
 
 
 
 
 

平成２６年度使用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） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



科目 発行者 図書番号 一般図書名 内容

国語 偕成社 583 絵本・日本の童話名作選  ごんぎつね 物語が好きなので、１年かけてごんきつねを理解することにより読解力を身につける。

国語 偕成社 638 エリック・カールの絵本  くもさんおへんじどうしたの 親しみの持てるイラストがかかれており、視覚的にわかりやすく楽しんで取り組める

国語 偕成社 819 ことば絵事典５  音楽・芸術・スポーツのことば 音楽、芸術、スポーツに関する言葉がイラストを交えて説明されていて分かりやすい。

国語 偕成社 O01 五味太郎・言葉図鑑１　うごきのことば
子ども達の生活風景とことばが非常に多く掲載されており、動きと言葉をマッチングさせ
るのに効果的である。

国語 偕成社 O03 五味太郎・言葉図鑑３  かざることば（Ａ） あつい、寒いなどの形容詞の使い方を覚える。

国語 偕成社 O06 五味太郎・言葉図鑑６  くらしのことば 子どもの生活に密着した絵と言葉が多く掲載されており、興味をもって学習できる。

国語 偕成社 O10 五味太郎・言葉図鑑１０  なまえのことば
身近な顔、色、数字などの名前がイラストとともに掲載されており、興味をもって学習がで
きる。

国語 学研 002 レインボーことば絵じてん 言葉についてイラストなどで説明されていて分かりやすい。

国語 学研 613 声に出して楽しんで読もう１年生
音読しやすい物語が取り上げられていて、対象児童が取り組みやすい内容になってい
る。

国語 学研 629 低学年～中学年用  ４年生までに身につけたい言葉力１１００ 語彙がすくないため、本教材を通して豊かな語彙を身につける

国語 学研 631 ことば遊び１  声に出してことば遊び 視覚的に分かりやすく、声を出しながら読むことにより言葉の意識をさせることができる。

国語 学研 702 学研版毎日のドリル  小学２年のかん字新版 ドリル形式になっているため、対象児童のペースに合わせて進められる。

国語 学研 718 ぴよちゃんとさわってあそぼ！  ピヨピヨごあいさつ あいさつについて学べる内容になっている。

国語 学研 767 ひらがなどうぶつあわせかるた ひらがなをこれから学ぶ子にとって楽しく取り組めるようになっている。

国語 学研 773 ３年のかん字ドリルじてん ドリル形式になっているため、対象児童のペースに合わせて進められる。

国語 学研 800
漢字パーフェクトシリーズ  正しく書ける正しく使える小学漢字１００
６

レベル分けになっていて、漢字が苦手な子にも対応できるようになっている。

国語 金の星社 550 あいうえおのえほん 「あいうえお」が大きくて分かりやすい。

国語 くもん出版 515 ぶんのおけいこ 主語と目的語や述語を助詞でつないで文を作る練習ができる
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国語 くもん出版 553 ＣＤ付き童謡カード第１集 歌、音楽を通して文章、文字に慣れる。

国語 くもん出版 560 ひらがなことばカード１集 ひらがな５０音を覚えられ、単語までも読めるようになっている。

国語 くもん出版 566 ことわざカード１集 ことわざがカード形式になっているので定着しやすい。

国語 くもん出版 569 書きかたカードカタカナ カード形式になっており、繰り返しなぞり書きできることで文字の定着ができる。

国語 くもん出版 571 反対ことばカード 意味の反対の言葉のカード形式になっている。

国語 くもん出版 618 学習漢字字典第四版 辞書の使い方を学びながら、たくさんの漢字の意味を覚えられる。

国語 くもん出版 646 小学ドリル国語  １年生の言葉と文のきまり ドリル形式になっているため、対象生徒のペースに合わせて進められる。

国語 くもん出版 647 小学ドリル国語  ２年生の言葉と文のきまり ドリル形式になっているため、対象生徒のペースに合わせて進められる。

国語 くもん出版 648 小学ドリル国語  ３年生の言葉と文のきまり 小学校3年生の国語をドリルにしていて、子どものペースで進められる。

国語 くもん出版 649 小学ドリル国語  ４年生の言葉と文のきまり 小学校４年生の国語がやさしく説明されている。

国語 くもん出版 650 小学ドリル国語  ５年生の言葉と文のきまり 小学校５年生の国語がやさしく説明されている。

国語 くもん出版 651 小学ドリル国語  ６年生の言葉と文のきまり 小学校６年生の国語についてやさしく説明されていて分かりやすい。

国語 くもん出版 654 くもんの小学ドリル国語  ３年生の文章の読解 基礎的文章が多く、こなすことで読解力が身に付く。

国語 くもん出版 689 時代を動かした人びと  まんが日本の歴史人物伝 漫画を通して、語彙力、読解力を伸ばすことができる。

国語 くもん出版 805 ひらがなしりとりあそび しりとり遊びをしながら語彙を増やせる。

国語 くもん出版 A03 ひらがなおけいこ ひらがなについて、習熟することができる

国語 くもん出版 A10 はじめてのひらがな１集 ワーク形式になっており、ひらがなについて学びやすい内容になっている。

国語 講談社 503 子どもとお母さんのためのお話  日本のお話 音読しやすい内容になっている。

国語 講談社 572 心をそだてる子ども歳時記１２か月 日本の四季折々の文化に触れることができる。

国語 講談社 574 こどもかんじじてん 視覚的に分かりやすく掲載されているため、効果的に学習することができる。



国語 講談社 586 ディズニーおはなしだいすき名作童話集１ 児童の興味のあるキャラクターが出てくるため、意欲を持って本を読むことができる。

国語 講談社 683
齋藤孝のイッキによめる！名作選  小学生のためのこわい話・ふ
しぎな話

生徒の興味関心を引く内容になっており、読解力、想像力を高められる。

国語 講談社 701
ＣＤえほんまんが日本昔ばなし（４）  さるかに合戦・ねずみのすも
う

ひらがなの文字と音のマッチングをＣＤを用いることで言葉や文のまとまりを意識させる。

国語 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 マナーに関する内容を学ぶことにより語彙を増やせる。

国語 合同出版 534
子どもとマスターする４９の敬語  イラスト版気持ちが伝わる言葉
の使い方

場面がイラストで説明されていて、適切な敬語の使い方を身につけることができる。

国語 三省堂 506 三省堂こどもことば絵じてん 言葉について、イラストつきで説明されていて理解しやすい。

国語 三省堂 507 三省堂ことばつかいかた絵じてん
親しみのもてるイラストが書かれており、イラスト見て言葉の使い方を身に付けることが
できる。

国語 三省堂 512 三省堂こどもかんじじてん 漢字についてやさしくかかれており、イラストも豊富で分かりやすい。

国語 三省堂 A03 こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版 季節ごとの行事が分かりやすく書かれている。

国語 三省堂 A05 こどもマナーとけいご絵じてん 社会に必要なマナー、敬語を身に付けることができる。

国語 小学館 580 小学館こども大百科 興味のある事象を取り上げて、学ぶことにより語彙を増やせる。

国語 小学館 737
パズルなぞなぞで楽しく学習  ４年生の漢字２００字マスタープリン
ト

レベルに合わせて遊び感覚で取り組めるようになっている。

国語 小学館 738
パズルなぞなぞで楽しく学習  ５年生の漢字１８５字マスタープリン
ト

レベルに合わせて遊び感覚で取り組めるようになっている。

国語 小学館 739
パズルなぞなぞで楽しく学習  ６年生の漢字１８１字マスタープリン
ト

レベルに合わせて遊び感覚で取り組めるようになっている。

国語 小学館 804 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 国語の図鑑になっていて分かりやすい。

国語 小学館 866 つないでパズルえほん  おともだちどっち？ 物語の一つ一つのシーンがパズルになっているので楽しんで取り組める。

国語 小学館 893
ポケットモンスターベストウィッシュ  ひらがなカタカナかきかたブッ
クあいうえお

ひらがな、カタカナを書き込めるようになっている。

国語 小学館 917 ドラえもんおべんきょうかるた  楽しくおぼえるひらがなカタカナ カルタ形式になっており、ひらがな、カタカナに親しめる。

国語 小学館 973 教育技術ｍｏｏｋ  徹底反復新書き順プリント小学校１・２・３年 負担なく継続して取り組める内容になっている。

国語
成美堂出
版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！ 音と文字のマッチングを行える。



国語
大日本絵
画 520 おおがたしかけえほん  おばけやしき（新装版） 絵を楽しみながら読書に集中できる。

国語
太郎次郎
社 505 漢字がたのしくなる本シリーズ  新版１０１漢字カルタ カルタ形式になっていて、漢字に親しめる。

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

ワーク形式になっており、漢字を学びやすい内容になっている。

国語 戸田デザイ 007 よみかた絵本 ひらがなを一文字ずつ学べる。また単語にも学べる内容になっている。

国語 戸田デザイ 515 リングカード・あいうえお ひらがなの習得に適している。

国語 同成社 502 ゆっくり学ぶ子のための  国語５ 内容が分かりやすく、児童も意欲的に取り組める

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）

文章の読み方を学ばせるのに適している。

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）

文章を読み取る力を養えるのに適している。

国語 同成社 A04 ゆっくり学ぶ子のための  国語４
言語や文法にかかわる教材が簡潔にまとまっていて、無理なく学習を進めることができ
る。

国語 同成社 A04 ゆっくり学ぶ子のための  国語４ 内容が段階的に能力に見合ったものになっている。

国語 永岡書店 010 おしゃべりあいうえお  はじめてのひらがな イラストが用いられていて、ひらがなへの導入に適している。

国語 ひかりのく D01 ２０２シリーズ  たべもの２０２ 食べ物があいうえお順になっているため、見ることにより、ひらがなを覚えられる。

国語 評論社 B01 しかけ絵本の本棚  コロちゃんはどこ？ 仕掛け絵本になっていて、本を読むことに慣れさせる。

国語 ひさかた 518 ロングセラー絵本  どうぞのいす 繰り返される言葉で物語を読む力をつけられる。

国語 福音館 603 日本傑作絵本シリーズ  ぐりとぐらの１ねんかん １年間を通して季節の移り変わりを学ぶ。

国語 文研出版 507 まかせておてつだい１２３セット お手伝いをしながら文章などを身につける。

国語 フレーベル 647 アンパンマンのおはなしわくわく  アンパンマンのひみつ 楽しいお話に触れることで読解力を養える。

国語 ポプラ 567 あいうえおつきメモリーカード
ひらがな５０音について、１音１音ずつに簡単な語が付いているので、かるた遊びや単語
の発音練習に向いている。

国語 ポプラ 576 絵本・いつでもいっしょ７  どうぶつアイウエオ 興味のある動物を通して、カタカナを学べる内容になっている。

国語 ポプラ 815 絵本の時間４４  あなたをずっとずっとあいしてる 絵本を通して、読解力を養う内容になっている。



国語 ポプラ 943 きかんしゃトーマスえあわせカード 語彙を増やすのに適している。

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 あいうえおのひらがな５０音を音をききながら音を意識させる。

