
令和２年度使用特別支援学校小中学部及び 

小中学校特別支援学級教科用図書の採択について 

（学校教育法附則第９条教科用図書） 



令和２年度使用特別支援学校小中学部及び小中学校特別支援学級教科用図書採択希望一覧
（学校教育法附則第９条教科用図書）

NO 科目 発行者 図書番号 一般図書名 希望理由

1 国語 あかね書房 528 なぞなぞあなあきえほん４  のりもののかくれんぼ 興味関心の高いのりものと合わせて読めるひらがなを増やしてほしいから。

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 A01 もじのえほん  あいうえお 絵本でイラストやお話を通してひらがなを学ばせたいから。

4 国語 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
一日の生活が順序よく描かれており、それを見て簡単は言葉で話す学習に役立
つ。

5 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 リズミカルな言い回しなどを通して、文字を読めるようになってほしいから。

6 国語 岩崎書店 713 バリアフリーえほん  さわってごらんだれのかお？
絵本を目で見る＋形を感じることから身近な物に触ってみて興味を深めていく。興味、関心
が出たものには言葉かけをし、マッチング活動へとつなげることができる。

7 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 日常的な言葉から覚えることができる。

8 国語 偕成社 544 五味太郎・言葉図鑑（２）  ようすのことば イラストなどを見ながら学ぶことで、対象生徒の興味関心を引き出したい。

9 国語 偕成社 545 五味太郎・言葉図鑑（４）  かざることば（Ｂ） イラストなどを見ながら学ぶことで、対象生徒の興味関心を引き出したい。

10 国語 偕成社 546 五味太郎・言葉図鑑（７）  たとえのことば イラストなどを見ながら学ぶことで、対象生徒の興味関心を引き出したい。

11 国語 偕成社 547 五味太郎・言葉図鑑（８）  かくれたことば イラストなどを見ながら学ぶことで、対象生徒の興味関心を引き出したい。

12 国語 偕成社 548 五味太郎・言葉図鑑（９）  しっぽのことば イラストなどを見ながら学ぶことで、対象生徒の興味関心を引き出したい。

13 国語 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

ドアを開けたり、閉めたりするのが得意で、絵本の世界でもしかけをめくるという簡単なやりとり
ができるようになる姿を期待している。

14 国語 偕成社 621 あけて・あけてえほん  といれ 排泄自立に向けて、トイレに関する語彙を広げられるように選択する。

15 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。

16 国語 偕成社 O01 五味太郎・言葉図鑑（１）  うごきのことば
日常動作に関する語彙を増やし表情、身振りなどを簡単な言葉で表現する力をの
ばすことができる。

17 国語 偕成社 O03 五味太郎・言葉図鑑（３）  かざることば（Ａ）
対象児童は様子を表すことばが苦手なので、本書の絵で様子を表す言葉を学習
するのに適切である。
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NO 科目 発行者 図書番号 一般図書名 希望理由

18 国語 偕成社 O05 五味太郎・言葉図鑑（５）  つなぎのことば イラストなどを見ながら学ぶことで、対象生徒の興味関心を引き出したい。

19 国語 偕成社 O06 五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしのことば
たくさんのイラストやわかりやすい文により名詞だけではなく多くの語彙を身に付け
させたい。

20 国語 偕成社 O10 五味太郎・言葉図鑑（１０）  なまえのことば イラストなどを見ながら学ぶことで、対象生徒の興味関心を引き出したい。

21 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。

22 国語 偕成社 T04 エリック・カールの絵本  くまさんくまさんなにみてるの？ 絵本を通して日常生活に般化してほしい。

23 国語 偕成社 W01 木村裕一・しかけ絵本（１）  みんなみんなみーつけた しかけ絵本になっているため、関心をもって学習することができる。

24 国語 学研 002 小学生向辞典・事典  レインボーことば絵じてん 載っている語句の多さや、わかりやすいイラストから語彙を増やしたい。

25 国語 学研 512
小学ひとつひとつわかりやすく  小５国語をひとつひとつわ
かりやすく。

とても見やすいプリントである。また解説がわかりやすいため。

26 国語 学研 513
小学ひとつひとつわかりやすく  小６国語をひとつひとつわ
かりやすく。

とても見やすいプリントである。また解説がわかりやすいため。

27 国語 学研 520
中学ひとつひとつわかりやすく  中学国語をひとつひとつわ
かりやすく。

対象児童生徒は国語への学習意欲はあるが、構成が複雑なものには、取り組みづらいの
で、構成のわかりやすい本書を活用し、読解の力を身に付けさせたい。

28 国語 学研 521
中学ひとつひとつわかりやすく  中学国語の基礎知識をひと
つひとつわかりやすく。

対象児童生徒は国語への学習意欲はあるが、構成が複雑なものには、取り組みづらいの
で、構成のわかりやすい本書を活用し、読解の力を身に付けさせたい。

29 国語 学研 541 やさしくまるごと小学国語
インターネット上で動画授業が公開されているので、国語は苦手でも動画に興味のある生徒
にとって取り組みやすい内容になっているため。

30 国語 学研 630
漢字パーフェクトシリーズ  調べて覚える１年の漢字辞典ドリ
ル

繰り返し書いて学習することで、学力・知識を定着させたい。

31 国語 学研 631
漢字パーフェクトシリーズ  調べて覚える２年の漢字辞典ドリ
ル

繰り返し書いて学習することで、学力・知識を定着させたい。

32 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 繰り返し書いて学習することで、学力・知識を定着させたい。

33 国語 学研 638 自分学習  書く力をつける小学中学年用改訂新版 同じシリーズの低学年用に取り組んでいる。継続した学習が期待できるから。

34 国語 学研 665 学研ことばえじてん
本書を使ってしりとりやなかまあつめなどのことばあそびなどにも活用させ多くの語
彙を身に付けさせたい。

35 国語 学研 702 おはなしドリル  都道府県のおはなし低学年
分かりやすい言葉で書かれているため読むことに困難を抱えている児童も取り組み
やすく、内容も興味をもてるものである。

36 国語 学研 707 ４年生までに身につけたい言葉力１１００
漢字や文の学習を積み重ねてきた児童であるが、さらにいろいろなことばを身に付
け学習を深めさせたい。
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37 国語 学研 736 おはなしドリル  せかいの国のおはなし小学２年 対象児童の興味関心のある文章が掲載されている本書で、読解力を養うため。

38 国語 学研 848
毎日のドリル×学研の図鑑ＬＩＶＥ  図鑑漢字ドリル小学１～６
年生鉄道

鉄道が好きなので、意欲を持って国語の学習に取り組むことが期待される。

39 国語 金の星社 519 新しいえほん  へんしんトンネル 言葉遊びを繰り返し楽しむことができるため。

40 国語 金の星社 715 音のでる絵本  おとのでるあいうえおのえほん
対象児童は音の刺激によく反応するので、その特性を生かして文字への関心を高
めたい。

41 国語 くもん出版 001 あいうえおべんとう 身の回りの野菜などを使っているため５０音を覚えるのに適切である。

42 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 運筆力を伸ばしながら、無理なく楽しくひらがなの読み書きの学習ができる。

43 国語 くもん出版 509 もじ・ことば１２  漢字おけいこ
本書で漢字の学習をすることで、生徒が新たに漢字を覚え、書くことができる漢字
を増やしたい。

44 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。

45 国語 くもん出版 520 ひらがなことばカード２集改訂 身近なひらがなことばがイラストに添えられていてわかりやすいため。

46 国語 くもん出版 523 ぶんカード１集
ひらがなに親しんだ児童が、絵入りカードで漢字の入った二語文に親しめると考え
たため。

47 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。

48 国語 くもん出版 531 慣用句カード１集 カード学習が好きな児童が単語をヒントに、続く言葉を連想しやすいと考えたため。

49 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
対象児童は有意な発語はないが、他者から本を読んでもらうのが好きで、絵を見ながら名称
や様子を聞くことで言語と事象を一致させる力が伸ばせると考える。

50 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 言葉と文章の読み取りを数多く学び、実生活の中で役立てることができる。

51 国語 くもん出版 593 小学ドリル国語  １年生の文しょうの読解
対象児童生徒は国語への学習意欲はあるが、構成が複雑なものには、取り組みづらいの
で、構成のわかりやすい本書を活用し、読解の力を身に付けさせたい。

52 国語 くもん出版 594 小学ドリル国語  ２年生の文章の読解
対象児童生徒は国語への学習意欲はあるが、構成が複雑なものには、取り組みづらいの
で、構成のわかりやすい本書を活用し、読解の力を身に付けさせたい。

53 国語 くもん出版 595 小学ドリル国語  ３年生の文章の読解
対象児童生徒は国語への学習意欲はあるが、構成が複雑なものには、取り組みづらいの
で、構成のわかりやすい本書を活用し、読解の力を身に付けさせたい。

54 国語 くもん出版 596 小学ドリル国語  ４年生の文章の読解
対象児童生徒は国語への学習意欲はあるが、構成が複雑なものには、取り組みづらいの
で、構成のわかりやすい本書を活用し、読解の力を身に付けさせたい。

55 国語 くもん出版 597 小学ドリル国語  ５年生の文章の読解
対象児童生徒は国語への学習意欲はあるが、構成が複雑なものには、取り組みづらいの
で、構成のわかりやすい本書を活用し、読解の力を身に付けさせたい。
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56 国語 くもん出版 598 小学ドリル国語  ６年生の文章の読解
対象児童生徒は国語への学習意欲はあるが、構成が複雑なものには、取り組みづらいの
で、構成のわかりやすい本書を活用し、読解の力を身に付けさせたい。

57 国語 くもん出版 A03 もじ・ことば３  やさしいひらがな１集
絵と言葉を併用しながら５０音に親しむ学習が、対象児童の文字への興味関心を
高めると思われるため。

58 国語 くもん出版 A11 もじ・ことば１１  はじめてのかん字
はじめて漢字の学習を行う生徒に対して、本書は身近でわかりやすい漢字が用いられている
ため、生徒が安心して学習するのに適切である。

59 国語 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード
対象児童はイラストを用いることで意欲的に学習できることから、絵カードを使って
語彙を増やしたい。

60 国語 講談社 519
にじいろのさかなブック  ポップアップ絵本にじいろのさかな
のかくれんぼ

大好きな魚の出てくる絵本を楽しんでもらいたいから。

61 国語 講談社 559 翻訳絵本  せんをたどって
書字を始めたばかりの児童が、なぞり書きの学習をとおして書くための力を伸ばす
ことができるため。

62 国語 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

感情を伝える言葉がわかりやすく明記されていたから。

63 国語 好学社 508 レオ・レオニの絵本  あいうえおのき 読み聞かせをしながら自然に文字への関心を高められると考えるから。

64 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。

65 国語 こぐま社 D01 ことばあそびの絵本  ぶたたぬききつねねこ 言葉遊びを通して発語をねらいたい。

66 国語 こぐま社 G01 かおかおどんなかお
色々な顔の表情を知りながら、自分の気持ちを相手に伝えていく学習をしたいた
め。

67 国語 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４
４のトレーニング

イラストがついているため、目で見て分かりやすく学べそうであるため。

68 国語 合同出版 538 ことばキャンプ３  ことばのけいこ
掲載されているしりとりを行ったりクイズを解いたりすることで楽しく言葉を覚えること
ができるため。

69 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 身の周りの基本を言葉で言い表しながら知り、自立活動に役立てたいため。

70 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
対象児童生徒には挨拶等の簡単なコミュニケーションに課題があり、支援をする上
で、視覚的な提示が効果的だと考えられるため。

71 国語 こばと 531 中高生のための国語
言葉の意味や気持ちの言葉など、発達障害のある生徒が身近な生活の中で学習
できる内容である。

72 国語 こばと 601 初級編ステップアップ  マッチングⅠ
絵などの視覚的効果から、本児の認知能力に合った内容であるため、本書で言葉
の力をみにつけさせたい。

73 国語 こばと 602 初級編ステップアップ  マッチングⅡ ワークシートを使って、弁別能力や指の機能の向上を促したい。

74 国語 こばと 603 初級編ステップアップ  ことば・もじ
対象児童の実態は、絵と音声言語を一致させられるものがあり、本書の絵と単語のマッチン
グや書字練習が音声言語と書字の一致につなげていけると考える。
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75 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音に親しむ学習が、対象児童の文字への興味関心を
高めると思われるため。

76 国語 こばと 606 中級編ジャンプアップ  こくごⅡ
「しりとり」「対になる言葉」「カタカナ」「反対言葉」など具体的にわかりやすいテキストになって
おり、児童の実態にあってスモールステップで学習を進められる。

77 国語 こばと 607 中級編ジャンプアップ  こくごⅢ
同じ、違う、比べる言葉、副詞・受動詞、自・他動詞、です、ます気持ちを表す言葉など、会話
を書き込みながら学習できる教材のため言葉の使い方を深められる。

78 国語 こばと 614 上級編レベルアップ  漢字 対象児の漢字における実態に合っており、漢字指導に有効と考えたため。

79 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

対象児の実態に合っており、対人関係の学習に適していると考えられるため。

80 国語 三省堂 506 三省堂こどもことば絵じてん増補新装版 本書でたくさんの物の名前や言葉にふれることで、対象児童の語彙力を養いたい。

81 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 言葉をたくさん引き出すために有効な内容であったから。

82 国語 三省堂 508 こどももののなまえ絵じてん増補新装版
食べ物、洋服、乗り物、動植物など身の回りの様々な物とその名称を広く絵を見な
がら学ぶことができるため。

83 国語 三省堂 512 三省堂こどもかんじじてん
漢字の形やへん、旁の意味合いについて詳しい説明があり、漢字の学習に適して
いるから。

84 国語 三省堂 A04 三省堂こどもかずの絵じてん 本書を使用することで、対象児童の名詞の理解を定着させたい。

85 国語 視覚デザイ 511 かたちでおぼえるあいうえお
本書で学習するなかで、平仮名に興味を持ち、平仮名を覚えたいという気持ちを持
たせたい。

86 国語 小学館 525
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶこくごの図
鑑

本書を使って、身近な生活の中からことばのおもしろさを見つけ、文字や言葉への
関心を高めたい。

87 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 写真と言葉を一致させる学習を通し、語彙を増やしたい。

88 国語 小学館 648 ピタゴラスイッチこたつたこＤＶＤブック
本だけでなく、DVDがついているので、関心をもって、言葉に触れることができると
考えたため。

89 国語 小学館 657 マグネットえほん  たべもの マグネットを使用して、食べ物への興味関心を持つことができる。

90 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ともに、興味関心をもってひらがなを学ぶことができる。

