




NO 種目 発行者 図書番号 一般図書名 希望理由

1 国語 あかね書房 001 単行本  さわってあそぼうふわふわあひる 対象児童に視覚障害があるため、触覚を活用して言葉の理解につなげたい。

2 国語 あかね書房 621 たのしくおぼえるあいうえおえほん ひらがなをわかりやすく楽しく学べる内容になっている。

3 国語 あかね書房 A02 もじのえほん  かたかなアイウエオ リズムのあるわかりやすい短文を読むことで、文字に関心をもたせたい。

4 国語 あかね書房 I01 あかね書房の学習えほん  あそぼうあそぼうあいうえお 50音の言葉遊びを通して、文字の学習をすることができる。

5 国語 岩崎書店 516 かぞくのえほん  せっけんつるりん 絵本を通して、物語に親しむ態度を育てる。

6 国語 岩崎書店 E03 五味太郎のことばとかずの絵本  ことばのあいうえお
言葉を獲得しているこの時期に、この図書でイラストと合わせて語彙を獲得したいた
め、選定した。

7 国語 岩崎書店 E05 五味太郎のことばとかずの絵本  すうじの絵本
対象児童は発語が2語文程度である。本教材を通して文への理解を広げるため選定し
た。

8 国語 絵本館 511 五味太郎ことばのえほん  あいうえおかるた 滑舌が悪い児童が、繰り返し音読して発音のスキルアップを図れるから。

9 国語 偕成社 545 五味太郎・言葉図鑑（４）  かざることば（Ｂ） 日常生活で使える語彙を増やすため。

10 国語 偕成社 586 五味太郎・しかけ絵本（２）  とうさんまいご
しかけ絵本になっているので、教師と一緒に内容を楽しむことにより、文字を読もう
とする学習へつなげることができると考えたため。

11 国語 偕成社 587 五味太郎・しかけ絵本（３）  まどからおくりもの
仕掛け絵本をつかい、苦手な人の感情などに物語に興味をもって向き合うことができ
る。

12 国語 偕成社 619 さわる絵本  新装版これ、なあに？ 手で触りながら名称が覚えられるから。

13 国語 偕成社 628
下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学２年生
新版

集中力と視写能力の向上が見込まれるため。

14 国語 偕成社 629
下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学３年生
新版

部首別に漢字が並んでいて、唱えながら漢字練習に取り組める。基礎の漢字を定着さ
せたいから。

15 国語 偕成社 632
下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学６年生
新版

口唱法で書き取り練習や、読み書きを学習するため。

16 国語 偕成社 633 下村式  小学漢字学習辞典（第５版）
漢字の形やへん、旁の意味合いについて詳しく説明があり、漢字の学習に適している
から。

17 国語 偕成社 H01 日本むかし話  おむすびころりん リズミカルな繰り返し文章のため興味をもって読むことができる。
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18 国語 偕成社 O01 五味太郎・言葉図鑑（１）  うごきのことば
名詞が増えてきたので、動詞を覚えることで会話がひろがると考えた。ユーモアのあ
る絵が興味を引き、身振り、音声で表現力を高める。

19 国語 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 いろいろなキャラクターに興味を持ちながら挨拶の学習に取り組めるため。

20 国語 偕成社 T06
エリック・カールの絵本  月ようびはなにたべる？ーアメリ
カのわらべうた

食べ物や曜日などがたくさん絵で出てきて、視覚的に楽しみながら言葉の学習ができ
る。

21 国語 偕成社 Z01 子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー 生活のマナーを学ぶとともに、日常生活の語彙を増やすことができるため。

22 国語 学研 002 レインボーことば絵じてん
語彙を獲得するために絵と言葉を一致させながら確認することができると考えるた
め。

23 国語 学研 520 中学国語をひとつひとつわかりやすく。
小学校の内容は習得している。高校受験をふまえて、中学校の学習内容を習得するた
め使用したい。

24 国語 学研 562 おうさまのたからばこ  ふしぎなクレヨン 筆記具を用いて書く楽しみを知ることができる。

25 国語 学研 610 名作よんでよんで  おやすみ前のお話３６６話４冊入り 対象生徒の読む力、聞く力をのばしたいから。

26 国語 学研 637 自分学習  書く力をつける小学低学年用改訂新版 作文を書けるようにするために、繰り返し学習できるから。

27 国語 学研 665 学研ことばえじてん
わかりやすい言葉とイラストを通して、様々な言葉や文字、読みなどの学習をさせた
い。

28 国語 学研 680 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａ  くだものさん 食べ物を通して興味をもって授業に取り組めるため。

29 国語 学研 707 ４年生までに身につけたい言葉力１１００ 繰り返し、音読をすることで読む能力を伸ばしたい。

30 国語 学研 737 学研の幼児ワーク  ５歳ひらがな イラストなどを手掛かりにひらがなの習得を行うため

31 国語 学研 749 おはなしドリル  せかいのくにのおはなし小学１年
わかりやすい言葉で書かれた文章なので、読むことに困難を抱えている児童の力を伸
ばすのに最適なため。

32 国語 学研 751 おはなしドリル  人のからだのおはなし低学年 身近な題材で興味をもって読み取り問題に挑戦するため。

33 国語 学研 C03 はっけんずかん  のりもの改訂版
写真で示された様々な乗り物や、めくると中の様子がわかるなどの仕掛けから、生徒
の興味関心を深めることができる。

34 国語 学研 G09 あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん
『はじめてぬるほん』に興味をもって取り組んでいる。線を意識してかいたり色を
塗ったりしながら、色や形の認識を深める学習につなげることが期待できるため。

35 国語 金の星社 519 新しいえほん  へんしんトンネル
教師が読む音声を聞きながら絵本や読み聞かせを楽しむ学習につなげることができる
ため。

36 国語 金の星社 588 ドンドン！わっしょい！  おまつりたいこえほん
言葉の音節を太鼓をたたくことで理解することができ、語彙を増やすことにつなが
る。内蔵されている歌を歌うことでも語彙の増強が期待できる。
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37 国語 金の星社 681 音のでる絵本  おとのでる♪てあそびうたえほん
対象児童が、音の出るものには興味をもつため、少しでも楽しんで学習に臨むように
するため。

38 国語 くもん出版 001 あいうえおべんとう 絵本を通して楽しみながら５０音を学ぶ。

39 国語 くもん出版 501 もじ・ことば２  はじめてのひらがな２集 書きやすい文字から順に大きめの文字をなぞって書字の練習ができるから。

40 国語 くもん出版 502 もじ・ことば４  やさしいひらがな２集
いくつかの平仮名が書けるようになってきた児童にとって、スモールステップで繰り
返し文字の練習ができる教材であるため。

41 国語 くもん出版 505 もじ・ことば７  ことばのおけいこ 書くことを通して言葉の幅を広げるため。

42 国語 くもん出版 506 もじ・ことば８  ぶんのおけいこ
現在、体験したことを、教員の手本をなぞる学習をしている。来年度はこの図書を使
用し、さらに発展させて自分で書く力をつけさせたい。

43 国語 くもん出版 507 もじ・ことば９  はじめてのカタカナ
現在、ひらがなの学習をしているので、この図書を使用し、カタカナを読んで書く力
をつけさせたい。

44 国語 くもん出版 508 もじ・ことば１０  カタカナおけいこ カタカナの習熟を図るため。

45 国語 くもん出版 509 もじ・ことば１２  漢字おけいこ 小学校１年生の漢字を学習をすすめるため。

46 国語 くもん出版 510 生活図鑑カード  のりものカード 興味のある題材から言葉への関心を高めるため。

47 国語 くもん出版 516 書きかたカード漢字
書き順が示されているので、漢字の正しい書き方を繰り返し書いて学習することがで
きる。

48 国語 くもん出版 519 ひらがなことばカード１集改訂
教師と一緒にまたは自分自身で活用することで語彙を増やし、言葉の獲得に生かせる
と考えたため。

49 国語 くもん出版 521 ひらがなことばカード３集改訂
教師と一緒にまたは自分自身でカードを見ながら言葉を発することができるので、さ
らに言葉の獲得に生かせると考えたため。

50 国語 くもん出版 523 ぶんカード１集
わかりやすい絵と文で構成されているので、簡単な文章の理解へとつなげることがで
きる。

51 国語 くもん出版 524 ぶんカード２集 一緒に発語する練習になるため。

52 国語 くもん出版 525 ゆびなぞりカードひらがな 文字の形を指でなぞり、感覚と視覚を通して文字を覚えることができるため。

53 国語 くもん出版 582 くもんの辞典シリーズ  ことば絵じてん 日常の場面のイラストと共に単語が書いてあり楽しく語彙を増やすことができる。

54 国語 くもん出版 587 小学ドリル国語  １年生の言葉と文のきまり
基本的な言葉の使い方や文のきまりを繰り返し学習することができ、語彙力を高める
ことができる。

55 国語 くもん出版 589 小学ドリル国語  ３年生の言葉と文のきまり 読み書きの土台となる言葉と文法の力を身に着けさせるため。
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56 国語 くもん出版 590 小学ドリル国語  ４年生の言葉と文のきまり 言葉の使い方、語彙の習得、簡単な文章の書き方を身につけさせたい。

57 国語 くもん出版 594 小学ドリル国語  ２年生の文章の読解 今年度重点的に学習した小学2年生までの漢字を使い、文章の読み取りをさせたい。

58 国語 くもん出版 595 小学ドリル国語  ３年生の文章の読解 今年度重点的に学習した小学3年生までの漢字を使い、文章の読み取りをさせたい。

59 国語 くもん出版 596 小学ドリル国語  ４年生の文章の読解 今年度重点的に学習した小学4年生までの漢字を使い、文章の読み取りをさせたい。

60 国語 くもん出版 597 小学ドリル国語  ５年生の文章の読解 文章の内容を読みとる練習をするため。

61 国語 くもん出版 598 小学ドリル国語  ６年生の文章の読解 文章の内容を読みとる練習をするため。

62 国語 くもん出版 600 小学ドリル国語  ２年生のかん字 小学２年の漢字の学習を行っている生徒が２名おり、定着をはかるため。

63 国語 くもん出版 601 小学ドリル国語  ３年生の漢字 小学校３年の漢字の学習を行っている生徒が３名おり、定着をはかるため。

64 国語 くもん出版 602 小学ドリル国語  ４年生の漢字改訂 小学校４年の漢字の学習を行っている生徒が１名おり、定着をはかるため。

65 国語 くもん出版 607 小学ドリル国語  ２年生の文しょうの書きかた ドリル形式で学習しやすく、文章の書き方を基本から学ぶことができる。

66 国語 くもん出版 608 小学ドリル国語  ３年生の文章の書き方 文章を書く力を身につけるため。

67 国語 くもん出版 637
くもんのにがてたいじドリルこくご１  小学１年生「は・
を・へ」のつかいかた

「は・を・へ」の使い方の学習のため。

68 国語 くもん出版 646 ことばと文法集中学習  小学４年生 言葉の力や読解力を身に着けるため。

69 国語 くもん出版 692 音読で脳を鍛える名文３６５日 毎日、短文を音読することにより、発音を強化することができる。

70 国語 くもん出版 700 くろくまくんのことばえほん  なまえのことば
日常生活で身近にあるものの名前がひらがなで書いてあり、ものに関心をもちながら
言葉を覚えることができる。

71 国語 くもん出版 704 いろいろサンドイッチ 文章が韻を踏んでいてリズム的に言葉を聞いて学習ができる。

72 国語 くもん出版 711
書きたいことが、いっぱいみつかる作文教室  小学１・２年
生

ひらがな・カタカナの習得ができてきたところで、作文を書くことが好きになるよう
に選んだ。

73 国語 くもん出版 734
場面でわかる正しいことばづかいと敬語４  電話・メール・
手紙のことば

敬語の勉強がわかりやすくできる。

74 国語 くもん出版 A01 もじ・ことば１  はじめてのひらがな１集
なぞる文字が大きく白抜きで書かれていて、なぞるところがわかりやすいので、鉛筆
を持つことに慣れ始めた児童にとっては有効であると考えた。
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75 国語 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード イラストでわかりやすく、たべものや食事についての関心を高めることができる。

76 国語 くもん出版 B06 生活図鑑カード  お店カード
イラストで身近なお店や公共施設をわかりやすく学べ、興味関心を深めることができ
る。

77 国語 くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード
身の回りの身近なものの名前を視覚的にわかりやすく表現されているこの図書を使用
して、対象児童の言葉に対する興味・関心を伸ばしたい。

78 国語 くもん出版 C01 書きかたカード「ひらがな」
手指機能に困難があるため、ひらがなを一文字ずつ指でなぞって書けるようになるた
めに使いたい。

79 国語 くもん出版 D01 ひらがなカード
ひらがなに興味を持ち出しており、わかりやすい絵とひらがなのレイアウトが児童に
とってとてもわかりやすく取り組むことができる。

80 国語 グランまま 502 ふわふわ、ぽかぽか 短くわかりやすい文章で、様々な感覚を学ぶことができる。

81 国語 講談社 518 にじいろのさかなブック  ＤＶＤブックにじいろのさかな 音声による支援で聴覚から物語を楽しむことができると考えるため。

82 国語 講談社 569 ステキナカタカナ
カタカナの読み書きを習得するのに読み書きに困り感のある児童の実態に合っている
と考えるため。

83 国語 好学社 A01 レオ・レオニの絵本  スイミー 色彩豊かな絵のため興味をもって読むことができる。

84 国語 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
本を読むことを通して、対象生徒の言語能力を高めるとともに、基本的生活習慣をみ
につけていきたいから。

85 国語 合同出版 B04 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
日常生活のルールやマナーなどをイラストなどの図解でわかりやすく学ぶことができ
る。

86 国語 こばと 539 心をのばすソーシャルスキルトレーニング用ワークシート下
イラストを見ながらコミュニケーションに必要な言葉を発する練習ができると思った
ため。

87 国語 こばと 601 初級編ステップアップ  マッチングⅠ ものの絵とその名前とが一致したり、語彙を増やしたりすることができるため。

88 国語 こばと 603 初級編ステップアップ  ことば・もじ 基本的な言葉や文字の読み方を練習するため。

89 国語 こばと 605 初級編ステップアップ  こくごⅠ
絵と言葉を併用しながら５０音を覚え、文字への興味関心を高めることができるか
ら。

90 国語 こばと 606 中級編ジャンプアップ  こくごⅡ
イラストやマス目を手掛かりにして短い文を正しく読む力がつくことが期待できるた
め。

91 国語 こばと 607 中級編ジャンプアップ  こくごⅢ 言葉や簡単な文章で様子を表したり文章の読み取りをしたりできるから。

92 国語 こばと 613
中級編ジャンプアップ  集中力・注意力アップトレーニング
シート

視覚的にも取り組みやすく、作業的にも同じことの繰り返しなので、注意力を伸ばす
ことができる。

93 国語 こばと 614 上級編レベルアップ  漢字 対象児童の苦手な漢字学習の力をこの図書で伸ばしたいため。
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94 国語 こばと 616 上級編レベルアップ  せいかつ
生活に関する事項が見やすい絵で描かれていて、児童が興味をもって学習に取り組む
ことができるから。

95 国語 こばと 617 上級編レベルアップ  ことばのつかいかた
様子を表す言葉の語彙を増やすため。短い文章で正しく助詞を使ったり、正しい語順
を身につけるため。

96 国語 こばと 618
上級編レベルアップ  対人関係スキルアップトレーニング
シート

ドリル形式でコミュニケーションに必要な言葉を学習しやすく、生活に生かすことが
できる。

97 国語 三省堂 506 三省堂こどもことば絵じてん増補新装版
「○○って、どういう意味？」と、様々な言葉に興味を持ち出した児童にぴったりの
教材であるため。

98 国語 三省堂 507 三省堂ことばつかいかた絵じてん増補新装版
語彙を獲得するために絵と言葉を一致させながら確認することができると考えるた
め。

99 国語 三省堂 512 三省堂こどもかんじじてん ひらがなの読み書きを、漢字の習得につなげたい。

100 国語 三省堂 535 三省堂ことばつかいかた絵じてん増補新装版小型版
単語だけでなく、名詞と動詞を組み合わせて2語文を使った読み書きができるように
なってきたので、その幅を広げるために、本書を使用して学習したいから。

101 国語 三省堂 538 こどもマナーとけいご絵じてん
イラストでわかりやすく、敬語について学ぶことができ、生活に生かしていくことが
できる。

102 国語 小学館 551 ドラえもんの国語おもしろ攻略  敬語早わかり 簡単なまんがから敬語にふれてほしいため。

103 国語 小学館 592 小学館の子ども辞典  小学館ことばのえじてん 分かる言葉を増やしていきたいので絵を指さしながらお話ししたい。

104 国語 小学館 634 きむらゆういちのパッチン絵本  おいしいな！ しかけえほんを見たり触れたりすることで興味関心を高めたいため。

105 国語 小学館 677 作文の神様が教えるスラスラ書ける作文マジック 作文の書き方を具体的に知り、パターンを学ぶことができる。

106 国語 小学館 678 音とカードでおけいこ！  新トーマスとあいうえお 親しみやすいキャラクターと共に、興味関心を持ってひらがなを学ぶことができる。

107 国語 ジュラ 503 シールであそぼう！  プータンのすいぞくかん シールはりを楽しみながら、文字に関心をもち読もうとする意欲を高めたい。

108 国語 鈴木出版 544
チューリップえほんシリーズ  しりとりのだいすきなおうさ
ま

絵本を通して言葉の面白さに気付くことができるため。

109 国語 成美堂出版 516 ＣＤできく  よみきかせおはなし絵本１ CD朗読で絵本の内容にも興味をもつことができるから。

110 国語 成美堂出版 535 ＣＤできく童謡つきよみきかせ絵本 親しみやすい歌で国語力をつけることができる。

111 国語 成美堂出版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！
音が出る教材を選ぶことによって視覚と耳から学習することで平仮名をより効率的に
習得することができ、支援の可能性が広がるから。

112 国語 大日本絵画 517 さわるしかけ絵本  さわってごらんピーターラビット
視力・聴力共にあまりないので大きなはっきりした絵のものや触覚を使える本が必要
なため。
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113 国語 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

