
 
 
 
 
 

平成２６年度使用特別支援学校小中学部教科用図書の採

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 岩崎書店 608 どうぶつのえほん  はなのみち 検定教科書にも取り上げられている物語である。

国語 岩崎書店 651 やってみよう！はじめての手話６  写真・イラストで見る手話じてん 手話を覚えるのに適している。

国語 偕成社 H01 日本むかし話  おむすびころりん 検定教科書にも取り上げられている物語である。

国語 学研 542 多湖輝のＮＥＷ頭脳開発  ２歳はじめてのえんぴつ 鉛筆の運筆について磨けるようになっている。

国語 学研 549 あそびのおうさまＢＯＯＫ  あそんでことばのほん 語彙を遊びながら増やせる内容になっている。

国語 学研 758 ぴよちゃんとあそぼ！  いいおへんじ 絵が大きくて内容も分かりやすい。

国語 くもん出版 580 生活図鑑カード  のりものカード 絵に親しみながら、文字や言葉を覚えるのに適している。

国語 くもん出版 A02 「そろそろお子さまに」えんぴつひらがな 書字の導入に適している。

国語 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード 絵が分かりやすく、裏に書かれているひらがなに親しみながら学習できる。

国語 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 絵が分かりやすく、裏に書かれているひらがなに親しみながら学習できる。

国語 くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード 生活で用いられる道具の語彙を増やせる。

国語 くもん出版 D01 ひらがなカード カード形式になっていて、ひらがなへの関心を引き出すことに適している。

国語 くもん出版 F01 はじめてのえんぴつ 鉛筆の導入に適している。

国語 講談社 520 世界の絵本（新）  にじいろのさかな カラフルな色彩や光る素材が使われているので楽しんで読める。

国語 好学社 A01 レオ・レオニの絵本  スイミー 検定教科書にも取り上げられている物語である。

国語 小学館 845 ドラえもんのかん字じてん１  ステップ１小学１年生 絵に親しみながら、文字や言葉を覚えるのに適している。

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 かるた形式になっていて、カタカナを楽しく覚えられる。

国語 小学館 920 音とカードでおけいこ！  トーマスとあいうえお 操作性があり、楽しみながらひらがなの学習ができる。
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国語 小学館 920 音とカードでおけいこ！  トーマスとあいうえお キャラクターに興味を持ちながら言葉の理解を深めることができる。

国語
成美堂出
版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！ ひらがなを書けるようになっている。

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） 仕掛け絵本になっていて、児童が集中して取り組める内容になっている。

国語 戸田デザイ 007 よみかた絵本 分かりやすい絵と短文、ひらがなの視写から自力書字までを学習できる。

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）

カタカナや漢字の学習で読んだり書いたりしながら段階的に学習ができる。

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）

絵とひらがなが併せて載っていて、言葉と文を段階的に学習できる。

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 音を聴きながらひらがなとマッチングできるようになっている。

国語 永岡書店 548 サウンドつきプラレールアナウンスえほん 本から音声が出ることで、児童の発語を促すことができる。

国語 ひかりのく 659 指さし・指なぞり  あいうえお ひらがなに興味を持たせることができる。

国語 評論社 510 ずーっとずっとだいすきだよ 検定教科書にも取り上げられている物語である。

国語 福音館 H21 ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐら 検定教科書にも取り上げられている物語である。

国語 福音館 H26 こどものとも絵本  おおきなかぶ 検定教科書にも取り上げられている物語である。

国語 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 キャラクターが描かれており、集中して取り組める。

国語 フレーベル 696 おしゃべりアンパンマン  あいうえおであそぼう 操作性があり、楽しみながらひらがなの学習ができる。

国語 フレーベル 701 アンパンマン・メロディバギーブック１  ゆうきりんりんメロディ 本から音声がでることで児童の発語を促すことができる。

国語 ポプラ 541 メロディーつきでんわえほん１  おでんわリンリン 電話体験をとおして、楽しみながら言葉の学習ができる。

国語 ポプラ 681 きかんしゃトーマスのことばえほん 絵を見ながらことばの練習ができる。

国語 ポプラ 756
音のでる絵本シリーズ３４  エコーつきマイクでうたおう！カラオケ
えほん

音楽を通して発声、発語の学習ができる。

国語 ポプラ 873
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

本から音声が出ることで、音楽を楽しみながら児童の発語を促すことができる。

国語 ポプラ 877 音のでる知育絵本１５  こえでおぼえるごあいさつえほん 本から音声がでることで、本人も挨拶について学べるようになる。



国語 ポプラ 949 トーマスのしかけえほんさわってあそぼ！ 仕掛け絵本になっていて、児童が集中して取り組める内容になっている。

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 絵に親しみながら、ひらがなを覚えるのに適している。

国語 リーブル 503 しりとりしましょ！たべものあいうえお 身近な食べ物がカラーで分かりやすい。

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） 言葉、文字を学ぶのに適した教材である。

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） 文字や絵が大きく見やすいために言葉やその使い方を理解しやすい。