91 国語 成美堂出版 516 ＣＤできく  よみきかせおはなし絵本１ 耳からの情報で話の内容を理解する力を伸ばしたいため。

92 国語 成美堂出版 535 ＣＤできく童謡つきよみきかせ絵本 絵本を見たり、ＣＤの朗読を聞いたりしながら本に親しむことができる。

93 国語 成美堂出版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！
文字の練習ができる小さなホワイボードと、押すと音が出る文字のボタンを利用し、発音を確
認しながら書く学習や文字への関心を高める学習をすることができる。
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94 国語 成美堂出版 643 電車大集合！スーパー大百科ＤＶＤつき
電車が好きな児童が使用することで、電車の名前や解説等で文字にふれることが
できるため。

95 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 対象児が感覚遊び中心の児童であるため、触って言葉やお話を感じられる。

96 国語 太郎次郎社 507
漢字がたのしくなる本シリーズ  漢字くみたてパズル十の画
べえ

イラストつきで漢字の成り立ちがわかりやすく、楽しく学習できるから。

97 国語 太郎次郎社 524
新版あわせ漢字ビンゴゲーム１  （へん・つくり・かんむり・あ
し）あそび

苦手意識を持たないように学習を進めていきたいため。

98 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

漢字の練習を始めたがなかなか習得できないので、身近な漢字にを取り上げてい
る本書を使わせたい。

99 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

簡単な漢字を読んだり書いたりすることができるので、その漢字を組み合わせて漢
字ができることを楽しく学ばせたい。

100 国語 太郎次郎社 A03
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
３部首あそび

漢字に対して苦手意識がある対象生徒が取り組みやすい教材であるため。

101 国語 童心社 650 しかけえほん  たまごのえほん 絵を大人と共有し言葉を聞くことで発語につなげたいから。

102 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。

103 国語 戸田デザイ 003 あいうえおえほん
はっきりした大き目の字やイラストで、絵を見て楽しみながらひらがなに触れさせ、
意識づけていきたい。

104 国語 戸田デザイ 007 よみかた絵本
わかりやすい短い文章とイラストを関連付けて学習することで、文字への興味関心
を引き出したい。

105 国語 戸田デザイ 503 ことばじてん絵本
イラストが多く、身の回りの様々な単語に触れながら文字の読み書きの学習を行え
るため。

106 国語 同成社 502 ゆっくり学ぶ子のための  国語５ 作文や詩の表現力、聞く力や話す力の獲得につながると考える。

107 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）

絵や文字が大きくわかりやすく、文字を読むことについて段階的に取り組むことができる。な
ぞり書きの練習ができる構成になっているため、丁寧に学習できる。

108 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）

文字に関心を持ち始めた児童が日常生活でよく使う、ひらがな・カタカナ・漢字の文章に触れ
ることができ、書く学習につなげていけるため。

109 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）

動詞や会話文など様々な語句や文章に触れて語彙を増やし、自分で文章を読ん
で理解したり、文章を構成する力を身に着けてほしい。

110 国語 同成社 A04 ゆっくり学ぶ子のための  国語４
音と訓、動詞、形容詞、丁寧語、会話体、過去・現在・未来など、子どもの段階に
合った内容の学習ができるから。

111 国語 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）

対象児童が本書を使用することで、色々な言葉の種類に触れることができる。

112 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）

平仮名の読み書きを順を追って学習でき、単語まで学習できる教材であるため。
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113 国語 東洋館 002 くらしに役立つ国語
生活に必要な言語能力の育成を目指し、読む、書く、話す、聞くをバランスよく配置
した本書を教科書として活用したい。

114 国語 東洋館 507 くらしに役立つワーク国語 本書で、日常生活にある題材を扱って国語力を身につけさせたい。

115 国語 永岡書店 506 木のえほん  どうぶつパズル パズルを通して、形を見分ける力をつけ、ひらがなの素地をつくる。

116 国語 日本教育研 A01 ひとりだちするための国語
卒業後生活をするうえで必要な国語を学べることができる。また、基礎と応用が２段構成に
なっており、コミュニケーション能力の定着を図ることができる。

117 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
きるため。

118 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。

119 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。

120 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。

121 国語 福音館 H26 こどものとも絵本  おおきなかぶ 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。

122 国語 ブロンズ新 537 だるまさんが
繰り返しのある簡単なストーリーで構成されており、だるまさんのイラストに注目しながらリズミ
カルな擬音語に親しむことができるため。

123 国語 ブロンズ新 A02 らくがきえほんあ・い・う・え・お
対象児童の実態は、まだ字がなぞり書きで、本書のたくさん書きながらあいうえおが
学習できるので適切である。

124 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、興味をもって取り組むことができ
る。

125 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
ひらがなに興味を持ち始めた児童が音声や操作で身近な生活の言葉を覚えていく
のに適しているから。

126 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

イラストが可愛くわかりやすく、楽しみながら語彙を増やせる。

127 国語 ポプラ 641 やさい・くだものぴったりカード
生活単元学習で野菜に興味をもっており、絵と文字を合わせることで語彙を増やす
ことができるため。

128 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
対象児童は、発音が不明瞭で平仮名は未習得である。本書で音と文字のマッチン
グや発音の練習をするのに適切である。

129 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
対象児童に視覚障害があり、音声が流れ、飛び出すなど触って楽しむこともできる
絵本の特色が実態に合っているため。

130 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
食べ物に興味を持っている生徒が多く、食べ物のかるたを使用することで、楽しく平仮名を学
習でき、平仮名を覚えるのに適切である。

131 国語 リーブル 503 しりとりしましょ！たべものあいうえお
食べ物に興味を持っており、またしりとりを好んで遊ぶことが多い。この本で興味をもって音読
を楽しみ、ひらがな等を習得させたい。
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132 国語 リーブル 510 おみせやさんでくださいな！
カラフルな挿絵とリズミカルな文章でお店の名前や商品の名前に親しむことがで
き、短文づくりにつなげることができるから。

133 国語 朝日新聞 508
おうた＆ことばタブレット  音でる！知育絵本うたおう♪はな
そう！

音が出ることで興味をもちやすく、進んで取り組むことができる。

134 国語 旺文社 543 小学漢字１０２６字の正しい書き方四訂版 小学校で習う漢字の正しい書き方を身につけ、実生活で使えるようにさせる。

135 国語 かもがわ 523
漢字の基礎を育てる形・音・意味ワークシート２  漢字の形・
読み編

漢字の学習に意欲が見られるようになり、字形や読み方の基礎を育てたい。

136 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 これからひらがなを習得する時期に適しているから。

137 国語 喜楽研 663 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばあそび３ 全ての言葉がイラスト付きでイメージしやすいため、言葉の学習に適している。

138 国語 喜楽研 670 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク２－２ 文章を読んだり書いたりすることに慣れ、丁寧に学習を進められるから。

139 国語 紀伊國屋 501 どっちがへん？スペシャル
絵の違いを話し合いながら進めることで、主語や述語、修飾後について学習でき
る。

140 国語 交通新聞 510 おいしいあいうえお
ひらがなに関心が持てるように、いろいろな物の写真が掲載されていて楽しみなが
ら学習ができるため。

141 国語 主婦の友 518 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨぷれいぶっく ふわふわやもこもこなどの言葉と感触がつながりやすいため。

142 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

児童が生活の中で繰り返し体験している場面を題材にして出来事や体験したことを絵日記に
書くことで言葉の知識や表現を身につけさせることができる。

143 国語 清風堂書店 528 小学国語習熟プリント１年生 とても見やすいプリントである。また解説がわかりやすいため。

144 国語 清風堂書店 529 小学国語習熟プリント２年生 短い話を読んで、理解を深めるために読解練習をするために必要。

145 国語 清風堂書店 530 小学国語習熟プリント３年生 とても見やすいプリントである。また解説がわかりやすいため。

146 国語 清風堂書店 531 小学国語習熟プリント４年生 とても見やすいプリントである。また解説がわかりやすいため。

147 国語 清風堂書店 532 小学国語習熟プリント５年生 とても見やすいプリントである。また解説がわかりやすいため。

148 国語 清風堂書店 533 小学国語習熟プリント６年生 とても見やすいプリントである。また解説がわかりやすいため。

149 国語 清風堂書店 657 漢字が苦手な子どもへの個別支援プリントステップ２
スモールステップでの学習を行い、くりかえし練習をさせる事により漢字の読み書き
を身につけることができる。

150 国語 清風堂書店 669 白川静先生に学ぶ字源習熟プリント小学６年生 学年ごとにわかりやすく対応している。理解しやすい。
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151 国語 西東社 506 絵で見てたのしくおぼえよう！  ことわざ・四字熟語じてん
イラストがたくさんの本書でことわざや四字熟語の意味や使い方を調べることで多く
のことばに触れさせたい。

152 国語 ほるぷ 555 手であそぼう  ゆびであいうえお ひらがなと並行して指文字を学んでほしいから。

153 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 親しみやすいことばを音声で楽しみ、ひらがなの学習ができる。

154 国語 明治図書 501 グレーゾーンの子どもに対応した  作文ワーク初級編
動詞を自分で選択することができないことが多いため、段階的に文章化していく内
容が対象児童にあっているため。

155 国語 明治図書 528
１５分で国語力アップ！小学校国語科  アクティブ・ラーニン
グ型面白ワーク

ワークシートと進め方が１ページにまとまっているので、見やすく理解しやすい。また、問題が
楽しみながら学習を進められる内容になっている。

156 国語 こぐま会 501 ことば絵カード１００ 絵カードと照らし合わせながら言葉を覚えることができる。

157 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。

158 書写 あかね書房 A03 もじのえほん  かんじ（１）
身近なものを絵と漢字で取り上げているので、漢字の成り立ちを楽しみながら学習
することができる。

159 書写 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 読む書くことが困難で、言葉を耳で聴いたり絵で理解する方が深まるため。

160 書写 偕成社 721 日本の絵本  はけたよはけたよ 絵本を通じて文字に慣れしたしむために本人の興味関心の高いものを選択する。

161 書写 偕成社 F01
エンバリーおじさんの絵かきえほん  しもんスタンプでかいて
みよう

対象児が感覚遊び中心の児童であるため、指で点や線を書くことができる。

162 書写 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

筆圧が弱いので、絵を塗る作業を通して力加減を覚えさせるとともにはみ出さずに
枠の中に収めることも身につけさせたい。

163 書写 学研 624 こどもずかん  ０さい～４さいこどもずかん英語つき 物の名前を絵を見てイメージしながら丁寧に書けるようになってほしいから。

164 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。

165 書写 学研 698 くまのがっこうあいうえお 好きなキャラクターと一緒にひらがなの勉強をしてほしい。

166 書写 学研 757 学研の幼児ワーク  ３～４歳かいてけせるひらがな新装版
鉛筆だと細く、まだ力を伝えづらいため、ペンを使って描くことが望ましい。このワークは間違
えても消すことができるので鉛筆のように何度も消して使うことができる。

167 書写 学研 G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん 筆記具を使って意図的な操作をさせ、色塗りの楽しさを味わわせたい。

168 書写 学研 G08 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん 狙って切ったり書いたり視線を集中させるため。

169 書写 学研 G09 あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん 自由にぬることができ、描くことに関心をもてるため。
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170 書写 学研 O01 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
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。

171 書写 学研 O02 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって
デザインの描かれたページに自由に塗ったり描いたりして絵を作ることができ、表現
する楽しさを味わうことができるため。

172 書写 金の星社 519 新しいえほん  へんしんトンネル 楽しい言葉がたくさん出てくるため、目で見て楽しむこともできるため。

173 書写 くもん出版 503 もじ・ことば５  ひらがなおけいこ
促音・拗音も含め、いろいろな言葉で繰り返し練習ができ、自力書きの力をつけら
れる。

174 書写 くもん出版 515 書きかたカードカタカナ
何度も練習が必要な児童にとってカードに反復して記入でき練習しやすいと考え
る。

175 書写 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。

176 書写 くもん出版 774 ファーストステップドリル  すいすいかいてみよう 運筆の初歩指導にふさわしいから。

177 書写 くもん出版 A01 もじ・ことば１  はじめてのひらがな１集
対象児童は知っている数個のひらがなを見つけて喜ぶ段階であり、本書は書字の
基礎の力をつけるのに適している。

178 書写 くもん出版 A03 もじ・ことば３  やさしいひらがな１集
絵と言葉を併用しながら５０音に親しむ学習が、対象児童の文字への興味関心を
高めると思われるため。

179 書写 くもん出版 C01 書きかたカード「ひらがな」
文字を書いて消すことができるため、繰り返し練習することができ、ひらがなを書く
練習を始める児童の実態ににあっているため。

180 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である。

181 書写 グランまま 502 ふわふわ、ぽかぽか いろいろな素材の触覚を楽しみながら書く基礎的動作に触れることができるため。

182 書写 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。

183 書写 こばと 603 初級編ステップアップ  ことば・もじ
「ひらがな５０音を書く練習」「単語を読んで絵とつなぐ」「２音節単語の書字」など無理なく段
階的に学習できるようになっており書字の苦手な本児童に適している。

184 書写 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み、書く力がつくことが期待でき
るため。

185 書写 こばと 607 中級編ジャンプアップ  こくごⅢ
こくごⅡで書字に親しんだ児童が、次のステップとしてより多くの文字に親しめると
考えるため。

186 書写 三省堂 509 三省堂こどもひらがな絵じてん 楽しいイラストで、楽しみながら文字の学習をさせたい。

187 書写 小学館 583 徹底反復たかしま式  視写プリント小学１・２年
書く形式が分かりやすく、何度もくり返し書く学習がしたくなるような内容だと考えた
ため。

188 書写 小学館 664 ドラえもんとやってみよう！  ドラえもんはじめてのあいうえお
大好きなドラえもんと一緒に、興味をもち始めたひらがなの学習に取り組むことがで
きる。
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189 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
4年生から線を書くことに取り組んでおり、6年生では徐々に平仮名に移行したいた
め。

190 書写 小学館 727 ドラえもんはじめての漢字ドリル１年生 ドラえもんのイラストで親しみながら漢字を楽しく学習するため。

191 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。

192 書写 ジュラ 005 かいてけしてまたかける  あいうえお
なぞって書くことができ、消して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。

193 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。

194 書写 成美堂出版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！ ボードがついてるので、繰り返し学習することができるため。

195 書写 成美堂出版 646 はじめてのえんぴつちょう２・３・４歳  やさしいひらがな ひらがなの習得を確実にするため。

196 書写 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。

197 書写 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 本に触れて感触を味わうことで、手指を動かす練習をすることができるため。

198 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。

199 書写 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

基本漢字の成り立ちが絵で表されており、漢字をなぞったり書いたりすることで漢字
に親しむことができるため。

200 書写 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

本書で楽しみながら漢字の組み合わせやバランスよく書く力を身につけさせたい。

201 書写 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

ひらながの学習が始まったばかりで、単語としてだけでなく一字ずつ識字する力を
つけたいため。

202 書写 童心社 556 とことこえほん  まるまるころころ 曲線の書字に役立つため。

203 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繋がる。

204 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、見やすく丁寧に書かれており、わかりやすい。

205 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）

ひらがな学習から次のステップにいくために使用しやすい教材である。

206 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）

わかりやすいイラストを用いて学ぶことができるため。

207 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。
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208 書写 ひさかた C04 スキンシップ絵本  かたかなアイウエオ
左ページにかたかなが、下部と右ページにその文字を使った絵が描かれているの
で、わかりやすい。かたかなをこれから覚える児童の学習に適している。