楽しく漢字の学習をすることができる。

114 国語 太郎次郎社 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

楽しく漢字の学習をすることができる。

115 国語 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

ひらがなの力をしっかり定着させたい。

116 国語 チャイルド 544
チャイルドブックこども百科  にほんごだいすきことばの図
鑑

ことばで遊びながら学べたらよいので。

117 国語 童心社 556 とことこえほん  まるまるころころ 対象児童の色や言葉に関する認知をこの本を繰り返し読むことで高めたいから。

118 国語 東京書店 511 新装版にほんごえいごでなまえずかん ペンでタッチすることで名前が覚えられ、語彙を増やすことができる。

119 国語 東京書店 519 ０さいからのにほんごえいごことば絵じてん
たくさんの単語があり、ものの名前や言葉などを日本語と英語の音声や効果音などを
通してわかりやすく学ぶことができる。

120 国語 戸田デザイ 003 あいうえおえほん 絵本で見ることで視覚的に覚えることができる。

121 国語 戸田デザイ 007 よみかた絵本
ひらがなを少しずつ覚えてきたが、まだ語彙が少ないため、いろんな言葉を知って語
彙を増やすことや、音読を通して発音の練習に使用したい。

122 国語 戸田デザイ 503 ことばじてん絵本 実物と言葉のマッチングの学習に有効であるため。

123 国語 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）

読み書きの基礎を習得し、日常生活の中での会話や文章表現に生かせるようにした
い。さらには、自分の思いを適切な言葉で表現できるようにさせたい。

124 国語 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）

カタカナ、漢字を書く練習だけでなく、声に出して読んだりすることで単語の理解や
発音の練習にもつながるから。

125 国語 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）

漢字を含んだ単語や文章を正しく書けるようになるため。

126 国語 同成社 A04 ゆっくり学ぶ子のための  国語４
音訓、動詞、形容詞、丁寧語、会話体など子どもの段階にあった内容の学習ができる
から。

127 国語 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）

平仮名に興味をもち、なぞり書きができるようになってきたので、挿絵のあるページ
を読んだり書いたりして平仮名の読み書きに慣れさせたい。

128 国語 東洋館 002 くらしに役立つ国語
自己紹介や話し合いなど日常生活で生かせる内容で構成されており、これから生きて
いくうえで必要な力を身につけることができるから。

129 国語 永岡書店 503 マグネットおべんきょうシール  あいうえお
マグネットシールを操作することを通して、ひらがなの素地を育むことができるた
め。

130 国語 日本教育研 505
ひとりだちするための  ビジネスマナー＆コミュニケーショ
ン

人とのコミュニケーションで必要な語学力を、本教材で習得することで定着を図りた
い。

131 国語 日本教育研 A01 ひとりだちするための国語
自分の気持ちを文章で表すなど日常生活で生かせる内容で構成されており、これから
生きていくうえで必要な力を身につけることができるから。
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132 国語 評論社 505 さわってあそぶコロちゃんののうじょう
感触を楽しめる仕掛けがある本を用いることで、視覚だけでなく触覚からもイラスト
を楽しむことができる。

133 国語 ひさかた 595 さわってごらん！ふしぎなふしぎなまほうの木
教員の話す物語を聞いたり、教員の促しに応じたりしながら物語に親しむことができ
る。

134 国語 ひさかた 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

どんな物にどんな色が使われているのかが分かりやすく書かれていたから。

135 国語 福音館 509 幼児絵本シリーズ  きんぎょがにげた 色彩豊かな絵のため興味をもって読むことができる。

136 国語 福音館 536 ０．１．２．えほん  てんてんてん 視覚的にわかりやすい絵本を通して絵本に親しみ、教員とのやりとりを楽しむ。

137 国語 福音館 599 こどものとも絵本  そらまめくんのベッド 親しみやすいストーリーのため興味をもって読むことができる。

138 国語 福音館 638 福音館の単行本  にほんご
ひらがなの読み書きを覚えた児童が音読を楽しみながら、日本語を学んでいくのに適
した本であるため。

139 国語 福音館 H21 ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐら 親しみやすいストーリーのため興味をもって読むことができる。

140 国語 福音館 H26 こどものとも絵本  おおきなかぶ 繰り返しの言葉が多く、掛け声に興味を持って聞いたり、音声を発したりできる。

141 国語 ブロンズ新 A02 らくがきえほんあ・い・う・え・お
自分の名前や、ものの名前を繰り返し書けること、色々な線や色にふれることができ
ることで、色彩感覚や抽象的概念を養えると考えたため。

142 国語 文化出版局 526 これしってるよ  みぢかなもの 親しみやすい絵や、身近な生活の場面がある。

143 国語 フレーベル 507 おしゃべりアンパンマン  あいうえおであそぼう
あいうえおの音声を聞いて自分でキーを押しながら、５０音の学習に取り組むことが
できるから。

144 国語 フレーベル 528 アンパンマンとはじめよう！  おもしろあいうえお
人気のキャラクターの絵などがカラーで見やすく、興味を持って取り組むことができ
る。

145 国語 ポプラ 526 おととあそぼうシリーズ９  どうぶつなんてなく？
身近な動物のたくさんの声を聞き、鳴き声を通して言葉の学習に役立てることができ
る。

146 国語 ポプラ 555
音のでる知育絵本２０  わらべきみかの音のでることばえほ
ん

音声を通して、楽しみながら言葉の知識を広げることができる。

147 国語 ポプラ 585
のびのび総合知育絵本１５  新装版わらべきみかのことばえ
ほん

たくさんの言葉がわかりやすい絵と共に記されていて、言葉の学習に役立つため。

148 国語 ポプラ 675 こえでおぼえるトーマスあいうえお
文字表記とそれに伴う音を聞き、五十音の表記と音をあわせて覚えるために、好きな
キャラクターの音が出る本で意欲を引き出したい。手指の巧緻性も高めたい。

149 国語 ポプラ 701 どうぶつえあわせぴったりカード イラストの絵合わせを楽しみながら、文字の学習ができるため。

150 国語 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 聴覚優位の生徒に、音でひらがなに親しみながら学習をさせたい。
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151 国語 ポプラ P15 音のでる知育絵本１５  こえでおぼえるごあいさつえほん 音が出る仕掛け絵本を楽しみながら、あいさつを学ぶことができる。

152 国語 リーブル 001 あっちゃんあがつくたべものあいうえお
ひらがなが読めるようになってきているので、単語や短い文章を読み、楽しく学習が
できるため。

153 国語 かもがわ 504
特別支援教育のカード教材  意味からおぼえる漢字イラスト
カード３年生上

大好きなカードを使って漢字を意味と一緒に覚えることができるから。

154 国語 喜楽研 509 くりかえし漢字練習プリント小学２年
一つの漢字を何度も取り上げ、繰り返し学習することで習得できる。また、現在同じ
教材の小学１年を使用しており、継続使用を希望する。

155 国語 喜楽研 526 くりかえし漢字練習プリント小学３年
一つの漢字を何度も取り上げ、繰り返し学習することで習得できる。また、現在同じ
教材の小学２年を使用しており、継続使用を希望する。

156 国語 喜楽研 539 くりかえし漢字練習プリント小学６年 5段階構成で漢字を学べるため。

157 国語 喜楽研 620 豊かな読解力がつく国語プリント小学２年改訂版 学年ごとに対応していて、教えやすく学びやすい。基礎学力をつけやすいので選択。

158 国語 喜楽研 621 豊かな読解力がつく国語プリント小学３年改訂版 学年ごとに対応していて、教えやすく学びやすい。基礎学力をつけやすいので選択。

159 国語 喜楽研 622 豊かな読解力がつく国語プリント小学４年改訂版 たくさんの物語を読むことで、読解力を身につけるため。

160 国語 喜楽研 634 豊かな読解力がつく国語プリント小学１年改訂版 学年ごとに対応していて、教えやすく学びやすい。基礎学力をつけやすいので選択。

161 国語 喜楽研 643 ゆっくりていねいに学びたい子のためのひらがなワーク
ひらがなを書く練習だけでなく、声に出して読んだりすることで単語の理解や発音の
練習にもつながるから。

162 国語 喜楽研 644 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばワーク 文字の習得と合わせて、ことばの習得を目指すため。

163 国語 紀伊國屋 501 どっちがへん？スペシャル
二枚の絵を見比べて、その違いを簡単な言葉で話したり伝えたりする態度を育てるこ
とができる。

164 国語 幻冬舎 502 武田双雲水で書けるはじめてのお習字かん字
水で書けるので汚れを気にせず思いっきり書くことができ、何度も練習ができるた
め。またイラストがあり、字を身近に感じることができるため。

165 国語 コンセル 514 はらぺこあおむしメモリーゲーム ゲーム形式で楽しみながら様々な言葉を知ることができる。

166 国語 佼成出版 507 なにをたべてきたの？ 表情・身振り・音声等、簡単な言葉で表現することを楽しむことができる。

167 国語 交通新聞 510 おいしいあいうえお
ひらがなの定着が難しい対象児童が興味をもって文字の読みや音読の練習を通してひ
らがなを覚えられるようにしたい。

168 国語 コスミック 511 たのしくこうさく！  きってはってぬってぶっく 巧緻性を高め、文字学習につなげたい。

169 国語 コロロ発達 501 自閉症児のためのコミュニケーションワーク  いつどこだれ 会話の文を詳しく言えるようになってほしいため。
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170 国語 ジアース 502
すぐに使える学習シリーズ  特別支援のためのことばの学習
第１集

学校生活における、掃除、給食、係活動など場面ごとに構成されており、場面ごとに
視覚的に分り易い為、該当児童のように視覚支援の必要な子に効果的と思えた。

171 国語 清風堂書店 528 小学国語習熟プリント１年生 平仮名や単語に興味を持ち始め、書き取る力を伸ばしていきたい。

172 国語 清風堂書店 529 小学国語習熟プリント２年生 学年ごとに対応していて、教えやすく学びやすい。基礎学力をつけやすいので選択。

173 国語 清風堂書店 530 小学国語習熟プリント３年生 学年ごとに対応していて、教えやすく学びやすい。基礎学力をつけやすいので選択。

174 国語 清風堂書店 530 小学国語習熟プリント３年生 生活に応じた漢字や文章の理解を深めさせたい。

175 国語 清風堂書店 531 小学国語習熟プリント４年生 文章を理解させ漢字の書き取りを通して習熟度を深めたい。

176 国語 清風堂書店 655 小学漢字総復習一字プリント
小学校漢字復習に焦点をあてた本教材により、基礎漢字の学習に活用することができ
る。

177 国語 東京書籍 511 旭山動物園ＡＲどうぶつ図鑑 動物の名前から言語習得への糸口に活用したい。

178 国語 徳間書店 530 徳間アニメ絵本３  天空の城ラピュタ 好きな物語を通して言語への関心を高めたり、感情の学習に繋げたい。

179 国語 フォーラム 528 基礎・基本ことばの練習帳  小学校中学年３・４年生 語彙が少ない生徒に対して、繰り返し指導がしやすい内容であるため選択。

180 国語 フォーラム 547 作文天国なぞりがきコース  小学低学年１・２・３年生
自分では文章を書くことが難しい児童が、なぞることで文章表現に親しむことができ
るから。

181 国語 本の泉社 501 小学校学習漢字１００６字がすべて読める漢字童話 本人の漢字の力に合わせて音読を進めることができる。

182 国語 三起商行 549 ポカポカフレンズのことばえほん  こえであいうえお 親しみやすい童謡や手遊び歌が絵を見ながら楽しむことができるため。

183 国語 三起商行 550 ポカポカフレンズのおしゃべりえほん  もしもしでんわ 電話でのやり取りを通して、日常会話や他社とのやりとりを学ぶことができるため。

184 国語 三起商行 564
ポカポカフレンズのしかけと音のえほん  なにしてるの？せ
いかつ

イラストに合った効果音が流れることと動かせる仕掛け絵本なので、興味をもって生
活に関するものについて知ることができる。

185 国語 光村教育 505 うつしまるくん２年（光村図書版１～３分冊） 見やすく書きやすい工夫がされているので、集中して取り組むことができる。

186 国語 光村教育 506 うつしまるくん３年（光村図書版１～３分冊） 見やすく書きやすい工夫がされているので、集中して取り組むことができる。

187 国語 明治図書 511 グレーゾーンの子どもに対応した  作文ワーク中級編 文書を書く力をつけてほしいため。

188 国語 明治図書 513 読み書きが苦手な子どもへの＜つまずき＞支援ワーク
読み書きが苦手な生徒にもわかりやすく指導ができる工夫がされており、理解がしや
すいので選択。
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189 国語 明治図書 525 読み書きが苦手な子どもへの  〈基礎〉トレーニングワーク 対象生徒の読み書きが苦手な部分をこの図書で伸ばしたい。

190 書写 あかね書房 001 単行本  さわってあそぼうふわふわあひる 書字動作の導入として、指先の感覚・操作機能を高めるのに適しているため。

191 書写 あかね書房 A02 もじのえほん  かたかなアイウエオ
カラー付きの絵と楽しい言葉遊びのカタカナの説明文でカタカナを楽しみながら学ぶ
ことができるため。

192 書写 偕成社 615
とびだす・ひろがる！えほんシリーズ  とびだす・ひろが
る！たべものえほん

立体的になった教材のため、楽しみながら文字や言葉の学習に取り組むことができる
ため。

193 書写 学研 559 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぐるぐるかくほん
ストーリーを楽しみながら様々な線を引くことで、書くことに親しむ態度を育てるこ
とができる。

194 書写 学研 562 おうさまのたからばこ  ふしぎなクレヨン
対象児童は鉛筆等を握ることが難しいため、楽しく自由にかくことで運筆を学ばせた
い。

195 書写 学研 671 いっしょにあそぼ  しましまぐるぐる 波線、曲線の書字に役立つから。

196 書写 学研 676 いっしょにあそぼ  ぬのひもえほんしましまぐるぐる 色彩がはっきりしていて、視覚に訴えるのに有効な絵本であるため。

197 書写 学研 707 ４年生までに身につけたい言葉力１１００ 語彙の少ない児童が、多くの言葉に触れて書き取り練習ができるから。

198 書写 学研 759
あそびのおうさまＢｏｏｋ  まじょのかいてけしてまたかい
て

筆記用具に興味をもってきており、書いたり消したりする活動に興味を持って取り組
むことができる。

199 書写 学研 G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん 様々な筆記具に慣れることや、運筆の前段階の練習として取り組むことができる。

200 書写 学研 G09 あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん 筆圧をつけ、書字の力を伸ばすため。

201 書写 学研 G12
あそびのおうさまＢＯＯＫおうさまのたからばこ  スタンプ
ポン

言葉を出すのが難しく、様々な文を学習して会話につなげたり書くことにつなげたい
ため。

202 書写 くもん出版 501 もじ・ことば２  はじめてのひらがな２集 書きやすい文字から順に大きめの文字をなぞって書字の練習ができるから。

203 書写 くもん出版 506 もじ・ことば８  ぶんのおけいこ
短い文がカラーのイラスト付きで描かれていて、親しみやすいことから、短い文の読
み取りに意欲的に取り組むことができると考えられるため。

204 書写 くもん出版 507 もじ・ことば９  はじめてのカタカナ カタカナに興味をもって学習するため。

205 書写 くもん出版 508 もじ・ことば１０  カタカナおけいこ カタカナを書く素地を身につけることができる。

206 書写 くもん出版 515 書きかたカードカタカナ カードに反復して記入でき練習しやすいため。

207 書写 くもん出版 522 カタカナカード
分かりやすい絵と文字で構成されているので、簡単な文章の理解へつなげることがで
きるため。
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208 書写 くもん出版 523 ぶんカード１集 文字がまだ読めないので自分で操作する楽しみがある教材がほしいため。

209 書写 くもん出版 524 ぶんカード２集
言葉を出すのが難しく、様々な文を学習して会話につなげたり書くことにつなげたい
ため。

210 書写 くもん出版 525 ゆびなぞりカードひらがな へこみを指先の刺激で感じることから書字への興味につながるから。

211 書写 くもん出版 526 反対ことばカード 対義語に慣れ親しむことができる。

212 書写 くもん出版 552 ファーストステップドリル  さいしょのぬってみよう 鉛筆を使いこなすことにつながる手先の力を遊びながら育てることができるため。

213 書写 くもん出版 579 こうさく４  かみこうさくあそび 巧緻性を高め、より美しい文字が書けるようにするため。

214 書写 くもん出版 A03 もじ・ことば３  やさしいひらがな１集
なぞり書きだけではなく、自分で書くところもありひらがなの書き方を意識できるよ
うになるため。

215 書写 くもん出版 A11 もじ・ことば１１  はじめてのかん字 簡単な漢字の書写を通して漢字に親しむため。

216 書写 くもん出版 C01 書きかたカード「ひらがな」 文字学習への導入と、ペンを使った運筆練習ができる。

217 書写 くもん出版 D01 ひらがなカード 文字の表記が大きく、カード形式のため用途が多彩。

218 書写 講談社 E01
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

この図書で対象児童の気持ちを伝える言葉の力伸ばしたい。

219 書写 こばと 601 初級編ステップアップ  マッチングⅠ マッチングを通して、字形を見分ける素地を育てる。

220 書写 こばと 602 初級編ステップアップ  マッチングⅡ 形をみて同じ物を認識するような学習を積み文字を識別する力を育てたい。

221 書写 こばと 603 初級編ステップアップ  ことば・もじ
弁別能力や目と手の協応の発達を意識した構成になっており、大きくわかりやすいプ
リントで見てわかる使用になっている。視覚的支援が必要な児童にもわかりやすい。

222 書写 こばと 606 中級編ジャンプアップ  こくごⅡ
カラーでわかりやすく描かれていて、カタカナの読みと書字の学習に興味をもって取
り組めると考える。

223 書写 視覚デザイ 511 かたちでおぼえるあいうえお
字と絵の混ざったイラストがイメージとして頭に残りやすく、児童の記憶の仕方に
合っているため。

224 書写 小学館 659 知育ドリル  はじめてのおけいこカタカナ４・５・６歳 片仮名を読んで書く力をつけさせたい。

225 書写 小学館 665
ドラえもんとやってみよう！  ドラえもんはじめてのひらが
な

好きなキャラクターを通して文字に興味・関心をもつことができるため。

226 書写 小学館 679 妖怪ウォッチひらがなカタカナかきかたブック  あいうえお キャラクターに親しみをもち学習できるため。
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227 書写 ジュラ 002 ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん  あそぼ！ 楽しみながら書く経験ができ、ペンを持つことに慣れることができる。

