
平成27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 希望理由

国語 あかね書房 A01 もじのえほん  あいうえお ひらがなをしっかり覚えていないため適切だと思われる。

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
視覚的に鮮やかな色遣いで、興味をもち、イラストと照らし合わせながらひらがなの獲得を
目指す。

国語 あかね書房 A03 もじのえほん  かんじ（１） 字の形に苦労している。読みや書字の練習に使いたい。

国語 あかね書房 A04 もじのえほん  かんじ（２） 字の形に苦労している。読みや書字の練習に使いたい。

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 児童の発達段階に合った分かりやすいイラストと内容のため。

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？ お話を楽しむ。

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 簡単な語句や文を正しく読む。

国語 偕成社 573 五味太郎・言葉図鑑（２）  ようすのことば 様子を表す言葉を理解させるための文字と絵が、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 名詞の獲得とあわせて、動詞の獲得につなげていきたい。イラストがわかりやすい。

国語 偕成社 630 エリック・カールの絵本（音の出る絵本）  だんまりこおろぎ 絵と音を楽しみながら読書に親しめる。

国語 偕成社 O06 五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしのことば
くらしに役立つ言葉が、分かりやすく絵つきで表されているため、語彙を増やすのに適切
な教科書である。

国語 偕成社 O05 五味太郎・言葉図鑑（５）  つなぎのことば
助詞により意味が変わることの理解が浅いため、他者とのコミュニケーションに不都合が起
こるのを防ぐため。

国語 偕成社 839
探検・発見授業で活躍する日本語ことば絵事典（７）  政治・産業・
社会のことば

政治・産業・社会の分野に関する言葉をより深く理解するために活用したい。

国語 偕成社 Z03 子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー ソーシャルスキルを学習することができるため。

国語 偕成社 722 下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学３年生新版 生徒のレベルに合っている。練習を積ませて自信を持たせたい。
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国語 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 生徒のレベルに合っている。練習を積ませて自信を持たせたい。

国語 学研 719 ぴよちゃんとさわってあそぼ！  ぷにょぷにょなあに？ 触感を楽しみ本に興味をもつ。

国語 学研 773 調べて覚える３年の漢字辞典ドリル 調べながら漢字学習をさせたい。

国語 学研 002 レインボーことば絵じてん
身近な言葉が分かりやすく絵つきで照会されており、語彙を増やしながら、文字を書いた
り読んだりする学習につなげることができる。

国語 学研 767 ひらがなどうぶつえあわせかるた 遊びながらひらがなに親しみ、覚えることができるから。

国語 学研 882 レインボー日本語辞典全３巻 生徒の発達段階・興味に合っており使いやすい。

国語 学研 728 小学生のまんが百人一首辞典 百人一首を覚えやすい。

国語 学研 815 中学漢字１１３０書き取り問題集 中学校で学ぶ漢字を覚えることができる。

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 語彙が少ない生徒に習熟させたい。

国語 学研 847 １０分で読めるわらい話 発音が不明瞭の生徒に視覚と音声を一致させたい。

国語 金の星社 B04 あかちゃんとおかあさんの絵本  このいろなあに ストーリーを聴いたり読んだりするなかで、正しい色の認知をえることができる。

国語 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

活字が苦手な児童が、本を読むこということに慣れ親しむために児童の好きなキャラク
ターの本を選んだ。

国語 金の星社 629 のりものしゃしん　あいうえおのえほん 子どもの好きなのりものの写真を通して文字に対する興味を持てるから。

国語 くもん出版 564 ぶんカード１集 ひらがなや文の読みの学習を進めるのに適しているため。

国語 くもん出版 805 ひらがなしりとりあそび ひらがなの反復練習ができるため。

国語 くもん出版 616 くもんの辞典シリーズ  ことば絵じてん 語彙を増やす。

国語 くもん出版 D01 ひらがなカード 文字に興味を持ち始めているので1文字1音であることを理解させるため。
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国語 くもん出版 634 小学ドリル算数  ２年生の文しょうだい ぶんをかけるようになってほしい。

国語 くもん出版 618 学習漢字字典第四版 イラスト等により楽しく調べることで理解を深め、学習漢字を身に付けさせたい。

国語 くもん出版 694 学習国語辞典 語彙を増やすために必要だと思われるから。

国語 グランまま 006 ことばえほん
視覚的にわかりやすく、日常頻度の高い言語が使用されているので基本言語を身につけ
ることができる。

国語 グランまま 001 ぼくとわたしのせいかつえほん
身のまわりの物のイラストがわかりやすくかかれていて、絵とものの名前を一致させながら
言葉を増やすことができる。

国語 講談社 778 創作絵本  りんごがコロコロコロリンコ ことばのリズムを楽しむ。

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 物語に興味をもつ。

国語 講談社 520 世界の絵本（新）  にじいろのさかな
美し家でカラフルな魚が、銀色に光るうろこを輝かせている様子が描かれ、内容も分かり
やすいため。

国語 講談社 754 ステキナカタカナ
ことばのおもしろさを視覚的に表現しており、片仮名に対する興味が広がっていくことが期
待され、片仮名の習得に適している。

国語 講談社 517 決定版まんが日本昔ばなし１０１
子供に聞かせたい昔話が多数掲載されていて、まんがで興味を持ちやすく、国語の読み
取りや意味調べの学習に長く活用できて、役に立つ。

国語 講談社 572 心をそだてる子ども歳時記１２か月 身近な事柄を取り上げ、ふりがなも付いているので音読などにも活用しやすい。

国語 国土社 511 まんがで学ぶ百人一首 百人一首を覚えやすい。

国語 小峰書店 552 なぞなぞ大問題ベスト１０００！！ 発音が不明瞭の生徒に視覚と音声を一致させたい。

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

生活の中の敬語を学び、正しいコミュニケーションの補助になるから。

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４４のト
レーニング

他者との関わり方が苦手で、引っ込み思案になりがちなため、自信をつけさせたい。

国語 三省堂 507 三省堂ことばつかいかた絵じてん 絵を例示として、簡単な語句や短い文を身につけることができる。

国語 三省堂 538 こどもマナーとけいご絵じてん 生活に密着した敬語や言葉遣いが学べ、イラストがわかりやすい。
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国語 三省堂 506 三省堂こどもことば絵じてん
日常生活でよく使う言葉をあいうえお順に掲載しており、意味を調べやすい。また、絵で
わかりやすく例示しているので、語彙を増やすことができると考える。