209 書写 ＰＨＰ 001 子どもの字がうまくなる練習ノート
ひらがな、カタカナ、数字、漢字を上手に書くためのポイントがわかりやすく説明さ
れているため、きれいな文字の書きかたを習得することができる。

210 書写 ブロンズ新 556 らくがき絵本五味太郎５０％
ページごとに設定されたテーマで身近なものを絵にかいて表したり、想像して表すことができ
る。児童の自由な発想でかくことができる。

211 書写 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
ひらがなに関心が持てるように、いろいろな物が掲載されていて楽しみながら学習
ができるため。

212 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
書くための基本的な動きである“にぎる”手指の動きを興味をもって経験することが
できるため。

213 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。

214 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
歌を聴いて、繰り返しえかきうたをかくことができ、楽しく書字になれることができるた
め。

215 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
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。

216 書写 河出新社 521 水だけでスイスイまほうのぬりえ 興味をもって進んで表現の活動に取り組むことができるため。

217 書写 教育出版 501 中学書写硬筆練習帳 書字の基礎をより定着させるために、本書を教科書としたい。

218 書写 金園社 509 小学生の習字四、五、六年生
当該学年の教科書で学ぶより、長期的に学びの計画が立てられているところが本
児に適しているため。

219 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。

220 書写 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

絵を見ながら集団生活で使う言葉を学習することができるから。

221 書写 実務教育出 501 なぞらずにうまくなる子どものひらがな練習帳 書くことが苦手な、ひらがなの字形が整わない児童の学習の助けとなる。

222 書写 光村教育 505 うつしまるくん２年（光村図書版１～３分冊）
視写の力をつけていくのに、見開きに手本とノートが出ており視写がしやすい。文章を視写す
ることで文節の理解も期待できる。本児の学習過程にあっているため。

223 書写 光村教育 507 うつしまるくん４年（光村図書版１～３分冊）
視写の力をつけていくのに、見開きに手本とノートが出ており視写がしやすい。文章を視写す
ることで文節の理解も期待できる。本児の学習過程にあっているため。

224 書写 日点（一般） 002 視覚障害者の漢字学習　（教育用漢字　小学２年）
全盲児童で学年相当の学習を行っている。漢字の意味や読み方、使い方を学習
し、漢字についての知識理解の定着を図る。

225 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
形の認知が曖昧でもこの絵本には丸・三角・四角等の形が描かれており、材質がそれぞれ異
なるため、触覚によってさまざまな形や色の違いに気付くことができる。

226 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。
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227 算数（数学） 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 動物が好きなので、好きな動物を数えながら数を正確に学ばせたいから。

228 算数（数学） 岩崎書店 695 ペネロペいまなんじ？ 時計を操作できる本書で簡単な時刻の読み方を身に付けさせたい。

229 算数（数学） 岩崎書店 723 時計がわかる本
本書で、短針や長針に分けて読んだり、ケーキに見立てて読んだりすることで、時
計への理解を深めたい。

230 算数（数学） 岩崎書店 751 すくすく脳育て！  かたちをはめこむまるさんかくしかく かたはめを通して、図形を見分ける素地をつくる。

231 算数（数学） 絵本館 D02 五味太郎の絵本  かずのえほん１・２・３ 動物の絵などで、分かりやすく学んでもらいたいから。

232 算数（数学） 偕成社 505 五味太郎ゲーム・ブック（２）  かぞえてみようくらべてみよう ゲーム形式で物を見分けたり、分類したりする力を高められる。

233 算数（数学） 偕成社 506 五味太郎ゲーム・ブック（３）  ためしてみようかんがえてみよう
カラフルで親しみのある絵から、ゲーム形式で楽しんで数学的活動ができるようにし
たい。

234 算数（数学） 偕成社 537 １００かいだてのいえシリーズ  ちか１００かいだてのいえ
対象児童はイラストを用いて学習することが効果的なことから、絵本を通して数字に
関心をもたせたい。

235 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

音の出る仕掛け絵本になっており、児童と一緒に確認しながら読めるため。

236 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 数の概念を視覚的に理解しやすく、学習できるため。

237 算数（数学） 偕成社 A04 ことばをおぼえる本  かず・かたち・いろあいうえお かたちの種類分け、マッチングを行う学習に効果的と思われるため。

238 算数（数学） 偕成社 L01 １００かいだてのいえシリーズ  １００かいだてのいえ １００までの数を探検するストーリーを楽しみながら学んでほしいため。

239 算数（数学） 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

リズムにのっていろいろな食べものの学習を楽しくすることができるため。

240 算数（数学） 学研 514
小学ひとつひとつわかりやすく  小５算数をひとつひとつわ
かりやすく。

大切なポイントをひとつひとつわかりやすい解説になっているため。

241 算数（数学） 学研 515
小学ひとつひとつわかりやすく  小６算数をひとつひとつわ
かりやすく。

大切なポイントをひとつひとつわかりやすい解説になっているため。

242 算数（数学） 学研 522
中学ひとつひとつわかりやすく  中１数学をひとつひとつわ
かりやすく。

数学への苦手意識があり、構成がわかりやすく、問題量も適度な本書を活用し、理
解を深めさせたい。

243 算数（数学） 学研 523
中学ひとつひとつわかりやすく  中２数学をひとつひとつわ
かりやすく。

数学への苦手意識があり、構成がわかりやすく、問題量も適度な本書を活用し、理
解を深めさせたい。

244 算数（数学） 学研 524
中学ひとつひとつわかりやすく  中３数学をひとつひとつわ
かりやすく。

ポイントひとつひとつをわかりやすい解説と書き込み式の練習問題の2ページにまとめてある
ため、数学が苦手な生徒でも取り組みやすい。

245 算数（数学） 学研 525
中学ひとつひとつわかりやすく  中学数学の解き方をひとつ
ひとつわかりやすく。

数学の解き方を、イラストや図解でやさしく解説されているため、数学が苦手な生徒でも取り
組みやすい。
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246 算数（数学） 学研 542 やさしくまるごと小学算数
見やすいデザインや丁寧な説明、漫画などが入っており、算数に苦手意識をもっている生徒
でも取り組みやすい内容になっているため。

247 算数（数学） 学研 544 やさしくまるごと中学数学
漫画形式になっていたり、解説がわかりやすかったり、勉強する癖をつけさせたい
ため。

248 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 基礎基本から数学・算数の学習を繰り返し学びなおすことができる。

249 算数（数学） 学研 555 毎日のドリル  小学３年の数・りょう・図形 基礎基本から数学・算数の学習を繰り返し学びなおすことができる。

250 算数（数学） 学研 556 毎日のドリル  小学４年の数・量・図形 基礎基本から数学・算数の学習を繰り返し学びなおすことができる。

251 算数（数学） 学研 557 毎日のドリル  小学５年の数・量・図形 基礎基本から数学・算数の学習を繰り返し学びなおすことができる。

252 算数（数学） 学研 709 さわって学べる算数図鑑
数学の内容を学習するのに、本書を用いることでわかりやすく説明ができ、生徒の
実態に合っているため。

253 算数（数学） 金の星社 512 金の星社の絵本  まえむきよこむきうしろむき
実生活と同じ目線でみたイラストにより、位置関係などを理解することに有効であ
る。

254 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？
時計の読み方が絵本のストーリーに沿って説明されているので、日常生活で時計
を読む学習へつなげることができる。

255 算数（数学） 金の星社 650 音のでるとけいえほん  いまなんじ？
時計の読み方と合わせてイラストでその時間にはどんなことが起こっているかも確認すること
ができるため、実生活に活かすことができる。

256 算数（数学） 金の星社 B02
あかちゃんとおかあさんの絵本  ハティちゃんのいち・に・さ
ん

数字に興味を持つきっかけにしたいから。

257 算数（数学） 金の星社 F05 ひとりでできるもん！５  すてきなおかし作り
対象生徒の興味を示すおかしづくりにおいて分量など数字に意欲的に取り組ませ
るため。

258 算数（数学） くもん出版 528 九九カード 基礎基本から数学・算数の学習を繰り返し学びなおすことができる。

259 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
数字を読めるようになったが、まだ、書けないので、繰り返し練習して書けるようにな
ることを目指すため。

260 算数（数学） くもん出版 557 かず・けいさん２  やさしいすうじ
現段階では１０までの数字をとばしとばしで数えることができる。このワークでは１－３０までの
数字をやさしく学ぶことができるため無理せず楽しく学ぶことができる。

261 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 繰り返し書いて学習することで、学力・知識を定着させたい。

262 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 繰り返し書いて学習することで、学力・知識を定着させたい。

263 算数（数学） くもん出版 561 かず・けいさん６  たしざんおけいこ２集 繰り返し書いて学習することで、学力・知識を定着させたい。

264 算数（数学） くもん出版 562 かず・けいさん７  はじめてのひきざん たし算ができるようになったので、ひき算に取り組ませたい。
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265 算数（数学） くもん出版 563 かず・けいさん８  ひきざんおけいこ 繰り返し書いて学習することで、学力・知識を定着させたい。

266 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
本書は同じレベルの問題を繰り返し練習できるようになっているため、計算力を育
ませるために適切である。

267 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
数学への苦手意識があり、構成がわかりやすく、問題量も適度な本書を活用し、理
解を深めさせたい。

268 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
数学への苦手意識があり、構成がわかりやすく、問題量も適度な本書を活用し、理
解を深めさせたい。

269 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
数学への苦手意識があり、構成がわかりやすく、問題量も適度な本書を活用し、理
解を深めさせたい。

270 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
数学への苦手意識があり、構成がわかりやすく、問題量も適度な本書を活用し、理
解を深めさせたい。

271 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
数学への苦手意識があり、構成がわかりやすく、問題量も適度な本書を活用し、理
解を深めさせたい。

272 算数（数学） くもん出版 621 小学ドリル算数  ３年生の文章題 単なる計算ではなく、多くの文章問題に触れ、実生活の中で役立てることができる。

273 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
小学校の複数の学年にまたがって幅広くかけ算・わり算の計算能力を高めることが
できるから。

274 算数（数学） くもん出版 672 くもんのらくらく算数シリーズ  小学１～３年の時こくと時間
小学校の複数の学年にまたがって幅広く、時刻・時間の学習をすすめていくことが
できるから。

275 算数（数学） くもん出版 679 くもんの中学基礎がため１００％  中１数学関数・図形編 優しいところから繰り返し練習を行えるため。

276 算数（数学） くもん出版 680 くもんの中学基礎がため１００％  中２数学計算・関数編 優しいところから繰り返し練習を行えるため。

277 算数（数学） くもん出版 694 かずのえほんいくつかな？ 絵本形式で、大人と一緒でもひとりでも数字を読むことができる。

278 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。

279 算数（数学） くもん出版 769 あきびんごの創造性を育てるドリル  図形博士レベル２ 線をつなぐことから図形の形をとらえる力を伸ばしてほしいから。

280 算数（数学） くもん出版 D02 とけいカード
本書がカード型で両面で、アナログ表記とデジタル表記で時刻が示されていることで、一人
でも繰り返し学習することができ、学習への意欲につながるため。

281 算数（数学） くもん出版 D03 かずカード 数の概念などを学習するにあたって適した教材だったため。

282 算数（数学） くもん出版 E01 はとのクルックのとけいえほん
実際の時計と同じように、長針の進みに合わせて、短針がちょっとずつ動いていき、時計の仕組みが理
解しやすいため。また、おもちゃにならず、本とセットで付属しているところが、学習への意欲につながる
ため。

283 算数（数学） 国土社 553 算数チャレンジおもちゃ箱 遊びながら数や図形の基礎を学ぶことができるから。
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284 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 繰り返しのストーリーを楽しみながら、図形について学習することができるため。

285 算数（数学） 合同出版 532 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
マッチングを活用した金銭の授受等のやり取りを定着させる際に、視覚的な提示が
効果的だと考えられるため。

286 算数（数学） こばと 532 中高生のための数学
お金の支払いや時間の問題、カレンダーの読み取りなど生活に即した内容で数学
を学ぶことができる。

287 算数（数学） こばと 601 初級編ステップアップ  マッチングⅠ
形や色の学習をする上で、シール付きで楽しく学ぶことで意欲的に学習を進めるこ
とができるため。

288 算数（数学） こばと 602 初級編ステップアップ  マッチングⅡ 日常生活に必要な知識や学習の基礎となる内容が丁寧に学べる。

289 算数（数学） こばと 604 初級編ステップアップ  かず・すうじ
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数や数字
に親しんだり、数量の概念を形成することができる。

290 算数（数学） こばと 608 初級編ステップアップ  さんすうⅠ
わかりやすいイラストや図などで対象児童が視覚的に確認しながら簡単な計算の
仕方などを理解できると考えるため。

291 算数（数学） こばと 609 中級編ジャンプアップ  さんすうⅡ
数学の基本計算が苦手なため、認定教科書ではなく、基礎を固められる教科書と
して活用したい。

292 算数（数学） こばと 610 中級編ジャンプアップ  さんすうⅢ かけ算・わり算の定着を図るため。

293 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 生活と密着した時計・お金の学習に適しており、対象児の実態に合っているため。

294 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
生活と密着した時計・お金・カレンダーの学習に適しており、対象児の実態に合っ
ているため。

295 算数（数学） 三省堂 508 こどももののなまえ絵じてん増補新装版
対象児童の数字と物の数え方の理解が乏しく、本書を使って数の理解を定着させ
るのに適切である。

296 算数（数学） 三省堂 A04 三省堂こどもかずの絵じてん
対象児童の実態は指さしで１０まで数えることができる。本書のイラストや、問題で親しみを
持って数やその関係、助数詞などを楽しみながら学べると考える。

297 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

対象児童は指さしで１０までの数唱や数え足しができる。本書のイラストやパズルなどで数や
かたち、お金などに興味をもって学ぶことができると考える。

298 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
関心のあるキャラクターが描かれており、楽しみながら時計の学習に取り組めるた
め。

299 算数（数学） 小学館 716 はじめてのたのしいかけざん
知的な学習のある児童が興味をもって生活に身近なかけ算について学習するのに
適している。

300 算数（数学） 小学館 B02 ２１世紀幼稚園百科２  とけいとじかん
日頃、時間を意識して生活することが苦手なため、時刻と時間に興味を持てるよう
にしたい。

301 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までの数を中心に親しめるような構成になっており、数量の理解や数の大小の
比較をする学習ができる。