228 書写 ジュラ 504 ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん  １・２・３ 全ページに何度でもペンで自由に書くことができ、書く意欲につながる。

229 書写 成美堂出版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！ 歌に合わせて楽しく運筆の練習ができる。

230 書写 成美堂出版 667 はじめてのえんぴつちょう４・５・６歳  やさしいかんじ 簡単な漢字の書写を通して漢字に親しむことができるため。

231 書写 世界文化社 631 パズルで花まる！  ５・６・７歳めいろ・まちがいさがし 楽しみながら取り組むうちに、自然と運筆の練習になるため。

232 書写 太郎次郎社 509
子どもがしあげる手づくり絵本  あいうえおあそび下かな文
字へんしん術

平仮名50音に親しんできた児童が、ゲームや身体表現を通して、さらに文字の習熟を
進めることができる教材であるため。

233 書写 太郎次郎社 517 漢字がたのしくなる本シリーズ  新版９８部首カルタ カルタで遊びながら学んでほしいため。

234 書写 太郎次郎社 530 もじかきうたカタカナカルタ５０音
カタカナの読み書きを定着させたい児童が楽しみながら繰り返しカタカナに触れて学
ぶのに適した教材だから。

235 書写 東京書店 519 ０さいからのにほんごえいごことば絵じてん ペンを使い言葉をなぞることで書く意欲につながる。

236 書写 戸田デザイ 003 あいうえおえほん ひらがなの書き順が、見やすく丁寧に書いてあり、わかりやすい。

237 書写 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）

身の回りで使われているカタカナや漢字に触れることで、楽しみながら学習させた
い。

238 書写 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）

ひらがなを読んだり書いたりしながら段階的に学習ができる。

239 書写 ナツメ社 517 朝のペン字練習帖 字形の練習用として。

240 書写 評論社 507 さわってあそぶえほん  ちっちゃなウサちゃんおねんねよ 書字動作の導入として、指先の感覚・操作機能を高めるのに適しているため。

241 書写 ＰＨＰ 001 子どもの字がうまくなる練習ノート 鉛筆で文字を書く練習を積むため。

242 書写 フレーベル 502
アンパンマンのワークだいすき！  アンパンマンのもじ・こ
とば

文字だけでなくあみだなど、児童が楽しみながら学習できると考えたため。

243 書写 フレーベル 523 アンパンマンとはじめよう！  ひらがなあいうえお キャラクターと声を出し、ひらがなや発語への興味関心意欲を高める。

244 書写 フレーベル 526 アンパンマンとはじめよう！  ぐるぐるぬりぬり
好きなキャラクターを見ながら、自由に書くことで、ペンを持つことを楽しむことが
できるから。

245 書写 フレーベル 530 アンパンマンとはじめよう  いろ・かず１・２・３ 好きなキャラクターで楽しく色と数を勉強できるから。
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246 書写 ポプラ 683 音のでる知育絵本２２  脳科学からうまれたにぎにぎえほん 付属の人形を触ることで音が鳴るなど、手指の感覚を高めることができる。

247 書写 ポプラ 723
ポプラ社の知育ドリルぜんぶできちゃうシリーズ３  せんを
かこう１

直線や曲線を書いたり、線を引くことで、完成する楽しいイラストがあることで楽し
みながら学習できるため。

248 書写 ポプラ M01 うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた
曲に合わせて手本を見ながら文字を書く構成になっており、筆記用具を使って一人で
も活動することができる。自分のペースで進めることができるため。

249 書写 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 音声を聞きながら、書字の素地をつくることができる。

250 書写 朝日学生 512
あさしょう・キッズドリル  よんでかいておぼえるおはなし
ひらがな

聞いたことのあるおはなしが題材になっているので、興味をもって学習できると思っ
たから。

251 書写 かもがわ 509
特別支援教育のカード教材  意味からおぼえる漢字イラスト
カード２年生下

漢字の力をつけたいため。

252 書写 幻冬舎 502 武田双雲水で書けるはじめてのお習字かん字
ひらがなの書き取りができるようになり、カタカナと漢字の読み書きを学習中であ
る。書写の時間に練習することで、文字を書いて文字の書き取りに自信をつけたい。

253 書写 幻冬舎 512 武田双雲水で書けるはじめてのお習字
なぞって書くことができ、乾くと何度も使用できるので、繰り返し文字を書く学習に
取り組むことができる。

254 書写 交通新聞 510 おいしいあいうえお 食べ物、料理と文字を関連付けて学習することができるため。

255 書写 光村教育 501 語彙を広げる！書いて、話して、伝わることば１巻 対象児童の語彙力を伸ばすためにこの図書を活用したい。

256 書写 光村教育 504 うつしまるくん１年（光村図書版１～３分冊） うつし書きが上達してほしいので。

257 書写 ロンパーズ 504
ふわふわぬのブックシリーズ  Ｂａｂｙ’ｓＢｏｏｋはじめ
てのほん（あひるさん）

本に触れて感触を味わうことで手指を動かす練習ができるため。

258 書写
日点（一

般） 005 視覚障害者の漢字学習　（教育用漢字　小学５年） 点字本を使用して学習している。書写の教科書として使用したいから。

259 算数（数学） あかね書房 001 単行本  さわってあそぼうふわふわあひる 感触の違いを楽しみながら、形の違いに触れることができる。

260 算数（数学） あかね書房 503 ゆびにんぎょうえほん１  ３びきのちびくま 指人形を使って、興味をもって数の学習に取り組むことができるため。

261 算数（数学） あかね書房 526 なぞなぞあなあきえほん２  かずのかくれんぼ 数字を楽しく学ばせたい。

262 算数（数学） 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

基本的な図形がわかりやすく示されている。

263算数（数学） 岩崎書店 695 ペネロペいまなんじ？
日頃、時間を意識して活動することができないため、プラスチックの時計を使うこと
で興味をもち、時間の流れや針の動きを覚えることに役立てたいと考えたため。

264 算数（数学） 岩崎書店 723 時計がわかる本 イラストを通して、時計に興味関心を育むことができる。
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265 算数（数学） 岩崎書店 E04 五味太郎のことばとかずの絵本  かずの絵本 絵本で楽しみながら数をおぼえることができるから。

266 算数（数学） 絵本館 D02 五味太郎の絵本  かずのえほん１・２・３
視覚的な仕掛けがあるこの図書で、対象児童の数の概念を育てたいと思い、選定し
た。

267 算数（数学） 偕成社 504
五味太郎ゲーム・ブック（１）  さがしてみようみつけてみ
よう

ゲーム形式で物を見分けたり分類する作業を通して、図形に関する初歩を学ぶため。

268 算数（数学） 偕成社 573
エリック・カールの絵本（音の出る絵本）  １０このちいさ
なおもちゃのあひる

具体物や絵を音を鳴らしながら数えることができ、１～１０の数の学習につながるた
め。

269 算数（数学） 偕成社 644 まついのりこ・数の絵本  はじめてのひきざん
児童がお話を読むことで基本的な考え方「とる」＝「ひきざん」を身に着けることが
期待できるから。

270 算数（数学） 偕成社 646 算数たんけん（３）  ２けたのたしざんひきざん 一桁の計算から二桁へ計算機操作の向上のため。

271 算数（数学） 偕成社 647
算数たんけん（４）  くりあがりくりさがり２けたのたしざ
んひきざん

繰り上がり繰り下がりの苦手な児童が本書を使って繰り返し学習できるから。

272 算数（数学） 偕成社 652
よむ、かく、わかる！さんすう教室（２）  よむ、かく、わ
かる！さんすう教室初級編

算数学習の基礎的なものがわかりやすく表現されているため。

273 算数（数学） 偕成社 653
よむ、かく、わかる！さんすう教室（３）  よむ、かく、わ
かる！さんすう教室中級編

計算の問題場面をイメージしながら学習に取り組めるように選んだ。

274 算数（数学） 偕成社 654
よむ、かく、わかる！さんすう教室（４）  よむ、かく、わ
かる！さんすう教室上級編

算数の文章題を絵を描く方法で解き、読解力をつけるため。

275 算数（数学） 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
身近な動物とともに数字が鮮やかな絵で示されており、視覚的に理解しやすく、具体
物を数える力をつけることができる。

276 算数（数学） 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
ぶらんこあそびの数唱ができ、身近にあるものの具体物を数える活動につなげること
ができる。

277 算数（数学） 学研 514 小５算数をひとつひとつわかりやすく。 基礎から学べ、算数力の土台をつくれるため。

278 算数（数学） 学研 515 小６算数をひとつひとつわかりやすく。 基礎から学べ、算数力の土台をつくれるため。

279 算数（数学） 学研 522 中１数学をひとつひとつわかりやすく。 基礎から学べ、数学力の土台をつくれるため。

280 算数（数学） 学研 523 中２数学をひとつひとつわかりやすく。 基礎から学べ、数学力の土台をつくれるため。

281 算数（数学） 学研 524 中３数学をひとつひとつわかりやすく。 基礎から学べ、数学力の土台をつくれるため。

282 算数（数学） 学研 553 毎日のドリル  小学１年のすう・りょう・ずけい
現在、小学校１年生の内容に入るためのレディネスの学習を行っていることから、来
年度、この図書を使って小学校１年生の内容に入りたいと考えているため。

283 算数（数学） 学研 556 毎日のドリル  小学４年の数・量・図形 反復練習により、知識を確実に定着させるため。
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284 算数（数学） 学研 557 毎日のドリル  小学５年の数・量・図形 反復練習により、知識を確実に定着させるため。

285 算数（数学） 学研 708 宮本算数教室の教材  賢くなるパズル入門編 パズルを通して算数的感覚を養うことができる。

286 算数（数学） 学研 709 さわって学べる算数図鑑 触ったりめくったりして操作しながら算数の学習ができるため。

287 算数（数学） 金の星社 621 はじめての絵本たいむ  あいさつ
ものの大小や多少に関心をもったり、身近な具体物を見分けたり分類したりする学習
ができるため。

288 算数（数学） 金の星社 637 アニメおさるのジョージとけいえほん  いまなんじ？
ストーリーに沿って本の文字や時計の写真を見ながら、付属の時計を動かして学ぶこ
とができる。

289 算数（数学） 金の星社 650 音のでるとけいえほん  いまなんじ？ 時計の学習に音声教材が加わり、視覚的にも体感的にも学習を深めることができる。

290 算数（数学） 金の星社 703 音のでる絵本  ピカピカ！プルル♪スマホであそぼ！ 数字の音を聞いて、親しむことができる。

291 算数（数学） くもん出版 523 ぶんカード１集
対象児童は、10まで数えることができる。本教材を通して、数への理解を広げるため
選定した。

292 算数（数学） くもん出版 556 かず・けいさん１  はじめてのすうじ
１～１０までの数字が、親しみやすいイラストとともに描かれており、数の概念や数
字の書き方をわかりやすく学ぶことができる。

293 算数（数学） くもん出版 557 かず・けいさん２  やさしいすうじ 数字を書いたり読んだりし、基本概念を学習することができるため。

294 算数（数学） くもん出版 559 かず・けいさん４  はじめてのたしざん たし算の意味を理解し、１桁＋１桁の計算ができるようにさせたい。

295 算数（数学） くもん出版 560 かず・けいさん５  たしざんおけいこ１集 たしざんの習熟を図るため。

296 算数（数学） くもん出版 564 かず・けいさん９  はじめての九九 くりかえし行うことで、学力の定着を図るため。

297 算数（数学） くもん出版 565 かず・けいさん１０  はじめてのとけい 時計の読み方を理解するため。

298 算数（数学） くもん出版 566 かず・けいさん１１  とけいのおけいこ １分刻みの時刻の学習ができ、ドリル形式で学習がしやすい。

299 算数（数学） くもん出版 613 小学ドリル算数  １年生のすう・りょう・ずけい
数と量と図形に特化しているので、この単元の苦手な生徒に対して集中して取り組む
ことができるので選択。

300 算数（数学） くもん出版 614 小学ドリル算数  ２年生の数・りょう・図形
数と量と図形に特化しているので、この単元の苦手な生徒に対して集中して取り組む
ことができるので選択。

301 算数（数学） くもん出版 615 小学ドリル算数  ３年生の数・りょう・図形
数と量と図形に特化しているので、この単元の苦手な生徒に対して集中して取り組む
ことができるので選択。

302 算数（数学） くもん出版 616 小学ドリル算数  ４年生の数・量・図形
数と量と図形に特化しているので、この単元の苦手な生徒に対して集中して取り組む
ことができるので選択。
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303 算数（数学） くもん出版 617 小学ドリル算数  ５年生の数・量・図形
今年度は計算問題を重点的に行っている。来年度は計算問題以外の内容の学習をした
い。

304 算数（数学） くもん出版 618 小学ドリル算数  ６年生の数・量・図形
数と量と図形に特化しているので、この単元の苦手な生徒に対して集中して取り組む
ことができるので選択。

305 算数（数学） くもん出版 620 小学ドリル算数  ２年生の文しょうだい ドリル形式で学習しやすく、数や量に関する基礎を学ぶことができる。

306 算数（数学） くもん出版 621 小学ドリル算数  ３年生の文章題
今年度は小学3年生程度の四則計算の定着に取り組んでいる。来年度は文章を読み取
り、どの計算方法を使うのか考える学習をさせたい。

307 算数（数学） くもん出版 622 小学ドリル算数  ４年生の文章題
今年度は小学4年生程度の四則計算の定着に取り組んでいる。来年度は文章を読み取
り、どの計算を用いるか正しい選択ができる力をつけたい。

308 算数（数学） くもん出版 628 小学ドリル算数計算  ２年生のかけ算（九九） 今年度は九九の学習をしている。定着を図るために使用したい。

309 算数（数学） くもん出版 633 小学ドリル算数計算  ４年生の分数・小数 分数と少数を課題とする生徒に対して、取り組みやすい内容になっているので選択。

310 算数（数学） くもん出版 662 けいさん集中がくしゅう小学１年生 １枚ずつ切り離して使いやすそう。計算の習熟を図るため。

311 算数（数学） くもん出版 668 いっきに極める算数（２）  小学２～４年のかけ算・わり算
かけ算・わり算の計算の仕方を徐々にステップアップしながら身につけ、定着させる
のに最適と考えたため。

312 算数（数学） くもん出版 694 かずのえほんいくつかな？ 絵本を通して、数への興味関心を育む。

313 算数（数学） くもん出版 701 時計のみかたが楽しくわかる  くろくまくんのとけいえほん 時計の読みを、日頃から書物の中で定着づけたい。

314 算数（数学） くもん出版 717 くろくまくんのかずあそび・すごろくえほん ゲーム形式で、すごろくをしながら楽しく数の学習に取り組める。

315 算数（数学） くもん出版 D02 とけいカード 時計の読み方や時間の計算の勉強ができる。

316 算数（数学） くもん出版 D03 かずカード
カードに数字等が大きく書かれており、シンプルでわかりやすいため、子どもの数字
への興味関心を引き出すことが期待できるため。

317 算数（数学） くもん出版 E01 はとのクルックのとけいえほん
「長い針が２になったらね」という言葉をきいて待てるようになった。実際に針を動
かしたり、音が出るので興味をもって読むことで時計に関心をもって生活できる。

318 算数（数学） 講談社 541 ブルーナのおはなしちえあそび  おおきいちいさい 絵本を通して楽しみながら大小を知ることができるため。

319 算数（数学） 講談社 542 ブルーナのアイディアブック  ミッフィーのいまなんじ 学年相応の内容が難しい対象児童が、時計に関心をもち、時刻の理解につなげたい。

320 算数（数学） 講談社 579 のりものつみき
大好きな乗り物を教員と一緒に積み木で作りながら○や□などの形の学習に取り組む
ことができるから。

321 算数（数学） 講談社 H05 ブルーナのアイディアブック  ミッフィーの１から１０まで １から１０までの数をはっきりとしたイラストで学習することができるため。
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322 算数（数学） こぐま社 E01 こぐまちゃんえほん別冊  さよならさんかく
１，２，３が分かってきたところなので、遊ぶように楽しみながら、数字の学習をさ
せたい。

323 算数（数学） 小峰書店 C02 くまたんのはじめてシリーズ  おいしいおいしい１・２・３ 食べ物が大好きなので、本人の興味関心を引きながら数の学習を行いたい。

324 算数（数学） 合同出版 506
子どもとマスターする４６のお金の知識  イラスト版お金の
しごと

お金の使い方や金種を覚えるきっかけになるため。

325 算数（数学） こばと 601 初級編ステップアップ  マッチングⅠ マッチングをしながら、形などについて学ばせたい。

326 算数（数学） こばと 602 初級編ステップアップ  マッチングⅡ イラストを見て、楽しみながらものの大小や多少、分類などの学習ができるため。

327 算数（数学） こばと 604 初級編ステップアップ  かず・すうじ 1対１対応でものの数と概念や数字が一致できるようになることをねらうため。

328 算数（数学） こばと 608 初級編ステップアップ  さんすうⅠ
ドリル形式で学習しやすく、わかりやすいイラストや図などで視覚的に確認しながら
簡単な計算の仕方などの理解を促すことができる。

329 算数（数学） こばと 609 中級編ジャンプアップ  さんすうⅡ
数と数字の対応から10までの足し算、引き算の立式と計算までで構成されていて、理
解を助けるため。

330 算数（数学） こばと 610 中級編ジャンプアップ  さんすうⅢ
大きな数や、３けたのたし算、ひき算などを繰り返し練習することで、算数の技能を
高めたい。

331 算数（数学） こばと 619 上級編レベルアップ  お金と時計の文章題
ドリル形式で学習しやすく、時計やお金の図やイラストなどで、視覚的にわかりやす
く学習できる。

332 算数（数学） こばと B01 中級編ジャンプアップ  とけい・おかね・カレンダー 将来の生活で必要な時計の読み方やお金の数え方を身に着けさせるため。

333 算数（数学） 三省堂 A04 三省堂こどもかずの絵じてん
１桁から２桁の数や時計等、豊富な内容が掲載され、イラストが多いので楽しみなが
ら金銭、時計等の使い方に慣れることができるため。