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） 言葉の発達と漢字に触れることで新しい視野を持てる。

国語 こばと 508 認知発達教材ジャンプアップ  ことば・もじ ことば・もじの基礎を学べる。

国語 こばと 509 認知発達教材ジャンプアップ  こくごⅠ 絵を手がかりにして文章の学習ができる。

国語 こばと 510 認知発達教材ジャンプアップ  こくごⅡ 言葉の知識、文法の力をつけ、文章づくりの学習をするのに適している。

国語 こばと 511 認知発達教材ジャンプアップ  ことばのつかいかた ことばの使い方を学べる。

国語 こばと 512 認知発達教材レベルアップ  漢字 漢字の画数や順序性が分かりやすく漢字のレベルアップが期待できる。

国語 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 気持ちの言葉、会話などの学習ができる。

国語 交通新聞 507 プラレールかるた かるたをたのしみながら、ひらがなを覚えるのに適している。

国語 主婦の友 524 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨいろ コンパクトでもちやすい。色が鮮やかで目を引きやすい。

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 本から音声が流れていて、対象児童の発声、文字とのマッチングができる。

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 感触を楽しみながら、触感と言葉にしてひらがなの練習をするのに適している。

書写 学研 545 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぐるぐるかくほん
自由にお絵かきしながら、筆記用具を興味を持たせ、手指の操作を引き出すことが出来
る。

書写 学研 773 ３年のかん字ドリルじてん 漢字に興味のある児童に書く楽しさを引き出しながら学習させることができる。

書写 学研 K01 あそびのおうさまＢＯＯＫおうさまのたからばこ  スタンプポン 自由にスタンプを押し、手指の操作を引き出すことができる。

書写 学研 K01 あそびのおうさまＢＯＯＫおうさまのたからばこ  スタンプポン 素材に触れることで手指の機能を向上させ、筆記用具の使用にふれることができる。



書写 くもん出版 568 ゆびなぞりカードひらがな カード形式で扱いやすくひらがなの学習に有効である。

書写 くもん出版 569 書きかたカードカタカナ カード形式で繰り返し使える。

書写 くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード 絵が分かりやすく、裏に書かれているひらがなに親しみながら学習できる。

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、一枚一枚なぞりかきできる。

書写 講談社 751 げんきの絵本  まねっこマーチでげんきげんき キャラクターをとおして、本に書かれているひらがなを練習することができる。

書写 小学館 505 いつまでもあそべるかくれんぼ絵本  ミッケ！ 様々な写真やイラストを見ながらひらがなの学習ができる。

書写 小学館 938
ポケットモンスターベストウィッシュ  アルファベットかきかたブックＡ
ＢＣ

キャラクターに興味のある児童が楽しみながら、アルファベットを書く練習をするのに適し
ている。

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 鉛筆を持つことになれる。

書写 ジュラ 506 かいてけしてまたかける  あいうえお あいうえおを書いたり消したりすることができるので定着しやすい。

書写
成美堂出
版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！ 音と字のマッチングが出来る。

書写
成美堂出
版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！ 音が出ることで楽しみながらひらがなの練習が出来る。

書写 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）

ひらがなの読み書き単語がかけるようにところまでの学習が期待できる。

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）

単語を聞いて、その単語のイメージを書くことができるようになる表象形成の学習ができ
る。

書写 永岡書店 010 おしゃべりあいうえお  はじめてのひらがな 文字学習の導入として、目と耳を使っての運筆練習ができる。

書写 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 歌を歌いながら書ける意識を養える。

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 異素材がつけられているので、手指の感覚を高めることができる。

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 キャラクターをとおして、ひらがながやさしく導入されていてわかりやすい。

書写 フレーベル 538 アンパンマンのことばじてん ことばについて書けるようになる。

書写 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 手指の機能を向上することができる。

書写 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 手指の操作を行うことにより、手指機能を発達することができる。



書写 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 キャラクターが書かれており、興味関心をもって取り組める。鉛筆を持つことに慣れる。

書写 ポプラ 957 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 音が出ることで楽しみながらひらがなの学習ができる。

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 歌を歌いながら書ける意識を養える。

書写 ポプラ P04 音のでる知育絵本４  こえでおぼえるあいうえおのほん 音が出ることで、楽しみながらひらがなの練習ができる。

書写 主婦の友 580 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨどうぶつ 素材に触れることで手指の機能を向上させ、筆記用具の使用にふれることができる。

書写 ベネッセ 523 たまひよおうた絵本  ０・１・２才たのしいおうたえほん 音がでることで興味をもって絵本に書かれているひらがなを練習することができる。

書写 三起商行 524 ミキハウス音でまなべるえほんずかん  みんなのおうち 音が出ることで、楽しみながらひらがなの練習ができる。

書写 三起商行 525 ミキハウスたのしい音あそびえほん  ゆかいなどうぶつえん 音がでることで楽しみながらひらがなの練習ができる。

書写 三起商行 525 ミキハウスたのしい音あそびえほん  ゆかいなどうぶつえん 音が出ることで、楽しみながらひらがなの練習ができる。

書写 三起商行 551 ポカポカフレンズの音としかけのなが～いえほん  ゆうえんち 音が出ることで、楽しみながらひらがなの練習ができる。

書写 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 手指の操作を行うことにより、手指機能を発達することができる。