302 算数（数学） 小学館 Z01 デコボコえほん  かずをかぞえよう！
対象児童に視覚障害があり、数えるものや形が凸凹しているなど触って楽しみながら数に親
しむことができる絵本の特色が実態に合っているため。
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303 算数（数学） ジュラ 001 プータンいまなんじ？ 体感的、時計の感覚を学ぶことができるため。

304 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 楽しみながら金銭の扱いに親しむ。

305 算数（数学） 成美堂出版 672 小学校６年分やさしくわかる算数図鑑 視覚的な情報によって学習効果を上げるため。

306 算数（数学） 世界文化社 554 うたっておぼえる九九のえほん（ＣＤ付き） かけ算九九を覚えるのに苦戦しているので歌で習得させたい。

307 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 仕掛け絵本を使うことで興味を持って数の学習に取り組むことができるため。

308 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
対象児童は数の概念を理解することは難しいが、大好きな絵本を見ながら指導者と一緒に数を数えるこ
とで、数字と名称の一致や数字と具体物の関連などを少しずつ理解する力を伸ばせると考える。

309 算数（数学） 大日本絵画 747 あなあきしかけえほん  １０ぴきぴよぴよひよこちゃん 仕掛け絵本を使うことで興味を持って数の学習に取り組むことができるため。

310 算数（数学） 童心社 A02 かずのほん２  ０から１０まで １０までの数字や数の概念をじっくり取り組むことができるから。

311 算数（数学） 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
たすとはどういうことか、ひくとはどういうことか、ということを、絵を見なが学習でき
る。

312 算数（数学） 戸田デザイ 002 １から１００までのえほん イラストが親しみやすく、大きな数も視覚的に捉えることができる。

313 算数（数学） 戸田デザイ 009 とけいのえほん とけいに親しむことができるため。

314 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

２けたのたし算ひき算を何度も繰り返し練習することで初歩的な数の概念の理解に
つながると考える。

315 算数（数学） 同成社 506
ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＢ  ３～４けたのたしざ
んひきざん

自分でできるものを増やし、継続して練習することで計算の力をつけたい。

316 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）

量概念の基礎やなかまの理解につながると考える。

317 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）

積み木や、ブロックを使った数量の学習にとても意欲的な様子が見られるため、数
の学習により理解を深めていきたいと考えたため。

318 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）

1～５までの数は身についてきているので、本書を活用して６～９の数の概念を確立
し、計算力を身につけさせたい。

319 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）

具体物を使って、足し算の仕方を自ら考えて学ぼうとしているが、繰り上がり、繰り下がりにつ
いては例題を用いて、反復学習で身についてほしいと考える。

320 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）

基本的な計算が身につきつつあるが、習熟には至っていないため、四則計算を繰
り返し学ぶ内容が適切であるため。

321 算数（数学） 東洋館 003 くらしに役立つ数学
生活に身近な視点から数学を考えられる本書を活用することで、数学への興味向
上をはかりたい。
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322 算数（数学） 東洋館 508 くらしに役立つワーク数学 本書で、日常生活に役立つ数学の考え方を身につけさせたい。

323 算数（数学） ナツメ社 524 算数なるほど大図鑑
計算問題だけではなく本書のパズルやクイズを通して生活に使える算数につなげ
てほしい。

324 算数（数学） 日本教育研 A02 ひとりだちするための算数・数学
日常生活にそった計算処理や時計について書き込みながら学習することができる。また、家
庭生活における計画的な消費や余暇の過ごし方も知ることができるため。

325 算数（数学） 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

道路標識・郵便局レストランなどの身近なマークを学び、数を数えたり分別したりす
る力を育むことが期待できるため。

326 算数（数学） ひかりのく B05 認識絵本５  いくつかな 数や量感を身につけるのに、適当だと考えたから。

327 算数（数学） 評論社 B01 しかけ絵本の本棚  コロちゃんはどこ？ 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。

328 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。

329 算数（数学） ひさかた C05 スキンシップ絵本  かずのえほん
1～５の数の読み、書き、意味の理解を学習しており、さらに大きな数や大小、長短
などの学習をしたいため。

330 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。

331 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絵などがカラーで見やすく、興味をもって取り組むことができる。

332 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 カード遊びを通して色や数字に慣れ、意識できるようになってほしいから。

333 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？
時計や暦に関する学習に興味を持てる内容になっている。イラストがあるため内容がわかりや
すく、興味をもって取り組むことができる。

334 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
ができるため。

335 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

本書にある色塗りやシール貼りなどを通して、３０までの数字に触れ、理解を深めさ
せたい。

336 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
数字を学ぶために、数字の描かれたボタンを押すことで、音声でその数字の呼び方を教えて
くれるもののため、生徒にとって理解しやすいものだったから。

337 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

長針が一分刻みに回すことができ、連動して短針も動き、音声での提示もあるため、自分で
操作しながら学習でき、わかりやすいため。

338 算数（数学） 民衆社 A02 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年 具体物を操作したり、作ったりすることで、学習に深みが出ると考えたため。

339 算数（数学） 朝日学生 506 ひとりで学べる算数小学２年生
テキストと問題が一体化になっており、問題の解き方の説明がわかりやすく記載さ
れていて、理解しやすいため。

340 算数（数学） 朝日学生 507 ひとりで学べる算数小学３年生
テキストと問題が一体化になっており、問題の解き方の説明がわかりやすく記載さ
れていて、理解しやすいため。
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341 算数（数学） イースト 502 さがしてごらん いくつかの絵の中から探せたときの達成感を味わうことができるため。

342 算数（数学） 旺文社 527
キソからわかる特別授業  とってもやさしい数学中学１年新
装改訂版

分かりやすい解説付きで、無理なく理解を深めることができる。

343 算数（数学） 喜楽研 618
教科書にそって学べるさんすう教科書支援ワーク  スモール
ステップで学びたい子のための１－１

計算の基礎基本をじっくり取り組むことが出来るから。

344 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 基本的な計算だけではなく、時計や数量などの学習を進められるから。

345 算数（数学） 喜楽研 657 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３－１ 同じシリーズの２年用に取り組んでいる。学習を積み上げることが期待できるから。

346 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

１～１０までの数を１～３、４～５、６～８、９～１０にわけそれぞれに概念や表し方数唱、数量、
分解、合成を半具体物を操作しながら学ぶようになっているため。

347 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 見やすく記入しやすい工夫で取り組みやすいため。

348 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 単元のはじめに分かりやすい説明が掲載されており、取り組みやすいため。

349 算数（数学） 清風堂書店 566 改訂版初級算数習熟プリント小学５年生 個別の目当てに従って順を追いながら取り組みやすいため。

350 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 復習などで身に付きやすく取り組みやすいため。

351 算数（数学） 清風堂書店 569 改訂版初級算数習熟プリント小学６年生 わかりやすく対応しており、取り組みやすいため。

352 算数（数学） 清風堂書店 608 改訂版中級算数習熟プリント小学１年生 出題しやすく理解を促しやすいため。

353 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
スモールステップでの学習を行い、くりかえし練習をさせる事によって算数の計算を
身につけることができる。

354 算数（数学） 日本図書 514 さんすうだいすき  第１巻どちらがおおきい？ 遊びの中から算数の基礎を楽しく学ぶことができるから。

355 算数（数学） ベネッセ 536
たまひよ音のずかん絵本  なきごえきけちゃう！どうぶつずか
ん

いろいろな鳴き声を聞きながら、動物を数えて楽しむことができるため。

356 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 数を数える際にたいこで確認することができるため。

357 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 興味がもてる素材とはっきりした色彩で、学習意欲をもつことができる。

358 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。

359 算数（数学） こぐま会 502 かずカード 順序数や集合数の学習で必要だから。
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360 算数（数学） くもん出版 コード外 いっきに極める算数１　小学１～３年のたし算・ひき算 学年の枠にとらわれず、学習内容を効率的に学ぶことができるため。

361 生活 あかね書房 531 からだのえほん１  むしばくんだいすき？ しかけの絵本で楽しみながら食事のマナーを学ぶことができるため。

362 生活 偕成社 581 五味太郎音と文字の本  ぽぽぽぽぽ 声の音を楽しむ事ができるため、生活の中で人の声を意識することに繋がるため。

363 生活 偕成社 619 さわる絵本  新装版これ、なあに？
触りながら物の名前を覚えることができるため、日常生活への興味につなげることが
できるため。

364 生活 偕成社 D08 ノンタンあそぼうよ（８）  ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう お風呂に入る様子が分かりやすく描かれているため。

365 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 しかけ絵本であるため、興味をもってあいさつの学習ができる。

366 生活 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 絵本でイラストやお話を通して排泄やトイレの意識を高めたいから。

367 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 しかけ絵本であるため、興味をもって返事をする学習ができる。

368 生活 偕成社 Z03 子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー 生活に必要な基礎的な知識と技能を学ぶことができるため。

369 生活 学研 605 ほんとのおおきさ  もっと！ほんとのおおきさ動物園
実際の大きさで動物の一部を見ることでリアルなサイズ感や質感を感じることができ
る。

370 生活 学研 730 学研の頭脳開発プラス  ひらがなどうぶつえあわせかるた かるた遊びを通して、楽しくひらがなと動物を覚えることができる。

371 生活 学研 N01 ほんとのおおきさ  ほんとのおおきさ動物園 動物を実物大で見てより興味関心を高めてほしいため。

372 生活 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

興味があるキャラクターは限られている中、ちびまる子ちゃんには目を輝かせて覗き込む姿
が見られたため、学習意欲へつながると考える。

373 生活 くもん出版 513 生活図鑑カード  こよみカード
身近な行事や祝日にういて知る事で地域や自国の歴史や伝統、文化について触れることが
できる。イラストを見て話をしたりすることができる。

374 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。

375 生活 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 身近にある食べ物に興味をもつことができるため。

376 生活 くもん出版 B06 生活図鑑カード  お店カード
身近なお店の名称や使い方がわかり、様々な文化に触れ、親しめるようになるた
め。

377 生活 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。

378 生活 講談社 553 こどもせいかつ百科 本書を使用し、身近な生活について学ばせたいため。
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379 生活 合同出版 A01 子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版手のしごと
手指の巧緻性を高め、できる作業を増やし、家事を手伝えるようになってほしいか
ら。

380 生活 三省堂 508 こどももののなまえ絵じてん増補新装版 日常生活や社会生活にかかわりのあるものの名前をたくさん学ぶことができる。

381 生活 小学館 725 アンパンマンといこう！  スーパーマーケット 身近な公共施設について知ることができるため。

382 生活 成美堂出版 637 音と光のでる絵本  じどうしゃ
音や光など児童の興味関心を引く教材を使って社会について知ることができるた
め。

383 生活 世界文化社 A01 写真でわかるなぜなに１  どうぶつ 写真を見ることで、身近な動物についてより詳しく知ることができるため。

384 生活 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。

385 生活 東京書店 515 ドアをあけたら ドアをあける、という生活内で頻繁に行う動作を、意識しやすいため。

386 生活 永岡書店 506 木のえほん  どうぶつパズル パズルを通して、生き物について知ることができる。

387 生活 永岡書店 508 木のえほん  たべものだいすき 食べ物が好きな児童に、果物などの種類に興味をもってもらいたいから。

388 生活 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。

389 生活 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が題材に使われていて興味関心をもつことができるた
め。

390 生活 ひさかた D01 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 電車を使った校外学習への関心を高めることができるため。

391 生活 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。

392 生活 ポプラ 641 やさい・くだものぴったりカード 絵合わせをしながら、食材への興味関心を高められるため。

393 生活 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 音と光の感覚刺激を受けながら、いろいろな感触を学ぶことができるため。

394 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

童謡に触れ、日本や季節を感じることができるため。

395 生活 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ため。

396 生活 三起商行 586 てざわりえほん  サファリへいこう！
動物のイラストの一部がふさふさ、ごつごつなどの素材になっているため見て、触って楽しめ
る。また、こんな見た目だとどんな質感かな？と想像力を広げることができる。

397 生活 こぐま会 501 ことば絵カード１００ 身近なことばを覚えてほしいから。
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398 社会 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
日常生活の簡単なきまりや食べ物など身近なものが描かれていて、抽象的なことの理解がで
きない対称児童でも楽しみながら生活に役立てることができるため。

399 社会 あかね書房 H02 かばくん・くらしのえほん２  かばくんのおかいもの
買い物学習等の目標がある児童が使用することで買い物の一連の流れやきまりを
意識できるようになるため。

400 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

京都の寺社や建造物すべてが学べるため。修学旅行の学習にも最適であると考え
る。

401 社会 偕成社 639 きみが考える・世の中のしくみ（１）  政治ってなんだろう？
教科書で取り上げている内容も学べ、一人ひとりに考えさせられることができるた
め。

402 社会 偕成社 642 きみが考える・世の中のしくみ（４）  社会保障ってなに？
教科書で取り上げている内容も学べ、一人ひとりに考えさせられることができるた
め。

403 社会 偕成社 O06 五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしのことば 身の周りにある施設・設備の名前を絵で理解し、言葉を覚えていきたいため。

404 社会 偕成社 S01 安全のしつけ絵本（１）  きをつけようね 注意したい交通ルールの理解に役立つ。

405 社会 偕成社 Y01 ともだちだいすき（２）  おべんとうなあに？ 絵本を通し、基本的な生活の仕方やマナーを知り、身に付けさせたい。

406 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 電車の利用の仕方などをイラストを用いながら、楽しく学んでほしいから。

407 社会 学研 642 社会科常識シリーズ  世界の国旗かるた かるたゲームを通じて世界の国を知ることができるから。

408 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
教科書での理解が難しそうなため、歴史に親しむことができるようにカルタを使用し
たいため。

409 社会 学研 644 社会科常識シリーズ  都道府県かるた かるたゲームを通じて都道府県を知ることができるから。

410 社会 学研 666 読んで見て楽しむ日本地図帳増補改訂版 見やすいため、知識をつけやすい。

411 社会 学研 727 ＮＥＷ日本列島ジグソー
ピースの裏に都道府県名が書いてあり、隣り合った都道府県の色が必ず違うため見分けや
すい。遊びながら都道府県の名前や位置が覚えらる事が期待できる。

412 社会 学研 803 社会科常識シリーズ  日本列島ジグソーＤＸ
自分の住む地域以外の、日本の国土に興味関心が持てるようにしたい。そのため
パズルを通して、親しめるようにしたい。

413 社会 学研 843 日本の鉄道大図鑑１１００
興味のもてる鉄道の路線が書かれているので、教師と一緒に楽しむことができる。それぞれ
の路線の地域に関心が持てると考えたため。

414 社会 学研 C03 はっけんずかん  のりもの改訂版
乗り物が好きで、図を見ながら興味を持って身の回りの学習に取り組むことができ
る。

415 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 知的な遅れのある児童が地理的な学習を行うのに適しているため。

416 社会 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

キャラクターの本で、災害が起きたときどうしたらいいのか、わかりやすく学習できる
と考えたため。
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417 社会 金の星社 651
社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちの  しごと場２
つくるしごと・売るしごと