334 算数（数学） 視覚デザイ 517 かずとすうじのでんしゃじてん
電車に興味がある生徒の実態に合っており、意欲的に数の学習に取り組むことができ
る。

335 算数（数学） 小学館 524
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶかず・かた
ちの図鑑

本に凹凸があり、文字が大きいためわかりやすく、数や形への興味関心を引き出すこ
とができる。

336 算数（数学） 小学館 686 トミカ・プラレールやさしいかずかたち 学習に興味が向きにくい生徒も、簡単な数字学習ができる。

337 算数（数学） 小学館 688 ドラえもんとおぼえよう！とけいのえほん
時計に興味をもち始めたので、好きなドラえもんの本ならば、より楽しく学習に取り
組めると考えたため。

338 算数（数学） 小学館 689 ｎｅｗドラえもん九九のうたＣＤブック
算数への関心は低いが音楽には親しみをもっているため音声による支援が児童の可能
性を広げると考えた。

339 算数（数学） 小学館 B06 ２１世紀幼稚園百科６  かずあそび１・２・３
１０までの数や身近な数について、絵や写真をふんだんに使って親しめるような教材
であり、児童の興味に沿うものと思われるため。

340 算数（数学） 小学館 Z01 デコボコえほん  かずをかぞえよう！
手で触って感じながら、触覚を通して数の学習ができ、数への関心につなげることが
できる。

18 / 48 ページ



NO 種目 発行者 図書番号 一般図書名 希望理由

341 算数（数学） 成美堂出版 613 わくわくコンビニあそびレジスター お金の計算を体感できる教材をとおして、金銭の計算習得に繋げることができる。

342 算数（数学） 大日本絵画 565 あなあきしかけえほん  かわいいてんとうむし
１０までの数を手で触りながら教師と一緒に数えたり、数唱したりすることを通し
て、物の多少や大小に関心をもち、少しずつ数への意識を高めていきたい。

343 算数（数学） 大日本絵画 617 めくりしかけえほん  はこのなかにはなんびきいるの？ 絵本に出てくる虫たちを、数える活動を通して、数概念を身につけられるため。

344 算数（数学） 大日本絵画 715 めくりしかけえほん  たのしいかずのえほん
簡単な数がわかりやすく掲載されており、興味のある活動で、数の学習に取り組むこ
とができる。

345 算数（数学） 戸田デザイ 002 １から１００までのえほん 100までの数字の理解を深めることができるため。

346 算数（数学） 同成社 503
ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＡ  ２けたまでのた
しざんひきざん

ドリル形式で学習しやすく、ステップが細かく作られているので、無理なく計算の基
礎を学習することができる。

347 算数（数学） 同成社 C01
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）

数についての基本的な知識を得ることができるため。

348 算数（数学） 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）

具体物から「数」への結びつける仲立ちとしてタイルを用いて解説されており、現在
タイルを用いて具体物からの抽象化を図っているので理解度に合った教材と考えた。

349 算数（数学） 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）

たし算やひき算の基本的な考え方を習得し、日常生活の中で場面に応じた必要数を考
えられるようにしたい。また、十進法の仕組みを正しく理解させたい。

350 算数（数学） 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）

くり上がりなど計算の方法を、イラストや図を見て具体物を操作しながら、順序立て
て理解させたい。お金の計算と共に日常生活に関連する内容であり、定着させたい。

351 算数（数学） 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）

文章問題も取り入れて応用力を身に着けることができる。

352 算数（数学） 東洋館 003 くらしに役立つ数学
お金を使うことや時刻や時間の概念、調理をするときの量の概念などの学習に役立つ
と感じたため。

353 算数（数学） 永岡書店 506 木のえほん  どうぶつパズル 自然に数に親しみながら、身近にある具体物を数えることができる。

354 算数（数学） 永岡書店 526 やさしくまなべるすうじドリル 11以降の数の概念を理解する学習がしたいから。

355 算数（数学） ナツメ社 524 算数なるほど大図鑑
オールカラー、身近な例を交えながらイラストや写真を多用して解説しており、理解
しやすい。楽しみながら算数の理解を深めることができる。

356 算数（数学） 日本教育研 A02 ひとりだちするための算数・数学 買い物や時間など、身近な数学力を身に着けることができるため。

357 算数（数学） ひさかた B02 ミーミとクークのえほん  ミーミとクークの１・２・３ 身近にあるものを題材にし、数学習の導入ができる。

358 算数（数学） ひさかた C05 スキンシップ絵本  かずのえほん 分かりやすい絵であるため、初歩的な数を認識する力を養うことができる。

359 算数（数学） ＰＨＰ 625 小中学校の算数・数学が９時間でわかる本
断片的に習得している数学力を、算数から短時間で振り返り、数学への反復学習につ
なげたい。
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360 算数（数学） ＰＨＰ 680 楽しい調べ学習シリーズ  算数の考える力をつけよう！ 算数とはを学んでみると理解は深まるため。

361 算数（数学） 福音館 501 ブルーナの絵本  まる、しかく、さんかく はっきりとした色で図形が描かれているため、形の弁別がしやすい。

362 算数（数学） 福音館 543 かがくのとも絵本  かずのほん 数と物を対応させるため。

363 算数（数学） 福音館 601 安野光雅の絵本  はじめてであうすうがくの絵本３ 絵本を通して、数学子学習に親しみやすく入ることができるため。

364 算数（数学） 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 絵本を通して、数学子学習に親しみやすく入ることができるため。

365 算数（数学） フレーベル 504
アンパンマンのワークだいすき！  アンパンマンのかずあそ
び

人気のキャラクターの絵などがカラーで見やすく、興味を持って取り組むことができ
るため。

366 算数（数学） フレーベル 527 アンパンマンとはじめよう！  いろ・かず・かたちカード カードに実際に触れながら、色数形に興味・関心を持たせられるため。

367 算数（数学） フレーベル 530 アンパンマンとはじめよう  いろ・かず１・２・３
カードを手で持ったり、触れたりしながら、いろ・かず・かたちに興味・関心をもつ
ことができる。

368 算数（数学） フレーベル 543 とけいであそぼう  アンパンマンいまなんじ？ 針を動かしながら、時刻を読み取る学習ができる。

369 算数（数学） ポプラ 641 やさい・くだものぴったりカード
２つの絵カードを合わせて野菜や果物を完成させる活動を通して、色や形の弁別がで
きる。

370 算数（数学） ポプラ 760
ポプラ社の知育ドリルぜんぶできちゃうシリーズ１６  はじ
めてのすうじ３

数字に慣れ親しむことができる。

371 算数（数学） ポプラ 761
ポプラ社の知育ドリルぜんぶできちゃうシリーズ２５  ３０
までのすうじ

書くだけでなく、シールを貼ったりすることで楽しみながらすうじを覚えることがで
きるから。

372 算数（数学） ポプラ N02 絵本・いつでもいっしょ２  どうぶつなんびき？ デコボコに触れ形を感じることで数字を学ぶことができる。

373 算数（数学） ポプラ P07 音のでる知育絵本７  こえでおぼえる１２３かずのほん
数唱と数字の一致をめざし、数字に音で数唱をあわせて繰り返し聞かせたい。自主的
な操作によって音が出るので、反復練習の意欲が高まると思われる。

374 算数（数学） ポプラ P16
音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけ
いくん

長針や短針を実際に動かしたり、音声で確認しながら時計の学習ができ、時計の使い
方を知ったり、時間の学習への意欲につなげることができる。

375 算数（数学） 民衆社 507 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる１年 本の中に登場する仲間と一緒に自分で工夫しながら楽しく学習することができる。

376 算数（数学） 朝日学生 506 ひとりで学べる算数小学２年生 九九や長さなどの勉強を進めるため。

377 算数（数学） イースト 502 さがしてごらん 形とともに色も含めて弁別する力を高めたいため。

378 算数（数学） かもがわ 521
算数文章題イメージトレーニング  ワークシート１たし算・
ひき算

文章を読むことは苦手なので、問題場面を図などで確認しながら計算に取り組めるよ
うにしたい。
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379 算数（数学） 喜楽研 581 たのしくわかる算数基礎基本プリント４年生 細かいステップで分かりやすい構成になっている。

380 算数（数学） 喜楽研 592 教科書がっちり算数プリント５年徹底習熟編 基礎学力を定着させるために、算数を振り返り、数学力の基礎を作り上げたい。

381 算数（数学） 喜楽研 645 教科書にそって学べるさんすう教科書支援ワーク１－３ ひきざんの習得を目指し、スモールステップで学習を進めたいため。

382 算数（数学） 喜楽研 647
ゆっくりていねいに学べる  どの子もわかる算数プリント２
－１

習熟を図るために、分かりやすいプリント学習を行いたいため。

383 算数（数学） きょういく 502 できるできる算数練習帳３年 図で表示されていて視覚的に理解しやすい。

384 算数（数学） 主婦の友 518 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨぷれいぶっく 手触りや色、形、連続するパターンを、しかけを楽しみながら学ぶことができる。

385 算数（数学） ジアース 505
すぐに使える学習シリーズ  特別支援のためのかずの学習第
１集

１から１０までの数が系統立てて展開されているため、この本を活用して１から１０
までの数の理解を深めたいため。

386算数（数学）清風堂書店 556 改訂版初級算数習熟プリント小学１年生 数字の書き取りや足し算引き算の定着を図りたい。

387算数（数学）清風堂書店 557 改訂版初級算数習熟プリント小学３年生 計算式の考え方の定着をさせたい。

388算数（数学）清風堂書店 558 改訂版初級算数習熟プリント小学４年生 文章題に関心を持たせ計算力の定着を図りたい。

389 算数（数学） 清風堂書店 568 改訂版初級算数習熟プリント小学２年生
計算の基礎から応用までを学習できる。現在同じ教材の小学１年を使用しており、初
級２年生の継続使用を希望する。

390 算数（数学） 清風堂書店 578 改訂版中級算数習熟プリント小学３年生
学年ごとにわかりやすく対応している。基礎学力をつけるのに適しているので選択し
た。

391 算数（数学） 清風堂書店 579 改訂版上級算数習熟プリント小学４年生
学年ごとにわかりやすく対応している。基礎学力をつけるのに適しているので選択し
た。

392 算数（数学） 清風堂書店 589 改訂版中級算数習熟プリント小学２年生
計算の基礎から応用までを学習できる。現在同じ教材の初級小学２年を使用してお
り、中級2年生の継続使用を希望する。

393 算数（数学） 清風堂書店 590 改訂版中級算数習熟プリント小学４年生
計算の基礎から応用までを学習できる。現在同じ教材の初級小学４年を使用してお
り、中級4年の継続使用を希望する。

394 算数（数学） 清風堂書店 598 改訂版中級算数習熟プリント小学５年生
学年ごとにわかりやすく対応している。基礎学力をつけるのに適しているので選択し
た。

395 算数（数学） 清風堂書店 612 改訂版上級算数習熟プリント小学３年生
計算の基礎から応用までを学習できる。現在同じ教材の初級小学３年を使用してお
り、上級３年の継続使用を希望する。

396 算数（数学） 清風堂書店 625 算数が苦手な子どもへ個別支援プリントステップ１ １桁の足し算・引き算を学習している生徒の定着をはかるため。

397 算数（数学） 清風堂書店 626 算数が苦手な子どもへ個別支援プリントステップ２ ２桁の足し算・引き算の学習をしている生徒の定着をはかりたいため。
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398 算数（数学） 清風堂書店 627 算数が苦手な子どもへ個別支援プリントステップ３ かけ算・割り算の学習をを進め、生活に必要な力をつけるため。

399 算数（数学） 清風堂書店 628 算数が苦手な子どもへ個別支援プリントステップ４ ２桁以上のかけ算・割り算の学習を進め、生活に必要な力をつけるため。

400 算数（数学） 清風堂書店 629 算数が苦手な子どもへ個別支援プリントステップ５ 小数や分数の計算の学習を進め、生活に必要な力をつけるため。

401 算数（数学） 清風堂書店 630 算数が苦手な子どもへ個別支援プリントステップ６ 面積や体積の計算などの計算の学習を進め、生活に必要な力をつけるため。

402 算数（数学） 清風堂書店 650 宿題・授業に！今スグ使える算数プリント小学２年生 出題し易く、学力の定着を確認できるので選択。

403 算数（数学） ニコリ 502 ザ・点つなぎ３ 点つなぎのゲームをとおして、数字の順列を習得させたい。

404 算数（数学） ベネッセ 536
たまひよ音と光のずかん絵本  わんにゃんぱおーん！どうぶ
つなきごえずかん

動物の鳴き声を聞きながら、動物を数えるなど数に親しむことができる。

405 算数（数学） ベストセラ 503 おかねのきもち 楽しくお金の計算の学習ができる。

406 算数（数学） 三起商行 526 ポカポカフレンズのおんがくえほん  たいこ 太鼓をたたく音を聞きながら、数を数える学習に取り組むことができる。

407 算数（数学） 三起商行 552 ポカポカフレンズのおしゃべりえほん  カチコチとけい 実際に時計の針を動かしながら、時計の学習ができるので。

408 算数（数学） 三起商行 560 ミキハウス音のでるおしごとえほん  レジスター 童謡に触れ、日本や季節を感じることができるため。

409 生活 偕成社 619 さわる絵本  新装版これ、なあに？ 対象児童に視覚障害があるため、触覚を活用して自然にある物への興味を育てたい。

410 生活 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 仕掛け絵本であるため、興味を持って返事の学習ができる。

411 生活 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 仕掛け絵本であるため、興味を持って返事の学習ができる。

412 生活 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード 基本的な生活技術を身につけるための手順がわかりやすく示されているため。

413 生活 くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード 身の回りにある生活道具の名称や用途を知ることができる。

414 生活 講談社 553 こどもせいかつ百科
服のたたみ方、トイレのマナー、食事のマナーなど日常生活の過ごし方についてカラ
フルなイラストで描かれており、視覚的支援が必要な当該児に有効と思わるため。

415 生活 こぐま社 G01 かおかおどんなかお
周りの人との関わり方がうまくできないことが多く、視覚的な支援をつかって学習し
たいため。

416 生活 小峰書店 E19
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

興味関心が限られているので翻字の興味のある教材が必要なため。
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417 生活 小学館 526
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶせいかつの
図鑑

ひも結びをはじめとする基本的な生活技術を身に着けるための手順がわかりやすいか
ら。

418 生活 小学館 637 きむらゆういちのパッチン絵本  おおきくなったら
視力・聴力共にあまりないので大きなはっきりした絵のものや触覚を使える本が必要
なため。

419 生活 小学館 649 ピタゴラ装置ＤＶＤブック１ 目で装置を追い楽しみながら科学に触れられる。

420 生活 ジュラ 503 シールであそぼう！  プータンのすいぞくかん シールを貼るという活動を通して、興味をもちながら生き物の学習ができるため。

421 生活 成美堂出版 631 音と光のでる絵本  くるっ！がちゃり！かぎあそびハウス 音が出ることにつながることで、やりとりを楽しみながら学べるから。

422 生活 永岡書店 505 マグネットおべんきょうシール  スーパーでおかいもの
大好きなお弁当のおかずが次々と登場することで興味をもって食べ物の学習に取り組
むことができる。

423 生活 永岡書店 508 木のえほん  たべものだいすき 絵本を通して、食べ物を知ることができる。

424 生活 ナツメ社 001 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん
四季だけでなく日ごと植物や行事や言い伝えなどがカラーのイラスト付きで表されて
いて分かりやすいから。

425 生活 ひさかた 544 おべんとうバス バスという身近な乗り物を関心がある食べ物とからめて学習ができるため。

426 生活 ひさかた 595 さわってごらん！ふしぎなふしぎなまほうの木 触ると木が変化するので自発的な動きが増えることを期待できる。

427 生活 福村出版 A05 シリーズ生活を学ぶ５  遠くへ行きたいな
スーパーや食堂等の説明が書かれ道の歩き方から交通ルール、電車やバスの利用の仕
方も掲載されており身近な公共施設などについての知識の獲得が期待できるため。

428 生活 フレーベル 535 にぎやかアンパンマンまちのおと
興味のあるキャラクター絵本を通して、身近にある町の音に興味・関心をもつことが
できる。

429 生活 ポプラ 526 おととあそぼうシリーズ９  どうぶつなんてなく？ 文字がまだ読めないので自分で操作する楽しみがある教材がほしいため。

430 生活 ポプラ 641 やさい・くだものぴったりカード カードを操作することを通して、食物について知ることができるため。

431 生活 ポプラ O33
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
れるどうようえほん

買い物の手順を繰り返し学習することができるため。

432 社会 あかね書房 573 記号のポケット図鑑１  人・動物・植物・自然・食べ物 街中や製品についてある記号の意味を知り、ルールやマナー等も学習できる。

433 社会 岩崎書店 689 どこにいる？だれがいる？さがせ！日本の歴史 歴史の勉強に使用したいため。

434 社会 岩崎書店 728
新版修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産（２）  京都の
世界遺産

修学旅行の導入で、興味関心を持つきっかけになると思われるので選択。

435 社会 岩崎書店 733 日本の自動車工業１  日本の自動車の生産としくみ
興味の深い自動車を扱った本教材を用いて社会への関心を深め、本人の知識を深める
ことができる。
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436 社会 偕成社 590 木村裕一・しかけ絵本（１２）  げんきにごあいさつ
日常生活で使う挨拶の言葉がなかなか出てこないので、一日の中で使う挨拶の言葉や
受け答えを知り、自分でも使ってみようとする態度を養うことができると考えたた
め。

437 社会 偕成社 607 ２才からのあそびえほん（３）  こうえんにいこう 絵本を通して交通安全について意識する。

438 社会 偕成社 O06 五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしのことば 言葉に興味をもっている時期だからこそ、身のまわりの物と言葉の理解を深めたい。

439 社会 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 対象児童にこの絵本を通して返事やあいさつなどの認知が高まるようにしたいから。

440 社会 偕成社 Z01 子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー
友達と上手関わることができない実態があり、基本的な常識を身に着けたり、正しい
言葉づかいを知ることが必要と考えたため。

441 社会 偕成社 Z03 子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー
外出時のマナーが挿し絵や説明で分かりやすく解説されており、ひとりで出掛けると
きのマナーについて学ぶことができる。