書写 三起商行 565 ミキハウスたのしい音あそびえほん  はたらくりもの 音が出ることで、楽しみながらひらがなの練習ができる。

算数 偕成社 657 まついのりこ・数の絵本  九九のほんーたのしいかけざんー 九九やかけ算の学習をするのに適している。

（数学）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 遊び感覚で数の学習ができるので関心をもって取り組める。

算数 学研 K01 あそびのおうさまＢＯＯＫおうさまのたからばこ  スタンプポン 遊び感覚で数の学習ができるので関心をもって取り組める。

（数学）くもん出版 520 やさしいかずかぞえ 数量の理解を深めることができる。

算数 くもん出版 E01 はとのクルックのとけいえほん 時計がついていて、視覚的にも取り扱いやすい内容になっている。

（数学）講談社 728 おともだちシールブック４１  ともだち８にんシールいっぱいえほん シールを貼って、その個数を数えるほど、数の学習ができる。

算数 国土社 522 算数入門たし算ひき算プリント集  下巻 足し算、引き算の基礎を学べる。

（数学）小峰書店 C02 くまたんのはじめてシリーズ  おいしいおいしい１・２・３ 食べ物を題材にしているため、興味関心を引きやすい。数の概念の導入に適している。



算数 三省堂 A04 三省堂こどもかずの絵じてん 絵が多く興味関心を引きやすい内容になっている。

（数学）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） キャラクターに興味のある児童が、加法や減法の問題を学習するのに適している。

算数 小学館 867 つないでパズルえほん  きかんしゃトーマスかず パズル作業を通して、数を覚えることができる。

（数学）ジュラ 001 プータンいまなんじ？ 時間の概念を学べるのに適している。

算数
成美堂出
版 537 音と光のでる絵本  かわいいどうぶつ

音、光、動物それぞれに興味関心を持たせることができる。動物を通して数の概念を育
てる。

（数学）
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 数の概念を身につけるのに適している。

算数 童心社 A01 かずのほん１  どっちがたくさん 数の大小について分かりやすく学べる。

（数学）戸田デザイ 002 １から１００までのえほん １から１００までの数字を身につけられる。

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）

算数の量概念の基礎を比較、弁別や１対１対応をしながら身につけることができる。

（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）

絵を手がかりに数の学習ができる。

算数 東洋館 003 くらしに役立つ数学 生活で用いられる数学について分かりやすく学べる。

（数学）永岡書店 566 光る！どうぶつサウンドえほん
音と光に興味を持ちながら、動物の数を数えるなどの算数の学習をするのに適してい
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！

時計の見方が身につけられる。

（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 動物を見ながら１～１０までの数字の学習ができる内容になっている。

算数 ひさかた C05 スキンシップ絵本  かずのえほん 説明がわかりやすいので数の概念を育てるのに適している。

（数学）福音館 519 ブルーナの絵本１  まる、しかく、さんかく 形の弁別について学べる。

算数 フレーベル 513 とけいであそぼう  アンパンマンいまなんじ？ キャラクターに興味のある児童が楽しく数字や時計に親しむことができる。

（数学）フレーベル 520 アンパンマンとシールであそぼう！  たのしいおかいもの シールを貼り、楽しみながら買い物の学習をすることができる。

算数 フレーベル 534 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 数の概念を楽しく覚えられる。

（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・形について視覚的に捉えやすい。



算数 ポプラ 790 これなあに？かたぬきえほん５  くだものいろいろかくれんぼ 操作性があり、楽しく数に親しむことができる。

（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 そろばんをとおして、数の概念を身に付けることができる。

算数 ポプラ 850 トーマスの知育シリーズ７  トーマスとおぼえるとけい キャラクターに興味のある児童が楽しく数字や時計に親しむことができる。

（数学）ポプラ 899 ふわふわトイブック２  くだものぴったりふわふわパズル 操作性があり、くだものの数を数えるなどの算数の学習をするのに適している。

算数 ポプラ 957 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 音を聴きながら、穴の数を数えるなどの算数の学習に向いている。

（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 音を聞きながら、数字への興味関心を持たせることができる。

算数 幼年教育 A02 かずあそび２ 数を遊びながら覚えるのに適している。

（数学）ぱすてる 502 知育玩具  数字あそび布の絵本 操作性があり、楽しみながら数字の学習をすることができる。

算数 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） 視覚的に分かりやすく、図の大きさなどにも取り組みやすいようになっている。

（数学）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） 発達に応じて段階的に取り組める内容になっていて分かりやすい。

算数 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 日常生活に必要な要素がふくまれているため、生活に役に立てる。

（数学）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） はぎとり式でワークとしても利用しやすい形式になっている。

算数 こばと 521 認知発達教材ジャンプアップ  かず・すうじ 字の大きさや数の大小が分かりやすく配置されており、効果的に学習できる。

（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 お金や時計の計算や読み方の思考力がつく。

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） 図が多く分かりやすいので時計の読み方、お金の種類や計算が理解しやすい。