社会科見学のポイントが写真で分かりやすく説明されているため。

418 社会 金の星社 655 おてつだいの絵本
わかりやすいイラストから、日常生活に必要な知識や身の回りのことについて興味
関心を深められるため。

419 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
町で見かけるマークや標識の意味を理解するのに、カード形式で覚えやすいと考
えるため。

420 社会 くもん出版 513 生活図鑑カード  こよみカード
日常生活に身近なものや事柄の名前を覚えることができ、生活知識を広げることが
できるため。

421 社会 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード
本児にとっての社会の入り口である食べ物のカードを使い、身の回りのものに気づ
き、社会学習の基礎を学ばせたい。

422 社会 くもん出版 B06 生活図鑑カード  お店カード 絵カードを読んで、地域にあるいろいろなお店に興味をもたせたいため。

423 社会 講談社 549 こどもあんぜん図鑑 身近な安全を知るための学習に役立てたいため。

424 社会 講談社 553 こどもせいかつ百科 身の回りの社会的な事柄を本書のイラストや写真を用いて学習したいため。

425 社会 講談社 577 のりもの大集合１０００！ＤＶＤつき
対象児童は有意な発語はないが、イラストや映像を見て説明を聞くことが好きである。本書を見ながら
映像と音声で説明や名称を聞くことで、日常で乗り物に対しての理解を深めることができると考える。

426 社会 講談社 578 ＤＸ版新幹線のたび  はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断
乗り物に興味関心があるので、本教材を利用して、日本の地理的分野に触れたい
と考える。

427 社会 合同出版 532 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
特別支援学校の各教科に替えて指導を行っている児童が身近な公共施設などに外出する
際の生活スキルが分かり易く紹介されているため。

428 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
道路の歩行や排泄など社会生活を行っていく上で必要なADLを定着させる際に、
視覚的な提示が効果的だと考えられるため。

429 社会 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 社会の約束やマナーを学ぶのに適切でる。

430 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。

431 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

身の回りのことをイラストや細かい手順をていねいに示した本書で学ぶことで身辺
の自立につなげたい。

432 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

身近な公共機関のことや職業などについて本書のイラストやわかりやすい解説で学
ばせたい。

433 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

知っていることを手がかりに、日本のいろいろなことに興味をもつことができる。

434 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
歴史的なことをたくさん覚えることが難しい児童なので、人物に絞って歴史に興味
をもたせたい。

435 社会 小学館 574 小学館こども大百科
乗り物、環境、食生活、最新技術など生活のいろいろなことを、本書を読みながら
関心を持たせたい。
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436 社会 小学館 C01 ドラえもんちずかん１  にっぽんちず
キャラクターや絵、写真などが多く使用されており、地図に対する興味の芽生えが
期待できるため。

437 社会 小学館 C02 ドラえもんちずかん２  せかいちず
単語に興味を持っているので、世界の国名などについての語彙を増やし、読める
言葉を増やしていきたいため。

438 社会 鈴木出版 A05 知育えほん  マークのずかん 社会生活で必要なマーク、特に道路標識について理解させたいため。

439 社会 育成会 506 自立生活ハンドブック１１  ひとりだち（改訂版） 社会の様子や働きの移り変わりなどに興味を持って学習してほしいから。

440 社会 成美堂出版 003 いちばんわかりやすい  小学生のための学習世界地図帳 歴史的建造物が載っていたり資料が豊富なので、目で見て学べそうだから。

441 社会 成美堂出版 637 音と光のでる絵本  じどうしゃ
音、光、イラストで視覚的に充実させることで楽しみながら学習を進めることができ
る。

442 社会 世界文化社 559 はじめての日本地図絵本 イラストなどを見ながら学ぶことで、対象生徒の興味関心を引き出したい。

443 社会 世界文化社 599 完全版こども歴史新聞 イラストなどを見ながら学ぶことで、対象生徒の興味関心を引き出したい。

444 社会 世界文化社 603 完全版こども歴史人物新聞 イラストなどを見ながら学ぶことで、対象生徒の興味関心を引き出したい。

445 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

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。

446 社会 童心社 L06 ピーマン村の絵本たち  よーいどん！
対象児童は、リズムのよい言葉が入りやすく、本書のリズミカルな文章により身近な
人とのかかわりを学ぶのに適切であるため。

447 社会 東洋館 001 くらしに役立つ社会
生活に関連した内容がまとめられているため、生活で必要な社会の内容を学習で
きる。

448 社会 東洋館 501 三訂版これだけは身につけよう！  社会科の基礎知識 社会科の基礎・基本をわかりやすく学ぶことができるため。

449 社会 永岡書店 522 パズル＆ゲーム日本地図 楽しく作業をする中で、興味関心を引き出したいため。

450 社会 永岡書店 523 知育かるた  都道府県かるた 楽しく作業をする中で、興味関心を引き出したいため。

451 社会 永岡書店 524 めざせ鉄道博士！日本全国鉄道路線地図 楽しく作業をする中で、興味関心を引き出したいため。

452 社会 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
人の家にお邪魔するときのマナーやごみの出し方など社会の一員として身に付け
るべきことが絵でわかりやすく学習できるから。

453 社会 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

親しみやすいキャラクターとともに道路標識、郵便局、レストランなど身近なマークを探しにい
く構成になっているため、社会生活の決まりを知る事ができる。

454 社会 ひかりのく 510 改訂新版辞書びきえほん世界地図 綺麗な図柄で興味を引きつけると思われるため。
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455 社会 評論社 A01 スカーリーおじさんの  はたらく人たち
本書の特徴である動物の擬人化が、対象児童の興味をひきやすく、社会生活につ
いての基礎的な能力と態度を学ぶことができるため。

456 社会 福音館 G10 福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事中
身近にいろいろな仕事をしている人がいることに気づき、興味をもてる仕事を見つ
けさせたいため。

457 社会 平凡社 503 新訂第７版ジュニア地図帳こども日本の旅
地理学習への興味を向上させるために、イラスト等の工夫が施された本書を教科書
として選定したい。

458 社会 平凡社 505 新訂第４版ジュニア地図帳こども歴史の旅
歴史学習への興味を向上させるために、イラスト等の工夫が施された本書を教科書
として選定したい。

459 社会 平凡社 B02 新版はじめましてにほんちず イラスト付きで、日本地図を楽しく学ぶことができるため。

460 社会 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 登場人物から海外の文化や生活を学ぶことができるため。

461 社会 旺文社 550 キソからわかる特別授業  とってもやさしい中学公民新装版
1単元4ページのコンパクトな構成であり、しくみ図やグラフを使って要点をわかりや
すく解説されているため、公民のポイントをつかむことができる。

462 社会 かもがわ 506
あたまと心で考えようＳＳＴワークシート  自己認知・コミュニ
ケーションスキル編

社会で生きていくために常識となることを学習するのに適しているため。

463 社会 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 本書で社会的生活に必要なスキルを身につけさせたいため。

464 社会 河出新社 506 大人の塗り絵  京都の風景編 初めての京都にも興味関心を持ってもらえそうなため。

465 社会 主婦と生活 511 都道府県地理カード改訂版 ゲーム感覚で楽しみながら、自分の住む県の概要を学んでほしいため。

466 社会 増進堂 544 小学クイズと絵地図で都道府県基礎丸わかり クイズや絵地図で楽しく学び、意欲的に都道府県の調べ学習を行うことができる。

467 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 都道府県のパズルを手で触って形や大きさに興味をもたせたい。

468 社会 ユーキャン 501 よくわかる！日本の都道府県 日本の都道府県について調べ、特色等について詳しい知識を身につけるため。

469 地図 学研 727 ＮＥＷ日本列島ジグソー ジグソーパズルの形式で、楽しく都道府県を学んでほしいため。

470 地図 金の星社 604 はじめてのちずえほん  にほんちずのえほん 身近な色が使われているため、色を意識しやすいため。

471 地図 くもん出版 529 日本地図カード
４７都道府県のカードが収録されていて、地形や県庁所在地、特産品などが学べる
ため。

472 地図 合同出版 532 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
特別支援学校の各教科に替えて指導を行っている児童が身近な公共施設などに外出する
際の生活スキルが分かり易く紹介されているため。

473 地図 小学館 C01 ドラえもんちずかん１  にっぽんちず
日本の地理や地域の特産物などを、親しみのあるキャラクターとともに視覚的に楽
しみながら学ぶことができる。
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474 地図 小学館 C02 ドラえもんちずかん２  せかいちず イラストや写真が多く、国名や都市名などを楽しく学んでほしいから。

475 地図 戸田デザイ 005 にっぽんちず絵本 食生活や自然など自分と社会のかかわりについて学習することができるため。

476 地図 永岡書店 520 見て、学んで、力がつく！こども日本地図２０１９版
写真と地図とイラストで日本の都道府県について学ぶことができ、いろいろな情報
がわかりやすく理解できるため。

477 地図 永岡書店 521 木製知育パズル  たのしいにっぽんちず パズル遊びをしながら学べるから。

478 地図 平凡社 504 新訂第７版ジュニア地図帳こども世界の旅
地図への興味を向上させるために、本書を教科書として活用し学習力の向上につ
なげたい。

479 地図 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 耳で聴く、絵や写真で理解することが効果的と思われるため。

480 地図 扶桑社 501 サザエさんと日本を旅しよう！ 全国各地の文化や名所をアニメキャラクターのイラストを通して学ぶことができる。

481 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 イラストやパズルで興味を持たせ、視覚や触覚による刺激で学ぶ。

482 理科 あかね書房 558 科学のアルバム  雲と天気 写真と分かりやすい解説で、学力を身につけさせたいため。

483 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 写真と分かりやすい解説で、学力を身につけさせたいため。

484 理科 あかね書房 638 乗り物ひみつルポ３  ジェット機と空港・管制塔
本書でたくさんの写真や解説などで飛行機や空港について学ぶことによって、身近
な乗り物のメカニズムに興味を持たせたい。

485 理科 あかね書房 G04 からだのえほん４  からだにもしもし 医者とのやり取りや健康診断のことがわかり、実際の時に役立つようする。

486 理科 岩崎書店 F08 絵本図鑑シリーズ８  やさいのずかん 対象児童は、食べ物に興味があり、身近な野菜の生長に親しむのに適切である。

487 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－
本書のたくさんの絵で花や昆虫を学ぶことで動植物への興味関心や観察する力を
身に付けさせたい。

488 理科 偕成社 619 さわる絵本  新装版これ、なあに？ 触りながら物の名前を覚えることができる。

489 理科 偕成社 677 理科に役立つ本  生きものつかまえたらどうする？ ポイント事項が一目でわかるため。

490 理科 学研 503 はっけんずかん  しょくぶつ
本書はたくさんの仕掛けでわかりやすく説明している。仕掛けに興味を持つ生徒が多く、楽し
みながら植物を学習するのに適切である。

491 理科 学研 504 はっけんずかん  どうぶつ改訂版
たくさんのしかけがあったりするので、自分でいろいろな「発見」をして遊びながら学
べるため。

492 理科 学研 505 はっけんずかん  たべもの 社会的な興味関心を学ばせる機会としたい。
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493 理科 学研 529
中学ひとつひとつわかりやすく  中１理科をひとつひとつわ
かりやすく。

理科への学習意欲はあるが、基礎学習が必要なため、本書を教科書として活用し
たい。

494 理科 学研 588 ニューワイド学研の図鑑  増補改訂地球・気象 綺麗な図柄が興味関心をひくと思われるので。

495 理科 学研 595 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）  動物 興味をもっている動物の迫力を、写真だけでなくDVDでも感じることができる。

496 理科 学研 597 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）  人体 体の仕組み、働きなどに焦点をあてた本書を通して、理科への興味を高めたい。

497 理科 学研 605 ほんとのおおきさ  もっと！ほんとのおおきさ動物園 身近な生き物の特徴、成長や活動の様子に興味をもって学ぶことができる。

498 理科 学研 628 ふれあいこどもずかん  春夏秋冬～きせつのしぜん～
手に取ってめくりながらいろいろな植物を見ることで、季節の自然に興味をもたせた
い。

499 理科 学研 C03 はっけんずかん  のりもの改訂版 乗り物に興味があるので、本書を使用することは適している。

500 理科 学研 J04 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑  ８きせつ 見やすいイラストを通して、子どもたちの季節への興味を持つことができる。

501 理科 金の星社 512 金の星社の絵本  まえむきよこむきうしろむき 対象物をいろいろな角度から見て空間認知の力を付けさせたい。

502 理科 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？

体の部分についての語彙と知識を増やしていくため。

503 理科 金の星社 F06 ひとりでできるもん！６  だいすきおやつ作り 対象生徒の興味を示すおかしづくりを通して理科に興味を持たせるため。

504 理科 くもん出版 544 自然図鑑カード  こん虫カード 大きなカードで細部までよくわかるので。

505 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、種類や特徴を楽しみながら学習で
きるようにしたい。

506 理科 くもん出版 546 自然図鑑カード  花と木カード 大きなカードで注意集中を引きやすい。

507 理科 くもん出版 725 写真図鑑カード  電車・地下鉄カード
本書でたくさんの写真や解説などで電車や地下鉄について学ぶことによって、身近
な乗り物のメカニズムに興味を持たせたい。

508 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 育てている野菜の種類と育て方を理解していくため。

509 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！！
DVDがついており、動画を見ることで生徒たちが理解しやすい。また、授業でも取
組みやすい内容だったから。

510 理科 合同出版 531 絵でわかるこどものせいかつずかん２  しょくじのきほん
スプーン・フォークの使い方、適切な量の咀嚼など自立した食事を定着させる際、
視覚的な提示が効果的だと考えられるため。

511 理科 合同出版 544 理科だいすき先生が書いた  教科書よりわかる理科小学５年 理科の学習内容を、身近で基礎的な内容を学ぶことができるから。
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512 理科 合同出版 A01 子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版手のしごと
箸の使い方やタオルの絞り方など、日常生活で必要な手指の使い方やそれに付随する体の
仕組みを学ぶ上で、視覚的な提示が効果的であると考えられるため。

513 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
特別支援学校の各教科に替えて指導を行っている児童が、生活全般の自立課題
について学習するのに適している。

514 理科 こばと 537 中高生のための自然・理科
本書で身近な題材を取りあげているので、対象生徒に、生活に根差した理科的知
識をみにつけさせたい。

515 理科 こばと 615 上級編レベルアップ  しぜん 理科の学習内容を、より身近で基礎的な内容を学ぶことができるから。

516 理科 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
本校の野菜作りの活動とつなげ、野菜作りについて視覚的にイメージを持たせたい
から。

517 理科 小学館 507 小学館の図鑑ＮＥＯ  科学の実験
本書でさまざまな実験の例を知ることで、科学的な学習に取り組むきっかけとした
い。

518 理科 小学館 510 小学館の図鑑ＮＥＯ  野菜と果物
果物と野菜の写真が色鮮やかな写真で載っていて、身の回りの生命に関心を持つ学習や、
形、色、姿に違いがあることに気付くことができる。

