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No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

1 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。図形のイメージをわかりやすいことば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。

2 01-1 あかね書房 G04 からだのえほん４　からだにもしもし
文字が鮮明で読みやすい。身近な生活場面が温かな絵と文で描かれ、保健指導だけでなく基本的生活習慣の育
成にも役立つ。自分の体の様子について興味をもたせることができる。

3 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

日常生活によく使用する漢字を扱っている。はっきり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。すべての漢字に読み仮名がふられている。

4 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‐

野原に生活する植物や動物の様子が季節の移り変わりの変化とともに美しい絵で描かれている。Ａ４版であるが携
帯しやすく、自然観察などに活用しやすい。年間を通じて活用することができる。

5 04-1 絵本館 D02
五味太郎の絵本　かずのえほん１・
２・３

書体もフォントの大きさも大変見やすい。楽しく絵を見ながら、かずの学習を進めることができる。１０までの数の学
習と、さらに発展的に２桁の数や足し算、引き算、割り算のゲームも紹介されている。

6 06-1 偕成社 D01
ノンタンあそぼうよ（１）ノンタンぶらん
このせて

物語を通して、友だちを思いやる心を育てることができる。

7 06-1 偕成社 E01
「おれたち、ともだち！」絵本ともだち
や

物語を通して、友だちを思いやる心を育てることができる。

8 06-1 偕成社 O01 五味太郎・言葉図鑑１ うごきのことば
子どもたちの身近な生活の様子を、動きを中心にまとめている。動詞が５０音順にイラスト入りで並んでおり、グルー
プごとの言葉集めが楽しめる。言葉集めを通して、動詞を覚える学習に適している。
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9 06-1 偕成社 O03
五味太郎・言葉図鑑３　かざることば
（Ａ）

イラストと文字のバランスがよく、見やすい。「どんな○○」のグループごとに見開きでまとめられており、学習が進め
やすい。「ながい○○」「みじかい○○」などの言葉も掲載しており、対になる言葉の学習を指導する際に適してい
る。

10 06-1 偕成社 O10
五味太郎・言葉図鑑１０ なまえのこと
ば

表情豊かな楽しい絵によって身近な事柄や物の名前の学習ができる。日常生活との関わりの中から、名前を学習
することができる。文字とイラストが分かれており、コントラストがはっきりしている。

11 06-1 偕成社 T01
エリック・カールの絵本　はらぺこあお
むし

卵から蝶への変態の流れが美しい色使いとお話でつづられていて、あおむしが蝶になるまでの過程がわかりやす
い。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。

12 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 大変カラフルな絵画で子どもの興味を引きやすい。子どもたちの色への関心を高めることが出来る。

13 06-1 偕成社 T07
エリック・カールの絵本　できるかなー
あたまからつまさきまでー

絵本の中の動物といっしょに頭や手、足を動かして楽しむことでボディイメージの学習ができる。くりかえしの言葉の
リズム感が心地よく親しみやすい。

14 06-1 偕成社 Y01
ともだちだいすき(２)　おべんとうなあ
に？

絵が多く、遠足に行っておべんとうのふたをあける時の期待がそのまま絵本で楽しめて、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である。短い文章で、たくさん動物も出てきて絵もかわいいので児童生徒の興味
を惹くことができる。お弁当の絵が立体的になっていて、自分で蓋を開けて中を確かめられるしかけになっている。

15 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

小学校段階で身につけたい生活スキルなどを扱っている。日常生活の中での基本的なマナーが挿絵と文章で説
明され、子どもの興味をひきやすい。日常生活の中での基本的なマナーが挿絵と文章で説明され、子どもの興味
をひきやすい。

16 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

生活の場面が絵で説明されていてわかりやすい。細かなことまで説明されているので多くのことがらを学習できる。
生活経験を広げ、興味関心を喚起する内容になっている。してよいこと、悪いことが具体的にイラストで示されてい
る。

17 06-2 学研 G07
あそびのおうさまBOOK　はじめてぬ
るほん

はみだしてぬっても、ちょっとしかぬらなくても、楽しく塗れる絵が載っている。自由に遊んで色彩感覚、想像力を豊
かに育むことができる。

18 06-2 学研 G08
あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてき
るほん

楽しく学ぶことができる。イラストもかわいいので、子どもの興味を引く。創造力が養われる。
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19 06-2 学研 I01
あそびのおうさまずかん　からだ増補
改訂