（数学）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、字が大きく書かれていて書き込みやすい。

算数 こばと 534 認知発達教材ジャンプアップ  かんたん工作アイデア集５０ 工作を通して、様々な形、角度などを学ぶ

（数学）コクヨ 504 わたしのおかいもの 操作性があり、楽しみながら買い物の学習をすることができる。

算数 主婦の友 538 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨしんそうばんかたち 触ることによって手さわりを感じながら色々な形を学べる。

（数学）主婦の友 554 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨかず 触ることによって手さわりを感じながら数を数えることができる。



算数 三起商行 533 ポカポカフレンズのおえかきえほん  まる・さんかく・しかく 図形に親しみやすい内容になっている。

（数学）三起商行 533 ポカポカフレンズのおえかきえほん  まる・さんかく・しかく 分かりやすい絵で描かれているため、理解しやすい。

算数 三起商行 550 ポカポカフレンズのおしゃべりえほん  もしもしでんわ 音に興味を持ちながら、楽しく数に親しむことができる。

（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 音に興味を持ちながら、楽しく数や数字の学習をするのに適している。

算数 ロンパーズ 505 パズル布絵本  形（かたち） 操作性があり、楽しく形に親しむことができる。

（数学）ロンパーズ 505 パズル布絵本  形（かたち） 布の感触を味わいながら、色々な形を学べる。

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 あいさつについて、遊びながら身につけられる。

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 返事についてわかりやすく説明されている。

生活 くもん出版 B06 生活図鑑カード  お店カード 様々なお店がカード形式で表示されていて分かりやすい。

生活 小学館 929 ピタゴラスイッチこたつたこＤＶＤブック ＤＶＤを通して、実際の生活に役に立てる内容になっている。

生活 永岡書店 007 お手本のうた付き！  どうよううたのえほん 音楽に親しみ、好きな曲をみつけ増やすことにより、生活を豊かにすることができる。

生活 永岡書店 007 お手本のうた付き！  どうよううたのえほん 自分で操作することにより、楽しみながら学習することができる。

生活 永岡書店 009 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２ 自分で操作することにより、楽しみながら学習することができる。

生活 永岡書店 533 マグネットおべんきょうシール  あいうえお 操作性があり、楽しみながらひらがなの学習ができる。

生活 永岡書店 548 サウンドつきプラレールアナウンスえほん
自分で操作することによって音を出し、楽しみながら交通ルールを学習することができ
る。

生活 永岡書店 558 こども写真ひゃっか  ＤＶＤ付きはたらくくるま大図鑑 写真が見やすく、楽しみながら乗り物への興味関心を引くことができる。

生活 永岡書店 568 日本地図パズル＆ゲーム パズルやゲームを通して、日本地図を親しめる。

生活 文研出版 507 まかせておてつだい１２３セット
お手伝いについて学び、おうちの中でも手伝うことが出来て、本人の自信につなげること
ができる。

生活 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 シールを貼って、その個数を数えるなど様々な学習を行うことができる。

生活 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

楽しく音に触れあうことで、音や楽器に親しみ、興味関心の幅をひろげることができる。



生活 フレーベル 681 にぎやかアンパンマンまちのおと 自分で操作することができて、町について興味関心をふかめることができる。

生活 フレーベル 701 アンパンマン・メロディバギーブック１  ゆうきりんりんメロディ
好きなキャラクターや音で自分から手を伸ばしたりやってみたいという気持ちを育むこと
ができる。

生活 ポプラ 504 音のでる絵本シリーズ３１  でんしゃでゴーゴーぼくはうんてんし 自分で操作することで公共施設を利用するための交通ルールを学べる。

生活 ポプラ 545 しんごうピカピカサイレンピーポー 交通ルールを学ぶのに適している。

生活 ポプラ 663 音と光のしかけ絵本２  しんごうピカピカ！
自分で操作することによって音を出し、楽しみながら交通ルールを学習することができ
る。

生活 ポプラ 775 おととあそぼうシリーズ２１  はみがきできるかな？ 効果音を楽しみながら、歯ブラシの扱い方、磨く手順を学習することができる。

生活 ポプラ 808 プラレールサウンドデラックス 音を聞いて自分で活動できる内容になっている。

生活 ポプラ 861 音がでるミニミニえほん５  ジブリだいすき♪たのしいおうた 自分で操作することにより、楽しみながら学習することができる。

生活 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

音や光に興味を持ちながら、買い物学習をすることができる。

生活 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！

自分で操作することによって音、光を出しながら料理をごっこ遊びで学べる。

生活 交通新聞 502
カードであそぶおととひかりのえほんシリーズ  カードでピッ！「で
んしゃ」

自分で操作することにより音を出しながら電車について楽しく学べる。

生活 コクヨ 504 わたしのおかいもの 操作性があり、楽しみながら買い物の学習をすることができる。

生活 三起商行 550 ポカポカフレンズのおしゃべりえほん  もしもしでんわ 電話を使い、音に興味をもちながら楽しみながら学習できる。

生活 三起商行 556 ポカポカフレンズのソフトパズル  つなげてたべもの 柔らかないので危険がなく、感触を感じながら、食べ物への興味を持つことができる。

生活 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 レジを操作することにより、楽しく数や数字の学習をするのに適している。