国語 リーブル 505 たべものかるたあっちゃんあがつく たべものについてカルタ形式になっていて、興味をもってとりくめる。

国語 オレンジ 502 オレンジページムック  ＪＲペーパートレインシリーズ１特急車両 電車に興味を持っているため、電車をとおして言葉に親しむ。

国語 かもがわ 501
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
１年生

カードの漢字が見やすく、楽しみながら漢字を学習することができる。

国語 喜楽研 508 くりかえし漢字練習プリント小学１年 内容が段階的になっていること、プリント形式であることで取り組みやすい。

国語 喜楽研 509 くりかえし漢字練習プリント小学２年 内容が段階的になっていること、プリント形式であることで取り組みやすい。

国語 喜楽研 515 豊かな読解力がつく国語プリント小学４年 読解力を養うのに適している。

国語 喜楽研 526 くりかえし漢字練習プリント小学３年 内容が段階的になっていること、プリント形式であることで取り組みやすい。

国語 喜楽研 527 くりかえし漢字練習プリント小学４年 内容が段階的になっていること、プリント形式であることで取り組みやすい。

国語 喜楽研 528 くりかえし漢字練習プリント小学５年 内容が段階的になっていること、プリント形式であることで取り組みやすい。

国語 喜楽研 534 豊かな読解力がつく国語プリント  小学５年 読解力を養うのに適している。

国語 喜楽研 539 くりかえし漢字練習プリント小学６年 内容が段階的になっていること、プリント形式であることで取り組みやすい。

国語 こばと 502 認知発達教材ステップアップ  マッチングⅡ（改訂版） 言葉の使い方を覚えることができる。

国語 こばと 503 認知発達教材ステップアップ  ことば・もじ（改訂版） 見本を模倣しながら文字への関心を高めながら学習することができる。

国語 こばと 504 認知発達教材ステップアップ  こくごⅠ（改訂版） 字が大きく書かれており、イラストも交えているので興味関心をもって取り組める。

国語 こばと 505 認知発達教材ステップアップ  こくごⅡ（改訂版） 日常生活に必要な語彙を増やしたり、言葉の使い方を学べる

国語 こばと 507 認知発達教材ステップアップ  ことばのつかいかた（改訂版） 人との会話やかかわり方についての言葉使い方を学べる。

国語 こばと 508 認知発達教材ジャンプアップ  ことば・もじ 言葉とイラストのマッチングや書く練習など、言葉への導入に適している。

国語 こばと 509 認知発達教材ジャンプアップ  こくごⅠ イラストが分かりやすく、興味をもって言葉の学習に取り組むことができる。



国語 こばと 517 認知発達教材レベルアップ  ことばのつかいかた上 言葉の使い方について分かりやすく説明されている。

国語 こばと 525
認知発達教材レベルアップ  集中力、注意力アップのためのトレー
ニングシート

注意力散漫気味の児童が集中してトレーニングに取り組める内容になっている。

国語 こばと 531 中学生のための国語 社会に出て行くために欠かせない問題を多く含まれている。

国語 こばと 533 えとことばのカード カード形式になっており、絵と言葉のマッチングの促進につながる

国語
清風堂書
店 528 小学国語習熟プリント１年生 文字への導入が分かりやすく楽しめる内容になっている。

国語
清風堂書
店 529 小学国語習熟プリント２年生 出題が分かりやすいため、一人で取り組める内容になっている。

国語
清風堂書
店 530 小学国語習熟プリント３年生 文章題が最適であるため、楽しんで取り組める。

国語
清風堂書
店 531 小学国語習熟プリント４年生 文法の理解が分かりやすい内容になっている。

国語
清風堂書
店 532 小学国語習熟プリント５年生 読解力を養うのに適している。

国語
清風堂書
店 533 小学国語習熟プリント６年生 読解力を養うのに適している。

国語
清風堂書
店 544 新国語・ことばの習熟プリント小学校中学年 プリント形式になっていて、対象生徒のスペースに合わせられる。

国語
清風堂書
店 552 新国語・ことばの習熟プリント小学校高学年 プリント形式になっていて、対象生徒のスペースに合わせられる。

国語 草思社 512
子ども版声に出して読みたい日本語５  ややこしや寿限無寿限無
言葉あそび

親しみの持てるイラストがかかれており、視覚的にわかりやすく楽しんで取り組める

国語 ダイヤモン 504 脳をきたえる１日５分お絵かきドリル幼児～小学校低学年向 ドリルになっていて、漢字の習熟の促進につながる。

国語 たんぽぽ 502 子どもといっしょに楽しむことばあそびの詩１００ リズムのいい詩を通して読解力を養える。

国語
漢字能力
検 506 さわって！あそんで！みんなの漢字 漢字に対して興味をもって学習できる。

国語 フォーラム 530 基礎・基本ことばの練習帳  小学校低学年１・２年生 言葉について基礎から学べられる。

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 漢字学習が楽しくできる。

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 作文について分かりやすく説明されていて、集中して取り組める。

国語 明治図書 502 グレーゾーンの子どもに対応した  作文ワーク上級編１ 作文について分かりやすく説明されていて、集中して取り組める。



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 作文について分かりやすく説明されていて、集中して取り組める。

書写 岩崎書店 548 あそびの絵本  絵かきうたあそび 歌をうたいながら絵をかけるようになる。

書写 偕成社 653 文字を覚える絵本  （すぎたゆたか）どうぶつあいうえお 動物と一緒にひらがな５０音が紹介されていて、集中して取り組める。

書写 偕成社 655 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 発音とマッチングしながら書くことによって定着ができる。

書写 偕成社 725 下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学４年生新版 唱えることで漢字を覚えられる。

書写 偕成社 788 日本の絵本  ちか１００かいだてのいえ 漢字、カタカナが多く書くことに慣れる。

書写 学研 002 レインボーことば絵じてん 言葉の意味について絵を交えて説明されていて分かりやすい。

書写 学研 518 多湖輝のＮＥＷ頭脳開発  ３歳ひらがな 文字への導入に適している。

書写 学研 521 多湖輝のＮＥＷ頭脳開発  ５～６歳かんじ 字形を保つ練習として，興味関心を引く内容になっている。

書写 学研 542 多湖輝のＮＥＷ頭脳開発  ２歳はじめてのえんぴつ 鉛筆の導入に適した教材である。

書写 学研 754
自分学習シリーズ  国語力の基礎（改訂新版）書く力をつける小学
低学年用

文字を書く力を身につけることが出来る。

書写 学研 767 ひらがなどうぶつあわせかるた カルタ形式になっており、集中して取り組める。

書写 学研 I08 あそびのおうさまずかん8  もののなまえ 生活の中で必要な名前を用いて書く訓練をさせることで手指操作感覚を養う。

書写 金の星社 535
ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん３  ほら、あぶないよ！けが・
やけど

手指の操作を意識づけできる。

書写 くもん出版 515 ぶんのおけいこ 運筆の練習が出来る内容になっている。

書写 くもん出版 516 やさしいカタカナ カタカナの学習、書き方の学習の定着ができる。

書写 くもん出版 532 ローマ字おけいこ ローマ字の書き方を身に付けることができる。

書写 くもん出版 563 カタカナカード カード形式になっているので、運筆を自分で確認しながらすすめることができる。

書写 くもん出版 568 ゆびなぞりカードひらがな ひらがなをなぞって覚えることができる。

書写 くもん出版 569 書きかたカードカタカナ 書いて消したりの繰り返し学習ができる。



書写 くもん出版 570 書きかたカード漢字
カード形式になっており、視覚的に分かりやすい。またホワイトボードペンで繰り返し書く
ことができる。

書写 くもん出版 616 くもんの辞典シリーズ  ことば絵じてん ことばについてイラストを用いて説明されていて分かりやすい。

書写 くもん出版 655 小学ドリル国語  １年生の文しょうの書きかた 運筆の練習が出来る内容になっている。

書写 くもん出版 A04 やさしいひらがな１集 ひらがなの練習に適している。

書写 くもん出版 A05 カタカナおけいこ カタカナが分かりやすく表示されている。

書写 くもん出版 A06 漢字おけいこ 漢字が分かりやすく表示されていている。

書写 くもん出版 C01 書きかたカード「ひらがな」 カード形式になっていてなぞり書きができる。

書写 講談社 574 こどもかんじじてん 漢字に興味を持てる内容になっている。

書写 小学館 720 ドラえもんの国語　おもしろ攻略  歌って書ける小学漢字１００６ 漢字を歌って楽しみながら書くことができる。

書写 小学館 821 漢字部首カード＋部首でおぼえる漢字プリント  小学校１～６年 部首と部首を合わせて漢字を作れるので親しみやすい

書写 小学館 970 徹底反復たかしま式  視写プリント小学１・２年 視写することによって文字への認識を強化できる内容になっている。

書写
成美堂出
版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！ 楽しみながらひらがの学習を行える。