519 理科 小学館 514 小学館の図鑑ＮＥＯ  動物ＤＶＤつき
対象児童は動物が大好きなので、この図書を利用して語彙を伸ばしたり、生き物の
生態に興味をもたせたりしたい。

520 理科 小学館 515 小学館の図鑑ＮＥＯ  魚ＤＶＤつき 魚についての知識を深めたいため。

521 理科 小学館 523
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯはるなつあきふゆ  楽しく遊
ぶ学ぶきせつの図鑑

自然が好きで、校庭などの花や草などを調べるのに活用していきたいため。

522 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

「なぜかな」と一緒に本書を読んだり、実験をしたりすることで、身の回りの事象に関
心を持たせたいため。

523 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 親しみやすい動物を組み立てながら、身近な動物に関心を持つことができるため。

524 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
はさみを使わずに、簡単に組み立てができるため、昆虫を組み立てながら、体のし
くみを学ぶことができるため。

525 理科 小学館 565 ドラえもんの理科おもしろ攻略  理科実験Ｑ＆Ａ
本書でさまざまな実験に関わる疑問を解決し、科学的な学習に取り組むきっかけと
したい。

526 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
対象児が感覚遊び中心の児童であるため、しかけを楽しみながら、動植物の成長
の様子を学習できる。

527 理科 小学館 649 ピタゴラ装置ＤＶＤブック１ 楽しみながら、実験などを通じて理科に親しむことができる。

528 理科 小学館 650 ピタゴラ装置ＤＶＤブック２ DVDも付属しているため、装置に対する興味を引きやすい。

529 理科 小学館 651 ピタゴラ装置ＤＶＤブック３ 楽しみながら、実験などを通じて理科に親しむことができる。

530 理科 小学館 698 とことこペンギン隊のかわいい工作あそび 身近なキャラクターに親しみながら学力をつけさせたい。
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531 理科 小学館 724 小学館の図鑑ＮＥＯ  植物ＤＶＤつき 映像を通じて実物をみながら学習することができる。

532 理科 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
音声に合わせた光の点滅により、音と光の結びつきのおもしろさを知ることができる
ため。

533 理科 成美堂出版 644 ちょうしんきつきからだずかん 自分の体に興味を持ち始めたので、楽しみながら学ぶことができるから。

534 理科 成美堂出版 697 小学生の自由研究パーフェクト１・２年生 楽しみながら、実験などを通じて理科に親しむことができるため。

535 理科 成美堂出版 698 小学生の自由研究パーフェクト３・４年生 楽しみながら、実験などを通じて理科に親しむことができるため。

536 理科 成美堂出版 699 小学生の自由研究パーフェクト５・６年生 楽しみながら、実験などを通じて理科に親しむことができるため。

537 理科 世界文化社 508 写真でわかるなぜなに４  しょくぶつ
本書のたくさんの写真で植物を学ぶことで植物への興味関心や観察する力を身に
付けさせたい。

538 理科 世界文化社 639 最新版こども科学わくわく新聞 楽しみながら、実験などを通じて理科に親しむことができるため。

539 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
写真が好きな対象児童に、本書を使ってさまざまな種類の野生動物に興味を持た
せたい。

540 理科 大日本絵画 716 科学しかけえほんシリーズ  海洋探検
対象児童は有意な発語がないが、本書の仕掛け絵本による様々な海の生き物が現れる様子
を見ながら説明を聞くことで、生き物や海洋に対する理解を深められると考える。

541 理科 大日本絵画 757
音のでるしかけえほん  ヴィヴァルディの四季１日で楽しむ四
季

本人が興味のあるビバルディの曲を通して、四季のイメージをつかむことができる。

542 理科 戸田デザイ 002 １から１００までのえほん 実験内での大きな数値を正しく読むことができないので本書で学習したい。

543 理科 東洋館 004 くらしに役立つ理科 身の回りの理科的なことを丁寧に説明している本書を用いて学習させたいため。

544 理科 ひかりのく 502 こどものずかんＭｉｏ１  むし
理科の導入として様々な虫がきれいな写真で並んでいるのでわかりやすいと考え
たため。

545 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

図鑑形式の本を使用することで、より詳しく児童が植物について学習することができ
るため。

546 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 工作などつくることが好きなので、遊びを通して科学的な見方をもたせたい。

547 理科 ひかりのく J04 はじめてのずかん４  やさいとくだもの
本児は野菜と果物に関心が高く、本書を使用して学習をすることが効果的であると
考える。

548 理科 ひかりのく K09 新装版ＫＩＤＳ２１１２  たべものひゃっか
写真やイラストが多用されているところが、実生活と結び付けやすくするのに適切で
あるため。

549 理科 福音館 570 福音館の科学シリーズ  いのちのつながり 社会的な深い学びにつながると思われる。
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550 理科 福音館 B06 幼児絵本シリーズ  くだもの わかりやすい絵で、果物の種類や特徴等に興味を持って学習することができる。

551 理科 福音館 B08 幼児絵本シリーズ  やさい
対象児童はいくつかの野菜は名前を知っている。本書の美しく描かれた野菜の絵と名称を継
続して見ていくことで身近な野菜を覚えることができると考える。

552 理科 福音館 E16 かがくのとも絵本  みんなうんち 本児は身体のことに関心が強いため、この本を中心に生物学習に取り組みたい。

553 理科 福音館 G01 福音館の科学シリーズ  昆虫
絵本調で身近な昆虫に親しむことができ名前を覚えて日常に彩を加えられるように
するため。

554 理科 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
豊富な写真やイラストとともに特徴等が紹介させているため、関心を持ったり、調べ
たりする学習ができる。

555 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
身の回りのものを使用した化学遊びができ、初歩的な実験の技能を身につけること
ができる。

556 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 写真を見ながら自然や科学に親しむことができる。

557 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
写真や絵が多く、興味・関心を持って取り組みやすい。季節ごとの自然や行事、
各々の季節の特徴を学ぶことができる。

558 理科 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？
対象児童に視覚障害や手先の不器用さがあり、簡単なボタン操作によって鳴き声
が流れる絵本の特色が実態に合っているため。

559 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

理科への関心があるが、学習活動が苦手なため、好奇心を高められる教材を教科
書として活用したい。

560 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 自分で作成した道具を楽しみながら使うことで、科学に興味をもたせるため。

561 理科 パイインタ 517 はじめてのからだえほん
分かりやすいイラストを見ながらからだの部位についての名称などを身につけさせ
たい。

562 理科 みくに出版 506 目で見る理科資料集小学校低学年用 図や写真などを見ることで、興味をもって調べ学習を行うことができる。

563 理科 メイツ出版 511
図解でしっかりわかる！小学生の理科  楽しみながら知識が
ひろがる

図解が豊富でわかりやすいため。

564 理科 メイツ出版 517
ＤＶＤの実験＋研究メモでかんたん！  東京理科大生による
小学生のおもしろ理科実験

DVDを見て、楽しく学ぶことができるため。

565 家庭 あかね書房 502 えほん、よんで！２  おいしいおとなあに？
親しみやすい食べ物を食べたときの音とイラストとを結びつけながら学ぶことがで
き、食への関心を広げることができる。

566 家庭 偕成社 X01 坂本廣子のひとりでクッキング（１）  朝ごはんつくろう！ 基本的な料理を写真で分かりやすく学んでほしいから。

567 家庭 偕成社 Y01 ともだちだいすき（２）  おべんとうなあに？ いろいろな食べ物について興味をもち、より楽しい食生活を送れるようにするため。

568 家庭 金の星社 655 おてつだいの絵本
配膳の仕方や家の仕事などについて絵と手順でわかりやすく学習することができる
から。
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569 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
食べることが大好きで、活動をする際の動機づけや見通しを持たせる際に有効だと
感じるから。

570 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

日常や自分の身の回りのことに関心を高めることに適切である。

571 家庭 小学館 529 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶくふうの図鑑 生活の中でのさまざまな工夫を知ることで、より快適な生活を送るヒントがわかる。

572 家庭 女子栄養大 505 毎日の食事のカロリーガイド第３版
本書で学ばせる事で、対象生徒が適正に栄養を取ろうと意識することを期待した
い。

573 家庭 成美堂出版 625 ラクラク楽しい家事の基本大事典改訂版 基本的な家事とは、を写真つきで学べるため。

574 家庭 日本教育研 508 ひとりだちするための調理学習
本書で使って、基礎的な調理を体験し独り立ちするための調理方法をみにつけさ
せたい。

575 家庭 ひかりのく 531 おいしいおと！なんのおと？
食材に興味関心が高い児童である。本人の食に対する、興味関心を広げてほしい
願いがある。

576 家庭 旺文社 581 学校では教えてくれない大切なこと（１９）  楽しくお手伝い
家庭科学習の基礎として、身近な家庭学習としてのお手伝いに焦点をあてた教科
書を活用したい。

577 家庭 ジアース 503 ひとりでできちゃった！クッキング
ガスや包丁を使わずに児童が一人でできるレシピが載っており、調理過程が写真で掲載され
て視覚からの理解がしやすいため、児童の実態にあっている。

578 技術・家庭 合同出版 A01 子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版手のしごと イラストを見ながら分かりやすく生活技術を身につけられそうだから。

579 技術・家庭 ひさかた 608 なるほどわかったコンピュータープログラミング パソコンに興味を持ってほしいため。

580 技術・家庭 主婦と生活 504
米村でんじろう先生のスーパー個人授業  すごい！うちでも
こんな実験ができるんだ！

身近に起こる実験をとおして、物事の変化や事象が、今日の技術に繋がっているこ
とを、本書を通して学ばせたい。

581 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
身近な食べ物を知ることができ、体験的な学習活動に向けて活用することができ
る。

582 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
料理のレシピがわかりやすかった。また、分量が正確に明記されていて、生徒が理
解しやすそうだったから。

583 職業・家庭 講談社 553 こどもせいかつ百科
日常生活の基本が、大きな文字で見やすくカラフルなイラストを用いており、興味関
心を引き出しやすい。

584 職業・家庭 講談社 586 お料理ブック  子どもクッキングーママと作る休日の朝ごはん 写真が多いので料理に対する興味がわき、学習に取り組むことができる。

585 職業・家庭 三省堂 538 こどもマナーとけいご絵じてん
生活のあらゆる場面でのマナーをイラストで解説されているので、生活にそったマ
ナーを学ぶことができる。

586 職業・家庭 福音館 G10 福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事中 実際に働いている人の話が書かれているため、仕事への興味を引くことができる。

587 職業・家庭 文研出版 512 ようこそ！理科レストラン  理科ｄｅごはん
見やすいイラストを通して、理科の知識を養い、料理に対する興味を引き、学習に
生かすことができる。
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588 職業・家庭 ポプラ 641 やさい・くだものぴったりカード
食べ物に興味を持つ生徒が多く、本書のカードは食べ物（野菜や果物）の理解を
深めるために適切である。

589 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
身近な食べ物を知ることができ、体験的な学習活動に向けて活用することができ
る。

590 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の学習ができる。

591 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。

592 音楽 偕成社 T02 エリック・カールの絵本  うたがみえるきこえるよ 視覚的に興味関心を持ち、鑑賞することができるため。

593 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 児童が獲得している手指の動きで、様々な音を奏でる経験を重ねるができるため。

594 音楽 金の星社 641 音の出る絵本  脳をそだてるはじめてのリズムたいこえほん 太鼓の授業につなげたいため。

595 音楽 金の星社 657 音のでる絵本  おとのでるのりものえほん
乗り物に興味関心があるため、本教材を利用して、リズム感覚を身につけたいと考
える。

596 音楽 金の星社 672
音の出る絵本  ドンドン！わっしょい！あっぱれおまつりたい
こえほん

歌やリズムが好きで、たいこの学習をしながら音楽感性を育てていきたいため。

597 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 本物のピアノを弾くのは難しいので、小さいもので練習させたいため。

598 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
音楽の授業に入るのが難しい生徒のために、音楽を聞かせながら、楽しく行いたい
ため。

599 音楽 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 体を動かすことが好きな児童で踊ることを通じて歌を知ることができるため。

600 音楽 金の星社 714
音のでる絵本  うたってたたこう！わくわくリズムあそびどうよ
うえほん

付属のカスタネットでリズム打ちができるので、リズム感を養うことができる。

601 音楽 教　芸 518 歌のミュージックランド（５訂版）楽しい歌とコーラス
馴染みのある曲が多数収録されているので、多くの曲に触れ、音楽に親しむこたが
できる。

602 音楽 くもん出版 537 ＣＤ付き英語のうたカード 日本の童謡を英語バージョンで歌っている曲もあるので、親しみやすいから。

603 音楽 くもん出版 684 ＣＤ付き童謡カード第１集
歌のイメージを表すイラストが書かれており、CDを聴きながら童謡に親しむことがで
きる。

604 音楽 くもん出版 G03 ＣＤ付き  楽器カード
楽器の絵を見ながら、付属のCDでその音色を聞くことができ、音や音楽に気づきながら関心
や興味を持って音楽に親しむことができるため。

605 音楽 講談社 505 創作絵本  歌の絵本１－日本の唱歌より－ 絵を見せながら歌うことで、日本の歌に親しみを持ってほしい。

606 音楽 講談社 563 ディズニー＆クラシック名曲はじめてのピアノえほん 親しみやすい曲に合わせて簡単な演奏を楽しむことができる。

32



NO 科目 発行者 図書番号 一般図書名 希望理由

607 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。

608 音楽 小学館 570 ドラえもんの音楽おもしろ攻略  楽ふがよめる 身近な音楽から学習を進めていきたいため。

609 音楽 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

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。

610 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
本書で鍵盤をおす練習を行うことで、ピアノやキーボードを演奏できるようにさせた
い。

611 音楽 大日本絵画 779 おとがなるしかけえほん  はじめてのオーケストラ オーケストラの楽器や編成をイラストや音色を通して学ぶことができる。

612 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
季節に合わせた１２曲の童謡で構成されている。楽譜や文字が読めなくても付属の鍵盤の色
と対応させて曲が弾けるため、音楽に親しむことができるため。

613 音楽 ライト 003 小学生の音楽　２
全盲児童で学年相当の学習を行っている。検定本に対応した内容で、学年相当の
学習を進めていくことをねらいとする。

614 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

バチを使って楽しくリズムをたたくことができ、リズム譜に興味をもてるような構成に
なっているため。

615 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！

音や視覚で音楽を楽しめる教材として本児の実態にあっている。

616 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 手本となる歌を聴きながら絵を見たり、歌詞を読んだりすることができる。

617 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
親しみのある童謡の中から好きな歌を、自分でボタンを押して聞くことができるた
め。

618 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
音楽に合わせて体を動かしたり、歌ったりすることで楽しみながら歌詞と動きと曲を
連動させて楽しみながら学ぶことができる。