国語 三省堂 537 こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版 児童の身近な生活に関わる事柄が絵やイラストを交えて説明されており、わかりやすい。

国語 三省堂 529 例解小学国語辞典第五版ワイド版
文章問題の取り組みで、わからない言葉を自分で調べる習慣を身につけ活用できる語彙
を増やしたい。

国語 小学館 653 小学館の子ども辞典  小学館ことばのえじてん 絵がわかりやすく字が覚えやすい。

国語 小学館 503 ドラえもんちずかん１  にっぽんちず
本児童の好きなドラえもんが分かりやすく都道府県を紹介しているため興味を持って学習
に取り組むことができる。

国語 小学館 682 一日一話・読み聞かせ  おはなし３６６前巻 様々な分野の話が掲載されており、興味を持ちやすく、一つの話の長さが適当なため。

国語 小学館 538 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 生活と身近な言葉をイラストや写真と一致させることで、語彙を増やすことができる。

国語
成美堂出
版 516 ＣＤできく  よみきかせおはなし絵本１ 本の読み聞かせが大好きなので、興味をもって学習できる。

国語
成美堂出
版 535 ＣＤできく童謡つきよみきかせ絵本 読み聞かせ　自分で読むために。

国語
成美堂出
版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！ ひらがなに興味をもつ。

国語
成美堂出
版 558 書き込み式ボールペン字実用練習帳

丁寧に字を書く習慣を身につけ、日常生活の中で文書の作成などに役立てることができ
る。

国語
大日本絵
画 671

ディズニーブロックパズルしかけえほん  くまのプーさんさがしてい
るのはなんですか？

しかけがあり、興味をもちやすい、何を探しているのかの設問に答えられる視覚的に訴え
る本で受け答えの練習に役に立つ。

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

身近で基本的な漢字が使われており、漢字の学習の基礎を習得しながら、簡単な語句や
短い文を読んだり書いたりする力を身につけることができる。

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 楽しく漢字の学習ができる。

国語 戸田デザイ 001 和英えほん 視覚的にに分かりやすく、初期の言葉の獲得に適しているため。

国語 戸田デザイ 501 カタカナえほん
視覚的にわかりやすいカタカナの表示である。絵もシンプルで親しみやすい。一字一字
ゆっくり学ぶ本児童の学習に合うと考えられる。

国語 戸田デザイ 003 あいうえおえほん
暖かく親しみの持てるイラストがあり、ものの名前を楽しみながら効果的に学習することが
できる。
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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）

簡単な単語・短文の読み、やや長い文章の読みなど、段階的に簡単な語句や短い文を
正しく読む学習うにつなげることができる。

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）

基本的な文を理解し、書くための練習をするため。

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）

親しみのもてるイラストがわかりやすく掲載されているため、ひらがなを効果的に学習する
ことができる。

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）

かたかなや簡単な漢字の読み書きなど、児童の学力に相応の内容の学習ができるため。

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）

ひらがなの読み書きを中心に内容が構成されているので、理解がしやすい。

国語 同成社 A04 ゆっくり学ぶ子のための  国語４ 読み書き話す話すなど幅広く国語の力をのばすことができる。

国語 東洋館 002 くらしに役立つ国語 暮らしに役立つ国語についてより身近に学ぶことができるから。

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 ものに興味をもつ。

国語
日本教育
研 504 ひとりだちするための国語 卒業後の社会生活にを見据えた国語学習ができる。

国語 ひかりのく 012 手あそび指あそび歌あそびブック１ 手遊びしながらことばを覚えるために適切だと思われる。

国語 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 形に親しむ。

国語 フレーベル 676 アンパンマンにこにこかるた
文字導入期の児童が遊びながら文字へ親しんでいけるように活用したい。特にこのキャラ
クターがすきなので選んだ。

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
書字が困難でも、「あいうえお」の文字のボタンを押すと５０音と単語が聞こえるので、文字
に関心をもつことができる。

国語 ポプラ 522 音のでるたのしいおけいこえほん１  いえるかな？あいうえお
目と耳で50音を学ぶことができる。視覚だけでなく音声と合わせることにより、認識を高め
られる。また、その文字が頭についた言葉も学ぶことができる。

国語 ポプラ 570 トーマスの知育シリーズ２  トーマスとおぼえることば トーマスに興味・関心が強くあり、言葉の理解も深まると考えるため。

国語 民衆社 504 基礎学力アップ国語だいすき小学４年生 文章を読んだり漢字を練習したりの内容が使いやすく、継続的に使用することができる。

国語 民衆社 502 基礎学力アップ国語だいすき小学２年生
短い文の練習を通して正しい文法を身につけられる構成になっており、漢字練習と併せ
て、基本的な文章の表し方を身につけることができる。
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国語 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 解説がとても面白くてわかりやすい。

国語 イースト 503 くらべてごらん 同音異義語に触れる。

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） 言葉の概念形成に結びつく。

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 表現力をつける。

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） 対象児童の発達段階に合っているため。

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） 対象児童の発達段階に合っているため。

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 時と場合や目上に人に対しての言葉づかいを教えたい。

国語 こばと 510 認知発達教材ジャンプアップ  こくごⅡ 順を追って国語の学習を定着させたい。

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） わかりやすく順を追って国語の学習をさせたい。

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）
プリントだけではなく、カードを併用しながら学習を進めることで50音の定着を図ることがで
きる。

国語 こばと 509 認知発達教材ジャンプアップ  こくごⅠ イラストが多く、言葉が少ないことと、こばとは分かりやすいと聞いたため。

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 日常場面を絵日記で表現することで、言葉を理解する教材である。