書写
太郎次郎
社 505 漢字がたのしくなる本シリーズ  新版１０１漢字カルタ カルタ形式になっており、漢字に親しめる内容になっている。

書写
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 部首と部首を合わせて漢字を作れるので親しみやすい

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 ひらがな５０音をもちいて絵本を作ることが出来る。

書写 チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ 絵を自由に書くことによって鉛筆を持つことに慣れさせる。

書写 戸田デザイ 515 リングカード・あいうえお
かわいい絵が描いているため、興味をもって単語を書いたり発音したりする練習ができ
る。

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）

ひらがなの読み書きに適している。

書写 ひさかた 533 スキンシップ絵本  漢字えほん 文字が大きく、対象児童が文字をなぞって漢字の書き方を学習することができる。

書写 ＰＨＰ 001 子どもの字がうまくなる練習ノート 鉛筆のトレーニングに適している。



書写 フレーベル 502 アンパンマンとはじめよう！  ひらがなあいうえお ひらがな５０音に楽しく親しむ。

書写 フレーベル 594 アンパンマンとはじめよう！  あいうえおカード カード形式になっていて、ひらがなの導入に適している。

書写 フレーベル 676 アンパンマンにこにこかるた カード形式になっているため、集中してひらがなを覚えられる。

書写 ポプラ 833
おととあそぼうシリーズ２８  音がでるじょうずにかけるよ！えかきう
た

歌を歌いながら絵をかけるので集中して取り組める。

書写 ポプラ 943 きかんしゃトーマスえあわせカード 線をたどることにより、運筆能力をみがくことが出来る。

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 歌を歌いながら絵をかけるので集中して取り組める。

書写 らくだ A01 あそびえかきうた  たまごがひとつおだんごふたつ 歌を歌いながら書く作業になるので筆記用具を持つことに慣れさせる。

書写 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

カード形式になっていて子どもが楽しんで取り組める。

書写 角川学芸 502 えんぴつ文字練習帳初級編 ひらがな、カタカナなどの文字の書く練習に適している。

書写 角川学芸 503 えんぴつ文字練習帳中級編 ひらがな、カタカナなどの文字の書く練習に適している。

書写 金園社 504 えんぴつひらがなれんしゅうちょう 鉛筆の運筆能力を上げるのに適している。

書写 喜楽研 509 くりかえし漢字練習プリント小学２年 反復練習が出来て漢字が身に付く。

書写 喜楽研 526 くりかえし漢字練習プリント小学３年 小学校3年生の漢字を反復練習できる内容になっている。

書写 こばと 503 認知発達教材ステップアップ  ことば・もじ（改訂版） 文字に特化していて、文字認識が困難な方に適している。

書写 こばと 512 認知発達教材レベルアップ  漢字 漢字の画数が少ない順から学習することができるため、手指感覚を伸ばせる。

書写 こばと 518 認知発達教材レベルアップ  ことばのつかいかた下 絵と言葉のマッチングができる。

書写 こばと 533 えとことばのカード 段階的に優しく説明されていて分かりやすい。

書写
日本習字
普 502 はじめてのかきかた幼児から小学生低学年 なぞりがきができることで運筆能力をあげることができる。

書写 ＰＨＰ 579 続・時の迷路
文章が苦手な児童が集中して取り組める内容になっている。運筆能力を上げるのに適し
ている。

書写 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 運筆の練習が出来る内容になっている。



書写 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 運筆の練習が出来る内容になっている。

算数 偕成社 596 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 数に親しむ。

（数学）偕成社 715 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 たし算、ひき算の繰上げ、繰り下げについてやさしく学べる。

算数 偕成社 717 算数たんけん７  わり算わかったよ 掛け算について学んでいるので次年度は発展して割り算を学ぶ

（数学）偕成社 734 算数たんけん２  くりあがりのたしざんくりさがりのひきざん 繰上げ、繰り下げのたし算、ひき算の計算が分かりやすくまとめられている。

算数 偕成社 782 算数たんけん３  ２けたのたしざんひきざん たし算、ひき算の繰上げ、繰り下げについてやさしく学べる。

（数学）学研 538 多湖輝のＮＥＷ頭脳開発  ３歳かけるかなかたちとえ 形の認識形成につなげられる内容になっている。

算数 学研 670 中１数学をひとつひとつわかりやすく 細かく丁寧に解説がされているので分かりやすい。

（数学）くもん出版 522 すうじあそび１集 遊びながら数や数詞を対応させながら覚えられる。

算数 くもん出版 523 とけいおけいこ１集 時計の見方を学べる内容になっている。

（数学）くもん出版 529 ひきざんおけいこ２集 引き算がわかりやすく説明されている。

算数 くもん出版 579 九九カード 九九を身につけることができる。

（数学）くもん出版 579 九九カード カード形式になっていて、九九を覚えやすい。

算数 くもん出版 617 くもんのかず絵じてん 絵になっていて、数に親しみやすい内容になっている。

（数学）くもん出版 624 小学ドリル算数計算　２年生のかけ算（九九） 掛け算についてやさしく書かれており、無理なく取り組める。

算数 くもん出版 625 小学ドリル算数計算  ３年生のかけ算 ドリル形式になっているため、対象児童のペースに合わせて進められる。

（数学）くもん出版 629 小学ドリル算数  ３年生の数・りょう・図形 小学校３年生の算数がわかりやすくまとまっている。

算数 くもん出版 630 小学ドリル算数  ４年生の数・量・図形 無理なくレベルに合わせた単位の学習ができる。

（数学）くもん出版 631 小学ドリル算数  ５年生の数・量・図形 無理なくレベルに合わせた単位の学習ができる。

算数 くもん出版 632 小学ドリル算数計算  ６年生の数・量・図形 小学校６年生の算数が色々紹介されていて分かりやすい。



（数学）くもん出版 635 小学ドリル算数  ３年生の文章題 小学校３年生の算数が分かりやすく説明されている。

算数 くもん出版 636 小学ドリル算数  ４年生の文章題 単元ごとにまとまっていてわかりやすい。

（数学）くもん出版 D02 とけいカード カードの時計が見やすく、時計を読む学習ができる。

算数 くもん出版 E01 はとのクルックのとけいえほん 時計の見方、計算を学ぶことができる。

（数学）講談社 511 創作絵本  かぞえてみよう 数を絵本を通して学べるようになっている。

算数 三省堂 A04 三省堂こどもかずの絵じてん 写真や分かりやすい絵で数の学習ができる

（数学）小学館 569 シール知育えほん５０  それいけ！アンパンマンのかずあそび シールを貼ったり、書き込みしたりして数について遊びながら学べる。

算数 小学館 615 ドラえもんの算数おもしろ攻略  たしざん・ひきざん（改訂新版） 好きなキャラクターがかかれており、分かりやすく説明されている。

（数学）小学館 674 陰山英男の脳いきいき！  大人の計算プリント 足し算、引き算などの問題が多く、楽しんで取り組める。

算数 小学館 703
小児科医がつくったＬＤ児・ＡＤＨＤ児のための  ゆっくりさんすうプ
リント１０までのかず

数字が苦手な子が数字を親しめるようになっている。

（数学）小学館 755
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

数を遊びながら身につけられるから

算数 小学館 812 単位換算定規＋単位換算プリント  小学校１～６年 単位が分かりやすく表現されているので理解しやすい。

（数学）小学館 840 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶせいかつ図鑑 生活に必要な算数を学べる。

算数 小学館 895
小児科医がつくったＬＤ児・ＡＤＨＤ児のための  ゆっくりさんすうプ
リント２０までのかず

２０までの数を親しめるようにできている。

（数学）小学館 B02 ２１世紀幼稚園百科２  とけいとじかん
時計について、分かりやすく説明されている。またドリル形式になっているので集中して
取り組める。

算数
大日本絵
画 632 １から１０まで・・・・ひっくりかえしてもういちど １から１０までの概念を身につけられる。

（数学）
大日本絵
画 651

パズルしかけえほん  おいけでぴょんぴょん！だれかなだれか
な？

パズルを通して、形への認識を養える。

算数
太郎次郎
社 510 スーパータイルのさんすう  らくらく算数ブック１ 色塗ったり、歌ったりなど楽しみながら算数を学べる内容になっている。

（数学）童心社 A01 かずのほん１  どっちがたくさん 数字になれる。

算数 戸田デザイ 002 １から１００までのえほん １から１００までをさまざまなイラストで表現されている。



（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桁までの足し算引き算の計算が分かりやすく記載されている。

算数 同成社 504 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＣ  かけ算 掛け算を初めて学ぶ児童に適している。

（数学）同成社 505 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＤ  わり算 割り算について分かりやすく説明されている。

算数 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）

仲間集めから数の意識を育てる。

（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）

数字と数の対応をしっかりさせることができる。

算数 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）

繰り上がりのある足し算を効果的に学べる内容になっている。

（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）

３桁の計算や掛け算を学べるに適している

算数 東洋館 003 くらしに役立つ数学 生活する上で買い物、時計など必要な事柄を習得する。

（数学）永岡書店 540 木製知育パズル  すうじ 数字がパズル形式になっているので楽しんで数を覚えられる。

算数 永岡書店 571
トミカとけいえほん  トミカといっしょにとけいのよみかたをおぼえよ
う！

時計の読み方を身に付けることができる。

（数学）ひかりのく 548 こどものずかんＭｉｏ１１  やさい・くだもの やさい、果物に興味があるので、実を数えることで数の概念を育てる。

算数 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 数字を楽しく数える内容になっている。

（数学）ひさかた C05 スキンシップ絵本  かずのえほん 絵になっていて、数に親しみやすい内容になっている。

算数 フレーベル 609 アンパンマンとはじめよう！  いろ・かず・かたちカード 児童の好きなキャラクターで、視覚的にも理解しやすいので集中して数を覚えられる。

（数学）フレーベル 609 アンパンマンとはじめよう！  いろ・かず・かたちカード 数、形にについて楽しく取り組める内容になっている。

算数 フレーベル 624 どっちどっちアンパンマン  プレゼントどっち？ 大きさ小ささの比較を学べる。

（数学）ポプラ 707 トーマスの知育シリーズ４  トーマスとおぼえるかたち 形の認識につなげやすい。

算数 ポプラ 716 音のでる知育絵本８  こえでおぼえる九九のほん 何度も繰り返していくことで自然に覚えられる。またｊ\\

（数学）ポプラ 837 音のでる知育絵本１３  音がでる１０玉そろばんかずのおけいこ そろばんを用いて、１０の概念を身につけることができる。

算数 ポプラ 880
おととあそぼうシリーズ２９  音と光でレジごっこ！おかいものレジ
スター

お買い物体験を通して計算の習慣を身に付けることができる。



（数学）ポプラ 934 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 「分」が一目で分かり、針を動かしながら覚えることができる。