社会 偕成社 Q03 子どもの生活３  マナーをきちんとおぼえよう！ 規則正しい生活習慣や身辺自立を促すためには適した教材である。

社会 偕成社 Z03 子どものマナー図鑑３  でかけるときのマナー 公共の場所のルール、マナーを学習できる。

社会 学研 564 あそびのおうさまずかん１５  いきもの・くらし 身近な暮らしについて興味を持つ。

社会 学研 565 あそびのおうさまずかん１１  のりもの 身近な乗り物に興味を持つ。

社会 学研 736 こどもずかん  ０さい～４さいこどもずかんまち英語つき 町のなかについて学べる内容になっている。



社会 くもん出版 580 生活図鑑カード  のりものカード 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 カード形式になっているため、分かりやすい。

社会 くもん出版 B06 生活図鑑カード  お店カード 町の中には様々なお店があることを知れる。

社会 くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード カードで扱いやすく、身の回りのものについて学習ができる・

社会 三省堂 A05 こどもマナーとけいご絵じてん 絵が多くマナーの意味を理解しやすい。

社会 小学館 808 ドラえもんちずかん１  にっぽんちず 絵が分かりやすく学習ができる。

社会 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 分かりやすいイラストと大きな写真で社会生活に必要な知識などを学習できる。

社会 ジュラ 004 プータンどこいくの？ 車の車輪を回しながら、学べる。

社会 鈴木出版 A05 知育えほん  マークのずかん 身近なマークの意味を学べる。

社会 戸田デザイ 506 国旗のえほん 様々な国の国旗を見て興味関心を引かせることができる。

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 お買い物について学べ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 買い物の仕方をマグネットを用いて学べる。

社会 ひかりのく D01 ２０２シリーズ  たべもの２０２ 身近な食べものに興味を持てる。

社会 ひかりのく K09 新装版ＫＩＤＳ２１１２  たべものひゃっか 食べ物を通して様々な食べ物がどこから運ばれるか学べる。

社会 評論社 A01 スカーリーおじさんの  はたらく人たち 街のさまざまな仕事をしている人の絵を見ながら働く人について考えることができる。

社会 平凡社 B02 新版はじめましてにほんちず 大きく表示されていて見やすい。

社会 ポプラ 504 音のでる絵本シリーズ３１  でんしゃでゴーゴーぼくはうんてんし 電車を通して社会の乗り物を学べる。

社会 ポプラ 840 おととあそぼうシリーズ２７  おとがでるどうぶつ・のりものずかん 乗り物について学べる。

社会 ポプラ 877 音のでる知育絵本１５  こえでおぼえるごあいさつえほん 社会でのマナーを学べられる内容になっている。

社会 主婦と生活 511 都道府県地理カード 日本の地名を学べる、グループでできるボードゲームも入っている。



地図 学研 745 日本列島ジグソー ジグソーになっていて、遊びながら学べる内容になっている。

地図 金の星社 603 はじめてのちずえほん  たべものちずのえほん 食べものを取り上げることで興味関心をもたせ、地図について学ぶことができる。

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 様々な写真や絵に興味を持ちながら地図に親しむことができる。

地図 くもん出版 581 生活図鑑カード  マーク標識カード１集 カード形式になっていて遊びながら学べる。

地図 小学館 730 にっぽん探検大図鑑  ＮＩＰＰＯＮ－ＰＡＬ 様々な写真や絵に興味を持ちながら地図に親しむことができる。

地図 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、様々な写真や絵に興味を持ちながら地図に親しむことができる。

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 興味のあるキャラクターを通して、地図に親しむことができる。

地図 戸田デザイ 005 にっぽんちず絵本 図が大きくて分かりやすい。

地図 平凡社 511 ピーピといっしょに日本地図の絵本 都道府県の地図に名産品などのイラストが描かれており、地図に親しみやすい。

地図 ポプラ 916 音のでる知育絵本１８  音のでるはじめてのせかいちず 自分で操作することにより音を出し、楽しみながら地図に親しめる。

地図 理論社 528 だじゃれ日本一周 児童の好きな言葉遊びをしながら、地図に親しむことができる。

理科 岩崎書店 638 「色」の大研究１  色のはっけん 色を様々な写真などから学べる。

理科 岩崎書店 F08 絵本図鑑シリーズ８  やさいのずかん 自然の中で季節に沿って作られる野菜の姿が紹介され、成長する様子を学べる。

理科 偕成社 Q06 子どもの生活６  じょうぶなからだになれるよ！ 人間の体つくりを学べる。

理科 学研 569 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑  どうぶつ 様々な動物に興味を持てる。