国語 フォーラム 547 作文天国なぞりがきコース  小学低学年１・２・３年生 作文の基礎を学習できる。

国語 フォーラム 551 作文天国なぞりがきコース  小学高学年４・５・６年生 作文の基礎力を身につけることができる。

国語 メイツ出版 508 親子で挑戦！！  はじめての漢字パズル初級レベル 楽しみながら漢字を覚えることができる。

国語 角川マガジ 502
えんぴつでなぞり書き  声に出して読んで脳が五歳若返る百人一
首決定版

百人一首を覚えやすい。

国語 喜楽研 507 豊かな読解力がつく国語プリント小学３年 読解問題の練習をして、読解力をつける教材に適していると考えたため。

6 / 35 ページ



国語 喜楽研 506 豊かな読解力がつく国語プリント小学２年 構成がわかりやすく、取り組みやすく工夫されているために使いやすい。

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
言葉の使い方や文章の読み取りなどで構成されており、様々な角度からの学習ができる
ので、力をつけさせることができる。

国語 喜楽研 533 豊かな読解力がつく国語プリント  小学１年
短い文の練習を通して正しい文法を身につけられる構成になっており、基本的な文章の
表し方を身につけることができると思われる。

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 手がかりが豊富で、良く構成されているので、使いやすい。

国語 喜楽研 539 くりかえし漢字練習プリント小学６年 構成がわかりやすく、取り組みやすく工夫されているために使いやすい。

国語 喜楽研 526 くりかえし漢字練習プリント小学３年 漢字が苦手な子に対して、レベルに応じて対応できる。

国語 交通新聞 505 さわってたのしむしかけえほん  ないないねずみのくまはどこ？
カラフルな背景に大きくキャラクターが描かれているので視覚的にひきつけられると共に、
ガリガリ、ザラザラなどの触覚も刺激される。

国語 交通新聞 511 でんしゃのあいうえお
大きなひらがなと電車の写真を大きく掲載しているため、興味をもちながらひらがなに親し
む学習に適している。

国語
清風堂書
店 545 新国語・ことばの習熟プリント小学校低学年 言葉のおくれがあるので、本教材が適しているため。

国語
清風堂書
店 607 国語読解習熟プリント小学２年生 今年度、実際に使用してみて取り組みやすかったため。

国語
清風堂書
店 532 小学国語習熟プリント５年生 生徒の理解力に合わせた学習ができる。

国語
清風堂書
店 605 国語読解習熟プリント小学３年生 生徒の理解力に合わせた学習ができる。

国語
清風堂書
店 535 絵になる１００マス計算プリント 楽しく計算の反復練習ができる。

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
小学校で習う１００６字の漢字がすべて使われている。子どもが関心をもちやすい題材が
取り入れられている。文章を楽しみながら読み取ることができる。

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
二語文の作文から初めて、様子や気持ちを表す文を各学習をしたい。反復を重ねること
でこつをつかませたい。

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 作文の基礎力を身につけることができる。

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 作文の基礎力を身につけることができる。

7 / 35 ページ



国語 明治図書 512 グレーゾーンの子どもに対応した  作文ワーク上級編２ 作文の基礎力を身につけることができる。

国語 学研 521 多湖輝のＮＥＷ頭脳開発  ５～６歳かんじ
大型本であり、見やすく、一枚ずつはがして使用することができ、発達障害の児童の漢字
学習教材として優れている。

国語 学研 529 多湖輝のＮＥＷ頭脳開発  ６歳ことば・ぶん
大型本であり、見やすく、一枚ずつはがして使用することができ、発達障害の児童の言
葉・文章の学習教材として優れている。

国語 学研 774 調べて覚える４年の漢字辞典ドリル
４年の全漢字の書き順、部首、音読み・訓読み、意味が収録され、漢字の読み方・書き
方・使い方を調べる辞典としても使える他、漢字を練習するドリルとして使うことができる。

国語 学研 775 調べて覚える５年の漢字辞典ドリル
５年の全漢字の書き順、部首、音読み・訓読み、意味が収録され、漢字の読み方・書き
方・使い方を調べる辞典としても使える他、漢字を練習するドリルとして使うことができる。

国語 学研 855 小５国語をひとつひとつわかりやすく。
５年の国語科の内容について、大切なポイントひとつひとつを右ページの解説と左ページ
の書き込み式の練習問題の2ページでまとめてあり、学習教材として有効的である。

国語 民衆社 505 基礎学力アップ国語だいすき小学５年生
大型本であり、視覚的にわかりやすく小学５年生の国語の内容について学ぶことができ
る。
             。

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

表面に漢字の意味がイラストとともに説明され、裏面では音と訓の読みや書き順が掲載さ
れている。漢字についてわかりやすく学習することができ、同音異義語などに強くなる。

国語 かもがわ 512
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
５年生

漢字の意味を理解し日常で使えるように学んでほしいため。親しみのあるイラストも良い。

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
様々なシチュエーションのイラストが大量に用いられ、言葉の使い方について学ぶことが
できる。

国語 こばと 512 認知発達教材レベルアップ  漢字
ひらがな・カタカタ・漢字の違いに興味を持たせるところからスタートし、認知能力の弱い
児童が漢字を学習するトレーニングとして有効である。

書写 あかね書房 A01 もじのえほん  あいうえお 字の形に苦労している。読みや書字の練習に使いたい。

書写 あかね書房 A02 もじのえほん  かたかなアイウエオ 字の形に苦労している。読みや書字の練習に使いたい。

書写 岩崎書店 E01 五味太郎のことばとかずの絵本  漢字の絵本 漢字の意味をイメージしやすく模写するにも見やすく取り組めそう。

書写 偕成社 Z01 子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー 普段の生活等から簡単な語句や短い文を書く学習をすることができる。

書写 学研 545 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぐるぐるかくほん 筆記具を持つことに慣れる。

書写 学研 546 あそびのおうさまＢＯＯＫ  あなぼこぬるほん 筆記具に親しむ。
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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