算数 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 数の数え方を音と一緒に覚えられる。

（数学）民衆社 508 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる３年 作業を自分でやることにより、達成感を味わえる内容になっている。

算数 民衆社 518 算数あそびファックス資料集（改訂版）  小学校３・４年 数字を楽しみながら学べる内容になっている。

（数学）民衆社 529 算数あそびファックス資料集（改訂版）  小学校１・２年生 小学校１、２年生の算数を楽しみながら取り組める内容になっている。

算数 教育画劇 535 たのしい計算・図形  数字ってこ～んなにオモシロい！！３巻 計算や図形などが面白く楽しく取り組めるようになっている。

（数学）喜楽研 558 たのしく学ぶくりかえし算数プリント３年生 内容を楽しく繰り返し学べる内容になっている。

算数 喜楽研 560 たのしく学ぶくりかえし算数プリント  ２年生 2年生の算数を繰り返し楽しく学べるようになっている。

（数学）こばと 501 認知発達教材ステップアップ  マッチングⅠ（改訂版） 形を視覚的に認識できる内容になっている。

算数 こばと 506 認知発達教材ステップアップ  さんすうⅠ（改訂版） たし算・ひき算の基礎的な考え方を学習することができる

（数学）こばと 519 認知発達教材ジャンプアップ  カレンダー・とけい・おかね 生活に役立つカレンダー・時計・お金の学習を順序よく丁寧に学習することができる

算数 こばと 520 認知発達教材ステップアップ  かず・すうじ（改訂版） 数、数字について興味を持てる内容になっている。

（数学）こばと 522 認知発達教材レベルアップ  お金と時計の文章題 日常生活におけるお金や時計の活用を学べる。

算数 こばと 523 認知発達教材ステップアップ  とけい・おかね（改訂版） 生活に役立つ時計とお金の学習を順序良く丁寧に学習することができる。

（数学）こばと 525
認知発達教材レベルアップ  集中力、注意力アップのためのトレー
ニングシート

学習の基礎となる集中力・注意力アップができる。

算数 こばと 527 認知発達教材ステップアップ  さんすうⅡ（改訂版） イラストがふんだんに用いられており理解しやすい内容になっている。

（数学）こばと 528 認知発達教材ジャンプアップ  さんすうⅠ 算数の概念をスモールステップで学習していくのに適切な教材である。

算数 こばと 529 認知発達教材ジャンプアップ  さんすうⅡ 算数の概念をスモールステップで学習していくのに適切な教材である。

（数学）
新興出版
社 503 教科書ぴったりテスト  教育出版版算数３年 算数３年生の内容がまとまっていて、取り組みやすい。

算数
清風堂書
店 535 絵になる１００マス計算プリント 計算力を楽しく身につけられる。



（数学）
清風堂書
店 546

単元別まるわかり！シリーズ  かけ算習熟プリント小学校２～５年
生用

かけ算について段階ごとに説明されていて分かりやすい。

算数
清風堂書
店 558 初級算数習熟プリント小学４年生（新指導要領対応版） 分数や小数が分かりやすく説明されている。

（数学）
清風堂書
店 562 単元別まるわかり！シリーズ  わり算習熟プリント 割り算が分かりやすく説明されている。

算数
清風堂書
店 566 初級算数習熟プリント小学５年生（新指導要領対応版） プリント形式になっていて、対象生徒のスペースに合わせられる。

（数学）
清風堂書
店 568 初級算数習熟プリント小学２年生（新指導要領対応版） ２年生のレベルを分かりやすく学べる。

算数
清風堂書
店 578 中級算数習熟プリント小学３年生（新指導要領対応版） 段階的にレベルが分けられているので取り組みやすい。

（数学）
清風堂書
店 579 上級算数習熟プリント小学４年生（新指導要領対応版） 段階的にレベルが分けられているので取り組みやすい。

算数
清風堂書
店 586 計算習熟プリント小学１年生新指導要領対応 プリント形式になっていて、対象生徒のスペースに合わせられる。

（数学）
清風堂書
店 593 文字がうかぶ１００マス計算プリント小学３年生 計算力を楽しく身につけられる。

算数
清風堂書
店 594 文字がうかぶ１００マス計算プリント小学４年生 計算力を楽しく身につけられる。

（数学）ニュートン 502 トレーニングペーパー  算数大すき小学２年生５級 計算力を楽しく身につけられる。

算数 ニュートン 503 トレーニングペーパー  算数大すき小学３年生４級 計算力を楽しく身につけられる。

（数学）ニュートン 504 トレーニングペーパー  算数大すき小学４年生３級 スモールステップ形式になっていて分かりやすい内容になっている。

算数 ニュートン 505 トレーニングペーパー  算数大すき小学５年生２級 スモールステップ形式になっていて分かりやすい内容になっている。

（数学）ＢＬ出版 516 ワニくんシリーズ第１作  ワニくんのおおきなあし ワニくんの大きな足を図ることで長さの概念、また様々な形があることを学べる。

算数 ピエ 503 はじめてのかずあそびえほん 数の概念を身に付けるのに適している。

（数学）フォーラム 517 わかってできる算数プリント小学１年生新指導要領対応版 グループわけなど数の概念の導入に適している。

算数 フォーラム 518 わかってできる算数プリント小学２年生新指導要領対応版 掛け算の概念を学ぶのに適している。

（数学）フォーラム 519 わかってできる算数プリント小学３年生新指導要領対応版 分数の概念を学ぶのに手ｋしている。

算数 フォーラム 520 わかってできる算数プリント小学４年生新指導要領対応版 少し複雑な計算を学ぶのに適している。



（数学）フォーラム 521 わかってできる算数プリント小学５年生新指導要領対応版 割合など買い物学習を取り組むのに適している。

算数 フォーラム 522 わかってできる算数プリント小学６年生新指導要領対応版 速さの計算を学ぶのに適している。

（数学）フォーラム 539 絵でわかるやさしい文章題  かけざん・わりざん編小学校低学年 かけ算、割り算が分かりやすく説明されている。

算数 フォーラム 546 絵でわかるやさしい文章題  たしざん・ひきざん編 足し算、引き算が分かりやすく説明されている。

（数学）文英堂 502 シグマベスト  これでわかる算数小学２年 学年レベル別の算数が分かりやすく説明されている。

算数 文英堂 503 シグマベスト  これでわかる算数小学３年 学年レベル別の算数が分かりやすく説明されている。

（数学）文英堂 504 シグマベスト  これでわかる算数小学４年 学年レベル別の算数が分かりやすく説明されている。

算数 文英堂 505 シグマベスト  これでわかる算数小学５年 学年レベル別の算数が分かりやすく説明されている。

（数学）文英堂 506 シグマベスト  これでわかる算数小学６年 学年レベル別の算数が分かりやすく説明されている。

算数 ぼりゅうむ 501 ＳＯＦＴＳＨＡＰＥＳ  かず（ＣＯＵＮＴ） 一個一個数えることになっており、１～１０までの数え方を学べる。

（数学）明治図書 506 グレーゾーンの子どもに対応した  算数ワーク中級編１ イラストと説明が分かりやすく記載されている。

算数 明治図書 507 グレーゾーンの子どもに対応した  算数ワーク初級編１
たし算・ひき算などの計算の初期段階において、数のまとまりを意識しながら計算をより
しやすい優れた教材である。

（数学）明治図書 508 グレーゾーンの子どもに対応した  算数ワーク初級編２ イラストと説明が分かりやすく記載されている。

算数 明治図書 509 グレーゾーンの子どもに対応した  算数ワーク上級編１
小数、分数の計算が分かりやすく説明されており、無理なく学習できる内容になってい
る。

（数学）明治図書 510 グレーゾーンの子どもに対応した  算数ワーク中級編２ 計算や図形など最低限の範囲で一通りの単元について無理なく学習ができる。

生活 小学館 597 小学館の図鑑ＮＥＯ  魚 魚の写真が大きく掲載されており、種類も多く児童の興味をそそる内容になっている。

生活 小学館 696
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

季節の移り変わりが分かりやすく絵や写真で掲載されており、児童の理解がしやすい。

生活 戸田デザイ 003 あいうえおえほん ひらがなについて楽しめる内容になっている。

生活 フレーベル 681 にぎやかアンパンマンまちのおと 世界中の様々な音に触れる。

生活 ポプラ 833
おととあそぼうシリーズ２８  音がでるじょうずにかけるよ！えかきう
た

筆記用具になれさせる。



生活 交通新聞 506 うんてんしよう！ＪＲしこくなんぷうアンパンマンれっしゃ 身近な電車を通して、電車の乗り方などを学ぶ。

社会 偕成社 683 子どものマナー図鑑５  １２か月・行事のマナー 年間の行事について学べる内容になっている。

社会 偕成社 820 「おれたち、ともだち！」絵本  あしたもともだち 社会性の発達に有効な教材である。

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 普段の生活のマナーを覚えやすい内容になっている。

社会 学研 508 ジュニア学研の図鑑  乗りもの 乗り物を通して様々な乗り物を学べる。

社会 学研 512 はっけんずかん  しんかんせん 新幹線を通して、社会の地理などを学べる。

社会 学研 606 レインボー世界の旅じてん  国際理解に役立つ 絵を見ながら、楽しく世界の国々を学べることが出来る。

社会 学研 657 学習関連単品  読んで見て楽しむ日本地図帳 地域ごとの特徴がふんだんに紹介されていて分かりやすい。

社会 学研 659 学習関連単品  読んで見て楽しむ都道府県地図帳 都道府県について詳しく書かれており、分かりやすい。

社会 学研 668 中学歴史をひとつひとつわかりやすく 記入式になっていて、自らのペースで進められる内容になっている。

社会 学研 707 満点学習まんが  日本の歴史 まんがになっていて、歴史をわかりやすく学べるようになっている。

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 日本地図がカラフルで紹介されていて楽しんで取り組める。

