになる本2 いろいろな楽
器を知る

265 07−4 教芸 523
歌のミュージックランド（6訂版）楽しい歌と
コーラス

266 08−1 くもん出版 789 えいごで1・2・3!

267 14−4 成美堂出版 540 CD付すぐ覚えられるわらべうたあそび

268 14−4 成美堂出版 541 かわいいおとえほん　はじめてのピアノ

269 30−2 ポプラ 548
ディズニーのえいごのほん10 ディズニー
のえいごのおうた

270 30−2 ポプラ 549
ディズニーのえいごのほん14 こえでおぼ
えるミッキーのABC

271 54−22 mpi 504 バナナじゃなくてbananaチャンツ

272 54−22 mpi 505 アルファベットチャンツCD付

273 54−22 mpi 510 もっと英会話たいそう

274 55−12 音楽センター 506
クラスでうたうこどものうたCDブック　リズム
あそび曲集
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手話歌に取り組むことができる。
コミュニケーションのツールを増やすことができる。

ワーク形式で学習できる。
授業や宿題など、繰り返し復習しながら学ぶことができる。
シリーズもので実態に合わせて活用できる。
ワーク形式で学習できる。
授業や宿題など、繰り返し復習しながら学ぶことができる。
シリーズもので実態に合わせて活用できる。
ワーク形式で学習できる。
授業や宿題など、繰り返し復習しながら学ぶことができる。
シリーズもので実態に合わせて活用できる。
ワーク形式で学習できる。
授業や宿題など、繰り返し復習しながら学ぶことができる。
シリーズもので実態に合わせて活用できる。
ワーク形式で学習できる。
授業や宿題など、繰り返し復習しながら学ぶことができる。
シリーズもので実態に合わせて活用できる。
ワーク形式で学習できる。
授業や宿題など、繰り返し復習しながら学ぶことができる。
シリーズもので実態に合わせて活用できる。
ワーク形式で学習できる。
授業や宿題など、繰り返し復習しながら学ぶことができる。
シリーズもので実態に合わせて活用できる。
イラストや図で表されており、考えやすい。
日常生活や将来の生活につなげることができる。

分かりやすいイラストで48種類の仕事をまとめている。
できる仕事よりやってみたい仕事を考えることができる。

275 55−12 音楽センター 527 手話でうたうこどものうたベスト

276 64−2 清風堂書店 501
宿題・授業に!今すぐ使える国語プリント小
学2年生

277 64−2 清風堂書店 502
宿題・授業に!今すぐ使える国語プリント小
学3年生

278 64−2 清風堂書店 503
宿題・授業に!今すぐ使える国語プリント小
学4年生

279 64−2 清風堂書店 504
宿題・授業に!今すぐ使える国語プリント小
学5年生

284 87−14 唯学書房 501
発達障害の子どもたちのためのお仕事図
鑑

280 64−2 清風堂書店 525
宿題・授業に!今すぐ使える算数プリント小
学2年生

281 64−2 清風堂書店 526
宿題・授業に!今すぐ使える算数プリント小
学3年生

282 64−2 清風堂書店 528
宿題・授業に!今すぐ使える算数プリント小
学5年生

283 84−1 明治図書 546
数が苦手な子のための計算支援ワーク4
買い物計算ができる応用トレーニング編