書く力をつける。

書写 学研 G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
自由に書き込んでいくことができ、筆記用具を使って書くことに親しめ筆圧も高まると考え
られるため。

書写 くもん出版 570 書きかたカード漢字 書き順の学習。

書写 くもん出版 A05 カタカナおけいこ カタカナ表記に慣れる。

書写 くもん出版 C01 書きかたカード「ひらがな」 ひらがなの正しい筆順を覚える。

書写 くもん出版 568 ゆびなぞりカードひらがな 線を書くことに慣れる。

書写 くもん出版 D01 ひらがなカード 絵と文字の両方で表示してあり、1枚ごとのカードなので理解しやすい。

書写 くもん出版 642 小学ドリル国語  ２年生のかん字
文の中で使えるようになるまで、細かいステップで構成されており、児童にとって分かりや
すい。

書写 くもん出版 644 小学ドリル国語  ４年生の漢字
1字ずつなぞる学習から始め、文の中で使えるようになるまで、きめ細かなステップで構成
されている。簡単な語句や文章を書く力をつけることができる。

書写 くもん出版 564 ぶんカード１集 カードを用いて、助詞の位置などを確認しながら文を書くことができる。

書写 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード
児童が興味のある食べ物に関するカードを用いて試写することで書くことへの興味を引き
出す。

書写 くもん出版 608 書きかたカードアルファベット
導入期の児童にとって、アルフｱベット一つ一つの文字が大きいこと、何度でもかけること
が重要である。この点が大きな理由である。

書写 くもん出版 560 ひらがなことばカード１集 繰り返し書くことができ、定着につながるから。

書写 小峰書店 556 筆であそぼう書道入門２  さあ、筆で書いてみよう 毛筆を楽しみながら学習できる。

書写 ジュラ 005 かいてけしてまたかける  あいうえお 楽しい絵本を見ながら、ホワイトボードに文字を書く練習を楽しみながらすることができる。

書写
成美堂出
版 626 はじめてのえんぴつちょう２・３・４歳  らくがきあそび 書くことに慣れる。

書写
成美堂出
版 558 書き込み式ボールペン字実用練習帳 書写の時間硬筆練習時に活用する。手紙やはがきの書き方などについても学習できる。
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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

漢字のつくりをイラストで学習できる構成になっており、理解しやすく取り組みやすい。

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

身近で基本的な漢字が使われており、漢字の学習の基礎を学ぶことができる。

書写 チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ 形や文字の形を意識する。

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）

例題が豊富で、たくさんのカタカナ、漢字や文章にふれることができる構成になっている。
文字に関心をもって読み書きを学習することができる。

書写 ひさかた C04 スキンシップ絵本  かたかなアイウエオ
見やすいイラストと共に、片仮名表示があるので、運筆練習の前段階として指なぞりを行う
ことに適している。

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、漢字の字形を整えるための解説が詳しく書かれている。マス目の大き
さも適当で、取り組みやすい。

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 筆記具に慣れる。

書写 フレーベル 620 アンパンマンとはじめよう！  アンパンマンとＡ・Ｂ・Ｃ 児童が好きなキャラクターでもあり、視覚的にアルファベットにふれることができるから。

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
ホワイトボードもついていて、音がでるしかけ絵本を楽しみながら、文字に関心をもって読
もうとしたり、文字を書くことに興味をもつことができる。

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
曲に合わせて楽しく歌いながら書くことで、筆記用具を使って書くことに親しむことができ
る。

書写 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

美しく書くことよりも、まずは読めるようになることを前提に、漢字の形を絵から理解させるこ
とができる。

書写 かもがわ 513 特別支援教育のカード教材  かなかなパズルゲーム パズルを通じて、読み書きに活用できる。

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 書く力をつける。

書写 こばと 512 認知発達教材レベルアップ  漢字 画数の少ない漢字から興味を持たせ、書く習慣をつけることができる。

書写 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）
時計・お金などのよみ方や数え方など実生活の場面を想定してきさいされており、金銭や
時計、暦などの使い方に慣れることができるから。

書写 こばと 515 認知発達教材レベルアップ  せいかつ（上）
児童に身近な生活に関する単語を試写することで楽しみながら書く学習にとりくむことが
できる。

書写 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） 身近なものの名称を理解するなどの活動を通して、言葉の概念の獲得に役立つ。
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書写 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） 比較的大きな文字で書かれており、文の書く練習に取り組みやすい。

書写 こばと 505 認知発達教材ステップアップ  こくごⅡ（改訂版） イラストやマス目などの視覚的補助があり、学習にとりくみやすい。

書写 ベネッセ 547
たまひよ音でまなべる絵本  あそんでおぼえるよくばりあいうえおえ
ほん

字の形と音を結び付けて書くことができる。

書写 旺文社 501 みておぼえる  はじめてのかんじ絵じてん 漢字の形や意味を大きい絵、写真から学んでいくことができるから。

書写 交通新聞 505 さわってたのしむしかけえほん  ないないねずみのくまはどこ？ 筆記具を持つための前段。

書写 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
まる・さんかく・しかくを絵本に直接描き込むことができ、簡単に消すこともできる。筆記用
具を使って書くことに親しむ態度を育てることができる。

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）
ひらがなを習得中の本児の実態に合っている。書くだけでなく、読み方の練習もたくさん
できる。

算数
（数学）

あかね書房 526 なぞなぞあなあきえほん２  かずのかくれんぼ 絵を楽しみながら、かずの学習をするのに適している。

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 語彙を増やす。

算数
（数学）

岩崎書店 E05 五味太郎のことばとかずの絵本  すうじの絵本 数字がしっかり書けていないため適切な教材だと思われる。

算数
（数学）

偕成社 864
よむ、かく、わかる！さんすう教室（２）  よむ、かく、わかる！さんす
う教室初級編

算数に少しずつ興味をもってきているので、本教材が適しているため。

算数
（数学）

偕成社 822
よむ、かく、わかる！さんすう教室（１）  よむ、かく、わかる！さんす
う教室入門編

算数に少しずつ興味をもってきているので、本教材が適しているため。

算数
（数学）

偕成社 844 算数たんけん（８）  大きな数のかけ算 かけ算のしくみや計算方法などを分かりやすく学べる教材と考えたため。

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 数に親しむ。

算数
（数学）

偕成社 867
よむ、かく、わかる！さんすう教室（５）  よむ、かく、わかる！さんす
う教室最上級編

算数の理解を深める。

算数
（数学）

偕成社 865
よむ、かく、わかる！さんすう教室（３）  よむ、かく、わかる！さんす
う教室中級編

算数の理解を深める。

算数
（数学）

偕成社 758 日本の絵本  １００かいだてのいえ １００までの数、１０ごとの数のまとまりの認識等高めることができる。
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算数
（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 計算の基本を習熟するため。子どもの発達段階にあっているから。