社会 金の星社 F06 ひとりでできるもん！６  だいすきおやつ作り
おやつ作りを通して、そのおやつの材料はどこで作られたか、またどのようにして運ばれ
たのか学べる。

社会 くもん出版 581 生活図鑑カード  マーク標識カード１集 マークや標識の意味を覚え、生活に役立てる。

社会 くもん出版 590 日本地図カード カード形式になっていて分かりやすい。

社会 くもん出版 593 くもんの写真図鑑  電車・地下鉄カード 身近な乗り物電車について学べる。

社会 くもん出版 746 社会集中学習  小学３・４年生上 段階的にレベルに合っている。

社会 くもん出版 B06 生活図鑑カード　お店カード 視覚的に分かりやすいカードを用いて、さまざまなお店、公共施設などを学べる。

社会 講談社 570 決定版心をそだてるはじめての伝記１０１人 昔の偉人のことについて、分かりやすく心に響く内容を学べる。

社会 講談社 571 決定版夢をそだてるみんなのしごと１０１ さまざまな仕事があることを学べる。



社会 講談社 663
のりものキッズブック＆タック  トミカをさがせ！－ミニカーいっぱい
せいぞろい！

さまざまな自動車があり、それぞれの用途があることを学べる。

社会 講談社 743 決定版（新）電車大集合１６１６点 電車を通して公共乗り物について学ぶ。

社会 小峰書店 540 歴史人物かるた カルタ形式になっていて、楽しんで取り組める。

社会 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 お金の使い方について学べる。

社会 合同出版 528
イラスト版子どもソーシャルスキル  友だち関係に勇気と自信がつ
く４２のメソッド

社会性を身に付けるのに適している。

社会 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 生活技術を通して社会力を身につけることができる。

社会 三省堂 A03 こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版 季節による町の行事や様子が分かる。

社会 三省堂 A05 こどもマナーとけいご絵じてん マナーを身につけることができる。

社会 小学館 583 ２１世紀こども地図館
日本地図、世界地図についてそれぞれ写真、イラストなどで説明されていて分かりやす
い。

社会 小学館 585 ２１世紀こども百科  しごと館 さまざまな仕事があることを通して社会の仕組みを学べる。

社会 小学館 605 世界の国ぐに探検大図鑑  ＷＯＲＬＤ－ＰＡＬ 内容が分かりやすく児童が意欲的に取り組める

社会 小学館 625
ドラえもんの社会科おもしろ攻略  日本の歴史がわかる１縄文時
代～室町時代

歴史について、キャラクターがやさしく説明されている。

社会 小学館 627
ドラえもんの社会科おもしろ攻略  日本各地の自然とくらし（改訂新
版）

日本各地の自然と生活について学びやすい内容になっている。

社会 小学館 628 ドラえもんの社会科おもしろ攻略  日本の歴史１５人 生徒の興味のあるキャラクターを通して、歴史に関心を持たせることができる。

社会 小学館 711
きっずジャポニカセレクション１０才までに知っておきたい  世の中
まるごとガイドブック基礎編

社会についてやさしく説明されていて理解しやすい。

社会 小学館 808 ドラえもんちずかん１  にっぽんちず キャラクターが描かれているので興味関心を持って学べる。

社会 小学館 886 マンガでわかるよのなかのルール マンガになっていて、世の中のルールを分かりやすく学べる。

社会 小学館 L02 はじめてちずかんシリーズ２  ドラえもんのにほんちず 地図について分かりやすく説明されている。

社会 小学館 L06 はじめてちずかんシリーズ６  ドラえもんのせかいりょこう 親しみのあるキャラクターが書かれているので興味関心を持って学ぶことができる。

社会 鈴木出版 A05 知育えほん  マークのずかん 色々なマークの意味を調べることができる。



社会
成美堂出
版 613 わくわくコンビニあそびレジスター レジごっこをすることにより、お金の使い方や様々なお店を知ることができる。

社会
大日本絵
画 655 音のでるしかけえほんステレオブック  乗り物の音 乗り物について学べる内容になっている。

社会 戸田デザイ 005 にっぽんちず絵本
日本地図が大きく、カラフルで分かりやすい。またそれぞれの特徴も案内されているので
集中して取り組める。

社会 東洋館 001 くらしに役立つ社会 実際の社会に出ても活用できるようになっている。

社会 永岡書店 535 マグネットおべんきょうシール　スーパーでおかいもの 商品のマグネットを用いて、お買い物体験することにより、お金の使い方を学べる。

社会 永岡書店 541 木製知育パズル  日本ちず 日本地図がパズルになっていて楽しめる内容になっている。

社会 永岡書店 560 おかいものできるかな？　遊んで覚える！たのしい知育マグネット 商品のマグネットを用いて、お買い物体験することにより、お金の使い方を学べる。

社会 永岡書店 568 日本地図パズル＆ゲーム 日本地図がパズルになっていてゲームしながら学べる。

社会 永岡書店 629 パノラマ知育マグネットブック  おりょうりいっぱいレストラン
レストランでの注文や接客などのマナーを実際に模擬練習をすることにより、社会スキル
を身につける。

社会 ひかりのく 639 にっぽんをたびするちずえほん
都道府県について絵や写真がふんだんに使われている。また地域ごとに方言、食べ物
が紹介されていて、興味を持たせることができる。

社会 ひかりのく 644 辞書びきえほん歴史上の人物 歴史上で活躍された人物について分かりやすく説明されている。

社会 評論社 A01 スカーリーおじさんの  はたらく人たち 働いている人の職業を色々知ることができる。

社会 福音館 G07 福音館の科学シリーズ  絵で見る日本の歴史 視覚から歴史について理解させることができる。

社会 福音館 G10
福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事中大きくなったらどんな仕
事をしてみたい？

将来の仕事を考えてみることができる。

社会 フレーベル 681 にぎやかアンパンマンまちのおと 町の中にある様々なものを覚えられる。

社会 フレーベル 689 アンパンマン大図鑑 アンパンマンに興味を持っているため、

社会 平凡社 B02 新版はじめましてにほんちず 地理について、詳しく書かれており分かりやすい。

社会 ポプラ 870 地図をつくろう１  まちたんけんに出発しよう 町にでて実際調べたものを書くことによって地図ができる。

社会 ポプラ 913 おととあそぼうシリーズ３５  せいかつどんなおと？ 生活の中でどんな音が聞こえるのか慣れ親しむ。

社会 ポプラ 936 おととあそぼうシリーズ３６  たのしい！コンビニレジごっこ コンビニレジごっこを通して、お金の使い方を学ぶ。



社会 理論社 528 だじゃれ日本一周 都道府県についてだじゃれで紹介されていて覚えやすい。

社会 喜楽研 565 コピーしてすぐ使える  まるごと社会６年 段階的にレベルに合っている。

社会 喜楽研 568 コピーしてすぐ使える  まるごと社会科３・４年上 段階的にレベルに合っている。

社会 喜楽研 569 コピーしてすぐ使える  まるごと社会科５年 段階的にレベルに合っている。

社会 こばと 515 認知発達教材レベルアップ  せいかつ（上） 普段の生活において必要なマナーを身につける。

社会 こばと 530
認知発達教材レベルアップ  対人関係スキルアップのためのト
レーニングシート

ソーシャルスキルを学び、よりスムーズな社会生活の学習に活用できる。

社会 ジアース 501
知的障害や自閉症の人たちのための見てわかる  ビジネスマナー
集

実際の社会に出ても活用できるようになっている。

社会 主婦と生活 511 都道府県地理カード カード形式になっていて、視覚的に見やすく楽しんで取り組める。

社会 すばる舎 507 ぬりえ＆書きこみ式小学生のための日本地図ドリル改訂版 日本の地理について学ぶことができる。

社会 ナガセ 504 はなまるリトル３年生社会 社会の基礎を身につけられる。

社会 ＰＨＰ 555 日本のくらし絵事典 くらしや行事について分かりやすく学べる。

社会 ほるぷ 532 日本地図めいろ 地図が迷路状態になっていて楽しんで覚えられる。

地図 岩崎書店 652 知識の絵本１  ちずあそび 手先の巧緻性を伸ばしながら地図について学べる。

地図 視覚デザイ 509 ぐるぐるにっぽんちずえほん
日本の特徴が絵本形式で紹介されている。地方別になっており、県名がひらがなで興味
もって
取り組める。

地図 小学館 L02 はじめてちずかんシリーズ２  ドラえもんのにほんちず 好きなキャラクターで楽しく学習できる。

地図 鈴木出版 A05 知育えほん  マークのずかん 児童にとって大切なマークを学ばせ、安全、マナーについて効果的に学べる。

地図 戸田デザイ 005 にっぽんちず絵本 日本地図がわかりやすく説明されている。

地図 戸田デザイ 006 せかいちず絵本 世界地図が分かりやすく説明されている。

地図 平凡社 511 ピーピといっしょに日本地図の絵本 親しみの持てるイラストとともに日本地図を学べる内容になっている。

地図 パイインタ 502 はじめてのにほんちずえほん
やさしい地図の本を通して自分たちの国や地球のおおまかな様子をつかむのに適してい
る。



理科 岩崎書店 C04 かいかたそだてかたずかん４  やさいのうえかたそだてかた 野菜の育て方が写真、イラストなどで分かりやすく解説されている。

理科 偕成社 646
エリック・カールの絵本・ボードブック（光る絵本）  さびしがりやの
ほたる

絵本を通して生き物を学べる。

理科 偕成社 678
５つの栄養素調べて学んでバランスよく食べる６  食べものなんで
もＱ＆Ａ

学級で育てている野菜について学べることができる。

理科 学研 506 ジュニア学研の図鑑  地球の環境 地球の自然について写真などがふんだんに用いられており、理解しやすい。

理科 学研 507 ジュニア学研の図鑑  科学の実験 科学の実験について写真などで分かりやすく説明されている。

理科 学研 508 ジュニア学研の図鑑  乗りもの 乗り物がどのようにして作られているのか学ぶことにより、理科への興味を持つ。

理科 学研 511 はっけんずかん  うみ 海の生き物が写真やイラストでわかりやすくしょうかいされており、興味を持って学べる。

理科 学研 550 あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん 色々な材料（色）を混ぜて塗ることにより、色の変化を学べる、