442 社会 学研 509 めくってはっけん  にほんちずえほん
都道府県のかるたなどには興味があるが、各地の食べ物や祭りなど特色をイラストで
見て学ぶことでさらに関心がもてると考えたため。

443 社会 学研 527 中学歴史をひとつひとつわかりやすく。 基礎から学べるため。

444 社会 学研 528 中学公民をひとつひとつわかりやすく。 基礎から学べるため。

445 社会 学研 589 ニューワイド学研の図鑑１５  増補改訂自動車・飛行機
きれいな図柄で見やすく、興味を引き付ける内容である。内容も充実しており選択し
た。

446 社会 学研 643 社会科常識シリーズ  日本歴史人物要点かるた
大好きなかるた遊びを通して、楽しみながら歴史人物の」名前や功績を知ることがで
きる。

447 社会 学研 721 新ひみつシリーズ  都道府県のひみつ 都道府県の学習を通し、我が国の特色を知り、調べまとめる力をつける。

448 社会 学研 722 歌ってみるみる覚えるＣＤつき  都道府県 音声による支援で聴覚から都道府県について知識を広げるため。

449 社会 学研 729 地図記号かるた 大きなカードで見やすく、興味をもって引き付けることができるので選択。

450 社会 学研 768 めくってはっけん  せかいちずえほん
視覚的な教材を通して世界の国々に対する興味を高め、地方の特色について学ぶた
め。

451 社会 学研 C03 はっけんずかん  のりもの改訂版
写真で示された様々な乗り物や、めくると中の様子がわかるなどの仕掛けから、生徒
の興味関心を深めることができる。

452 社会 学研 H01 キッズ・えほんシリーズ  日本がわかるちずのえほん改訂版
対象生徒が都道府県の地理的な特徴と産業の特徴を形と位置という地図の特性を生か
し、わかりやすく理解を深めることができるから。

453 社会 金の星社 533
ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん１  ルールをまもろう！
こうつうあんぜん

繰り返し読むことで、ルールを定着させたい。

454 社会 金の星社 604 はじめてのちずえほん  にほんちずのえほん イラストで分かりやすく日本列島の勉強ができる。
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455 社会 金の星社 655 おてつだいの絵本 自分のできそうなおてつだいを知ってほしいので。

456 社会 金の星社 690 マグネットパズルにほんちず 操作しながら日本地図に親しませたい。

457 社会 くもん出版 511 生活図鑑カード  マーク標識カード１集 大きなカードで見やすく、興味をもって引き付けることができるので選択。

458 社会 くもん出版 535 写真図鑑カード  特急・新幹線カード 大きなカードで見やすく、興味をもって引き付けることができるので選択。

459 社会 くもん出版 536 写真図鑑カード  はたらく自動車カード 大きなカードで見やすく、興味をもって引き付けることができるので選択。

460 社会 くもん出版 582 くもんの辞典シリーズ  ことば絵じてん
イラストを見ながら、言葉とともに社会のルールを学ぶことに役立てることができる
ため。

461 社会 くもん出版 B06 生活図鑑カード  お店カード
カードになっているため、注目しやすい教材で、身近なものの名前を覚えることがで
きる。

462 社会 くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード
カードになっているため、注目しやすい教材で、身近なものの名前を覚えることがで
きる。

463 社会 グランまま 001 ぼくとわたしのせいかつえほん 身の回りの物の名前を、絵本を通じて覚えて言ってほしい。

464 社会 講談社 565 知育アルバム  みぢかなマーク３００ 身近なマークに興味をもつことができるようにしたい。

465 社会 講談社 577 のりもの大集合１０００！ＤＶＤつき 乗り物を通して社会のつながりを感じさせたい。

466 社会 講談社 579 のりものつみき つみきを操作することを通して、乗り物に興味関心をもつことができる。

467 社会 小峰書店 E19
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

電車の写真を見ることで、自分が利用する交通機関に興味をもったり、校外学習の事
前指導で見通しを持つ力を伸ばしたりさせたい。

468 社会 合同出版 502
子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版子どもの
マナー

対象児童は社会生活上のルールについて未熟なため、本教材を通し社会性を育むため
選定した。

469 社会 合同出版 537
絵でみてわかるこどものせいかつずかん  堅牢保存版１みの
まわりのきほん

視覚的にわかりやすく、身の回りのことについての興味関心を深められる。

470 社会 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
身の回りのことに関する着替え、ひも結び、ゴミ捨てなどの基本の動作等を、わかり
やすいイラストを見ながら視覚的に学習できる。

471 社会 こばと 616 上級編レベルアップ  せいかつ 社会科の学習の入り口として、生活や社会に目を向ける内容が適しているから。

472 社会 三省堂 508 こどももののなまえ絵じてん増補新装版
たくさんの日常生活や社会生活にかかわりのあるものの名前を親しみのある絵とわか
りやすい字で学ぶことができる。

473 社会 三省堂 537 こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版 季節行事についてわかりやすく学べるため。
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474 社会 小学館 506 小学館の図鑑ＮＥＯ  地球 地球が好きで、雲や星に興味をもってほしいため。

475 社会 小学館 509 小学館の図鑑ＮＥＯ  乗りもの改訂版 視覚的にのりものを理解しやすいため。

476 社会 小学館 510 小学館の図鑑ＮＥＯ  野菜と果物 生活に必要なものに慣れ親しむため。

477 社会 小学館 526
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶせいかつの
図鑑

基本的な生活技術を身につけるための手順がイラストや写真でわかりやすく示されて
おり、日常生活に必要な身辺処理などの学習につなげることができる。

478 社会 小学館 530
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶよのなかの
図鑑

身近な生活に関わる社会のしくみについて、図鑑をながめているうちに興味をもてる
ようになると考えたため。

479 社会 小学館 531
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶにっぽんの
図鑑

社会の学習の中で、暮らしや伝統について、絵やイラストを見ながら学習でき、現在
の生活とのつながりを考えるきっかけにしたいから。

480 社会 小学館 553 ドラえもんの社会科おもしろ攻略  日本の歴史１５人 各時代のキーマンになる１５人をわかりやすく取り上げているため。

481 社会 小学館 575 ２１世紀こども百科歴史館＜増補版＞ 21世紀の歴史的事象に関心を持たせ生活と関連を持たす学習としたい。

482 社会 小学館 576 ２１世紀こども地図館 地図の見方を理解させ社会のシステムに興味関心を深めさせたい。

483 社会 小学館 642 デコボコえほん  のりもの 手で触りながら、身近なのりものに興味を持つことができる。

484 社会 小学館 656 マグネットシールえほん  おみせやさん お店屋さんごっこを通して社会のルールなどを学べるようになるから。

485 社会 小学館 C01 ドラえもんちずかん１  にっぽんちず 地図に興味をもち始めたので、都道府県を知る機会として使用したい。

486 社会 鈴木出版 A05 知育えほん  マークのずかん
校外学習や町たんけんで校外に出る機会も増え、電車に乗るときには優先席のマーク
などに興味を持つようになったので、地域にあるいろいろなマークを知る機会として
使用していきたい。

487 社会 成美堂出版 613 わくわくコンビニあそびレジスター ごっこ遊びを通して買い物のルール等社会的学習ができる。

488 社会 成美堂出版 637 音と光のでる絵本  じどうしゃ 生活の中で見られる身近なはたらく車等について学習させたい。

489 社会 成美堂出版 654 音と光のでる絵本  もりのレストラン お店の様子を知ることができるから。

490 社会 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

学校生活や社会で必要なルールがたくさん盛り込まれており、それらを知り、守る学
習ができる。

491 社会 草思社 509 考える力がつく  子ども地図帳＜世界＞
内容が広く、網羅的にまとめられているため、身近な内容から発展的な学習まで学習
できる。世界が抱える問題を考える土台作りができる。

492 社会 大日本絵画 716 科学しかけえほんシリーズ  海洋探検 社会的な広がりに興味をもつきっかけになると思われるので選択。
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493 社会 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 成長にまつわる内容が児童の理解力に合っているため。

494 社会 童心社 L06 ピーマン村の絵本たち  よーいどん！ 集団活動に参加する等を学ぶことができるため。

495 社会 東洋館 001 くらしに役立つ社会 身近な具体例から社会を学ぶことができるため。

496 社会 永岡書店 505 マグネットおべんきょうシール  スーパーでおかいもの
品物の名前を覚えたり仲間分けをし、買い物をするときの言葉の練習ややり取りの練
習につなげるため。

497 社会 永岡書店 505 マグネットおべんきょうシール  スーパーでおかいもの
身近な食べ物がマグネットシートになっており、指先を使って何回もはがしたりつけ
たり操作できるので買い物の手順をくり返し学習することができると考えたため。

498 社会 永岡書店 507 木のえほん  のりものパズル
大好きな乗り物の絵に興味を持ちながら、手になじみやすい木のパズルを使って形合
わせの学習に取り組むことができるから。

499 社会 永岡書店 521 木製知育パズル  たのしいにっぽんちず 漢字がある程度読めるので都道府県名を理解しながらパズルに取り組めるため。

500 社会 永岡書店 524 めざせ鉄道博士！日本全国鉄道路線地図
興味のもてる鉄道の路線が書かれているので、教師と一緒に読んで楽しむことができ
る。文字を読もうとする意欲につなげることができるから。

501 社会 永岡書店 525 こども写真ひゃっか  ＤＶＤ付きはたらくくるま大図鑑 DVDを見ながら、身の回りの事柄について学べるため。

502 社会 日本教育研 505
ひとりだちするための  ビジネスマナー＆コミュニケーショ
ン

生活に関連づけた内容で、卒業後の社会生活を見据えた学習ができる。

503 社会 ひかりのく 527 も・や・し～！ 公共の場所での過ごし方について野菜のキャラクターを通して学ぶことができる。

504 社会 ひかりのく D01 ２０２シリーズ  たべもの２０２ 身近にある食べ物に興味をもつことができる。

505 社会 ひさかた 544 おべんとうバス バスという身近な乗り物を関心がある食べ物とからめて学習ができるため。

506 社会 ＰＨＰ 677 楽しい調べ学習シリーズ  よくわかる修学旅行ガイド東京
修学旅行向けの東京の紹介にふれることで、日本の首都を知り、社会学習に繋げるこ
とができる。

507 社会 福音館 G10 福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事中 いろいろな仕事に興味関心を持たせたいため。

508 社会 福音館 M06 みぢかなかがくシリーズ  町たんけん 自分の生活する周りの環境に気づかせたいため。

509 社会 ブロンズ新 564 あつまれ！全日本ごとうちグルメさん
食べることが好きな児童が、ごとうちグルメを通して、日本の地理的な広がりに関心
を持っていくことができるから。

510 社会 フレーベル 508 アンパンマンとシールであそぼう！  たのしいおかいもの シールを貼りながら買い物の手順がわかるため。

511 社会 フレーベル 534 にぎやかアンパンマンいえのおと 身近な生活の音に興味をもつことができる。

27 / 48 ページ



NO 種目 発行者 図書番号 一般図書名 希望理由

512 社会 フレーベル 542 もしもしぼく、アンパンマン！
好きなキャラクターを通して、電話に触れることに慣れ、友達との会話を楽しむこと
ができる。

513 社会 平凡社 B02 新版はじめましてにほんちず 地域の特産物など、生徒が興味を持ちやすい。

514 社会 ポプラ 591 プラレールサウンドデラックス 楽しみながら公共交通機関について知ることができるため。

515 社会 ポプラ 632 ふわふわトイブック４  のりものぴったりふわふわパズル 身近にある乗り物に興味をもつことができる。

516 社会 あすなろ 523 テーブルマナーの絵本
テーブルマナーについてわかりやすく学ぶことができる。給食も始まり食事の仕方も
指導したい。

517 社会 あすなろ 532
大きな写真と絵で見る地下のひみつ３  街に広がる地下の世
界

日頃入ることが出来ない現場の写真をみることで、社会を学習させたい。

518 社会 集英社 501 集英社版・学習漫画  日本の歴史人物事典 たくさんの歴史上人物について学べるため。

519 社会 集英社 502 集英社版・学習漫画  日本の歴史できごと事典 歴史のできごとについて学べるため。

520 社会 少年写真新 520 危険予知シリーズ  どこがあぶないのかな？３まち 危険な場所や行動について学ぶため。

521 社会 主婦と生活 511 都道府県地理カード改訂版 都道府県の特産物調べなどにおいてイメージを膨らませることができる。

522 社会 玉川大学出 508
絵解き図鑑こんなふうに作られる！  身のまわり６９品ので
きるまで

物の生産過程を図鑑で追うことで、社会への関心を深め学習活動に繋がる。

523 社会 玉川大学出 509 イラスト案内社会のしくみ図鑑
社会で活用されている仕組みを、イラストからきっかけにほりさげ、興味関心を高め
たい。

524 社会 ニコリ 501 日本全国てんつなぎ
天気予報など、日本地図に日常で触れる機会は多いので、社会科の導入で、日本の地
形を知り、日本の地図への関心を深めたい。

525 社会 扶桑社 501 サザエさんと日本を旅しよう！
全国各地の名所を、写真やイラストを通して見ることができ、興味をもつことができ
る。

526 社会 三起商行 560 ミキハウス音のでるおしごとえほん  レジスター 体験的な書籍をとおして、社会的能力の習得に活用したい。

527 社会 三起商行 570 ミキハウス音のでるおしごとえほん  くるま
車の名称やその音が鳴ることで、たくさんの車があることを視覚と聴覚を使用して興
味を高めることができる。

528 社会 三起商行 598 ミキハウスの絵本  パズルえほんにほんちず 興味のあるパズルを通して、日本の地理について学習することができる。

529 社会 河出新社
コード

外
人類の進化　大図鑑 人類の誕生から古代文明までを克明に解説している。

530 地図 学研 727 ＮＥＷ日本列島ジグソー
それぞれのピースに都道府県名が書いてあり、隣合ったピースの色は必ず異なってお
り、パズルをしながら、都道府県の名前を興味を持って覚えられそうだから。
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531 地図 学研 768 めくってはっけん  せかいちずえほん しかけをめくり、楽しんで地図の学習ができるから。

532 地図 学研 H01 キッズ・えほんシリーズ  日本がわかるちずのえほん改訂版 日本の特徴を楽しくわかりやすく紹介している。

533 地図 金の星社 603 はじめてのちずえほん  たべものちずのえほん 日本の都道府県と食べ物の学習ができるた。

534 地図 小学館 C01 ドラえもんちずかん１  にっぽんちず キャラクターの力を借り、日本の地形や各都道府県の特色などに触れさせたい。

535 地図 戸田デザイ 005 にっぽんちず絵本 都道府県の特徴をわかりやすく提示してある。

536 地図 永岡書店 521 木製知育パズル  たのしいにっぽんちず パズルを通して地図への理解を深められるため。

537 地図 ひさかた D01 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
対象児童にこの絵本を通して電車での出来事を視覚的に伝え校外学習の際に生かせる
ようにしたいから。

538 地図 平凡社 501 わくわく子ども地図絵本  ピーピをさがして
絵がカラフルで見やすい。本格的な地図学習の前にイラストを頼りに地図に慣れ親し
むことができるから。

539 地図 平凡社 B02 新版はじめましてにほんちず
日本の地理や地域の特産物などを、写真とともに視覚的に楽しみながら学ぶことがで
きる。

540 地図 三起商行 598 ミキハウスの絵本  パズルえほんにほんちず パズルを楽しみながら、都道府県名と県庁所在地を覚えられるため。

541 理科 あかね書房 508 かばくん・くらしのえほん３  かばくんのはるなつあきふゆ 絵本をとおして、季節の違いを感じてほしいため。

542 理科 あかね書房 620 科学のアルバムかがやくいのち  アゲハチョウ 昆虫について学ばせたいため。

543 理科 岩崎書店 745
ちしきのぽけっと１１  びっくり！？昆虫館いろ・もよう・
かたち

虫に興味関心をもつことができるため。

544 理科 岩崎書店 F08 絵本図鑑シリーズ８  やさいのずかん 畑で栽培する野菜について絵と文の説明を読みながら科学的な関心を高めるため。

545 理科 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－ 季節ごとの植物や生物をイラストで勉強できる。

546 理科 偕成社 566
エリック・カールの絵本  ごきげんななめのてんとうむし改
訂大型版

絵本のなかのテントウムシに触れ、興味を深め理科への学習を深めることができる。

547 理科 偕成社 568 エリック・カールの絵本  とうさんはタツノオトシゴ 海の生き物の学習に役立つため。

548 理科 偕成社 667 ちょこっとできるびっくりあそび２  空気のふしぎあそび
遊びをとおして空気の存在をしり、その性質を感じることができる活動が紹介されて
いるから。

549 理科 偕成社 691 ちょこっとできるびっくりあそび（１）  水のふしぎあそび 水遊びの好きな児童と一緒にできる活動が紹介されているから。
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550 理科 偕成社 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？

体を育むいろいろな食べ物について知ることができるため。

551 理科 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－

自分のからだの部位に関心はあるものの、その名前は理解していないので、この図書
でからだの名前をみにつけさせたい。

552 理科 学研 503 はっけんずかん  しょくぶつ 図鑑を見て、いろいろな植物を知ることができるため。

553 理科 学研 505 はっけんずかん  たべもの
食べ物に興味がある。目で見ることを通し、植物の育ちや様々な食べ物の種類などに
目を向けさせたい。

554 理科 学研 507 はっけんずかんプチ  どうぶつえん 様々な生き物に興味を持つことができる。

555 理科 学研 570 あそびのおうさまずかん４  うみ増補改訂 かわいいイラストや写真で児童の興味がひけると思ったから。

556 理科 学研 578 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑７  どうぶつ
児童の興味・関心の高い動物について絵や図の多い図書を活用して科学的な関心を高
めるため。