619 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。

620 音楽 ひかりのく 012 手あそび指あそび歌あそびブック１
楽しく手遊びをすることをとして歌を聞いて楽しんだり、人とつながることを意識させ
たいから。

621 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。

622 音楽 福音館 K02 日本傑作絵本シリーズ  みんなであそぶわらべうた
対象児童は、聴覚からの情報が強いため、リズム感を養いながら学習を進めていく
ことに適しているため。

623 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。

624 音楽 フレーベル 550 みんなでてあそびアンパンマンとうたっておどろう 対象児童の興味のあるキャラクターが出てくるので、楽しく学べると考えたため。

625 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 木琴をたたきながら音楽に親しむことができる。
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626 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

お手本の歌が流れることで、生徒も理解しやすかったから。また、手遊びができるこ
とで、体を動かしやすい教科書だったから。

627 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 ボタンを押すことで効果音や音を楽しむことができるため。

628 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

親しみやすい楽器と、楽しいメロディーで音を出して、楽しみながら音楽にとりくむこ
とができるため。

629 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 児童の関心の高いディズニープリンセスを用いて音楽への関心も高めたい。

630 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

自分でピアノを弾き、音楽の楽しさを知る。

631 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。

632 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
曲に合わせてリズム遊びができるようになることをねらって、親しみやすい曲が８曲
入っている教材が魅力的であった。

633 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

音楽を聴いて楽しんだり童謡に触れたりすることができるため。

634 音楽 音楽センタ 507 クラスでうたうこどものうたＣＤブック  ベスト１
CDが付属しており、学校のクラスで良く歌われる歌に交流級に参加できない子でも
いつでも親しむことができる。

635 音楽 音楽センタ 527 手話でうたうこどものうたベスト
発語のない児童が周りの友達とコミュニケーションをとるためにその児童だけでなく受け取る
側も歌を通して手話を学ぶことができる。

636 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 知っている曲を鍵盤で弾く楽しさを知ってほしいから。

637 音楽 コスミック 507 いっぱいうたおう！どうようえほん
馴染みのある曲が多数収録されているので、簡単なリズムの特徴を感じ取って身体
を動かすことができる。

638 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

曲に合わせて太鼓を演奏することで、楽器に対する興味やリズム感を養うことができ
る。

639 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ため。

640 音楽 三起商行 526 ポカポカフレンズのおんがくえほん  たいこ
子供が親しみやすい童謡など15曲を聴くことができテンポ・ボリューム、音色を変えられる太
鼓がついており身近な打楽器を演奏する技能が身につけられる。

641 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 楽譜に合わせて身近な曲を弾くことができ、鍵盤楽器の導入として使えるため。

642 音楽 三起商行 607 ミキハウスの絵本  ポカポカフレンズマイクでうたおう 取り外すことができるマイクを使って、音楽を楽しむことができる。

643 音楽 明治図書 521
”体を楽器”にした音楽表現  リズム＆ゲームにどっぷり！リト
ミック７７選

リズムを取る練習を行い、みんなでリズムを合わせた合奏につなげるため。

644 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 形と手触りの違いを感じながら、基本図形についての認識を深めることができる。
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645 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 指でスタンプをすることで、手指操作も学習しながら活動を楽しむことができる。

646 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

児童が自ら好きな色で塗り絵を行い、オリジナルの絵本を作り上げることができ、そ
れぞれが自分のペースでできるから。

647 図工（美術） 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
本書の塗り絵形式な構成が、対象児童の描いたり作ったりする学習へ繋がっていく
ため。

648 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
本書の様々な色が混ざったクレヨンを使用することで、塗ることや絵を描くことの楽
しさを感じさせたい。

649 図工（美術） 学研 789
おなじみの歌であそぶ０～３歳児簡単カードシアター  １２か
月

カードシアターを作って遊び、工作に親しんでほしい。

650 図工（美術） 学研 G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん 自由に塗り絵をすることで、色彩感覚創造力をはぐぐむことができるため。

651 図工（美術） 学研 G08 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん
対象児童ははさみの使用を好み、本書では切する等の活動を通して作品を完成させることが
でき、表現する楽しさを味わうのに適している。

652 図工（美術） 学研 G09 あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん
対象児童の実態は、とにかく書きたい、塗りたいという思いがあるので本書で塗るこ
とをたくさん経験するのに適切である。

653 図工（美術） 学研 I12 あそびのおうさまずかん  リサイクルこうさく増補改訂
身近なものでできる工作の例がたくさんのっていたので、授業で取組みやすそう
だったため。

654 図工（美術） 学研 O01 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって 塗ることが苦手な児童なので、楽しく色塗りを学ばせたい。

655 図工（美術） 学研 O02 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって のりの使い方を楽しく学ぶことができる。

656 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 楽しみながらハサミの使い方に慣れてほしいから。

657 図工（美術） くもん出版 555 ファーストステップドリル  すいすいきってみよう 楽しみながら切る動作を高めることができる。

658 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することができる。

659 図工（美術） くもん出版 579 こうさく４  かみこうさくあそび
こうさく３で興味をもち上達した児童が、次のレベルアップとしてさらに工作ができる
ようになると考えるため。

660 図工（美術） くもん出版 641 あきびんごの創造性を高めるドリル  おえかき博士レベル１ イラストを見ながらお絵かきを楽しむことができる。

661 図工（美術） 国土社 B09 たのしい図画工作９  うごくおもちゃ 誰でもできる工作のため。

662 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
身の回りのものでいろいろなこすりだし・すりだしをでき、わかりやすく、説明してくれ
ているため。

663 図工（美術） 小峰書店 001 リサイクル工作ずかん
いらなくなった物を利用して、簡単につくれる工作をおこなえるため。図を使ってわ
かりやすく説明されている。
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664 図工（美術） 小峰書店 523 リサイクル工作ずかんⅡ
いらなくなった物を利用して、簡単につくれる工作をおこなえるため。図を使ってわ
かりやすく説明されている。

665 図工（美術） 小峰書店 574 新やさしいこうさく３  紙ざらでつくろう！ 図を使ってわかりやすく説明されている。

666 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ため。

667 図工（美術） 小学館 N01 あーとぶっく  ひらめき美術館第１館
美術館などに連れていくことが困難なため、本格的な絵画を見る機会がないので、
学習に役立ちそうだから。

668 図工（美術） 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
動物たちの毛皮や羽などに触って、感触を味わいながらイメージを学習できるた
め。

669 図工（美術） チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
様々な用具を使い線をなぞったり、色を塗ったりして完成させ、かく喜びを味わえる
ことができるから。

670 図工（美術） 永岡書店 506 木のえほん  どうぶつパズル 実際に手で素材を感じ、一つの絵を完成させる力を育てる。

671 図工（美術） ひかりのく 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
絵を描くのが難しいが、すきな音楽に触れながら絵を描く楽しみを感じてほしいた
め。

672 図工（美術） ＰＨＰ 683 図工のきほん大図鑑
図画工作は造形活動に力を入れたいと考えている。その基礎となる分野を本教材
から学んでいく。

673 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することができる。

674 図工（美術） フレーベル 526 アンパンマンのびのびワーク１才 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。

675 図工（美術） 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

耳で聴く、絵や写真で理解することが効果的と思われるため。

676 図工（美術） 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 色や形に気付くことができるため。

677 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
対象児童が音声に興味があるので、歌いながらいろいろな線や形を描けるようにし
たい。

678 図工（美術） えほんの杜 502 いろいろばあ
赤青黄色の絵の具がチューブから勢いよく飛び出す様子が色鮮やかに表現されて
おり、色に興味をもつ学習に活用できるため。

679 図工（美術） 河出新社 521 水だけでスイスイまほうのぬりえ
筆を水につけてなぞるだけで鮮やかな色が出てくるため自分の作品を作り出す喜
びを存分に味わうことができる。

680 図工（美術） 河出新社 526 大人の塗り絵  恐竜たちの世界編
本書で、色塗りを練習することで対象生徒に鉛筆の運用力や色彩感覚をみにつけ
させたい。

681 図工（美術） 河出新社 527 大人の塗り絵  自然の中の動物編
本書で、色塗りを練習することで対象生徒に鉛筆の運用力や色彩感覚をみにつけ
させたい。

682 図工（美術） 河出新社 528 大人の塗り絵  海のファンタジー編
本書で、色塗りを練習することで対象生徒に鉛筆の運用力や色彩感覚をみにつけ
させたい。
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683 図工（美術） 河出新社 529 大人の塗り絵  海の生きものたち編
本書で、色塗りを練習することで対象生徒に鉛筆の運用力や色彩感覚をみにつけ
させたい。

684 図工（美術） 河出新社 536 やさしい大人の塗り絵  野菜とフルーツ編
本書で、色塗りを練習することで対象生徒に鉛筆の運用力や色彩感覚をみにつけ
させたい。

685 図工（美術） グラフィク 503 アートセラピーシリーズ  １００パズルぬりえ＆点つなぎ２ 物体をイメージさせたうえで色を塗らしていきたいため。

686 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。

687 図工（美術） コクヨ 511 かおノート２ 顔のパーツがシールになっているので、個性を活かした表現ができる。

688 図工（美術） コクヨ 516 あーんあーんあーん シールを使って造形を楽しむことが本児の実態にあっている。

689 図工（美術） 西村書店 505 直感こども美術館  見てごらん！名画だよ 様々な時代の名画がわかりやすく解説されており、美術鑑賞に使用できるため。

690 図工（美術） 日東書院 504 遊べる工作大図鑑 つくる楽しさを知り、自分の作品に対して愛着をもつ心を育てるため。

691 図工（美術）
美術出版
サービスセ
ンター

コード外 図工ドリル
本書使用することで、はさみを使う技術や色彩の組み合わせの感覚を養うことがで
きるため。

692 保健（体育） あかね書房 531 からだのえほん１  むしばくんだいすき？ 健康の保持増進について学習できるため。

693 保健（体育） あかね書房 532 からだのえほん２  すっきりうんち 排泄の大切さを知ってほしいため。

694 保健（体育） あかね書房 631 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 イラストとともに解説が詳しく、楽しく学ぶことができるため。

695 保健（体育） あかね書房 632 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 イラストとともに解説が詳しく、楽しく学ぶことができるため。

696 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
分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おり、抽象的なことの理
解ができない対象児童の実態に合っているため。

697 保健（体育） 岩崎書店 700 めくってわかる！ひとのからだ
対象児が感覚遊び中心の児童であるため、触って体の構造が感じられるこの本は
学習にいかすことができる。

698 保健（体育） 岩崎書店 B03 知識の絵本  ひとのからだ 絵を見ながら、人の体の知識をつけさせたいため。

699 保健（体育） 偕成社 748 健康のすすめ！カラダ研究所（２）  栄養とカラダ 軽快な漫画とイラストでわかりやすく説明しているため。

700 保健（体育） 偕成社 749 健康のすすめ！カラダ研究所（４）  ばい菌とカラダ 軽快な漫画とイラストでわかりやすく説明しているため。

701 保健（体育） 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？
けがをした時など自分が困った時にどう対応したら良いか絵を見て学習することが
できるから。
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702 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－

身体部位の名前に触れたり、リズムに合わせて動かしたりする話を通して体につい
ての興味関心の芽生えが期待できるため。

703 保健（体育） 学研 L12 ニューワイド学研の図鑑  増補改訂人のからだ 視覚的に分かりやすい図や写真を使いながら、知識を増やしてほしいため。

704 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。

705 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。

706 保健（体育） くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード 生活道具（運動に関するものを含め）を絵で理解し、用途を知るため。

707 保健（体育） 講談社 590 １時間でカッコよく踊れる  ヒップホップダンス基礎編 ダンスが得意な本人の特性を生かして、体育の教科書とし取り入れたい。

708 保健（体育） 三省堂 546 こどものからだのしくみ絵じてん 自分自身の体やけんこうについて学ぶために本書は適している。

709 保健（体育） 小学館 528
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶげんきの図
鑑

運動のコツや健康に過ごす秘訣がわかる。

710 保健（体育） 女子栄養大 505 毎日の食事のカロリーガイド第３版 自分が口にしている身近な食べ物の勉強ができるため。

711 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 室内でもできる運動方法を身につけるため。

712 保健（体育） 成美堂出版 644 ちょうしんきつきからだずかん
わかりやすいイラストや聴診器などがついており、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。

713 保健（体育） 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
昨年度から音楽に合わせて体を動かす楽しさを感じ始めている様子があるので、そ
こを生かした学習をしたいため。

714 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。

715 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 人の体の仕組みがイラストでわかりやすい解説で学べるため。

716 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。

717 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親しみやすい絵を用いてわかりやすく学習
できる。

718 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。

719 保健（体育） ポプラ 616 人体絵本－めくってわかるからだのしくみ－ 体の主な作りや働きを楽しく学び、自分の体への関心を持てるようにするため。

720 保健（体育） アーニ出版 504 性教育の絵本
本教材を利用する児童は、思春期に差し掛かり、性の目覚めを覗わせる行動がある。本教材
を通して自らの体と向き合う学習をすすめたい。
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721 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ことができる。

722 保健（体育） パイインタ 517 はじめてのからだえほん 常日頃から興味を持っている自分の体の部位を理解するのに役立つ。

723 保健（体育） ひかりのく C09 こどものずかんＭｉｏ９  ひとのからだ
児童は文字が読めないため、この絵本を教師と読むことでからだについて簡単に
わかりやすく視覚的に楽しく学ぶことができる。

724 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。

725 道徳 あかね書房 603 マナーと敬語完全マスター！１  学校のマナーと敬語 ６０項目以上の詳しいマナーや敬語がわかるため。

726 道徳 あかね書房 629 マナーと敬語完全マスター！２  家のマナーと敬語 ６０項目以上の詳しいマナーや敬語がわかるため。

727 道徳 あかね書房 633 マナーと敬語完全マスター！３  町のマナーと敬語 ６０項目以上の詳しいマナーや敬語がわかるため。

728 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。

729 道徳 岩崎書店 703 これでカンペキ！マンガでおぼえる敬語
漫画の中で敬語を学べ、またNG集もあるので、使い方の間違えも学ぶことができ
る。

730 道徳 岩崎書店 752 ぱかっとひらく絵本  おいしいはんぶんこ 自分一人でなく周囲を見て自分のものを分けることを知ってほしいから。

731 道徳 岩崎書店 756 げんきえほん３  ありがとう 感謝の意を相手に伝えるきっかけをつくりたい。

732 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。

733 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。

734 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。

735 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。

736 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 扉の形のページをめくる仕掛けで、受け答えの仕方を学べる。

737 道徳 偕成社 596 子どものマナー図鑑（２）  食事のマナー
本書は基本的な食事のマナーが分かりやすくイラストで描かれているので、生活に
必要な習慣を学習するのに適している。