理科 学研 709 もっと！ほんとのおおきさ動物園 動物の実際の大きさに触れることにより興味を引きやすい。

理科 学研 710 ほんとのおおきさ水族館 原寸大の魚の写真が使われているため、興味関心をひくことができる。

理科 学研 N01 ほんとのおおきさ動物園 原寸大の動物の写真が使われているため、興味関心を引くことができる。

理科 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード 身近な食べものにどんな種類があるか学べる。

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 身近な野菜、果物がどのようにして育つか学べる。



理科
成美堂出
版 537 音と光のでる絵本  かわいいどうぶつ 音と光が出る内容になっており、動物に親しみを持てる。

理科
世界文化
社 A01 写真でわかるなぜなに１  どうぶつ 動物について分かりやすく楽しく説明されている。

理科
大日本絵
画 626 音のでるしかけえほん  野生動物の声 仕掛け絵本になっていて、児童が集中して取り組める内容になっている。

理科 永岡書店 525 どうぶつサウンドえほん特装版 動物のなき声などを聴いて動物への興味関心を深めることができる。

理科 ひかりのく C10 こどものずかんＭｉｏ１０  たべもの 食べ物を通して食育を学べる。

理科 ひかりのく D01 ２０２シリーズ  たべもの２０２ 食べ物について写真で説明されていて分かりやすい。

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 身近な自然の中にある教材を使っているので自然に親しみながら学習できる。

理科 ポプラ 849 音のでる知育絵本１０  １さいの音がでるえほん 音という現象を学べる。

理科 こばと 513 認知発達教材レベルアップ  しぜん（上） ドリル形式になっていて取り組みやすい。

図工
あかね書
房 001 単行本  さわってあそぼうふわふわあひる 触感を通して感覚的に楽しめる。

（美術）岩崎書店 624 ペネロペしかけえほん８  ペネロぺルーヴルびじゅつかんへいく 仕掛けを楽しみながら、美術作品を鑑賞したり、まねして製作することができる。

図工 偕成社 741 さわる絵本  新装版これ、なあに？
触ることによって、手触りを感じながら、作品を鑑賞したり、まねして製作をすることができ
る。

（美術）学研 547 あそびのおうさまＢＯＯＫ  うれシールたのシール
児童が興味をもっているシールを貼ることをとおして図工に対する関心を広げることがで
きる。

図工 学研 573 おうさまのたからばこ  ふしぎなクレヨン クレヨンをつかいこなせるようになっている。

（美術）学研 742 さわってえほん  さわってどーれ！
触ることによって、手触りを感じながら、作品を鑑賞したり、まねして製作をすることができ
る。

図工 学研 G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん 塗ることの楽しさを味わえ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 はさみをもった工作になれるのに適している。

図工 くもん出版 502 ファーストステップドリル  ぬってみよう 塗ることの楽しさを味わえる。

（美術）くもん出版 505 はじめてのクレヨン 描くことの楽しさを味わえる。

図工 くもん出版 533 はじめてのきりえ はさみやのりの使い方を練習することができる。



（美術）くもん出版 538 かみこうさく２集 折り紙・切り紙に興味のある児童が楽しみながら紙工作をすることができる。

図工 国土社 539 国土社の図工えほん８  紙そめ 様々な色を使った作品の紹介がたくさんあり、作品作りの参考になる。

（美術）国土社 B16 たのしい図画工作１６  ちぎり紙・きり紙・はり絵 紙をちぎったり、貼ったりするなど工作の楽しさを味わえる。

図工 チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ 描くことの楽しさを味わえる。

（美術）永岡書店 610 みんなだいすきたのしいつみき 積み木を扱うことで、手指の感覚を高めながら様々な形をつくることができる。

図工 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 童謡を聴きながら、絵を描くことによって図工に対する関心を広げることができる。

（美術）ひさかた B01 ミーミとクークのえほん  ミーミとクークのあか・あお・きいろ 赤、青、黄色の3色について学べる内容になっている。

図工 ブロンズ新 520 いつでもらくがきはる・なつ・あき・ふゆ 季節ごとにわかれていて、落書きもできるので楽しんで取り組める。

（美術）ブロンズ新 A01 らくがき絵本五味太郎５０％ 大きく絵を描きながら美術を学べる内容になっている。

図工 フレーベル 001 ことばでひらく絵のせかい  はじめてであう美術館 美術の基本を学ぶのに適している。

（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 さまざまなアンパンマンを作れる内容になっているので集中して取り組める。

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
絵を楽しみながら好きな筆記用具を使い、自由に塗ったり、書いたりすることで出来る楽
しさを味わえる。

（美術）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 塗ることで完成させる喜びを味わえる。

図工 フレーベル 648 アンパンマンマグネットえほん２  おべんとうなあに？ マグネットを操作することで作るということの喜びを味わう。

（美術）ポプラ 756
音のでる絵本シリーズ３４  エコーつきマイクでうたおう！カラオケ
えほん

興味のある歌を歌うことを通して、絵本の絵に興味を持ち、授業に取り組める。

図工 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

絵描き歌を楽しみながら自由に塗ったり描いたりすることができる。

（美術）ポプラ A04 あそびのひろば４  はりえあそび 切ったり貼ったりしながら作品作りをして美術を学べる。

図工 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 絵描き歌を楽しみながら自由に塗ったり描いたりすることができる。