557 理科 学研 585 ニューワイド学研の図鑑７  増補改訂宇宙
児童の興味・関心の高い宇宙について絵や図の多い図書を活用し科学的な関心を高め
るため。

558 理科 学研 586 ニューワイド学研の図鑑８  増補改訂恐竜
きれいな図柄で見やすく、興味を引き付ける内容である。内容も充実しており選択し
た。

559 理科 学研 591 ニューワイド学研の図鑑２０  爬虫類・両生類
きれいな図柄で見やすく、興味を引き付ける内容である。内容も充実しており選択し
た。

560 理科 学研 597 学研の図鑑ＬＩＶＥ９  人体 自分の体の仕組みに関心を持ち健康の知識理解を深めさせるため。

561 理科 学研 605 もっと！ほんとのおおきさ動物園 動物の名前や習性を知り、関心を高めたい。

562 理科 学研 606 ほんとのおおきさ水族館
生き物の本当の大きさを知ることで、生き物に対して興味・関心をもつことができる
ため。

563 理科 学研 673 いっしょにあそぼ  どうぶつのあかちゃんかお 仕掛けや絵で、動物の種類や顔の特徴等に興味を持って学習することができるため。

564 理科 学研 714 現役高校生が考えた参考書  ＳｃｉｅｎｃＡＲ中学理科
理科への興味を、独自の視点から焦点をあてた本教材をとおして、基礎定着をはかり
たい。

565 理科 学研 719 実験おもしろ大百科
児童の興味・関心の高い実験について図書を活用しながら科学的な関心を高めるた
め。

566 理科 学研 747 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑  からだ新版 素朴な疑問に答えながら、体についての知識を身につけることができるため。

567 理科 学研 767 学研の図鑑ＬＩＶＥ１２  地球 地球を扱った本教材を用いることで、科学への関心を深め、理科の学習に繋げたい。

568 理科 学研 I01 あそびのおうさまずかん１  からだ増補改訂
身長や体重が大きくなったことを喜んでいたので、自分の体のつくりやはたらきを知
る機会として使用したい。
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569 理科 学研 L12 ニューワイド学研の図鑑  増補改訂人のからだ
自分の体のつくりについて視覚的に提示することでイメージ力を高めることを期待す
る。

570 理科 学研 N01 ほんとのおおきさ動物園 動物の名前や習性を知り、関心を高めたい。

571 理科 金の星社 599 見たい聞きたい恥ずかしくない性の本  男の子の心とからだ
マンガやコラムを読みながら、自分の身体の変化を受け止めたり、理解を深めたりす
ることができる。

572 理科 金の星社 619
ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん４  どうしたらいいの？
じしん・かじ

教員とともに読むことで、安全の理解を図りたい。

573 理科 くもん出版 545 自然図鑑カード  動物カード
生き物への関心があるので、写真カードにより動物の種類や特徴を教師や友達と一緒
に楽しみながら学び関心を深められると考えたため。

574 理科 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード 身近にある食べ物に興味をもつことができる。

575 理科 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
対象児童にくだものややさいを視覚的に見せることで認知の幅が広がるようにしたい
から。

576 理科 講談社 001 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
経験が少ない部分があるので、身の回りにある素材を生かして取り組める実験を映像
を通して知ることで、自然の事物や現象に興味をもてると考えたため。

577 理科 講談社 523 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ  動物新訂版１１１分ＤＶＤつき 写真やDVDを観て、いろいろな動物の名前を知ることができる。

578 理科 小峰書店 514
たのしい野菜づくり育てて食べよう１０  すぐできるかんた
ん野菜

畑作業を行っているが、野菜が育つ様子や育てた野菜を食す学習をするため。

579 理科 小峰書店 B01 りかのこうさく１ねんせい 身近な素材を使って理科を学ぶことができる。

580 理科 合同出版 504
子どもとマスターする５８のからだの知識  イラスト版から
だのしくみとケア

自分の体の仕組みに興味をもつため。

581 理科 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 対象児童の身の回りにあるものの語彙や意味をつかませたいため。

582 理科 こばと 615 上級編レベルアップ  しぜん 身近な自然に関する学習を通して、理科の学習に興味が持てるようにできるから。

583 理科 小学館 511 小学館の図鑑ＮＥＯ  昆虫ＤＶＤつき 虫に興味をもってほしいため。

584 理科 小学館 514 小学館の図鑑ＮＥＯ  動物ＤＶＤつき
動物に強く興味を示しているので、図鑑に加えDVDが付属している本書だとより楽しめ
ると考えたため。

585 理科 小学館 521 小学館の図鑑ＮＥＯまどあけずかん  いきもの英語つき 動物を絵をみて動物に対する興味がもてるようになるから。

586 理科 小学館 527
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶふしぎの図
鑑

写真や絵が多く、興味・関心を持って取り組みやすい。また、暮らしの中で感じる疑
問を多く取り扱っており、身の回りに興味を広げやすいため。

587 理科 小学館 530
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶよのなかの
図鑑

日常生活に関係の深い事物などについての理解を深めることができる。
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588 理科 小学館 534 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  りったいどうぶつ館
ペーパークラフトを制作を通し、動物に興味を持たせ、観察する力を身につけること
ができるため。

589 理科 小学館 535 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  りったい恐竜館
ペーパークラフトを制作を通し、古代の恐竜に興味を持たせ、生物を愛する態度を養
うため。

590 理科 小学館 536 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  りったい乗りもの館
ペーパークラフトを制作を通し、古代の恐竜に興味を持たせ、生物を愛する態度を養
うため。

591 理科 小学館 538 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  りったいとり館
ペーパークラフトを制作を通し、古代の恐竜に興味を持たせ、生物を愛する態度を養
うため、

592 理科 小学館 539
小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  新・りったいどうぶ
つ館

ペーパークラフトを制作を通し、古代の恐竜に興味を持たせ、生物を愛する態度を養
うため。

593 理科 小学館 540 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  新・りったい昆虫館
ペーパークラフトを制作を通し、古代の恐竜に興味を持たせ、生物を愛する態度を養
うため。

594 理科 小学館 542 小学館の図鑑ＮＥＯクラフトぶっく  新りったい乗りもの館 乗り物が好きな児童の興味を惹きながら、手先の巧緻性を高めることができるから。

595 理科 小学館 543 小学館の図鑑ＮＥＯクラフトぶっく  新りったいさかな館 面白く、興味を持って理科に取り組む工夫がされているので選択。

596 理科 小学館 637 きむらゆういちのパッチン絵本  おおきくなったら
対象児童は生き物に興味が薄いため、本教材を通して興味関心の幅を広げるため選定
した。

597 理科 小学館 648 ピタゴラスイッチこたつたこＤＶＤブック 様々な装置に対して興味を持つことができる。

598 理科 小学館 649 ピタゴラ装置ＤＶＤブック１
通常教科書では理科への興味を引き出すことが困難なため、映像を併用しながら理科
への関心が引き出せるように。

599 理科 小学館 650 ピタゴラ装置ＤＶＤブック２
様々な装置が登場し、楽しく視聴することができ、装置に対して興味を持つことがで
きる。

600 理科 小学館 651 ピタゴラ装置ＤＶＤブック３ 目で装置を追い楽しみながら科学に触れられる。

601 理科 女子栄養大 001 新・こどもクッキング 料理や食べることに興味があり、将来の自立にもつながると考えられたため。

602 理科 ジュラ 503 シールであそぼう！  プータンのすいぞくかん 海の生き物への興味を広げることができる。

603 理科 成美堂出版 644 ちょうしんきつきからだずかん 絵本の仕掛けや動物の鳴き声を楽しみながら学習できる。

604 理科 成美堂出版 659 動く！遊べる！  小学生のおもしろ工作
体験活動を取り入れることで、科学的な事象に興味を持って、学習することができる
から。

605 理科 成美堂出版 682 野菜の上手な育て方大事典 作業の時間に取り組む内容が理解しやすい。

606 理科 世界文化社 508 写真でわかるなぜなに４  しょくぶつ わかりやすい写真で植物について学べる。
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607 理科 世界文化社 A01 写真でわかるなぜなに１  どうぶつ
写真が多いため、動物の特徴がわかりやすく、また近年動物園などで人気の新しい動
物なども取り上げられている。

608 理科 大日本絵画 626 音のでるしかけえほん  野生動物の声 写真が多く、わかりやすい。操作ボタンが押しやすく、学習意欲につながる。

609 理科 大日本絵画 635 音のでるとびだししかけえほん  動物の鳴き声ジャングル 鳴き声が聞こえることで動物に関心をもたせ、理科への興味へとつなげたいから。

610 理科 大日本絵画 662 音がでるとびだししかけえほん  動物の鳴き声サバンナ 興味のある動物の鳴き声を聞きながら学ぶことができるため。

611 理科 大日本絵画 697 動く写真で見る野生動物の世界しかけえほん  サファリ
動物が動く様子を見ながら、教師の話を聞くことで、動物の種類（名前）や特徴につ
いて知り、生き物についての興味を広げていきたい。

612 理科 大日本絵画 716 科学しかけえほんシリーズ  海洋探検 関心の高い海洋について、仕掛け絵本を通すことで学びに繋げることができる。

613 理科 大日本絵画 737 動く写真で見る海の生物しかけえほん  オーシャン 海の生物に興味・関心をもつことができるため。

614 理科 童心社 542 おかあさんとみる性の本  わたしのはなし 分かりやすい挿し絵をを見ながら思春期の体について学ぶことができる。

615 理科 童心社 L01 ピーマン村の絵本たち  さつまのおいも 野菜の成長や活動の様子に関心を持てるようにするため。

616 理科 東京書店 001 やさしくおれるたのしいおりがみ 四季に関係する物を折ることで、季節を感じさせたい。

617 理科 東洋館 004 くらしに役立つ理科 写真や図を用いた学習をして身近なもので理解を深めるため。

618 理科 永岡書店 527 なぜ？ど～して？図鑑 なぜ？という気持ちをもち興味をもってもらいたいので。

619 理科 ひかりのく D01 ２０２シリーズ  たべもの２０２
身近で親しみのある食べ物という素材を使って学習ができる。絵が多くわかりやす
い。

620 理科 ひかりのく I01 改訂新版体験を広げるこどものずかん１  どうぶつえん
様々な動物についての情報を、大きな写真やイラストからわかりやすく学ぶことがで
きる。

621 理科 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

本書の写真を活用することで、多くの花や野菜を覚えさせたい。

622 理科 ひかりのく I08 改訂新版体験を広げるこどものずかん８  あそびのずかん
自然を利用したあそびや工作などが紹介されており、作り方も示されているので、実
際に行いながらあそびの幅を広げることができる。

623 理科 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 自分の体の仕組みや、健康について学習できる。

624 理科 評論社 B25 しかけ絵本の本棚  からだのなかとそと
めくり絵本をめくる活動で、目に見えない体の内側に対するイメージがわきやすいの
で、体について興味を持たせるのに適しているから。

625 理科 ＰＨＰ 682 天気のふしぎえほん 天気のことに興味をもってほしいから。
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626 理科 福音館 565 福音館の科学シリーズ  虫たちのふしぎ 楽しみながら、興味関心をもって虫に親しんでくれると思われる。

627 理科 福音館 566 福音館の科学シリーズ  木の本 きれいな図柄で、興味を持って自然に親しむことができると思われる。

628 理科 福音館 G08 福音館の科学シリーズ  どうぶつえんガイド 興味関心を引き付けながら、楽しく学べることができると思われる。

629 理科 フレーベル 509 アンパンマンとシールであそぼう！  たべものいっぱい 楽しみながらいろいろな食べ物について知ることができるため。

630 理科 フレーベル D03 ふしぎをためすかがく図鑑  かがくあそび 科学的な楽しい遊びを通して理科の学習ができるため。

631 理科 フレーベル D04 ふしぎをためすかがく図鑑  しぜんあそび 自然を利用した様々な活動が載っており、楽しみながら自然を感じることができる。

632 理科 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
季節の自然や行事、あそびなどについて、写真やイラストを見ながら視覚的に学ぶこ
とができる。

633 理科 ポプラ 641 やさい・くだものぴったりカード
児童が関心のある食べ物のカードを使って、野菜や果物の名前を確認したり、書いた
りすることができるため。

634 理科 ポプラ 667
おととあそぼうシリーズ４１  新装版おとがでるどうぶつ・
のりものずかん

身近に目にする動物だけでなく、様々な動物がいることを学ばせたい。

635 理科 旺文社 534
キソからわかる特別授業  とってもやさしい理科中学１年新
装版

理科の基礎知識を身につけるため。

636 理科 河出新社 519 なんでも！いっぱい！こども大図鑑 科学への興味を、読書の中で学び学習に繋げたい。

637 理科 主婦と生活 506 でんじろう先生のカッコいい！科学おもちゃ わかりやすい解説を通して科学への関心を深めさせたい。

638 理科 誠文堂新光 506 新しい教養のための理科  基礎編 基礎を知るとともに、深いところまで学ぶことができるため。

639 理科 フォーラム 583 わかるがたのしい理科小学３年生
ホップ・ステップ・ジャンプの3段階構成にし、興味関心を持ちながら学ぶことができ
るため。

640 理科 フォーラム 584 わかるがたのしい理科小学５年生
ホップ・ステップ・ジャンプの3段階構成にし、興味関心を持ちながら学ぶことができ
るため。

641 理科 フォーラム 585 わかるがたのしい理科小学６年生
ホップ・ステップ・ジャンプの3段階構成にし、興味関心を持ちながら学ぶことができ
るため。

642 理科 ベネッセ 536
たまひよ音と光のずかん絵本  わんにゃんぱおーん！どうぶ
つなきごえずかん

音ができることで意欲的に取り組むことが期待できるから。

643 理科 三起商行 586 てざわりえほん  サファリへいこう！ 手で触って動物を感じることができるから。

644 理科 大月書店
コード

外
そもそもなぜをサイエンス１空はどうして青いのか あたりまえの日常現象を取り上げ図や写真を駆使してわかりやすく解説している。
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645 家庭 偕成社 615
とびだす・ひろがる！えほんシリーズ  とびだす・ひろが
る！たべものえほん

食に興味を持ち、健康なづくりにつなげるため。

646 家庭 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
なかなか進路学習といっても言葉だけではわかりにくく、この本を使ってわかりやす
く説明し、生徒の進路決定に生かしたい。

647 家庭 金の星社 531
げんきをつくる食育えほん３  びょうきからまもってくれる
たべもの

食べ物の働きに興味をもってほしいので。

648 家庭 金の星社 592
はじめての食育クッキングえほん  やさいだいすきひみつの
ごはん

絵本を通して、食への興味関心を育むことができる。

649 家庭 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード
食事や食べ物、調理のメニューなどを、絵カードを使って学習することで、新しく始
まる家庭科に興味をつことができる。

650 家庭 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 家庭生活に必要な食事や調理等に関する基礎的な知識と技能を身につけるため。

651 家庭 小学館 526
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶせいかつの
図鑑

身の回りの生活の様子に興味をもてるから。

652 家庭 女子栄養大 001 新・こどもクッキング 料理が視覚的にわかりやすくのせられている。

653 家庭 東洋館 505 くらしに役立つ家庭 生活に関連付けた内容で、卒業後の社会生活を見据えた学習ができる。

654 家庭 ナツメ社 001 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん
身近な生活、身の回りの自立、料理などについて絵で分かりやすく学習し、興味をも
つことができる。

655 家庭 ひかりのく D01 ２０２シリーズ  たべもの２０２ 様々な食べ物食材について興味をもつとともに名称を覚えさせたい。

656 家庭 山と溪谷社 001 家庭科の教科書小学校低学年～高学年用
丁寧な説明やオールカラーで分かりやすいイラスト付きで、名前を覚えやすく、手順
も載っているため使えるから。

657 家庭 ＮＨＫ出版 548
ＮＨＫすすめ！キッチン戦隊クックルン  まんぷくりょうり
＆かんたんおやつ

メニューや手順が写真やイラスト等を通して興味関心を持って理解できるようになっ
ている。

658 技術・家庭 くもん出版 513 生活図鑑カード  こよみカード 日本の伝統行事など出来事について興味を持たせ、日本の文化を知ることができる。

659 職業・家庭 あかね書房 502 えほん、よんで！２  おいしいおとなあに？
身近な食べ物の名前と食べたときの音を楽しめ、食べ物に関心を広げることができ
る。

660 職業・家庭 金の星社 F01 ひとりでできるもん！１  たのしいたまご料理
食卓によく出る簡単な料理を扱っており、調理手順も写真でわかりやすく示されてい
るため、食事や調理に対する基礎的な知識技能を身につけることができる。

661 職業・家庭 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
出来上がりの料理の写真が大きく掲載されており、作り方も絵や写真で示されている
ため、食事や調理に関する基礎的な知識と技能を身につけることができる。

662 職業・家庭 金の星社 F05 ひとりでできるもん！５  すてきなおかし作り 視覚的に分かりやすく、生徒が調理に興味を持って学習することができる。

663 職業・家庭 金の星社 F06 ひとりでできるもん！６  だいすきおやつ作り
身近なお菓子が写真で扱われており、作り方もイラストでわかりやすく示されている
ため、食事や調理に関する基礎的な知識技能を身につけることができる。
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664 職業・家庭 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード
簡単な調理の方法や食べ物のイラストや写真が掲載されており、調理に対して関心を
持ち、食べ物についての基礎的な知識を身に着けられる。

665 職業・家庭 三省堂 537 こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版
季節と結びつけながら職業生活や家庭生活に必要な基礎的な知識と技能を身に着けら
れる。

666 職業・家庭 女子栄養大 001 新・こどもクッキング イラストが入っており、生徒にとってもわかりやすいものになっている。

667 職業・家庭 東洋館 505 くらしに役立つ家庭 すべてカラーでわかりやすい内容になっている。

668 職業・家庭 ひかりのく D01 ２０２シリーズ  たべもの２０２ 興味を引きやすい大きな写真で調理や食事への興味関心をひろげることができる。

669 職業・家庭 ひかりのく K09 新装版ＫＩＤＳ２１１２  たべものひゃっか たくさんの食べ物の写真があり、さまざまな食材や料理について学ぶことができる。

670 職業・家庭 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
火も包丁も使わずに作れる簡単な料理を通して、食事や調理に関する基本的な知識や
技能を学べる。