理科 学研 564 あそびのおうさまずかん１５  いきもの・くらし 身近な動物の暮らしを知る。

理科 学研 566 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑  むし 虫を通して生き物に興味を持たせる

理科 学研 567 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑  くさばな 草花について分かりやすく説明されていて理解しやすい。

理科 学研 569 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑  どうぶつ
写真がふんだんにつかわれているため、視覚的に理解しやすく意欲的に学習に取り組
める。

理科 学研 574 ニューワイド学研の図鑑１  増補改訂昆虫 昆虫の発達などが写真、イラストで説明されていて分かりやすい。

理科 学研 576 ニューワイド学研の図鑑３  増補改訂動物 動物について写真、イラストで説明されていて分かりやすい。

理科 学研 583 ニューワイド学研の図鑑１４  増補改訂地球・気象
写真がふんだんにつかわれているため、視覚的に理解しやすく意欲的に学習に取り組
める。

理科 学研 671 中１理科をひとつひとつわかりやすく 記入式で基礎学習の定着ができる。

理科 学研 676 増補改訂ジュニア自然大図鑑  エコロ 絵や写真がふんだんに用いられており、理解しやすい。

理科 学研 710 ほんとのおおきさ水族館 魚について色々学べる内容になっている。

理科 学研 711 びっくり！ジャンボ昆虫園 昆虫の発達などが写真、イラストで説明されていて分かりやすい。

理科 学研 738 ふれあいこどもずかん  春夏秋冬～きせつのしぜん～ 四季ごとの植物を学べる。



理科 学研 740 からだがよろこぶ生活習慣（１）  自分のからだを発見しよう！ 人の体についてイラストを交えて分かりやすく説明されている。

理科 学研 I08 あそびのおうさまずかん8  もののなまえ 食べ物について遊び心を持って学べる内容になっている。

理科 学研 J04 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑  きせつ 季節についてのイラストが書かれており、分かりやすい。

理科 学研 N01 ほんとのおおきさ動物園 動物が好きなので、動物の種類を覚えながら語彙を増やす。

理科 くもん出版 584 自然図鑑カード  こん虫カード カード形式になっていて分かりやすい。

理科 くもん出版 585 自然図鑑カード  動物カード カード形式になっているので動物の名前を効果的に覚えられる。

理科 くもん出版 586 自然図鑑カード  花と木カード 身近な草花を知ることで自然に興味を持つ。

理科 くもん出版 586 自然図鑑カード  花と木カード カード形式になっていて分かりやすい。

理科 くもん出版 587 自然図鑑カード  川や海の生きものカード 川、海の生き物について、分かりやすいカードを用いて学べる。

理科 くもん出版 593 くもんの写真図鑑  電車・地下鉄カード 電車がどのようにして動くのか学ぶ。

理科 くもん出版 747 理科集中学習  小学３年生 理科の学習を効率的に学べる。

理科 くもん出版 747 理科集中学習  小学３年生 理科の基本を学べる。

理科 くもん出版 748 理科集中学習  小学４年生 理科の学習を効率的に学べる。

理科 くもん出版 748 理科集中学習  小学４年生 理科の基本を学べる。

理科 くもん出版 749 理科集中学習  小学５年生 理科の学習を効率的に学べる。

理科 くもん出版 749 理科集中学習  小学５年生 理科の基本を学べる。

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 果物、野菜について学べる。

理科 講談社 672 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！ 面白い実験が多く載っており、子どもも楽しんで取り組める。

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 野菜作りを通して植物を学べる。

理科 小峰書店 523 リサイクル工作ずかんⅡ 身近なものを使っての工作で科学を身近に感じる。



理科 合同出版 527 理科だいすき先生が書いた教科書よりわかる理科小学６年 言葉で理解することが難しい子どもに対して理解しやすい内容になっている。

理科 さえら 503 たのしい科学あそび  ストローの実験 身近なストローを用いて実験の楽しさを味わう。

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 野菜作りを通して植物を学べる。

理科 小学館 582 ２１世紀こども百科科学館 絵や写真で色々な科学や実験を楽しむ

理科 小学館 582 ２１世紀こども百科科学館 科学について万遍なくふれており、児童が集中して取り組みやすい

理科 小学館 594 小学館の図鑑ＮＥＯ  動物 生き物の名前と育ち方が分かりやすい。

理科 小学館 594 小学館の図鑑ＮＥＯ  動物 親しみやすい構図になっていて学びやすい内容になっている、

理科 小学館 595 小学館の図鑑ＮＥＯ  植物 親しみやすい構図になっていて学びやすい内容になっている、

理科 小学館 596 小学館の図鑑ＮＥＯ  昆虫 親しみやすい構図になっていて学びやすい内容になっている、

理科 小学館 597 小学館の図鑑ＮＥＯ  魚 親しみやすい構図になっていて学びやすい内容になっている、

理科 小学館 696
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

視覚的に分かりやすく、季節について楽しく学べる内容になっている。

理科 小学館 756 図鑑ＮＥＯの本物の大きさ絵本  原寸大どうぶつ館 知っている動物の実際の大きさをしることで動物をさらに学ぶことが出来る。

理科 小学館 835 小学館の図鑑ＮＥＯ  科学の実験 科学の実験が楽しく取り組める内容になっている。

理科 小学館 848 図鑑ＮＥＯの本物の大きさ絵本　原大寸すいぞく館 魚について楽しく学べる。

理科 小学館 854 小学館の図鑑ＮＥＯ　恐竜 児童に興味をもって楽しみながら学習できる内容だから。

理科 小学館 859
ドラえもんの理科おもしろ攻略  生物（植物・昆虫・動物）がよくわか
る

生き物について、キャラクターがやさしく説明されていて分かりやすい。

理科 小学館 900 小学館の図鑑ＮＥＯぷらす  もっとくらべる図鑑 比較することによって科学の不思議さを学べる。

理科 小学館 960 ピタゴラ装置ＤＶＤブック１ 科学装置を見て、科学の不思議に触れる。

理科
大日本絵
画 641 音のでるとびだししかけえほん  動物の鳴き声オーシャン 動物が仕掛け絵本になっているので立体的に学べる。

理科 永岡書店 510 こどもものしりずかん  これなあに？ さまざまな動物についてやさしいイラストがかかれており、分かりやすい。



理科 永岡書店 542 木製知育パズル  くだものトントン 木製パズルを用いることで果物に対する知識を身につける。

理科 永岡書店 548 サウンドつきプラレールアナウンスえほん 乗り物の音を通して乗りものについて興味を持たせる。

理科 永岡書店 611 ３Ｄ生きもの大図鑑 ３Ｄになっているため、興味関心を引きやすい内容になっている。

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 植物について、楽しみながら学べる内容になっている。

理科 ひかりのく K09 新装版ＫＩＤＳ２１１２  たべものひゃっか 色々な食べものについて学べる。

理科 福音館 679 福音館の科学シリーズ  じめんのうえとじめんのした 身近な自然に興味を持たせる手立てになる。

理科 福音館 693 ＤＯ！図鑑シリーズ  生活図鑑「生きる力」を楽しくみがく 生活に関連した内容を学べる。

理科 福音館 864 幼児絵本シリーズ  おやおや、おやさい 野菜の名前を楽しく覚えることができる。

理科 福音館 B09 幼児絵本シリーズ  やさいのおなか 野菜の育ち方にについて学べる。

理科 フレーベル 563
フレーベル館の図鑑ナチュラ  どうぶつほにゅうるい／はちゅうる
い

動物に興味関心をもっているため、児童に適した学習が期待できる

理科 フレーベル 563
フレーベル館の図鑑ナチュラ  どうぶつほにゅうるい／はちゅうる
い

動物について写真、イラストで説明されていて分かりやすい。

理科 フレーベル 564 フレーベル館の図鑑ナチュラ  さかなとみずのいきもの 魚、水のいきものについて、写真、イラストで説明されていて分かりやすい。

理科 フレーベル 567 フレーベル館の図鑑ナチュラ  ちきゅうかんきょう 地球や環境について、絵や写真を多く使用して示されており、わかりやすく学べる。

理科 フレーベル 568 フレーベル館の図鑑ナチュラ  たべもの
食べ物について、詳しくかかれており、給食に興味関心を持っている対象児童に適して
いる。

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 科学を遊びながら学べる内容になっている。

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 写真がふんだんに盛り込まれているので分かりやすく自然科学を学べる。