算数
（数学）

くもん出版 E01 はとのクルックのとけいえほん 時計や暦に関心をもつ。

算数
（数学）

くもん出版 D03 かずカード 数字の順序性と意味を理解させるため。

算数
（数学）

くもん出版 D02 とけいカード 時計に親しませたい。

算数
（数学）

くもん出版 623 小学ドリル算数計算  ２年生のたし算 大きな数でのたしざんができるようになってほしい。

算数
（数学）

くもん出版 628 小学ドリル算数  ２年生の数・りょう・図形
文章題に慣れさせたいと考えているが、この教科書は、たしざんにゃひきざんの用いられ
た文章題がたくさんあるから。

算数
（数学）

くもん出版 842 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
細かなステップで構成されているため、達成感をもちやすく、時刻や時間、暦についての
理解を深めることができる。

算数
（数学）

くもん出版 627 小学ドリル算数  １年生のすう・りょう・ずけい 1年生程度の学習内容の復習に効果的である。

算数
（数学）

講談社 H05 ブルーナのアイディアブック  ミッフィーの１から１０まで シンプルな図柄と扱いやすい装丁で、必要な内容に集中して学習することができる。

算数
（数学）

小峰書店 C02 くまたんのはじめてシリーズ  おいしいおいしい１・２・３ わかりやすいイラストで余計な装飾がないため理解しやすい。

算数
（数学）

小学館 536
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

自然や生活の写真・絵を使った教材なので、数・形・大きさなどを身近に感じ、自分で考
える力を養うことができる。

算数
（数学）

小学館 571 ドラえもんの算数おもしろ攻略  かけ算・わり算（改訂新版） 楽しく掛け算や割り算に取り組んでほしい。

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
日常生活の場面での事例が小生に図説されており、数量や数の大小の理解につなげる
ことができる。

算数
（数学）

鈴木出版 A05 知育えほん  マークのずかん
生活に関係の深い場面で目にする標識やマークなどが掲載されているため、簡単な図表
に興味を持つことができる。

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 日常生活に根ざしたレジ遊びを通して，自立への補助教材にする。

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

繰り上がりのあるたし算ができるようになり九九にも少しずつ興味を持ってきたのでさらに
歌を通して九九を楽しみながら覚えることができる。

算数
（数学）

大日本絵
画 565 あなあきしかけえほん  かわいいてんとうむし 10までの数を手で触って感じる。
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算数
（数学）

大日本絵
画 515 とけいつきしかけえほん  ピーターいまなんじ？ 時計を読む 時計を覚える。

算数
（数学）

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

繰り返し読むことによって、１から10までの数字への理解を高めることができる。この本は
しっかりした厚紙で作られているため、自分でめくる練習ができる。

算数
（数学）

太郎次郎
社 511 スーパータイルのさんすう  らくらく算数ブック２ 数の認識が不足しているので、操作をともなった教材を選んだ。

算数
（数学）

童心社 A01 かずのほん１  どっちがたくさん
1対1対応と集合遊びを絵本で学習することができる。数をとらえる前段階での数の概念に
触れることができる。

算数
（数学）

戸田デザイ 002 １から１００までのえほん 100までの数の理解に慣れる。

算数
（数学）

戸田デザイ 009 とけいのえほん
生活場面と時計の絵が対応して表示されており、日常生活の中の時間に関心を高めるこ
とができるため。

算数
（数学）

同成社 C04
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４  （くり上がり、くり下がり、２けた
の数の計算）

くり上がり・くり下がり等の計算の学習だけでなく、お金の計算など、日常生活で必要とな
る数についての学習ができるため。

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）

２けたの数や計算の仕方など、図や絵でわかりやすく書かれているため。

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）

児童にあった学習をすすめるため。

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）

親しみのもてるイラストがわかりやすく掲載されているため、数字を効果的に学習すること
ができる。

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）

現在1-3までの数の概念がようやくつかめた段階であり、5までの数の概念や足し算を次
の学年で学習することが予想されるため。

算数
（数学）

永岡書店 542 木製知育パズル  くだものトントン 物を切り、長さなどに興味をもつ。

算数
（数学）

永岡書店 540 木製知育パズル  すうじ 手先の巧緻性を含めて楽しく学べるから。

算数
（数学）

日本教育
研 503 ひとりだちするための算数・数学 問題を解くだけでなく、生活場面をイメージしながら取り組めるため。

算数
（数学）

ひかりのく B05 認識絵本５  いくつかな １０までの数を段階的に構成されているので数の理解がしやすい。

算数
（数学）

ひさかた C05 スキンシップ絵本  かずのえほん
左のページに大きく数字が書かれていて右のページにその数の動物のイラストが見やす
く描いてある。

算数
（数学）

フレーベル 533 アンパンマンのワークだいすき！  アンパンマンの１・２・３ 5までの数について知る。
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算数
（数学）

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

楽器からものの形に興味をもつ。

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
おけいこシートとペンで楽しくトレーニングをすることができ、物の数え方や時計の読み方
など、初歩的な数量の処理をする学習につなげることができる。