からだの各部位の働きがイラストでわかりやすく紹介されている。

20 06-2 学研 J09
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　９ち
きゅう

写真・絵が豊富でわかりやすい。

21 06-2 学研 L12
ニューワイド学研の図鑑
増補改訂版人のからだ

正確な絵と的確な資料写真の点数が多い。人の成長と健康について身近なテーマで広く取り上げられており自分
とつなげながら学習することができる。

22 06-2 学研 N01
ほんとのおおきさ
ほんとのおおきさ動物園

大きく写った動物たちが、とてもリアルに感じることができる。写真の色彩が鮮明で見やすい。実際の大きさで示さ
れている部分もあり、興味が持てる。

23 06-4 開隆堂 002
職業・家庭たのしい家庭科　わたしの
くらしに生かす

学習する内容を楽しく知ることができる。

24 07-2 金の星社 001 おてつだいの絵本 イラストがついていてわかりやすい。

25 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

オムレツ、たまごやき等、簡単でおいしいたまご料理が１５種紹介されており、子どもの興味をひきやすい。写真が
大きく、完成のイメージをもたせやすい。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。

26 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

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いる。作ってみた
い、食べてみたいという意欲を引き出すことができる。

27 07-2 金の星社 F05
ひとりでできるもん！５　すてきなおか
し作り

おかしの写真が大きくのっていて、子どもの興味をひきやすい。 １６種の簡単に作れるお菓子が紹介されている。
身近な材料を使ったおかしのつくり方がイラストで描かれ、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。視覚的にわかりやすい。

28 07-2 金の星社 F06
ひとりでできるもん！6　だいすきおや
つ作り

おやつの写真が大きくのっていて、子どもの興味をひきやすい。 簡単に作れるおやつが紹介されている。身近な
材料を使ったおやつのつくり方がイラストで描かれ、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。視
覚的にわかりやすい。

29 07-2 金の星社 F10
ひとりでできるもん！１０　おしゃれな
おかし作り

実習に活用しやすい。ちょっとおしゃれで可愛いおかしが１６種類あるので、創作意欲を高められる。
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30 07-2 金の星社 K01
げんきをつくる食育えほん１　たべる
のだいすき！

実習に活用しやすい。食事が人間の元気をつくることを楽しく語りかけるような内容である。食べ物を４つの色のグ
ループに分けており、その種類や生まれるまでの様子が描かれている。

31 08-1 くもん出版 A11 もじ・ことば１１　はじめての漢字 一年生の配当漢字から身近で分かりやすい３０文字を練習できる。

32 08-1 くもん出版 B01 生活図鑑カード たべものカード
身近な食べ物が１枚ずつのカードに写実調で描かれており、言葉への関心を高めることができる。（３１品）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も書かれている。生活知識を広げることが
できる。

33 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１枚ずつのカードに写実調で描かれ、名前を覚えることで言葉への関心を高めることができ
る。裏面には、大きな字で名前が書かれており、実のつき方や産地などの説明もあって生活知識を広げることがで
きる。

34 08-1 くもん出版 B06 生活図鑑カード お店カード
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、言葉への関心が高まる。

35 08-1 くもん出版 B07 生活図鑑カード　生活道具カード カード形式で活用範囲が広い。

36 08-1 くもん出版 D01 ひらがなカード
カード式になっており、１枚ずつ提示したり、選んだりすることができる。５０音の各ひらがなで始まる身近な物を、大
きな字とわかりやすい絵で表し、楽しく学習することができる。英語の読み方も、書き加えられており、自然と英語に
親しむことができる。

37 08-1 くもん出版 D02 とけいカード
とけいの学習をカードを使ってできるので分かりやすい。１時、２時など、時計の文字盤の基本的なパターンを覚え
ながら、楽しく時計の読み方を学習できる。

38 08-1 くもん出版 D03 かずカード
数の学習をカードを使ってできる。カルタのような感覚で裏表を使って楽しめるので数唱力を身につけられ、無理な
く数の世界に入り込める。

39 08-1 くもん出版 E01 はとのクルックのとけいえほん
時計の文字盤が分単位の表示になっており、時間と分の読み方がわかりやすい。読む文字が、赤い短針、青い長
針用でそれぞれ赤と青に色分けされている。

40 08-1 くもん出版 G03 CD付き楽器カード
カード形式で扱いやすく、ＣＤで音を確認できる。オーケストラで使われる楽器２５種と、和楽器６種、といった豊富
な楽器の音がＣＤに盛り込まれている。文字も見せて読ませることで、文字への興味もひきつける。
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41 08-2 グランまま社 006 ことばえほん
日常よく使う言葉を親しみやすいイラストと共に楽しみながら学習できる。一日の生活の中に登場する動詞を中心
に、その行為を意味する言葉を分かりやすく解説している。