理科 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 人の体について、分かりやすく説明されている。

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 写真入りで四季の自然の移り変わりが分かる。

理科 アーニ出版 501 こんにちは！からだとこころシリーズ１  女の子のからだの絵本 人の体の仕組みについて学べる。

理科 喜楽研 564 コピーしてすぐ使える（改訂版）  まるごと理科６年 理科について分かりやすく書いてある。



理科 喜楽研 571 コピーしてすぐ使える（改訂版）  まるごと理科４年 理科について分かりやすく書いてある。

理科 こばと 501 認知発達教材ステップアップ  マッチングⅠ（改訂版） マッチングの概念を育てるのに役立つ。

理科 こばと 513 認知発達教材レベルアップ  しぜん（上） 自然について、スモールステップで紹介されていて分かりやすい。

理科 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！

実験をとおして科学への興味を持つことができる。

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 楽しみながら科学の面白さを学べる。

理科 主婦と生活 507 でんじろう先生の超ウケる実験ルーム  みんなびっくり！ 実験に興味関心を持つ内容になっている。

理科
誠文堂新
光 506 新しい教養のための理科  基礎編 写真がふんだんに用いられており、植物の成長の比較について使いやすい。

理科 ＰＨＰ 595 ”からだのしくみ”がよくわかる人体ぬりえ 体の仕組みについて塗りえになっていて学びやすい。

図工 岩崎書店 A06 あそびの絵本  ねんどあそび 粘土を用いて工作の楽しさを味わえる。

（美術）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 自分の指紋で作る喜びを味わえる。

図工 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

ぬり絵を通して、完成させる喜びを味わう。

（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 ぬり絵を通して、完成させる喜びを味わう。

図工 学研 545 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぐるぐるかくほん 書くことの楽しさを身につけることができる。

（美術）学研 552 あそびのおうさまＢＯＯＫ  おって 手先の感覚を養うことができる内容になっている。

図工 学研 575 ニューワイド学研の図鑑２  増補改訂植物 イラストがふんだんに用いられていて、模写に適している。

（美術）学研 655 ぬりえずかん  せかいのこっき 塗るということの楽しさを感じることができる。

図工 学研 G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん 手指操作感覚を養うことができる内容になっている。

（美術）学研 G08 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん はさみの使いかたに慣れる内容になっている。

図工 学研 O01 ＮＥＷあそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって イラストに合わせてぬることを楽しめる。

（美術）学研 O01 ＮＥＷあそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって 興味を持ち、活動に意欲を持てる内容になっている。



図工 学研 O02 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって はさみを使って切ったり、糊で貼ったりすることに楽しみながら取り組める。

（美術）くもん出版 502 ファーストステップドリル  ぬってみよう 塗るということの楽しさを感じることができる。

図工 くもん出版 537 かみこうさく１集 工作の楽しさを味わう

（美術）くもん出版 539 「そろそろお子さまに」  はさみ はさみの使いかたに慣れる内容になっている。

図工 講談社 624 おともだちドリルブック３  きってはってこうさくブック２ 切る、貼るという工作を通して達成感、手指操作をアップする

（美術）講談社 703 つくってあそべる！かんたん！  たのしい！おりがみおもちゃ
折り紙を折ることで手指操作を伸ばすことができる。また折り紙を通して完成する喜びを
味わう。

図工 小峰書店 520 やさしいこうさく４  かみコップのこうさく 紙コップを用いた工作ができる。

（美術）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 手指操作感覚を養うことができる内容になっている。

図工 小学館 934 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  りったいさかな館 作り方がわかりやすく、作ると立体になるので、喜んで取り組める。

（美術）小学館 935 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったいとり館 作り方がわかりやすく、作ると立体になるので、喜んで取り組める。

図工
世界文化
社 528 実物大あそべるおりがみ 折り紙活動を通して手指感覚を養える。

（美術）
世界文化
社 556

なぞってらくらく３歳～６歳向き  １日３分でおえかきじょうずになる
本

絵を描くことの楽しさを味わえる。

図工
世界文化
社 574

きむらゆういちのだんだんしかけえほん１  ごちそうごちそういただ
きます

立体絵になっており、形絵を学ぶのに適している。

（美術）
世界文化
社 585 ＰｒｉＰｒｉ行事＆お誕生カード 誕生カード作りなど工作活動がたのｓ

図工 チャイルド 505
つくろう！あそぼう！  身近な素材を生かす手作りおもちゃとプレ
ゼント

身近な素材で工作が出来る内容になっている。

（美術）東京書店 001 やさしくおれるたのしいおりがみ 折り紙活動を通して手指感覚を養える。

図工 永岡書店 604 工作キットＢＯＯＫ 様々な工作が出来る内容になっている。

（美術）フレーベル 505 アンパンマンとはじめよう！  アンパンマンとなにつくろう 工作についてやさしく説明されていて分かりやすい。

図工 フレーベル 521 アンパンマンとシールであそぼう！  たべものいっぱい シールで飾りつけしたり、書いたりして本を作る楽しさを味わう。

（美術）フレーベル 576 手づくりアンパンマンがいっぱい６  つくってねあそんでね 工作に楽しんで取り組めるようになっている。



図工 フレーベル 596 アンパンマンとはじめよう！  ぐるぐるぬりぬり 筆記用具に慣れさせる内容になっている。

（美術）フレーベル 614 アンパンマンとはじめよう！  らくがきだいすき 書くことの楽しさを身につけることができる。

図工 ポプラ 616 ペーパーランド６  どうぶつのおめん 好きな動物のお面をつくることを楽しみながら手指操作ができる。

（美術）ポプラ 833
おととあそぼうシリーズ２８  音がでるじょうずにかけるよ！えかきう
た

音を聞きながら絵を描くことで楽しんで取り組める。

図工 ポプラ A02 あそびのひろば２  やさしいてづくりのプレゼント 手作りのプレゼントの作り方が載っていて楽しんで取り組める。

（美術）ポプラ A04 あそびのひろば４  はりえあそび 貼り絵について楽しく学べる内容になっている。

図工 ポプラ C03 ペーパーランド３  とびだすカード 立体絵の作り方がわかりやすく学べるので楽しめる。

（美術）民衆社 526 型紙をぬくだけですぐに作れる壁面工作！！  つくる飾るあそぶ 工作活動について楽しく優しく取り組める。

図工 インフォレ 501 びっくりかわいいペーパークラフト  紙のからくりカミカラ恐竜編 紙を切ったり貼ったりしながら工作を楽しむ。

（美術）大泉書店 503 ひとりでおれる  だいすき！おりがみ 色々な折り紙を学べる。

図工 河出新社 505 大人の塗り絵  鉄道のある風景編 色彩感覚を養い、作品を仕上げる喜びを味わえる内容になっている。

（美術）河出新社 506 大人の塗り絵  京都の風景編 色彩感覚を養い、作品を仕上げる喜びを味わえる内容になっている。

図工 河出新社 507 大人の塗り絵  東京の風景編 色彩感覚を養い、作品を仕上げる喜びを味わえる内容になっている。

（美術）河出新社 508 大人の塗り絵  日本の世界遺産編 色彩感覚を養い、作品を仕上げる喜びを味わえる内容になっている。

図工 コクヨ 517 文具絵本シリーズ  「いろ」カメレオンのえんぴつ わかりやすくまとまっているから。

（美術）コクヨ 518 コラージュアートブック
コラージュ（新聞や雑誌などのイラストを切り取って紙に貼って作成する美術の一つの方
法）の技能を学べる。

図工 総合科学 501 わくわく木考作  “楽しんで作れる木工作品集” 木工作について楽しめる内容になっている。

（美術）ＮＨＫ出版 523
ＮＨＫつくってあそぼ工作絵本  わくわくゴロリのうごくのりものをつ
くろう

物を作る工作を楽しめるようになっている。

図工 ベストセラ 501 ５回で折れるはじめてのおりがみあそび 折り紙を通して手指操作能力を伸ばせる。

家庭
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 １日の生活について学べるようになっている。



（職業）
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 お買い物について学べる内容になっている。

家庭 金の星社 530 げんきをつくる食育えほん２  じょうぶなからだをつくるたべもの 食べものについて学びやすい内容になっている。

（職業）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 食べものについて学びやすい内容になっている。

家庭 金の星社 532 げんきをつくる食育えほん４  つよいちからがでるたべもの 食べものについて学びやすい内容になっている。

（職業）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 ご飯が好きで食べ物の作り方がわかりやすい。

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 一人でも調理ができる内容になっている。

（職業）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

相手とのやり取りについて身につけられる。

家庭 合同出版 523
イラスト版ロジカル・コミュニケーション  子どもとマスターする５０の
考える技術・話す技術

イラストで分かりやすく説明されている。

（職業）さえら D01 母と子の手づくり教室  毛糸と布のたのしい手づくり教室 手芸活動が分かりやすく取り組みやすい。

家庭
女子栄養
大 001 新・こどもクッキング 簡単な料理の作り方が絵でわかりやすい。

（職業）永岡書店 501 電子レンジ簡単レシピ１００＋ 電子レンジで作れる料理が多く、安心して作れる。

家庭 婦人之友 501 お料理ポップステップジャンプ  私がつくったお食事をどうぞ 料理についてやさしく説明されていて分かりやすい。

（職業）
文化出版
局 514 はじめてのキッチン  小学生からおとなまで 料理についてやさしく説明されていて分かりやすい。

家庭 ポプラ 900
おととあそぼうシリーズ３０  音と光でおりょうりごっこ！フライパン
でクッキング！

調理への興味関心を持たせる。

（職業）山と溪谷社 001 家庭科の教科書小学校低学年～高学年用 家庭科の内容が幅ひろく網羅しており、分かりやすい内容になっている。

家庭
技術評論
社 502 ぜったいデキます！ワード２００７の操作 ワードの使い方を覚えられる。

（職業）主婦の友 544 主婦の友百科シリーズ  主婦の友毎日のおかずレシピｂｅｓｔ６００ お弁当のおかずなど日常に取り入れやすい内容が載っていて導入に適している。