算数
（数学）

ポプラ 551 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 時計に関心をもつ。

算数
（数学）

ポプラ 548 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 操作してかずの合成を理解。

算数
（数学）

ポプラ 544 音のでる知育絵本８  こえでおぼえる九九のほん 遊びながら九九を覚えることができる。

算数
（数学）

ポプラ 626 スタンプおえかき
丸、三角、四角のほか、全部で１０種類のスタンプが付いていて、基本的な図形に関心を
もつことができるから。

算数
（数学）

ポプラ 569 トーマスの知育シリーズ１  トーマスとおぼえるかず
親しみの持てるイラストがわかりやすく掲載されているため、数字と暗礁を効果的に学習
することができる。

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 算数的な活動をしながら学習に取り組める教材だと思われる。

算数
（数学）

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） 対象児童の発達段階に合っているため。

算数
（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） 対象児童の発達段階に合っているため。

算数
（数学）

こばと 529 認知発達教材ジャンプアップ  さんすうⅡ 順を追って算数の学習を定着させたい。

算数
（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） わかりやすく順を追って計算をできるようにしたい。

算数
（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

いろいろな作業に取り組みながら、図形の特徴や図表の内容を理解し、作成する学習に
つなげることができるため。

算数
（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
大きな文字でプリントされているため、文字の形の取りにくい児童であっても筆記に抵抗な
く算数の学習を進めることが出来る。

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 数の理解を習得別チェックリストとともに学べる。

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 児童の実態に合わせてのお買いものごっこを通して、お金の学習ができるから。

算数
（数学）

主婦の友 518 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨぷれいぶっく 色や形に親しむ。
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算数
（数学）

清風堂書
店 603 陰山ドリル初級算数小学３年生 スモールステップで計算力がつくことを目指す。繰り返し学習することで定着を図る。

算数
（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 わかりやすく学習させたい。

算数
（数学）

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
数字から数の認知・量をつかんでいくようにしたい。そのため反復練習をして、定着を図り
たい。

算数
（数学）

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
九九を丸暗記させるのではなく、イラストをみながら、答えについて納得しながら、九九を
覚えられる本。視覚支援の必要な児童の九九の学習に役立てることができる。

算数
（数学）

民衆社 509 算数だいすきあそぶ・つくる・しらべる４年
本書で紹介されている、工作やパズルを自分でつくったり調べたりうすることによって、数
学的な考え方の基礎を身につけることができる。

算数
（数学）

むぎ書房 510 わかるさんすう５ 視覚的にわかりやすい算数の学習教材として、ドリル的に使用することができる。

算数
（数学）

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）
数の１対１対応の学習をしている段階の本児の実態に合っているから。シールが多く興味
を継続して学習が続けられる。

算数
（数学）

文英堂 502 シグマベスト  これでわかる算数小学２年 児童の実態に合わせて、分かりやすく学習内容を身につけさせたいと考えるため。

算数
（数学）

あかね書房 B02 あかねえほんシリーズ  かたちのえほんまる・さんかく・しかくさん 図形の認識が不得手であり、生活の中での図形を意識させるため。

算数
（数学）

岩崎書店 E04 五味太郎のことばとかずの絵本  かずの絵本 視覚的にわかりやすく楽しみながら、学習できるから。

算数
（数学）

学研 782 学研版毎日のドリル  小学３年の数・りょう・図形 生徒のレベルに合っていて、負担なく学習ができる。

算数
（数学）

金の星社 614 頭脳活性ひらめき！  算数・数学クイズマスター図形クイズ 生徒の興味関心を引く内容である。

算数
（数学）

くもん出版 635 小学ドリル算数  ３年生の文章題 同じ傾向の問題が多く示されており反復練習には欠かせない。

算数
（数学）

くもん出版 808 くもんの中学基礎がため１００％  中１数学計算編（改訂新版）
計算問題を得意としていて、小学校の計算問題を復習しながら中学１年の計算問題に取
り組んでいる。基礎を習得させたい。

算数
（数学）

くもん出版 826
くもんのにがてたいじドリル算数（２）  小学２年生２けたのたし算ひ
き算

算数の基礎となる計算力を身につける。

算数
（数学）

くもん出版 827 くもんのにがてたいじドリル算数（３）  小学３年生時こくと時間 算数の基礎となる計算力を身につける。

算数
（数学）

くもん出版 843 いっきに極める算数（３）  小学３～５年の小数の計算 算数の基礎となる計算力を身につける。
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算数
（数学）

くもん出版 844 いっきに極める算数（４）  小学４～６年の分数の計算 算数の基礎となる計算力を身につける。

算数
（数学）

くもん出版 521 すうじおけいこ 生徒のレベルに合っている。練習を積ませて自信を持たせたい。

算数
（数学）

くもん出版 523 とけいおけいこ１集 生徒のレベルに合っている。練習を積ませて自信を持たせたい。

算数
（数学）

くもん出版 530 九九のおけいこ 生徒のレベルに合っている。練習を積ませて自信を持たせたい。

算数
（数学）

合同出版 510 ＥＣＯ・エコ買い物ゲーム 生活の基本となる、買い物の学習に興味を持って取り組ませることができる。

算数
（数学）

合同出版 508 子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版子どものお手伝い 生徒の発達段階に応じた内容になっている。

算数
（数学）

小学館 702
日本一の教え方名人ナマ授業シリーズ  ＋－×÷（四則計算）が
すらすらわかる本

数学の基本である四則計算について分かりやすく出題さているため、活用したい。

算数
（数学）

小学館 695 単位換算定規＋単位換算プリント  小学校１～６年
数学の中で用いられる単位についてについて分かりやすく出題されているため、活用した
い。

算数
（数学）

小学館 602 コミュニケーションｍｏｏｋ  時計と時間プリント小学校全学年 生徒の学習状況に応じた内容になっている。

算数
（数学）

小学館 624
プレＮＥＯＢｏｏｋｓ図形脳が強くなる  飛ばす・回す・動かす遊べ
る！さんすうおり紙

生徒の学習状況に応じた内容になっている。

算数
（数学）

小学館 701
日本一の教え方名人ナマ授業シリーズ  「まるわかり！」小学校の
算数

算数の基礎となる計算力を身につける。

算数
（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 タイル算が理解の遅い子供でも分かるように工夫されている。