42 10-3 国土社 B09 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ わかりやすい絵柄で説明されている。子どもの興味を引くものが紹介されている。作品例がわかりやすい。

43 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

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。擬音語・擬態語が使われており、言葉遊びに活用できる。

44 10-5 小峰書店 B01 りかのこうさく１ねん
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。素材の特徴を生かした
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。作ったもので遊びながら、思考力や想像力をは
ぐくむことができる。

45 12-2 小学館 B02 ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん
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。

46 12-2 小学館 B06
２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・
２・３

写真が豊富に使われ楽しく見ることができる。ものを集まりとしてみる数の大小、順序などの１０までの概数を理解で
きる。１００までの数を数えやすいように色や並べ方を分けている。

47 12-2 小学館 B11
２１世紀幼稚園百科１１　からだのふ
しぎ

紙質が丈夫で扱いやすく、参考資料として利用できる。比較的、色彩のコントラストがはっきりしている。からだの名
前から各臓器の働きまで写真とイラストにより理解しやすい。

48 12-2 小学館 N01 あーとぶっく　ひらめき美術館１館 分かりやすい説明とともに、世界の傑作に多く触れることができる。

49 12-2 小学館 N02 あーとぶっく　ひらめき美術館２館 分かりやすい説明とともに、世界の傑作に多く触れることができる。

50 13-2 鈴木出版 A05 知育えほん　マークのずかん
道路標識、案内標識、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。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。

51 14-3 育成会 A05
自立活動のハンドブック５　ぼなぺ
てぃどうぞめしあがれ

簡単な写真でわかりやすい。
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52 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たのしいピアノうた

付属の音符シールを鍵盤に貼れば、メロディーを簡単に弾くことができる。

53 14-4 成美堂出版 005 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた
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。ＣＤの音楽を通して、自然に英語の響きやリズムに親し
むことができる。楽しく体を動かしながら英語の歌を覚えることができる。

54 14-4 成美堂出版 006 作ってみよう！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。68種のアイデアと作品のそれぞれに難易度がつ
いており、さまざまな実態の子どもに使える。

55 15-3 草思社 001
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

どうしてルールが必要なのか親しみやすい言葉で説明している。

56 16-3 大日本絵画 A01
メロディーえほん　ICピアノえほん四
季のどうよう－12ヶ月

実際に演奏でき、楽しみながら学習ができる。楽譜を知らない、文字を知らない子どもでも示された色を追ってピア
ノを弾くことができる。耳で覚えている曲を自分で再現できることで大きな喜びにつながる。

57 16-4 太郎次郎社 C03
子どもがしあげる手づくり絵本　あいう
えおあそび上　ひらがな５０音

ある程度文字を覚えた児童・生徒も書写教材として使用できる。ゴシック体のわかりやすい大きな文字で読みやす
く、イラストも見やすい。短い詩的な文やクイズなどがそれぞれのページについており、楽しみながら学習することが
できる。

58 17-1 チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
装丁が大きく使いやすい。モチーフ（題材）が豊富である。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。顔の表情や体の部分の続きを書き込む等、それぞれに自主的な工夫・創作活動へつながる内容である。

59 20-1 童心社 L01
ピーマン村の絵本たち　さつまのお
いも

物語を楽しみながら植物や自然について学べる。

60 20-1 童心社 L02
ピーマン村の絵本たち　おおきくな
るっていうことは

成長することの喜びを実感することができる。

61 20-2 ドレミ楽譜 001 やさしいこどものうたとあそび 遊び歌を通して、自然に楽しく溶け込めるように工夫がされている。

62 20-4 戸田デザイン 006 せかいちず絵本
絵や色彩が鮮明で見やすい。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。比較的字が大きく読みやすい。
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63 20-4 戸田デザイン 003 あいうえおえほん 絵や色彩が鮮明で見やすい。字が大きく読みやすい。

64 20-4 戸田デザイン 010 昆虫とあそぼう
大きなイラストが見やすい。説明文とイラストが分かれて配置されており、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、説明もわかりやすい。

65 20-5 同成社 A01
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）

文字が大きく、行間も広くとってあり、文章が簡潔である。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、読みの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、授業に活用しやすい。

66 20-5 同成社 A02
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）

かたかなと漢字の学習の導入に使いやすい工夫がされている。点線をなぞって書き込めるページもある。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。漢字の成り立ちも楽しく学べる。数字の読み方も丁寧
に扱っている。