家庭 総合科学 501 わくわく木考作  “楽しんで作れる木工作品集” 技術・木工の学習に役立てる。

（職業）ヴォーグ社 502 ヴォーグ基礎シリーズ新刺し子 刺し子のより幅広い作品作りに役立てることができる。

家庭 メイト 502 げんきをつくる食育かるた カルタ形式になっていて、食べものについて学びやすい。



音楽 学研 723 てあそびおうたえほん  てとてでうたおう！グーチョキパー 両手を使って遊びながら歌える内容になっている。

音楽 くもん出版 699 ＣＤ付きくもんの読み聞かせ  えいごえほん１ 英語に興味があるので英語を通して音楽を楽しむ。

音楽 鈴木出版 501
新沢としひこのあそびうただいすき！  毎日あそべるごきげんソン
グブック

遊び歌が多く、楽しんで取り組める。

音楽
成美堂出
版 554 たのしくおどろう！ＤＶＤつき手あそびうた 手遊びをしながら音楽を楽しむ

音楽
成美堂出
版 566 音と光のでる絵本  たたいてたのしい！たいこのうた リズムうちを楽しんで音楽を学べる。

音楽
成美堂出
版 600 音のでる絵本  ひいてたのしい！いろんなピアノ ピアノをさわることによって音楽への興味関心を持たせる。

音楽
大日本絵
画 655 音のでるしかけえほんステレオブック  乗り物の音 色々な音を聞くことにより、音への親しみを深める。

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 鍵盤の幅が大きいため、出したい音の位置をとらえて、鍵盤を押すことができるから。

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 歌曲数が多く楽しんで取り組める。

音楽 東京書店 504 わくわく音あそびえほん　リズムであそぼう！どうようのうた 音遊びを通して音楽に親しむ。

音楽 東京書店 509 わくわく音あそびえほん  たのしいきょくいっぱいピアノであそぼ！ ピアノを楽しく遊んで弾けることで音楽を楽しめる。

音楽 東京書店 A01 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！ 音遊びを通して音楽を親しむ。また太鼓のテンポのよい音楽は楽しんで取り組める。

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 お手本の歌をまねて歌うことによって音楽の楽しさを味わう。

音楽 永岡書店 008 どうようピアノえほん  ９曲のカラオケが歌える自動演奏つき！ 楽しく演奏しながら音楽を学べる内容になっている。

音楽 永岡書店 575 たんたんタンバリンリズムえほん 音のリズムになれさせるのに適している。

音楽 永岡書店 586
リズムにあわせて、うたいながら、たたこう！  たいこでドン！ド
ン！スペシャル

太鼓のほどよいリズムに慣れる。

音楽 フレーベル 679
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

楽器を遊びながら音楽を楽しめる内容になっている。

音楽 ポプラ 502 音のでる絵本シリーズ２０  ステレオサウンドピアノカラオケえほん ピアノで楽しく演奏できることで

音楽 ポプラ 768 おととあそぼうシリーズ１１　どうようもっきんえほん 打楽器に興味があり、リズム遊びを楽しむ。

音楽 ポプラ 802 うんてんできるよ！バスでゴー！ゴー！ 音を自ら鳴らして楽しむ。



音楽 ポプラ 862 トミカサウンドデラックス 音を楽しめる内容になっている。

音楽 ポプラ 874
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

教科書や歌集に載っている歌が多く取り上げられており、楽しく歌を覚えられる。

音楽 ポプラ 935 音のでるたのしいおけいこえほん３  うたおう！おうた 歌を楽しんで歌える内容になっている。

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 歌やリズムを楽しむ

音楽 民衆社 538 手話でつたえたい歌ＢＥＳＴＳＥＬＥＣＴＩＯＮ 歌だけではなく手話をつけるため、楽しんで覚えられる。

音楽 アーバン 501 １０歳までに覚えておきたい  ちょっと難しい１０００のことば 歌詞の意味の理解に役立てる。

音楽 アーバン 503
１０歳までに覚えておきたい  ちょっと難しい１０００のことばザ・パ
ズル

歌詞の意味の理解に役立てる。

音楽 カワイ出版 505 ぼくと楽器はくぶつかん 様々な楽器を知ることができる。

音楽 教　芸 511 混声合唱曲集  ＴＯＭＯＲＲＯＷ３訂版 様々な合唱曲が収集されている。

音楽 教　芸 512 混声合唱曲集クラス用  ＮｅｗＣｈｏｒｕｓＦｒｉｅｎｄｓ５訂版 様々な合唱曲が収集されている。

音楽 コンセル 506 ふれあいあそびうた絵本  指あそび（１）おはなしゆびさん ゆび遊びをしながら歌を歌える内容になっている。

音楽 新星出版 504 「赤とんぼ」から「涙そうそう」まで  童謡・唱歌・みんなのうた やさしい童謡がたくさんあり、親しみやすい。

音楽 オウル社 502 １２か月のうたのえほん 季節ごとの歌がわかりやすい。

音楽 ＰＨＰ 599 世界の「楽器」絵事典 楽器についてイラストで紹介されていて分かりやすい。

音楽 ベネッセ 545 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 様々な音が出てくるのでその音を組み合わせて楽しめる。

音楽 山と溪谷社 503 音楽の教科書小学校低学年～高学年用 音楽について幅広く取り上げられていて分かりやすい。

英語 学研 603 レインボー英和・和英辞典改訂第３版 単語の調べ方を学び、多くの単語覚えることができる。

英語 学研 604 レインボー英会話辞典ＣＤつき 英会話に興味をもっているため、さまざまな英会話にふれさせるのに適している。

英語 学研 672 中１英語をひとつひとつわかりやすく 記入式になっており、基本から学習を進めることができる。

英語 学研 699 ２週間でさきどり完成！  中学英語スタートＢＯＯＫ 中学の基礎レベルが分かりやすく解説されている。



英語 学研 763 ディズニーイングリッシュ  ミッキーとうたおう！英語のうた 歌を歌いながら英語を覚えることができる。

英語 学研 765 はじめての英単語じてん  みぢかなもの みぢかな単語が分かりやすくまとまっている。

英語 学研 E01 新・学研の英語ずかん  ４巻おもしろかいわひとくち表現集 発話練習がやりやすく分かりやすい。

英語 くもん出版 531 やさしいアルファベット アルファベットについて分かりやすく説明されている。

英語 くもん出版 532 ローマ字おけいこ ローマ字の書き方が身に付く。

英語 くもん出版 664 小学ドリル英語  たのしい英単語 英単語を覚えるのに適している。

英語 くもん出版 665 小学ドリル英語  やさしい英語入門 英語への導入として適している。

英語 くもん出版 699 ＣＤ付きくもんの読み聞かせ  えいごえほん１ 耳で聞いて英語を楽しむことができる。

英語 戸田デザイ 004 ＡＢＣえほん 絵を見ながら楽しく興味がわきやすい。

英語 ｍｐｉ 502 英語ビジュアル辞典５５５ カラフルで身近な単語がまとめられてあり、ＣＤもついていて覚えやすい。

英語
語学春秋
社 501 ＣＤ付きこども英語学習トランプ１名詞 トランプ形式になっていて、楽しみながら名詞を覚えることができる。

英語
語学春秋
社 502 ＣＤ付きこども英語学習トランプ動詞第２集 トランプ形式になっていて、楽しみながら動詞を覚えることができる。

英語 創英社 502 ＮｅｗＡＢＣｏｆＥＮＧＬＩＳＨ  基本編 聞く、話す、書くといった英語学習に必要な要素が含まれている。

英語 むさし 505 英語でわくわく  Ｌｅｔ’ｓＨａｖｅＦｕｎＷｉｔｈＥｎｇｌｉｓｈ 英語を楽しみながら取り組める。

英語 むさし 506 英語でたのしく  ＷＥＥＮＪＯＹＥＮＧＬＩＳＨ 英語を楽しみながら取り組める。

英語 むさし 507 英語ってだいすき  いれかえ方式による構文れんしゅう 英語の構文を学びやすい内容になっている。

英語 むさし 508 英語でスタート  ＥｎｇｌｉｓｈＴｅｘｔｂｏｏｋＦｏｒＡＳｔａｒｔｅｒ 英語への導入として適している。

英語 むさし 511 はじめてまなぶたのしい英語 英語への導入として適している。

英語 むさし 512 ローマ字トレーニング  ローマ字ポスター付き ローマ字の書き方が身に付く。

英語 むさし 515 やさしいＥｎｇｌｉｓｈ基本構文のマスター 英語の構文を学ぶのにに適している。



英語 むさし 517 みんなの英語  ＬＥＴ’ＳＳＴＵＤＹＥＮＧＬＩＳＨＣＤＢＯＯＫ 英語を聞きながら書くことで英語の定着ができる。

英語 むさし 518 小学生用ＣＤブック英語はともだち 音声を聞きながら英語を楽しく学べるようになっている。

英語 むさし 518 小学生用ＣＤブック英語はともだち 英語を聞きながら書くことで英語の定着ができる。

英語 むさし 519 ＣＤ英語カードゲーム カードゲーム形式になっているため、楽しんで取り組める内容になている。

保体 岩崎書店 536 こころ・からだ・いのちのえほん６  男の子 人の体について分かりやすく解説されている。

保体 岩崎書店 B03 知識の絵本３　ひとのからだ 人の仕組みについて分かりやすく説明されている。

保体 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

交通の安全について学べる。

保体 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？ 体の仕組みが大きな絵と言葉でわかりやすく説明されている。

保体 講談社 751 げんきの絵本  まねっこマーチでげんきげんき 体の仕組みについて学べる。

保体 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 生活方法について、、学べる。

保体 三省堂 A03 こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版 さまざまな場面にあった行動を日常生活に生かすことができる。

保体 三省堂 A05 こどもマナーとけいご絵じてん さまざまな場面にあった行動を学び、日常生活に生かすことができる。

保体 小学館 599 小学館の図鑑ＮＥＯ  人間いのちの歴史 体の仕組み、働きをイラストで説明されていて分かりやすい。

保体 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 人の体を分かりやすく解説している。

保体
大修館書
店 502 ステップアップ中学体育２０１３ 保健体育の分野で参考になる

保体 ＰＨＰ 591 からだの不思議図鑑 体について関心を持ちやすい内容になっている。