738 道徳 偕成社 597 子どものマナー図鑑（４）  おつきあいのマナー 人との付き合い方を知り、実践につなげていくため。

739 道徳 偕成社 598 子どものマナー図鑑（５）  １２か月・行事のマナー 普段の生活のなかで、必要なマナーをつけさせたいため。
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740 道徳 偕成社 611
とびだす・ひろがる！えほんシリーズ  とびだす・ひろがる！
のりものえほん

好きなのりものの働きを学んでほしい。

741 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。

742 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。

743 道徳 偕成社 O06 五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしのことば
挨拶、感動詞、など活の中での話し言葉が収録。語彙を増やし、音声や簡単な言葉で表現
する力を伸ばし、コミュニケーション能力の向上が期待される。

744 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
「きをつけ、礼」というパターンで凛々しいあいさつができるが、言葉とのマッチングができてい
ない。表情や言葉との結び付けを考えて本教材を希望する。

745 道徳 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
対象児が感覚遊び中心の児童であるため、この本で遊びながら、いただきますなど
の社会生活を学ぶことができる。

746 道徳 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 しかけを楽しみながら返事をすることを学習することができるため。

747 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。

748 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。

749 道徳 偕成社 Z01 子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー 普段の生活のなかで、必要なマナーをつけさせたいため。

750 道徳 偕成社 Z03 子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー 普段の生活のなかで、必要なマナーをつけさせたいため。

751 道徳 学研 O01 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
一冊の本を進めることにより、学習態度や物を大切にする態度を身につけさせると
ともに、自己肯定感を味合わせたい。

752 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。

753 道徳 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
伴奏に合わせて操作することでわが国独特の童謡を親しみを持ちながら学ぶこと
ができるため。

754 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。

755 道徳 金の星社 716 おもいやりの絵本  みんなのきもちがわかるかな？
家族・友だち・公共の場の３つの場面の設定での正しい行動を、イラストと簡単な言葉で説明
されていて相手の気持ちを理解をするのにわかりやすいため。

756 道徳 くもん出版 691
場面でわかる正しいことばつかいと敬語１  あいさつのことば
と敬語

言葉遣いや礼儀など、イラストや漫画で分かりやすく学んでほしいため。

757 道徳 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 時刻を意識して生活する習慣をつけるきっかけにしたいから。

758 道徳 くもん出版 727 はじめてであうえほんシリーズ  おててたっち 絵本を通して触れ合う機会を増やし、人間関係を広げていきたい。
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759 道徳 講談社 509 創作絵本  パンどうぞ 絵本作りを楽しみながら、食べ物を分けてあげることの大切さを育みたいから。

760 道徳 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
色鮮やかなイラストを見ながら興味をもってお話を聞き、、登場人物の気持ちを考え
ることができると考えたため。

761 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

いろいろな場面であいさつをしたり、相手に伝えたりする練習をするために活用した
い。

762 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

さまざまな場面にふさわしい行動を、イラストを見ながら理解することができる。

763 道徳 合同出版 532 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
外出学習にて、公共の場所でのルールやマナー、モラルを学ぶために、生徒たち
もわかりやすいイラストが入っていたから。

764 道徳 合同出版 541
イラスト版発達に遅れがある子どもと学ぶ性のはなし  子ども
とマスターする性のしくみ・いのちの大切さ

体の成長に合わせて必要なことを学んでほしいから。

765 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
すぐトラブルを起こしてしまう対象児童の、相手とのコミュニケーションの力をのばし
たいから。

766 道徳 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 時間を守ること、お金の生活利用ができることを基本に、道徳学習に活用したい。

767 道徳 小学館 682 マンガでわかるよのなかのルール
社会常識、集団規律、学習規律などが分かりやすいコミック絵本の形で読むことが
でき、正しいルールを学ぶことができるため。

768 道徳 成美堂出版 516 ＣＤできく  よみきかせおはなし絵本１
CDを聞くことで音声に興味がある児童がお話の内容にも興味をもち、他者の心情
理解や社会性を考えるきっかけになると考える。

769 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。

770 道徳 世界文化社 633 うちのかぞく 自分の家族に親しむことができる。

771 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

本児はいろいろなことがわかり始めてきた時期なので、大切なルールを身に着けさ
せるために本書が有効であると考える。

772 道徳 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 耳で聴く、絵や写真で理解することが効果的と思われるため。

773 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！

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。

774 道徳 永岡書店 009 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２ 日本の物語から教訓を学び、生活に生かす。

775 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

ソーシャルスキル指導のカード教材になっており、日常生活や学校生活の中の「暗黙のルー
ル」についてブレーンストーミングを用いながら学習することができる。

776 道徳 日本教育研 507 ひとりだちするための進路学習
人との付き合い方、自分のこと、社会人になるなど、道徳の必要性を具体的に学べ
る本書を、教科書として選定したい。

777 道徳 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

マークをもとに対象児童にマナーやルールを身につけさせたい。
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778 道徳 ひかりのく 527 も・や・し～！ 電車や公共の場所での過ごし方について、楽しく学ぶことができるため。

779 道徳 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 動物に親しむことで、生命尊重の心を育みたい。

780 道徳 評論社 517 ほーら、大きくなったでしょ  こいぬ 写真を見ながら生命の大切さについて学ぶ。

781 道徳 ひさかた 569 スキンシップ絵本  きせつとぎょうじのえほん
季節の行事が幅広く紹介されており、日本の自然を感じながら、文化や伝統に関
心を持つことができるため。

782 道徳 ひさかた D02 どうぞのいす イラストを通して、「やさしい気持ちで接する態度」を養うことができるため。

783 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。

784 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。

785 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。

786 道徳 福音館 M06 みぢかなかがくシリーズ  町たんけん
日常生活に関係の深い施設等の働きや利用の仕方が理解できる本書の特徴を活かし、みん
なで使うものを大切にすることを学ぶことができるため。

787 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。

788 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

どんな顔の時にどんな気持ちなのか音や光で感じることができる。また、色、形、表情がボタ
ンによって違うのでクイズ形式で楽しみながら学ぶことができる。

789 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
音とイラストで関連付けて繰り返し確認することで実生活のなかで聞きなじみのある
言葉を増やすことができる。

790 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、公共の精神を学ぶ。

791 道徳 あすなろ 523 テーブルマナーの絵本 本教材を利用して、社会生活上最低限のマナーを身につけてほしい。

792 道徳 旺文社 555
学校では教えてくれない大切なこと（２）  友だち関係（自分と
仲良く）

友達とのことや自分のことをイラストや簡単な文から学習させたいため。

793 道徳 旺文社 558
学校では教えてくれない大切なこと（６）  友だち関係（気持
の伝え方）

一人ひとりにいろんな気持ちがあることを理解するのが難しいので、この本を通して
学んでほしいため。

794 道徳 旺文社 560 学校では教えてくれない大切なこと（９）  ルールとマナー 日常生活の中で身近な内容の決まりやマナーを学習するために必要。

795 道徳 河出新社 522 考えよう話そう道徳！  みんなで道トーク！１学校編 様々な場面を想定した”こんなときどうする”を学び、対処法を身につけるため。

796 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。
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797 道徳 ジアース 506
知的障害・発達障害の人たちのための見てわかる  社会生
活ガイド集

学校卒業後に、自立して生活ができるように生活スキルをわかりやすくまとめてある
ため。

798 道徳 ＢＬ出版 529 手と手をつないで 自分の気持ちを表現する力を伸ばすのに適切である。

799 道徳 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

親しみやすい童謡をとおして、日本独特の文化にふれることができるため。

800 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

楽しい仕掛けと音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。

801 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。

802 道徳
日本図書セ
ンター

コード外 メシが食える大人になる！　　よのなかルールブック 知っておいて欲しい「心のもちよう」や「ありかた」などを知ることができる。

803 道徳 偕成社 Q03 子どもの生活（３）  マナーをきちんとおぼえよう！
やってはいけないことやルールについてその場で指導する際に視覚教材として使
いたいから。

804 外国語 大阪教育図 001 からだで学ぶ英語教室 ゲームも盛り込まれているので、楽しく英語を学ぶことができる。

805 外国語 学研 533
中学ひとつひとつわかりやすく  中１英語をひとつひとつわ
かりやすく。

外国語への学習意欲はあるが、基礎力が乏しい。基礎学習定着のために活用した
い。

806 外国語 学研 534
中学ひとつひとつわかりやすく  中２英語をひとつひとつわ
かりやすく。

わかりやすい言葉とイラストが理解をサポートしてくれるため。

807 外国語 学研 535
中学ひとつひとつわかりやすく  中３英語をひとつひとつわ
かりやすく。

わかりやすい言葉とイラストが理解をサポートしてくれるため。

808 外国語 学研 655 しゃべって覚える小学生の英会話ＴａｌｋｉｎｇＴｉｍｅ１ 同じ単語を繰り返しながら声に出し、英語に慣れさせるため。

809 外国語 学研 656 しゃべって覚える小学生の英会話ＴａｌｋｉｎｇＴｉｍｅ２ 同じ単語を繰り返しながら声に出し、英語に慣れさせるため。

810 外国語 学研 662 小学生向辞典・事典  レインボー英和・和英辞典改訂第３版
単語を調べることが困難な生徒でも、イラストで図示された英単語を見ることで意味
を理解させたい。

811 外国語 金の星社 551 ＡＢＣのえほん ABCのえほんを通して、簡単なアルファベットに慣れ親しむことを目的とする。

812 外国語 くもん出版 537 ＣＤ付き英語のうたカード
CDで音楽を聴きながらカードを見ることを通して、アルファベットの並びと音声をむすびつけ
たり、まねて声に出したりすることができる。

813 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
挨拶などの簡単な英会話文と場面をあらわすイラスト日本語の訳文が書かれており、付属の
CDで実際に英語を聞くことができるため基本的な表現がわかる。

814 外国語 くもん出版 673 くもんの小学基礎英語  たのしく学べる英語の文 基礎的な英語を興味を持って学習することができるから。

815 外国語 くもん出版 674 くもんの小学基礎英語  たのしく学べる英単語 英単語を覚えて使うことで、英語でのコミュニケーション能力を高めるため。
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816 外国語 こばと 536 中高生のためのローマ字・英語 本書で、基礎的なローマ字や英単語に触れ、読み書きする力を養いたい。

817 外国語 三省堂 502 ＡＲで英語が聞けるはじめてのえいご絵じてん
イラストを多く使った教材に触れることで、興味関心を引き出し、英語に親しむこと
ができる。

818 外国語 三省堂 504 親子ではじめる英会話絵じてん１  らくらくひとこと編ＣＤ付
イラストを多く使った教材に触れることで、興味関心を引き出し、英語に親しむこと
ができる。

819 外国語 三省堂 C01 親子でうたう英語うたの絵じてん
イラストを多く使った教材に触れることで、興味関心を引き出し、英語に親しむこと
ができる。

820 外国語 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
対象児童は有意な発語はないが、本を読んでもらうのが好きである。本書のイラストを見て英語の名称
を聞くことで、音声言語と物を一致させる力を伸ばすことができると考える。

821 外国語 小学館 597 ポケモンえいごじてん 身近なキャラクターに親しみながら学力をつけさせたい。

822 外国語 小学館 598 ドラえもん英語図解辞典 身近なキャラクターに親しみながら学力をつけさせたい。

823 外国語 小学館 599 ドラえもんはじめての英語辞典改訂第２版 身近なキャラクターに親しみながら学力をつけさせたい。

824 外国語 小学館 600 はじめておぼえるえいごでえじてん
イラストを多く使った教材に触れることで、興味関心を引き出し、英語に親しむこと
ができる。

825 外国語 成美堂出版 005 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた
CDを聞くことができ、簡単な日常会話にも触れ、英語に少しでも親しみを持てると
思ったため。

826 外国語 成美堂出版 007 ＣＤつき小学生の英語レッスン  絵でみて学ぼう英会話 絵を見ながら身近な英語に慣れさせるため。

827 外国語 ポプラ 628
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ＡＢ
Ｃ

対象児童が好きなキャラクターが登場する本なので、興味をもって学べると考えた
ため。

828 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 英語の歌を身近に感じるために、好きなキャラクターや曲から楽しめるようにする。

829 外国語 アルク 515 小学生の英検５級合格トレーニングブック
英語の基礎的なことが丁寧に説明されている本書を用いて、英語の学習を進めた
いため。

830 外国語 ｍｐｉ 502 英語ビジュアル辞典５５５
イラストを多く使った教材に触れることで、興味関心を引き出し、英語に親しむこと
ができる。

831 外国語 ｍｐｉ 503 英会話たいそうカードブック１
イラストを多く使った教材に触れることで、興味関心を引き出し、英語に親しむこと
ができる。

832 外国語 ｍｐｉ 514 ＡｌｌａｂｏｕｔｔｈｅＡＢＣ’ｓ  あそんで学ぶアルファベット 見て・聞いて・話すなど意欲的に学習できる。

833 外国語 ｍｐｉ 515 英会話たいそうＤａｎｓｉｎｇｌｉｓｈ 歌や体を使った活動を取り入れることが生徒の実態に合っているため。

834 外国語 ｍｐｉ 520 おうちでフォニックス音のでるペンつき 音の出るペンを使って、反復学習に繋げることできる。
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835 外国語 旺文社 565 英検Ｊｒ．シルバー〔新装版〕ＣＤ付
覚えておきたい単語や会話表現をイラストを通して確認ができるため、楽しく英語を
学ぶことができる。

836 外国語 旺文社 566 英検Ｊｒ．ブロンズ〔新装版〕ＣＤ付 豊富なイラストと、楽しい音楽を通して、単語や会話表現を覚えることができるため。

837 外国語 旺文社 569 小学生のための英語練習帳１  アルファベット・英単語・会話 英語のアルファベッドの学習能力が低く、基礎を固めるために活用したい。

838 外国語 旺文社 570 小学えいご絵じてん８００改訂版
絵のそばのマークをタッチペンで触ると、英語の表現を聞くことができるので、楽しく
英語に親しむことができる。

839 外国語 旺文社 577 ペンがおしゃべり！ベビー＆キッズえいご絵じてん５００ ペンを操作しながら、遊びの中で主体的に学習ができる。

840 外国語 語学春秋社 501 ＣＤ付きこども英語学習トランプ１名詞 耳で聞くことで、正しい英語の発音を学ぶことができる。

841 外国語 増進堂 514 ヘボン式ローマ字練習ノート 書き順や注意すべき点などがかいてあり、単語の書き方の学習に適しているため。

842 外国語 創英社 501 ＮｅｗＡＢＣｏｆＥＮＧＬＩＳＨ  単語編
身の周りの単語や動詞などがジャンル分けされており、ステップを踏みながら学習ができる。
イラストも多く、オールカラーで楽しく学習できる。

843 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＞
ペンで興味をもちながら、外国語の学習に意欲的に取り組み、基礎的な力を着ける
のに有効である。

844 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 見て･聞いて･話すなど意欲的に学習できる.。

※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、検定済教科書を原典とする拡大教科書・点字教科書を含む
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