67 20-5 同成社 A03
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）

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つけるため、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。課題にそって、自分で答えを考え、語彙が増え
るように工夫されている。

68 20-5 同成社 A04 ゆっくり学ぶ子のための「国語」４
作文や詩の表現力、聞く力や話す力等、基礎的な内容が多く含まれている。子どもの言語的実態に応じて、様々
な場面に対応しやすい。

69 20-5 同成社 B01
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門
編１　（改訂版）（表象形成・音韻形
成・発声・発音）

イラストがたくさん載っていて、言葉の学習に役に立つ。ある単語を聞いて、その単語のイメージを描くことができる
ようにする表象形成の指導ができる。

70 20-5 同成社 B02
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門
編２　（改訂版）（ひらがなの読み書
き）

ひらがながわかりやすく学習できるように工夫されている。単語が書けるような内容構成で、文字の読み書きを習得
できる。

71 20-5 同成社 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）

「触る」「見る」「話す」等の操作を通して、５までの数概念を理解できる。文字が大きく、図表も見やすい。具体物か
ら量や数概念に抽象化できるよう配慮されている。

72 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）

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できるようになっている。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おかれている。

73 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）

くり上がり・くり下がりのあるたし算・ひき算を具体物からの操作を通して理解できるよう配慮されている。身近なもの
の量について、単位の表し方が理解できる。
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74 20-5 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）

字が大きく見やすい。絵や図で説明がしてあり、視覚的に分かり易いので、３けたの数の計算や九九、わり算の導
入学習に適している。単位の換算を学習できる。

75 20-7 東洋館 001 くらしに役立つ社会

見やすい文字の大きさで、公民と日本の地理の内容をわかりやすく説明している。身近な題材をもとに、社会のき
まりやしくみについて関心や理解を深められる内容となっており、「働く人を守る法律」や「就労・生活支援センター
の利用」等、在学中はもとより、卒業後の社会生活に役立つ項目も分かりやすく解説している点が学びやすくなっ
ている。

76 20-7 東洋館 003 くらしに役立つ数学
文字とイラストとのバランスがよく、見やすい。小数、分数、正負の計算から、図形や時間などの学習ができる。長さ
や重さなど、身近な単位やお金の学習ができ、買い物学習など幅広く学習ができる。

77 20-7 東洋館 004 くらしに役立つ理科
学習のよりどころとなる構成で、身の回りの現象についてわかりやすくまとめられている。。健康なくらし、自然とくら
し、便利なくらしをキーワードに、物理・化学・生物・地学の分野を「くらしに役立つ」視点でまとめてある点が学習の
動機づけに適している。

78 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

絵表示のボタンで選曲できる。お手本の歌がついており歌うのが苦手な子どもでも、手遊びができる。

79 21-1 永岡書店 009
お手本のうた付き！　どうよううたのえ
ほん２

絵表示のボタンを押して曲の選択ができ、文字理解の難しい児童でも選曲できる。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。ボタンが凹わくで仕切られているため、押し間違いが少な
い。

80 27-1 ひかりのくに 001 たのしいてあそびうたえほん
歌を歌いながら手遊びをすることによって、楽しみながら指先や身体の機能向上の学習ができる。全３１曲、「だる
まさん」「おかあさん」や「いとまき」などよく知られている歌友だちと楽しみながらリズム感を身につけることができる。

81 27-1 ひかりのくに 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

分かり易く描かれている。

82 27-1 ひかりのくに 013 あそびうたのほんＣＤつき ＣＤに合わせて手遊びが楽しめる。なじみのある曲でたくさんの人とスキンシップが図れる。

83 27-1 ひかりのくに C12 こどもずかんMio12　きせつとしぜん
身近な自然が四季を追って描かれており、植物、昆虫、鳥などが簡潔な説明とともに紹介されている。また、イラスト
が明るい色彩で描かれており、自然観察に適している。これらのことが、生徒が目で追うのに有効であると考える

84 27-1 ひかりのくに D01 ２０２シリーズ たべもの２０２
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。
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85 27-1 ひかりのくに K09
新装版ＫＩＤＳ２１　１２
たべものひゃっか

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。

86 27-2 評論社 A01 スカーリーおじさんのはたらく人たち 可愛くわかりやすい絵柄と、細部まで丁寧に書き込まれた町や、働く人々の生き生きとした様子が描かれている。