算数
（数学）

太郎次郎
社 513 らくらく算数ブック４  図形の探検

ロールプレイのゲームを進めているような感覚で図形に興味を持てるように工夫されてい
る。

算数
（数学）

太郎次郎
社 523 らくらく算数ブック６  量の世界

ロールプレイのゲームを進めているような感覚で図形に興味を持てるように工夫されてい
る。

算数
（数学）

東洋館 003 くらしに役立つ数学
小学校の算数の内容と、生活していく上で買い物のお金の計算や時計など必要な事柄
が得できる。

算数
（数学）

福音館 I02 安野光雅の絵本  はじめてであうすうがくの絵本２
数式や記号の代わりに身近な動物等のイラストを使って数や量が記載されており日常生
活に必要な数量や図形等に関する初歩的な事柄について理解を深めることができる。

算数
（数学）

きょういく 502 できるできる算数練習帳３年 生徒のレベルに合っている。練習を積ませて自信を持たせたい。

16 / 35 ページ



算数
（数学）

きょういく 503 できるできる算数練習帳４年 生徒のレベルに合っている。練習を積ませて自信を持たせたい。

算数
（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
初歩的なお金や時計の導入として、わかりやすい構成になっており、どの生徒にも理解が
しやすい構成になっている。

算数
（数学）

ニュートン 501 トレーニングペーパー  算数大すき小学１年生６級
生徒の習熟度にあったレベルの広汎な問題が掲載されていて、を年間を通して継続して
学習に取り組むことができる。

算数
（数学）

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
生徒の習熟度にあったレベルの広汎な問題が掲載されていて、を年間を通して継続して
学習に取り組むことができる。

算数
（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
生徒の習熟度にあったレベルの広汎な問題が掲載されていて、を年間を通して継続して
学習に取り組むことができる。

算数
（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
生徒の習熟度にあったレベルの広汎な問題が掲載されていて、を年間を通して継続して
学習に取り組むことができる。

算数
（数学）

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
生徒の習熟度にあったレベルの広汎な問題が掲載されていて、を年間を通して継続して
学習に取り組むことができる。

算数
（数学）

ニュートン 506 トレーニングペーパー  算数大すき小学６年生１級 スモールステップでの学習ができる。

算数
（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
親しみやすく、わかりやすい構成になっており、興味を持ってやり進めることができると思
われる。

算数
（数学）

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
日常生活における数量の処理や、生活化などに配慮しながら解き進めることができると思
われる。

算数
（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 親しみやすいレイアウトで、興味関心を持って取り組むことができると思われる。

算数
（数学）

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
様々な図形に興味を持たせながら、ｌ図形の特徴や図表の内容を理解して、作成する学
習につなげることができる。

算数
（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
難しくなってきた内容も、紙面を工夫しながら興味を持って取り組みやすく構成されてい
る。

算数
（数学）

フォーラム 555 陰山プリント力のつく算数小学３年生 算数が苦手な子に対して、わかりやすく演習ができるから。

算数
（数学）

フォーラム 556 陰山プリント力のつく算数小学４年生 算数が苦手な子に対して、わかりやすく演習ができるから。

算数
（数学）

フォーラム 557 陰山プリント力のつく算数小学６年生 算数が苦手な子に対して、わかりやすく演習ができるから。

算数
（数学）

清風堂書
店 592 計算習熟プリント小学４年生新指導要領対応

親しみやすいレイアウトで、興味関心を持たせながら、興味を持って、取り組むことができ
ると思われる。
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算数
（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 割り算に特化することで、不得意な場目を集中して克服するのに適している。

算数
（数学）

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） 生徒の理解力に合わせた学習ができる。

算数
（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 楽しく計算の反復練習ができる。

算数
（数学）

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 楽しく計算の反復練習ができる。

算数
（数学）

清風堂書
店 535 絵になる１００マス計算プリント 生徒の興味関心をひく内容であり、達成感を持ちやすい。

生活 偕成社 R01 あかちゃんのあそびえほん（１）  ごあいさつあそび
仕掛けの絵を見たり、操作したりしながら、あいさつのやりとりができるため、身近な人にあ
いさつや話をするなどのかかわりをもつ方法を学ぶことができる。

生活 学研 C04 はっけんずかん  どうぶつ めくる仕かけがあったり、豊富な写真があって自然や動物に関心を持つことができる。

生活 くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード 物の名称をカードで抽象化することで結びつける学習になると考えられるため。

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 身近にある食べ物について知る。

生活 あかね書房 530 なぞなぞあなあきえほん６  たべもののかくれんぼ
ページに穴のあいたしかけ絵本。子供が好きな様々な食物の絵のヒントがが穴から覗いて
みえる。また触覚的な刺激が肢体不自由児童のリハビリに効果的である。

生活 岩崎書店 625 かんたんかわいい手芸工作４  紙やあき箱の工作
写真やイラストがふんだんに使われ、視覚的にわかりやすく、レジ袋やペットボトルなどを
使った様々な工作について学ぶことができる。

生活 偕成社 516 しかけ絵本  とびだす・ひろがる！のりものえほん２
織り込まれたページをめくると様々なのりものが飛び出してくるしかけ絵本であり、肢体不
自由児のリハビリに使用することができる。

生活 偕成社 609
ひっぱったりうごかしたり・しかけえほん  メイシーちゃんおよぎにゆ
きます

プールにいく主人公の洋服や靴を脱がせたり水着を着せたりすることができるしかけ絵本
であり、指先のリハビリはもちろん、生活単元の学習に使用することができる。

生活 金の星社 F05 ひとりでできるもん！５  すてきなおかし作り
NHKの教育番組を元に構成された大型本であり、視覚的にわかりやすく、様々なお菓子
の作り方の他、調理器具の使い方や管理方法について学習することができる。

生活 くもん出版 D02 とけいカード
表面に時計のイラスト、裏面に読み方を配したカードで視覚的に時計の文字盤の基本パ
ターンを覚えられ、楽しみながら時計の読み方を学習することができる。