671 職業・家庭 ポプラ 750 トーマスかるた かるたあそびを通して、家庭生活における余暇の活動につなげることができる。

672 職業・家庭 日本図書 525 夢の名作レシピ２  絵本に出てくるお菓子とごはん 様々な食材や調理に関する知識を絵やイラストを通して学ぶことができる。

673 職業・家庭 三起商行 550 ポカポカフレンズのおしゃべりえほん  もしもしでんわ 絵本の登場人物と楽しく話をしながら電話の使い方を学ぶことができる。

674 職業・家庭 三起商行 560 ミキハウス音のでるおしごとえほん  レジスター バーコードリーダーやボタンを操作して買い物学習ができるため。

675 職業・家庭 三起商行 592 ミキハウス音のでるおしごとえほん  キッチン
効果音が流れ、実際に調理の真似事をしながら、調理や食事への関心を高めることが
できる。

676 音楽 あかね書房 506 うたってあそぼう１  えかきうた（どうぶつ） 動物が好きなので興味をもつ教材だから。

677 音楽 金の星社 607 うたってたたこう！  リズムあそびどうようえほん 音の出る仕掛けを自分で操作し、いろいろな音を鳴らして音楽に親しむため。

678 音楽 金の星社 673 ひとりでひけた！  たのしくレッスン！ピアノえほん 絵本を通じてピアノの基礎を学ぶことができるから。

679 音楽 金の星社 681 音のでる絵本  おとのでる♪てあそびうたえほん
自分でボタン操作し、自由に音楽を聞くことで、より音楽を楽しむ気持ちをのばした
いから。

680 音楽 講談社 564 ディズニー＆クラシック名曲はじめてのもっきんえほん 親しみやすい曲に合わせて簡単な打楽器の演奏が楽しめる。

681 音楽 講談社 582 たいこあそびえほん  太鼓の達人 太鼓をつかって、簡単なリズム打ちをすることができるから。

682 音楽 鈴木出版 502 歌でおぼえる手話ソングブック  －ともだちになるために－ 簡単な手話を覚えられるから。
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683 音楽 成美堂出版 535 ＣＤできく童謡つきよみきかせ絵本
絵本を見ながらCDの塩素を聞いたり、演奏に合わせて歌ったりすることができるの
で、自分で好きなものを選択して歌ったり、お話を楽しんだりすることが期待でき
る。

684 音楽 成美堂出版 585 ＣＤ付すぐ覚えられるわらべうたあそび ＣＤに合わせて歌を練習することができ、音楽に対する興味を深めやすいから。

685 音楽 成美堂出版 623
ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん１  たのしいピア
ノのおけいこ

映像を見て、簡単な鍵盤演奏を学ぶことができる。

686 音楽 成美堂出版 654 音と光のでる絵本  もりのレストラン 音と光を通して、音楽に親しむ態度を育てることができるから。

687 音楽 成美堂出版 686 かわいいおとえほん  はじめてのピアノ
手指機能の発達が緩やかな子にも押しやすく携帯しやすい鍵盤がついており、いつで
も手軽に音楽が楽しむことが期待できる。

688 音楽 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
カ月

本に鍵盤がついていて、音を弾き分けることができ、興味をひきつけられる。

689 音楽 ドレミ楽譜 501 ピアノとおともだちになる  はじめてのピアノあそび
これまで、歌やダンス、歌に合わせたリズム楽器の演奏などを経験してきたので来年
度は鍵盤ハーモニカの学習に入りたい。

690 音楽 ドレミ楽譜 510 簡易ピアノ伴奏による  実用子どもの歌曲２００選 いろいろな曲を聴いてほしいので。

691 音楽 ドレミ楽譜 513 みんなでうたおう  ニュー・スクール・ソング 親しみやすい歌が多数掲載されている。

692 音楽 東京書店 503
わくわく音あそびえほん  新装版ドンドコドンドンたいこで
あそぼ

自分で音を出すことで音楽を楽しむ気持ちをのばしたいから。

693 音楽 東京書店 512 わくわく音あそびえほん  みんなのおうたえほん 生徒に人気のある曲が多く、聞いたり歌ったりして音楽的感覚を養うことができる。

694 音楽 東京書店 518 わくわく音あそびえほん  すてきなおうたえほん 生徒に人気のある曲が多く、聞いたり歌ったりして音楽的感覚を養うことができる。

695 音楽 東京書店 519 ０さいからのにほんごえいごことば絵じてん 音を聞きながらまねることができるように。

696 音楽 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！

リズムに合わせて太鼓を叩くとLEDの花火が上がる仕掛け絵本になっているのでリズム
打ちなどの音楽活動につなげていくことができる。

697 音楽 永岡書店 007 お手本のうた付き！どうよううたのえほん 曲数やボタンの押しやすさが適当である。

698 音楽 永岡書店 009 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２ 曲数やボタンの押しやすさが適当である。

699 音楽 永岡書店 532 ＤＶＤとイラストでよくわかる！手あそびうたブック DVD教材が児童に親しみと学習意欲を高める。

700 音楽 永岡書店 533 トントンたいこリズムえほん 手指を操作しながら、いろいろな歌に親しむことができる。

701 音楽 ひかりのく 013 あそびうたのほんＣＤつき CDで手遊びができ、教員と一緒に音楽に合わせて体をうごかすことができるから。
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702 音楽 ひかりのく F01 改訂新版どうようえほん１
親しみやすい童謡や手遊び歌の中から、好きな音や音楽を聴いて楽しむことができる
ため。

703 音楽 フレーベル 537
アンパンマンリズムえほん  アンパンマンといっしょにがっ
きであそぼう

手指を操作しながら、いろいろな歌に親しむことができる。

704 音楽 フレーベル 541 アンパンマンピアノえほん ピアノの音に触れたり、自分で音を鳴らして楽しむことができるため。

705 音楽 ポプラ 527 おととあそぼうシリーズ１１  どうようもっきんえほん
曲に合わせて木琴を演奏することで、楽器に対する興味やリズム感を養うことができ
る。

706 音楽 ポプラ 539
おととあそぼうシリーズ３１  おてほんのうたがながれるて
あそびうたえほん

お手本の歌を聴きながら、自分で歌ったり手遊びをすることができるため。

707 音楽 ポプラ 552 音のでる知育絵本１７  脳科学からうまれたあなぽこえほん
視力・聴力共にあまりないので大きなはっきりした絵のものや触覚を使える本が必要
なため。

708 音楽 ポプラ 558
ふりふりたんたん音のでる楽器絵本５  ミッキーのタンバリ
ンえほん

音楽は好きではあるが音階の出る楽器を扱うのは難しい児童のため、取り外して音が
なるタンバリンがついているため演奏に合わせてリズムを叩く楽しさを味わえる。

709 音楽 ポプラ 625 ディズニープリンセスロマンチックメロディえほん
大好きなキャラクターのイラストが描かれている絵本からオルゴールの音楽が流れる
ようになっており、興味をもって音楽を楽しむことができるから。

710 音楽 ポプラ 661
おととあそぼうシリーズ３９  じぶんでひけたよ！メロ
ディーピアノえほん

ピアノを通して音楽に興味・関心をもつことができるから。

711 音楽 ポプラ M01 うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた 手指を操作しながら、いろいろな歌に親しむことができる。

712 音楽 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
対象児童に色んな音を聴いて楽しんだり、楽器を演奏する面白さをこの本を通じて味
わわせたいから。

713 音楽 ポプラ O33
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
れるどうようえほん

実際に音が出るものに日常的に触れて楽器などに親しめるようにしたいため。

714 音楽 音楽センタ 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 多くの曲に触れ、音楽を楽しむことができるため。

715 音楽 Ｋ・Ｍ・Ｐ 501 ドレミファソラシド８つの音で弾けるやさしいメロディ
音楽が好きで、鍵盤に興味を持ってきた。好きな曲に触れ、演奏する意欲を育てた
い。

716 音楽 Ｋ・Ｍ・Ｐ 504
やさしく楽しく吹けるソプラノ・リコーダーの本  定番＆
ヒットソング編

学習内容と生徒の実態にあっており、生徒の興味にあっていて、楽しく学習を行うこ
とができる。

717 音楽 コスミック 507 いっぱいうたおう！どうようえほん
曲目が多く、本人が知っている歌も多数収録されているので、楽しく活動する助けに
なると考えられるため。

718 音楽 コスミック 508 たのしい！カラオケピアノえほん 楽譜の読めない生徒にもわかりやすく、音を楽しみながら学習することができる。

719 音楽 プレジデ社 501 ＣＤ付き名曲を聴きながら旅するオーケストラの絵本
ＣＤを聴くことを通して音や音楽の楽しさを味わって聴くことができるようになると
考えるため。

720 音楽 ベネッセ 551
たまひよ楽器あそび絵本  ０・１・２才おててでたんたんた
いこあそび

楽器をたたいて音楽の感覚を養うことができるため。
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721 音楽 ベネッセ 560
たまひよ楽器あそび絵本  ぴかぴか＆おしゃべりたのしいた
いこ

太鼓をたたいて、リズム感を養うことができる。

722 音楽 三起商行 530 ポカポカフレンズのおんがくえほん  ピアノ 親しみやすい曲に合わせて簡単な弦楽器の演奏が楽しめる。

723 器楽合奏 成美堂出版 623
ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん１  たのしいピア
ノのおけいこ

映像で見ることで分かりやすく鍵盤演奏を学ぶことができる。

724 器楽合奏 ポプラ 527 おととあそぼうシリーズ１１  どうようもっきんえほん
曲に合わせて木琴を演奏することで、楽器に対する興味やリズム感を養うことができ
る。

725 器楽合奏 ポプラ 658 ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８  ミッキーのマラカス
なじみのあるキャラクターで楽しみながらマラカス演奏を経験することで楽器への興
味を広げることができる。

726 器楽合奏 三起商行 530 ポカポカフレンズのおんがくえほん  ピアノ ピアノ付きのえほんで、学習から余暇まで幅広く活用することができる。

727 図工（美術） あかね書房 001 単行本  さわってあそぼうふわふわあひる いろいろな素材の感触を楽しむことができる。

728 図工（美術） あかね書房 582 トリックアート図鑑  ペーパークラフト 楽しく工作をさせるため。

729 図工（美術） 岩崎書店 740 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック 触れたところに色がつく楽しみを知ることができるから。

730 図工（美術） 絵本館 A09 五味太郎の絵本９  いろ いろいろな動物が出てきてわかりやすいから。

731 図工（美術） 偕成社 T03
エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）  わたしだけのはら
ぺこあおむし

様々な色を使って、はみださないようにていねいにぬるということを学ぶことができ
る。また、色あざやかなイラストが生徒の興味に合っているため。

732 図工（美術） 学研 559 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぐるぐるかくほん ぐるぐる模様をたくさん描くことを通して、造形的感覚を養うことができる。

733 図工（美術） 学研 562 おうさまのたからばこ  ふしぎなクレヨン 一本のクレヨンから複数の色が浮かび上がる内容が、児童の興味をひくため。

734 図工（美術） 学研 608 あそびのおうさまＢＯＯＫ  きって はさみの学習を深めるため。

735 図工（美術） 学研 G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
ストーリーを楽しみながら色をぬることを通して、色への興味関心もつことができ
る。

736 図工（美術） 学研 G08 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん ページをちぎったりきったりする活動を通して、造形的感覚を養うことができる。

737 図工（美術） 学研 G09 あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん
様々なデザインが描かれたページに自由に塗ったり描いたりする活動を通して造形活
動への意欲を高めることができる。

738 図工（美術） 学研 G12
あそびのおうさまＢＯＯＫおうさまのたからばこ  スタンプ
ポン

スタンプが付属しており楽しんで創作できるから。

739 図工（美術） 学研 O01 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
様々なデザインが描かれたページに自由に塗ったり描いたりする活動を通して造形的
感覚を養うことができる。
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740 図工（美術） 学研 O02 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって
楽しいイラストの描かれたページを切ったり貼ったりする活動を通して、造形的感覚
を養うことができる。

741 図工（美術） 開隆堂出版 504 美術表現と鑑賞 美術の技法の基礎を学び、作品を鑑賞し、美術の歴史を知ることができるから。

742 図工（美術） くもん出版 553 ファーストステップドリル  さいしょのきってみよう ハサミを使った作業や工作に楽しく取り組むことができるから。

743 図工（美術） くもん出版 576 こうさく１  はじめてのはさみ はさみの使い方を楽しく練習できる。

744 図工（美術） 講談社 585 おともだちドリルブック１  きってはってこうさくブック１ ハサミやのりを使った作業や工作に楽しく取り組むため。

745 図工（美術） 講談社 589 べりべりはがしてあそぶえほん  たべたいな、あーん しかけえほんを見たり触れたりすることで興味関心を高めたいため。

746 図工（美術） 国土社 B14 たのしい図画工作１４  こすりだし・すりだし
造形活動の手法や参考作品が豊富に紹介されており、造形活動への興味関心を深める
ことができる。

747 図工（美術） 小峰書店 546 たのしい紙こうさく７  紙でつくるカード・ポスター 工作活動を楽しむことができる。

748 図工（美術） 小学館 541
小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  りったいやさい・く
だもの館

やさいやくだものなどの作品をつくることができる。

749 図工（美術） 小学館 641 デコボコえほん  あかあおきいろ 触ることによって形や感触の理解に役立つ。

750 図工（美術） ジュラ 002 ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん  あそぼ！ 文字がまだ読めないので自分で操作する楽しみがある教材がほしいため。

751 図工（美術） 世界文化社 556 １日３分でおえかきじょうずになる本
なぞったり描いたりすることで書くことの喜びが感じられ、造形活動の力や表現する
力を養うことができる。

752 図工（美術） 世界文化社 616 ミュージックペープサートＣＤ付
簡単な紙工作を介助を受けながら作ることで、つくりだす喜びを味わうことができる
と考えるため。

753 図工（美術） 大日本絵画 627 しかけえほん  スウィング！ 閉じたり開いたりすると絵の様子が変化しその様子を楽しむことができるため。

754 図工（美術） 大日本絵画 635 音のでるとびだししかけえほん  動物の鳴き声ジャングル 創造力を刺激し創作活動に生かすことができる。

755 図工（美術） 大日本絵画 676 しかけえほん  いろいろきしゃぽっぽ
視力・聴力共にあまりないので大きなはっきりした絵のものや触覚を使える本が必要
なため。

756 図工（美術） チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
思うように手が動かず、絵や文字を上手に描けないが、書くことは好きという児童
が、自由に手を動かして楽しむことができるから。

757 図工（美術） ブロンズ新 501 らくがき絵本ＰＡＲＴ２五味太郎２５％ 自分の思いや体験を表現しやすいらくがき絵本を用いて表現する力を高めるため。

758 図工（美術） ブロンズ新 556 らくがき絵本五味太郎５０％
気楽な形で色を塗ったり、線を引いたりすることでものに対するイメージを広げてい
けると考えた。下絵があることで、表現に対する抵抗がある児童でも楽しく取り組め
ると考えた。
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759 図工（美術） フレーベル 522 アンパンマンとはじめよう！  びりびりちょきちょき はさみの使い方を楽しく練習できる。

760 図工（美術） フレーベル 526 アンパンマンとはじめよう！  ぐるぐるぬりぬり 自由に描いたり、塗ったりして活動を楽しむことができる。

761 図工（美術） フレーベル 529 アンパンマンとはじめよう！  らくがきだいすき 好きなキャラクターが登場することで興味を持って落書きを楽しむことができる。

762 図工（美術） ポプラ 001 いろいろいろのほん 鮮やかな原色が描かれた本を楽しむことができるため。

763 図工（美術） ポプラ 732 やってみよう！ブック１  はじめてのこうさく ハサミやのりを使った作業や工作に楽しく取り組むことができるため。

764 図工（美術） ポプラ A04 あそびのひろば４  はりえあそび はりえ遊びを通して、色や形の面白さを感じられるようにするため。

765 図工（美術） ポプラ M01 うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた
筆記用具を持って書いたり消したりする操作が易しくでき、楽しさと興味を持って取
り組むことができる。

766 図工（美術） 河出新社 506 大人の塗り絵  京都の風景編
様々な色を使って、はみださないようにていねいにぬるということを学ぶことができ
る。また、修学旅行もみすえてこの図書を選択した。

767 図工（美術） 河出新社 521 水だけでスイスイまほうのぬりえ
筆を水につけて塗るだけで色々な色が出てくる塗り絵になっており、自分で準備をし
て何度もやることができ一人でできた達成感を味わえると考えた。

768 図工（美術） コスミック 509 こうさくだいすき！  きってはってぬってぶっく 楽しみながら、手先の巧緻性を高められそうなため。

769 図工（美術） コスミック 511 たのしくこうさく！  きってはってぬってぶっく ハサミやのりを使った作業や工作に楽しく取り組むことができるため。

770 図工（美術） コクヨ 502 かおノート
顔のパーツのシールを使って表情を作り気持ちや表情を造形的に表現する力を養うた
め。

771 図工（美術） コクヨ 512 おえかきブックー子どもが描く思い出絵本ー
絵を描いたり、描いた絵を振り返ったりしながら、造形や鑑賞に関心をもつことがで
きる。

772 図工（美術） コクヨ 516 あーんあーんあーん
シールを用いて表現する楽しさを味わい、色や形の面白さを感じられるようにするた
め。

773 図工（美術） コクヨ 518 コラージュアートブック コラージュパーツが豊富にあり、個性を生かした表現ができるから。

774 図工（美術） 主婦の友 518 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨぷれいぶっく
対象児童に色々な感触を楽しむことを通して身の周りののものに興味をもってほしい
から。

775 図工（美術） 高橋書店 516 ５回おったらできあがり！！  はじめてのおりがみ 折り紙に慣れ親しむことができる。

776 図工（美術） 三起商行 595 てざわりえほん  うみへいこう 感触遊びを楽しみながら絵本に親しむことができる。

777 図工（美術）
日点（一

般） 009 ふれる世界の名画集
点字本を使用して学習している。拡大教科書もほとんど見えていない。図工の教科書
として使用したいから。
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778 保健（体育） あかね書房 535 からだのえほん６  せなかをぴん 姿勢が悪いのでよくするため。

779 保健（体育） あかね書房 624 からだが元気になる本２  けんこうをつくる！４つのヒント
わかりやすい大きなイラストなどから、健康や生活習慣についての意識づけをした
り、学んだりすることができる。

780 保健（体育） あかね書房 G04 からだのえほん４  からだにもしもし
わかりやすい絵と言葉で、お医者さんとのやりとりが描かれているため、視覚優位の
児童にもわかりやすく健康の保持増進と体力の向上の大切さを学ぶことが期待でき
る。