87 27-3 ひさかた C05 スキンシップ絵本　かずのえほん
「かぞえるコーナー」と「かんがえるコーナー」とで構成された新しいタイプの数の絵本。“かぞえる”ことだけにとどま
らず、数学の基礎となる“考える力”を養うことができる。

88 27-3 ひさかた D02 どうぞのいす 物語を通して、思いやりの心を育てることができる。

89 28-1 福音館 B06 幼児絵本シリーズ くだもの
代表的なくだものが本物そっくりに写実的に描かれており、絵も大きく字も丸ゴシック体・教科書体で読みやすい。
「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。

90 28-1 福音館 B08 幼児絵本シリーズ やさい
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。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。

91 28-1 福音館 G03 福音館の科学シリーズ　地球
四季の色どりの中に植物・昆虫・動物・人間など地球に住む生き物たちの様子が描かれている。地上・地表・地下と
一目でわかるように描かれているので、地球そのもの一つ一つ、ものの名前が書いてあり、言葉を増やすのに役立
つ。

92 28-1 福音館 G05
福音館の科学シリーズ　ぼくらの地図
旅行

地図記号の使い方を絵と比べることで理解しやすい。地図の断片を絵と対比することができ、わかりやすい。市街
地から海岸、山間部など多様な生活がわかる。

93 28-1 福音館 G10
福音館の科学シリーズ　ただいまお
仕事中

身近な職業について、イラストと文章でわかりやすく説明されている。仕事の内容やその職業に就くために必要なこ
とを、質問形式で読みやすく紹介している。

94 28-1 福音館 H21 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
シンプルな色遣いの絵で視覚的にとらえやすい。楽しいストーリーで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。

95 28-1 福音館 J02
世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンの
おんがくたい

それぞれの動物が特徴を生かして力を合わせるという様子が、子どもたちの助け合う心を育む。絵が独特の色彩で
尚かつシンプルで読みやすい。お話の展開が楽しめる。
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96 28-1 福音館 K01
日本傑作絵本シリーズ　おふろだい
すき

おふろが身近に感じるので、おふろが苦手な子どもでも楽しくなる。言葉や動物たちの表情が愛くるしく、子どもた
ちの感性が豊かになる。

97 28-1 福音館 K03 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
それぞれ特徴のある太鼓のリズムが個性的な擬音で、目と耳と体全体で楽しめる。本が丈夫に作られている。絵に
も迫力がある。

98 28-1 福音館 M06
みじかなかがくシリーズ　町たんけん‐
はたらく人みつけた‐

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。登場人物に吹き出しが
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。いろいろな職業が絵を見てわかる。

99 28-1 福音館 ５０９ きんぎょがにげた
ひらがなの短文で、読みやすい。繰り返しの文で構成されており、指差しできんぎょを探せる。視覚障害や肢体不
自由などの重複障害があっても、紙やフェルトなどで立体の金魚を作れば、楽しむことができる。

100 28-8 フレーベル D02
ふしぎをためすかがく図鑑　しょくぶ
つのさいばい

実習する場所にも持ち込むことが可能である。実物を写真やイラストで大きく紹介しており、植物の特徴が分かりや
すい。栽培方法がわかりやすく説明されており、興味・関心をもって栽培に取り組むことができる。

101 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

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。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。

102 28-8 フレーベル G09
フレーベル館の図鑑ナチュラ　人の
からだ

人の体について興味を持って学ぶことができる。動く・食べる・息をするなど機能ごとに美しいスーパーイラストレー
ションで詳しく解説している。

103 28-8 フレーベル G12
フレーベル館の図鑑ナチュラ　はるな
つあきふゆ

日本ならではの四季の移り変わりが分かりやすくまとめられている。写真や絵が美しく、行事、旬の食べ物、自然の
空や風景の移ろいや生き物の様子、祝日などの意味が分かりやすく説明されている。

104 30-2 ポプラ A04 あそびのひろば４　はりえあそび 制作過程の説明が見やすい｡

105 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

自動演奏に合わせて太鼓の演奏ができる。子どもたちに馴染みのある童謡があり、手を動かしながら音を出す楽し
さを知ることができる。

106 30-2 ポプラ P16
音の出る知育絵本１６　とけいがよめ
るようになる！！とけいくん

音声とイラストで時計をわかりやすく学習できる。
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107 36-1 山と渓谷社 001
家庭科の教科書小学校低学年～高
学年

家庭科のコツとカンがわかり、「かんたん、楽しい、面白い」家庭科の中にある生活の知恵を学べる。