（美術）大泉書店 505 おってきってあそぼう！たのしい！きりがみ 折り紙・切り紙に興味のある児童が楽しみながら紙工作をすることができる。

図工 コクヨ 502 かおノート 顔の形を自分でつくることで、顔やボディへのイメージを高めることができる。



（美術）主婦の友 518 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨぷれいぶっく
触ることによって、手触りを感じながら、作品を鑑賞したり、まねして製作をすることができ
る。

図工 主婦の友 524 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨいろ
触ることによって手触りを感じながら、作品を鑑賞したり、真似して作品を作ったりでき
る。

（美術）ＮＨＫ出版 508
ＮＨＫつくってあそぼ工作絵本  わくわくゴロリの紙コップ・紙ざらで
つくろう

生徒の創造力を高めることができる。

図工 ベネッセ 514 たまひよ手ざわり絵本  さわってさわってだいぼうけん
触ることによって、手触りを感じながら、作品を鑑賞したり、まねして製作をすることができ
る。

（美術）三起商行 533 ポカポカフレンズのおえかきえほん  まる・さんかく・しかく 描いたり消したりできることで、何度も描いて絵を楽しめるから。

図工 三起商行 546 ポカポカフレンズのおえかきえほん  にこにこ・くるくる 描いたり消したりすることができるので、何度も描いて絵を楽しめる。

（美術）メイツ出版 503
つくって遊ぼう！  ちょっとの時間でできるかんたんおもしろ工作１・
２・３年

イラストや写真がわかりやすく簡単な説明ができる。

図工 ロンパーズ 501
ふわふわぬのブックシリーズ  Ｂａｂｙ’ｓＢｏｏｋはじめてのほん（お
ひさま）

触ることによって手触りを感じながら、作品を鑑賞したり、真似して作品を作ったりでき
る。

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

触ることによって手触りを感じながら、作品を鑑賞したり、真似して作品を作ったりでき
る。

家庭
あかね書
房 544

つくりたい！食べたい！料理大百科４  あまくておいしいお菓子が
いっぱい

お菓子について分かりやすく説明されていて取り組みやすい。

(職業）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 トイレでの排泄を学習するために適した教材である。

家庭 偕成社 Z01 子どものマナー図鑑１  ふだんの生活のマナー 生活のルールやマナーがイラスト付きで書かれていてわかりやすい。

(職業）金の星社 536 ひとりでできるもん！２  おいしい肉、まめ、魚料理 様々な料理方法が分かりやすく説明されている。

家庭 金の星社 F01 ひとりでできるもん！１  たのしいたまご料理 イラストが多く分かりやすい。

(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 イラストが多く分かりやすい。

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 写真やイラストで説明されているので興味をもって取り組める内容になっている。

(職業）金の星社 F06 ひとりでできるもん！６  だいすきおやつ作り 調理手順がイラスト、写真が用いられており、分かりやすく作りやすい。

家庭 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード カード形式になっており、視覚的に分かりやすい。

(職業）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 カード形式になっていて視覚的に理解しやすい。

家庭 育成会 A05 自立生活ハンドブック５  ぼなぺてぃどうぞめしあがれ 調理手順がイラスト、写真が用いられており、分かりやすく作りやすい。



(職業）ひかりのく 672 ゆびさしフォトえほんシリーズ  たべものこれなあに？ 食べ物が写真で提示されているので分かりやすい。

家庭 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 歯磨き方法がわかりやすく説明されている。

(職業）福音館 E19
かがくのとも傑作集（わくわく・にんげん）  平野レミのおりょうりブッ
ク－ひもほうちょうもつかわない

火も包丁も使わない料理が説明されていて分かりやすい。

家庭 福音館 L01
みぢかなかがくシリーズ  町の水族館・町の植物園－さかなやさん
とやおやさん－

魚や野菜について多くの絵とともに学ぶことができる。

(職業）ポプラ 735 マザーフード子ども食育かるた カルタ形式になっていて扱いやすく、食べ物について学べる。

家庭 ポプラ 947
きょうからはじめる食育のえほん２  えいようせんたいしょくレン
ジャー

戦隊レンジャーのもので、対象生徒が楽しみながら栄養素に関心をもつことができる。

(職業）三起商行 550 ポカポカフレンズのおしゃべりえほん  もしもしでんわ 電話の体験学習に適している。

音楽 偕成社 637
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

絵本になっていて、しかも音がでるのでその音を楽しみながら学習できる。

音楽 くもん出版 G03 ＣＤ付き  楽器カード 楽器や音色に対する関心を育むことができる。

音楽 小学館 965 ドラえもんの音楽おもしろ攻略  楽ふがよめる 親しみのあるキャラクターを通して楽しく面白く学習に取り組める。

音楽
成美堂出
版 538 音と光のでる絵本  たのしいどうよう 自分で操作しながら、身近な童謡に触れることができる。

音楽
成美堂出
版 539 音と光のでる絵本  たのしいどうよう２ 童謡が音と光を伴って流れているので集中できる。

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 手遊びを通して歌を楽しめる。

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 太鼓をたたくと光るので視覚的にも楽しめる内容になっている。