781 保健（体育） 岩崎書店 700 めくってわかる！ひとのからだ 人の体に興味をもたせるため。

782 保健（体育） 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－

動物が出てきて楽しく勉強できるため。

783 保健（体育） 金の星社 701 おとのでるうたっておどれるからだあそびうたえほん
音楽やリズムに合わせて体を動かすことが好きなので、楽しみながら体を動かすこと
ができる。

784 保健（体育） 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？

分かりやすい絵であるため、身体の仕組みについて興味をもって学習することができ
る。

785 保健（体育） 金の星社 J04 やさしいからだのえほん４  むしばはどうしてできるの？
正しい歯磨きの方法を学習することで健康の保持増進について学ぶことができるた
め。

786 保健（体育） 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！ 大好きな食事を題材に健康について学ぶため。

787 保健（体育） 合同出版 508
子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版子どもの
お手伝い

挨拶やマナーについて決まりを知ることができる。

788 保健（体育） 小学館 637 きむらゆういちのパッチン絵本  おおきくなったら イラストや、わかりやすいストーリーを通して体への関心を広げる。

789 保健（体育） 育成会 A04 自立生活ハンドブック４  からだ！！げんき！？
成長や病気に関する基本的な知識を身に着け、健康・安全に関する初歩的な事柄を理
解できる。

790 保健（体育） 成美堂出版 631 音と光のでる絵本  くるっ！がちゃり！かぎあそびハウス 指先の運動の学習に役立つため。

791 保健（体育） 成美堂出版 638 体幹力を上げるコアトレーニング 写真付きでわかりやすく体の使い方を学べるから。

792 保健（体育） 成美堂出版 644 ちょうしんきつきからだずかん
聴診器を使って図鑑を見ながら心音を聴いたり体に興味を持ったりすることができる
ため。

793 保健（体育） 大日本絵画 580 つまみひきしかけえほん  ぴょんたのたいそう しかけを楽しみながら、体の動きに興味をもてるから

794 保健（体育） 大日本絵画 681 しかけえほん  はみがきしましょ 基本的な生活習慣である歯磨きに対して意欲をもって取り組むことができるように。

795 保健（体育） 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 対象児童の体や健康に関する語彙や意味をつかませたい。

796 保健（体育） 評論社 B25 しかけ絵本の本棚  からだのなかとそと
めくり絵本をめくる活動で、目に見えない体の内側に対するイメージがわきやすいの
で、体について興味を持たせるのに適しているから。
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797 保健（体育） 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 歯を磨くことに関心をもち、意欲的に取り組むことができる。

798 保健（体育） ＰＨＰ 664 わたしのえほん  ぼくのトイレ トイレのことに興味をもちマナーを知ってほしいから。

799 保健（体育） 福音館 708 ０．１．２．えほん  ぺんぎんたいそう 体の部位に関心を持ち学習することができる。

800 保健（体育） フレーベル G09 フレーベル館の図鑑ナチュラ  ひとのからだ
児童にとって身近だが難しいテーマを、具体的なイラスト等を用いてわかりやすく学
習できる。

801 保健（体育） ポプラ 519 クーとマーのおぼえるえほん３  ぼくのからだここなあに
児童にとって身近だが難しいテーマを、親しみやすい絵を用いてわかりやすく学習で
きる。

802 保健（体育） ポプラ 697 音のでる知育絵本２４  脳科学からうまれたゆびゆびえほん 指先の運動の学習に役立つため。

803 保健（体育） 河出新社 512 はじめて絵本  たのしいおりょうり 本書にのっているレシピに沿って、料理に体験活動をつませたい。

804 保健（体育） 大日本図書 505 図説新中学校体育実技 イラストや写真が見やすく、生徒の興味関心を引くを引くことができる。

805 道徳 あかね書房 546
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

自分の身を守ることを学ばせるため。

806 道徳 あかね書房 H01 かばくん・くらしのえほん１  かばくんのいちにち
親しみのある一日の生活が描かれており、家庭で安心して生活できる事の心地よさに
気づき、できる事に努力する姿勢や希望をもつ事ができる。

807 道徳 偕成社 508 ノンタンあそぼうよ（３）  あかんべノンタン ノンタンを通じて、友達とのかかわり方を学ぶことができるため。

808 道徳 偕成社 511 ノンタンあそぼうよ（９）  ノンタンのたんじょうび ノンタンを通じて、人を喜ばせる心を育てることが育てることができるため。

809 道徳 偕成社 512 ノンタンあそぼうよ（１０）  ノンタンボールまてまてまて ノンタンを通じて、自分の世界を広げていくことができるため。

810 道徳 偕成社 513 ノンタンあそぼうよ（１２）  ノンタンこちょこちょこちょ ノンタンを通じて友達との触れ合いを覚えることができるため。

811 道徳 偕成社 590 木村裕一・しかけ絵本（１２）  げんきにごあいさつ しかけ絵本を通して、元気なあいさつについて知る。

812 道徳 偕成社 732 のりものくらべ（２）  くらしをまもる車 それぞれの社会の役割に気づくことができるため。

813 道徳 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 ノンタンを通じて、遊ぶ時のルールを学ぶことができるため。

814 道徳 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 ノンタンを通じて、身だしなみを整えることを学ぶことができるため。

815 道徳 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 発語がない児童にあいさつを練習するのに適しているため。
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816 道徳 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 教員とやり取り遊びを楽しみながら、豊かな心を育むことができるため。

817 道徳 偕成社 R04
あかちゃんのあそびえほん（４）  ひとりでうんちできるか
な

対象児童にこの本を読み聞かせることで、排泄への意識を高め、生活上の困難を改善
しよりよい日常生活を送れるようにしたいから。

818 道徳 偕成社 T01 エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし
色鮮やかな絵であおむしが自然の中で成長していく様子が描かれていることから、自
然に興味をもち、大切にする気持ちを養うことができる。

819 道徳 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－

様々な動物の個性的な動きが描かれていることから違いを理解したり自分の良さに気
づいたりして自分を大切に思う気持ちを養うことができる。

820 道徳 学研 609 名作よんでよんで  イソップどうわ２５話 よりよく生きることについて考えることに役立てることができるため。

821 道徳 開隆堂出版 508 中学生のための学校生活のマナー 身近な生活のルールや決まりを知り、自分の生活に生かせるきっかけとする。

822 道徳 金の星社 655 おてつだいの絵本 絵本を通して、家族内に役割があることを知ることができるため。

823 道徳 講談社 E01
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

イラストを通して、気持ちを伝える言葉を身につけることができる。

824 道徳 国土社 544
ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（３）  地域・社会生
活編

公園でのマナーや電車やバスの乗り方等生活に密着したテーマを取り上げており、視
覚的にも見やすく身近な公共施設や公共物を利用するときに参考にできるため。

825 道徳 国土社 555 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（２）  学校生活編
様々な場面にふさわしい行動について知ることができ、ルールやマナーを認識する
きっかけになるため。

826 道徳 こぐま社 G01 かおかおどんなかお
言葉がなく感情も未分化なため、対人関係の基礎として必要な、様々な表情や心の変
化にふれさせたいため。

827 道徳 合同出版 522
イラスト版気持ちの伝え方  コミュニケーションに自信がつ
く４４のトレーニング

人とのコミュニケーションをイラストで学習し、日常生活に活かしたいため。

828 道徳 合同出版 B04 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 相手とのコミュニケーションの力を身につけさせたいため。

829 道徳 小学館 700
おはなしプレＮＥＯ  心やさしく賢い子に育つみじかいおは
なし３６６

お話をききながら学べると身に付きやすいため。

830 道徳 ジュラ 528 金子みすゞ童謡絵本  おひさん、あめさん 童謡絵本を用いて、自己理解、他者理解の能力を高めるため。

831 道徳 成美堂出版 535 ＣＤできく童謡つきよみきかせ絵本
いろいろなお話に親しみながら思いやりや生命の尊さ、家族や友人の大切さについて
学ぶことができる。

832 道徳 成美堂出版 613 わくわくコンビニあそびレジスター レジスターの模型を使い、仕事に親しむことで、勤労の精神を養いたいから。

833 道徳 成美堂出版 663 音と光のでる絵本  ならしてあそぼう！どうようタンバリン 童謡と日本独特の文化に触れることができるため。

834 道徳 世界文化社 633 うちのかぞく 自分の家族に親しみをもってかかわることを身につけることができるため。
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835 道徳 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

イラストを通して、公共でのルールを身につけることができる。

836 道徳 東京書店 508
わくわく音あそびえほん  たのしいのりものえほんでんしゃ
もくるまものりほうだい！

レジスターの模型を楽しく使い、仕事に親しむことで、勤労の精神や家族愛を育む。

837 道徳 東京書店 519 ０さいからのにほんごえいごことば絵じてん
自分自身・集団や社会・生命や自然との関わりについて考える指導の際、図と音を併
用してことばの確認をしたい。

838 道徳 永岡書店 509 たのしいポップアップえほん  おおきなこえでごあいさつ 絵本を通して、よりよい挨拶の仕方について知ることができる。

839 道徳 ナツメ社 525
特別支援教育をサポートする  暗黙のルールが身につくＳＳ
Ｔカード教材集

日常的なルールを獲得させたいため。

840 道徳 評論社 510 ずーっとずっとだいすきだよ 自分の気持ちを表現する力を伸ばしたいため。

841 道徳 評論社 552 児童図書館・絵本の部屋  わすれられないおくりもの 絵本を通して情操を育むため。

842 道徳 福音館 600 こどものとも絵本  そらまめくんとめだかのこ
物語を通して、主人公や、友達の思いの変化に触れながら、他者を思いやる気持ちや
寛容な態度を養うことができる。

843 道徳 福音館 636 いやだいやだの絵本  いやだいやだ 絵本を通して、他者を思いやる気持ちをはぐくむことができる。

844 道徳 福音館 H13 こどものとも絵本  ぞうくんのさんぽ
動物たちの散歩をめぐるやりとりを通して、友達を思いやる気持ちや、親切にする態
度を養うことができる。

845 道徳 福音館 H56 こどものとも絵本  はじめてのおつかい
買い物の話を通して家族みんなが協力することの大切さや、できることは一人で行っ
ていくことの大切さを感じることのできる構成になっており、児童に分り易い為。

846 道徳 ブロンズ新 558 おしくら・まんじゅう
昔遊び「おしくらまんじゅう」の言葉のリズムにのって話が展開されており、楽しみ
ながら日本の文化に触れ親しむことができる。

847 道徳 フレーベル 524
アンパンマンとはじめよう！  アンパンマンとげんきにあい
さつ

身近な人ときちんと挨拶することを身につけさせたい。

848 道徳 フレーベル 544 おしえて！アンパンマンとけい 見通しを持って行動することができるようになるため。

849 道徳 フレーベル 548 アンパンマンとできるかな？１  あいさつできるかな？ あいさつの大切さを学べるから

850 道徳 ポプラ 596 からだとこころのえほん２  けんかのきもち 絵本が読める児童にけんかの気持ちを考えさせるのに適している。

851 道徳 ポプラ 724
音のでる知育絵本２５  脳科学からうまれたかおたっちえほ
ん

色や感情などがわかりやすいから。

852 道徳 ポプラ P15 音のでる知育絵本１５  こえでおぼえるごあいさつえほん 音の出る絵本を通して、楽しみながらあいさつの学習ができる。

853 道徳 ポプラ P16
音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけ
いくん

音と時計の模型を使い、時間に触れ、節度、礼儀、公共の精神を育む。
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854 道徳 エスコＲ 501
ソーシャルスキルトレーニング絵カード  １日の生活の絵
カード

一日の生活を理解し過ごせるようになってほしいから。

855 道徳 絵本塾出版 503 ようじからはじめるみんななかよしマナーのえほん 絵本を楽しみながらマナーについて知ることができるため。

856 道徳 交通新聞 518 はらぺこあおむしエリック・カール  マグネットあそび 虫などの小さな生き物を通して自分より小さいものや弱いものをいたわる心を育む。

857 道徳 日本図書 521 もうふりまわされない！怒り・イライラ 気持ちの切り替えが苦手なので。

858 道徳 ＢＬ出版 529 手と手をつないで 気持ちを感じられるから。

859 道徳 ベネッセ 570
たまひよ音のずかん絵本  まいにちのおしゃべりことばずか
ん

生活の中の言葉や物の名前を音で聞くことで、児童の発語の支援へとつなげたい。

860 道徳 三起商行 564
ポカポカフレンズのしかけと音のえほん  なにしてるの？せ
いかつ

音としかけで身の回りの仕事を知り、家族愛や家庭生活の充実を図る。

861 道徳 三起商行 570 ミキハウス音のでるおしごとえほん  くるま
働くいろいろな車があり、それぞれの役割を知ることで、感謝や文化の尊重、勤労の
精神を育む。

862 道徳 唯学書房 501 発達障害の子どもたちのためのお仕事図鑑
職種や仕事内容がイラストでわかりやすく学習でき、興味関心を引き出すことができ
る。

863 道徳 リベラル社 502 道徳えほん  つよくやさしい心を育てるおしえてえんまさま やってはいけないことを知り、親切心や規則の尊重について学ぶため。

864 外国語 偕成社 567 エリック・カ－ルの絵本  英語でもよめるはらぺこあおむし 身近な絵本を通して、英語で読む世界観から外国語への関心につなげたい。

865 外国語 学研 533 中１英語をひとつひとつわかりやすく。 １つ１つわかりやすく英語を学ぶことができる。

866 外国語 学研 534 中２英語をひとつひとつわかりやすく。 １つ１つわかりやすく英語を学ぶことができる。

867 外国語 学研 547 やさしくまるごと中学英語 英語の基礎を習得するために、本教材を用いて英語力を定着させたい。

868 外国語 学研 651 小学生の英語ドリル２  覚えておきたい英単語４８０改訂版 英語を用いてコミュニケーションを図る力をつけるため。

869 外国語 学研 653 絵でわかる小学生の英会話ＣＤつき CDを使って耳からも英語の学習ができる。

870 外国語 学研 662 レインボー英和・和英辞典改訂第３版
イラスト表記により見やすくできており、英単語を自分で調べながら楽しく学習でき
る。
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871 外国語 学研 663 レインボー英会話辞典改訂第３版
イラスト表記により見やすくできており、わかりやすく英会話の学習に用いることが
できる。

872 外国語 学研 716
歌でおぼえるらくらくイングリッシュ  はじめての英語の歌
ＣＤ付

英語教材を、CD付きの本教材をとおして学習を深めることができる。

873 外国語 くもん出版 537 ＣＤ付き英語のうたカード 好きな歌を通して英語に親しみ、発音や文の構造をとらえることができるから。

874 外国語 くもん出版 538 ＣＤ付き英語カードあいさつと話しことば編
カードを使って繰り返し学習することによって、英語に親しみあいさつや話し言葉を
みにつけさせたい。

875 外国語 くもん出版 542 ＣＤ付き英語カードたのしい会話編 対象生徒のリスニング力と考える力をのばしたいから。

876 外国語 こばと 536 中高生のためのローマ字・英語 生徒の発達段階にあっており、必要な力を身に着けることができる。

877 外国語 小学館 597 ポケモンえいごじてん 英単語の知識量を増やすことができる。

878 外国語 小学館 598 ドラえもん英語図解辞典 親しみやすいキャラクターをみながら英語の勉強ができる。

879 外国語 小学館 600 はじめておぼえるえいごでえじてん 英語の学習を基礎からできる。

880 外国語 成美堂出版 005 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた 英語の歌に親しみながら、英語に慣れることができる。

881 外国語 戸田デザイ 001 和英えほん 絵本を見ながら英語の学習をするこができる。

882 外国語 戸田デザイ 004 ＡＢＣえほん 絵本を見ながら英語の学習をするこができる。

883 外国語 ポプラ 711
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

親しみやすいキャラクターで学習に入ることができる。

884 外国語 アルク 508 子ども英語ＢＯＯＫＳ  英語の絵カード＆ゲーム集１ 英語カードを用いて、ゲームを取り入れ多面的に英語学習に取り組むことができる。

885 外国語 ｍｐｉ 520 おうちでフォニックス音のでるペンつき 学校でも取り組んでいるフォニックスを深め、反復学習に繋げることできる。

886 外国語 旺文社 570 小学えいご絵じてん８００改訂版 タッチペンを使って、手を動かして学習することができる。

887 外国語 弘文社 501
小学生の英語シリーズ  小学生のよくわかる英語英語であそ
ぼう

英語学習の基礎を固めることができる。

888 外国語 Ｊリサーチ 501 小学英語スーパードリル１ 単語の知識を定着させるためには最適である。

889 外国語 Ｊリサーチ 502 小学英語スーパードリル２ 単語の知識を定着させるためには最適である。

47 / 48 ページ



NO 種目 発行者 図書番号 一般図書名 希望理由

890 外国語 Ｊリサーチ 504 小学英語スーパードリル３ 大切なことを学ぶことができるため。

891 外国語 増進堂 514 ヘボン式ローマ字練習ノート 書き込みながら、繰り返し使えるので最適である。

892 外国語 増進堂 548 小学生の英語ドリル  小学生の英語力２ 基本的な単語学習の、知識を定着させるためには最適である。

893 外国語 創英社 502 ＮｅｗＡＢＣｏｆＥＮＧＬＩＳＨ  基本編 CDを使って、身近な場面設定で英語を学ぶことができる。

894 外国語 東京書籍 505 小学生の英語絵ずかん＜しゃべるぺん付き＞
英語への関心が、文字だけでなく、音声学習もとおして自己学習できるので活用した
い。

895 外国語 東京書籍 516
Ｈｉ，ｆｒｉｅｎｄｓ！１＆２英語絵ノート  コンプリート
ＢＯＸ

興味を持ちながら、知識を定着させるためには最適である。

896 外国語 ＮＨＫ出版 547 ＮＨＫＣＤＢＯＯＫ  チャンツでノリノリ英語楽習！ CD教材を活用し語学を楽しく学ぶ意欲の向上を目指したい。

897 外国語 パイインタ 501 和英えじてん 調べ学習などの時に、理解を助けるために必要である。

※下学年使用の文部科学省検定済教科書、文部科学省著作用教科書、拡大教科書・点字教科書を含む
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