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 鍵盤に興味を持つ生徒の学習に役に立てる。

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 親しみやすい童謡が収集されていて楽しめる内容になっている。

音楽 東京書店 503 わくわく音あそびえほん  ドンドコドンドンたいこであそぼ 太鼓のリズムに合わせて楽しめる。

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 音の出る本で楽しくリズム学習ができる。

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！ 太鼓のリズムに合わせて楽しめる。

音楽 永岡書店 004 ママとうたおう  やさしいメロディーピアノ 鍵盤楽器に親しむことができる。



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 ボタンを押すと身近な童謡とカラオケが流れるため、興味関心をもって取り組める。

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！ 鍵盤を実際に使って演奏ができる内容になっている。

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 童謡が流れる絵本になっているので集中して取り組める。

音楽 永岡書店 518 ミッキーのピアノ絵本 自分で鍵盤を押して音を出し、音楽を楽しむことができる。

音楽 永岡書店 566 光る！どうぶつサウンドえほん 光ったり、音がでたりすることで音を楽しむ感覚を養える。

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

音に合わせて太鼓をたたくことで音楽への興味関心をたかめることができる。

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

興味のあるキャラクターを通して、楽器や音に親しむことができる。

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

好きなキャラクターに興味を持ちながら楽器に親しむことができる。

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 ピアノ絵本になっているのでピアノを楽しめる。

音楽 ポプラ 676 おととあそぼうシリーズ５  どうようクラシック名曲ピアノえほん ４０曲以上の中から好きな曲を見つけてメロディーを弾けるようになる。

音楽 ポプラ 712 ふりふりたんたん音のでる楽器絵本１  シャカ！シャカ！マラカス マラカスを使って能動的に音楽に取り組める。

音楽 ポプラ 773 おととあそぼうシリーズ２２  はじめてもっきんえほんプチ 手指を操作しながら、色々な歌に親しむことができる。

音楽 ポプラ 787
おととあそぼうシリーズ１３  おてほんのうたがながれるどうようえ
ほん

手指を操作しながら、色々な歌に親しむことができる。

音楽 ポプラ 861 音がでるミニミニえほん５  ジブリだいすき♪たのしいおうた 曲やリズムに乗って楽しく学習ができる。

音楽 ポプラ 882
おととあそぼうシリーズ３２  ミッキー＆ミニーのドンドコ！ドレミたい
こ

太鼓をたたくことで音楽への興味関心を高めることができる。

音楽 ポプラ 882
おととあそぼうシリーズ３２  ミッキー＆ミニーのドンドコ！ドレミたい
こ

自分で太鼓をたたいて音をだすことにより、音楽への興味を高めることができる。

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 音を聴きながら手先を使って絵が描け繰り返し使える。

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 太鼓をたたいて音を出すことで音楽への興味関心を引き立てる。

音楽 ベネッセ 524 たまひよおうた絵本ミニ  だいすきたべものうた 自分でボタンを押して音を出すことで音楽に興味をもって親しむことができる。

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
自分で太鼓をたたいて音を出すことにより、音楽への興味・関心をふかめることができ
る。



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 自分で鍵盤を押して音を出し、音楽を楽しむことができる。

器楽 くもん出版 G03 ＣＤ付き  楽器カード カード形式になっていて、ＣＤから流れる音とマッチングすることができる。

器楽 永岡書店 518 ミッキーのピアノ絵本
生徒の興味のあるキャラクターがミニ鍵盤ピアノになっていて興味関心をもって取り組め
る。

器楽 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

太鼓のリズムを楽しみながら音楽を学べる。

器楽 三起商行 526 ポカポカフレンズのおんがくえほん  たいこ 自分で太鼓をたたくことにより、音楽を楽しめる。

保体
あかね書
房 G04 からだのえほん４  からだにもしもし 体のことについて分かりやすく説明されている。

保体 学研 568 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑  からだ 体のことについてイラストや写真が使われていて分かりやすい。

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？ 絵が多くて分かりやすい。

保体 小学館 649 学習まんがドラえもんからだシリーズ３  からだのしくみ 人の体の仕組みや成長について絵や写真でわかりやすく学習ができる。

保体 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 歯磨き方法がわかりやすく説明されている。

保体 ポプラ 949 トーマスのしかけえほんさわってあそぼ！ 仕掛けに興味を持ち、触って感触を楽しみながら、体を動かすことができる。

保体 ベネッセ 524 たまひよおうた絵本ミニ  だいすきたべものうた
興味のある歌に親しみながら、食べ物に興味を持ち、身体への意識を深めることができ
る。

保体 三起商行 538 ミキハウス音でまなべるえほんずかん  みんなのからだ 音声や効果音に興味をもちながら、体の各部の名称を覚えることができる。

保体 三起商行 556 ポカポカフレンズのソフトパズル  つなげてたべもの パズルをつなげることで、食べ物に対する興味を持ち、身体への