生活 くもん出版 510 やさしいめいろ２集
めいろをなぞることによって、マヒを持つ児童のエンピツを動かす力（運筆力）のトレーニン
グを行うことができる。

生活 ポプラ 551 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
ボタンを押すことにより、５分刻みに針のさしている時間を音声で教えてくれるため、一人
でも楽しみながら時計の長い針を動かして時計の読み方を学ぶことができる。
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生活 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

イラストが多く配置されており、様々なシチュエーションに応じた振る舞いのしかたを視覚
的にわかりやすく学ぶことができる。

生活
実業之日
本 504 ジュニア自然図鑑６  宇宙

太陽系や銀河を多数の図をとりいれながら丁寧に解説されている本書は、天文学の広い
分野の新しい知識も盛り込まれており、天文学の楽しさについて学ぶことができる。

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 公共施設や公共物等の働きを理解し、それらを適切に利用する力をつけることができる。

社会 偕成社 741 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、遊びを通して日常生活や自然にある物への興味
を持つことができるから。

社会 偕成社 S01 安全のしつけ絵本（１）  きをつけようね 絵本を通じて、身の回りの安全について知ることができる。

社会 学研 J04 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑  きせつ
おまつりや七五三等の一年の行事を写真でわかりやすく見ることができて社会の様子を
学習することができる。

社会 学研 C03 はっけんずかん  のりもの たくさんの乗り物が写真付きで紹介されているので、乗り物について理解しやすい。

社会 学研 663 きらり！好奇心  全国鉄道ものしり地図帳 見て読んで楽しみながら、様々な地理や風景に触れることができるため。

社会 学研 878 ジュニア都道府県大図鑑  ジオ 生徒がそれぞれの発達段階に応じて日本の地理の学習活動に活用することができる。

社会 くもん出版 591 写真図鑑カード  特急・新幹線カード 大好きな電車の知識を広げさせたい。

社会 くもん出版 590 日本地図カード 絵や図が大きな表示でわかりやすい。

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 絵や図が大きな表示でわかりやすい。

社会 くもん出版 580 生活図鑑カード  のりものカード
身近な乗り物が沢山描かれており、コミュニケーションの道具としても、社会生活を知る上
でも楽しく学べると思う。

社会 くもん出版 592 写真図鑑カード  はたらく自動車カード
身近な車が沢山描かれており、自分と身近な社会との関わりを深めたり、コミュニケーショ
ンの道具としても、また社会生活を送る上でも楽しく学べると思う。

社会 くもん出版 718 社会集中学習小学３・４年生下 学習の定着をはかり、意欲を高める。

社会 くもん出版 746 社会集中学習  小学３・４年生上 学習の定着をはかり、意欲を高める。

社会 グランまま 001 ぼくとわたしのせいかつえほん 児童に必要な行動を学習するのに適しているため。
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社会 講談社 570 決定版心をそだてるはじめての伝記１０１人 歴史上の人物を知る　伝記を読む。

社会 小峰書店 540 歴史人物かるた カルタと歴史上の人物に興味があり、集中してできる。

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
身近な生活に関することがわかりやすいイラストや写真で紹介されているため、実際場面
でも活用できる。

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 子供たちの現在の生活に即して記述されている。

社会 さえら 514 地球の未来とゴミ学習１  身のまわりのゴミはどこへゆく
私たちの生活に密接にかかわる環境問題について理解を深め、日本の未来について考
えさせることができる。

社会 小学館 707 マンガでわかるよのなかのルール 世の中のルールを知る。

社会 小学館 584 ２１世紀こども百科歴史館＜増補版＞ 絵を見て歴史ついて楽しく学習できる。

社会 小学館 535
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

絵で楽しく遊びながら季節を学習する。

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
好きなキャラクターの世界旅行を追うことで、外国への興味・関心を引き出すことができ
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
親しみのあるキャラクターの楽しい絵やきれいな写真が豊富に掲載されており、興味を引
き付けやすいため。

社会 小学館 523 小学館の図鑑ＮＥＯ  乗りもの改訂版
視覚的にわかりやすく陸海空の乗り物が写真やイラストで載っているため、工業の学習に
意欲的に取り組む態度を身につけることができる。

社会 小学館 588 ２１世紀こども百科  しごと館 さまざまな仕事に関する知識を身につけ、今後の進路選択に役立てることができる。

社会 小学館 586 ２１世紀こども地図館
写真や絵が多く掲載され生徒の興味関心をひきやすく、、産業や言語、宗教、歴史など
幅広く網羅されていて広汎な学習に役立てることができる。

社会 視覚デザイ 509 ぐるぐるにっぽんちずえほん 視覚的に日本の地図にふれ、興味をもつことができるから。

社会 鈴木出版 A05 知育えほん  マークのずかん マークや絵で、公共施設や公共物の利用法について学ぶことができる。

社会
成美堂出
版 612 マグネットつきはじめてのにほんちず

何度も繰り返してマグネットを貼って都道府県の形と位置を視覚的・触覚的に学習するこ
とができるため。

社会
成美堂出
版 634 日本一周！鉄道大百科 日本の地図に関心を持つようになる。
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社会 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！

音遊びをしながら，電車や車の種類を豊富に知ることができる。

社会 戸田デザイ 006 せかいちず絵本 日本以外の国への興味を広げるため。

社会 戸田デザイ 005 にっぽんちず絵本 日本地図で住んでいる場所やいったことのある場所を調べさせたい。

社会 東洋館 001 くらしに役立つ社会 暮らしに役立つ社会についてより身近に学ぶことができるから。

社会 永岡書店 526 光る！サイレンカー・のりものサウンドえほん のりものの音に慣れる。

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 買い物学習に親しませたい。

社会 永岡書店 628 木のえほん  のりものパズル 手先の巧緻性を含めて楽しく学べるから。

社会 永岡書店 568 日本地図パズル＆ゲーム 生徒の興味関心を引く内容である。

社会 永岡書店 545 くるくるまわる地球儀付き  こども世界図鑑 視覚的に地理の学習を行うため。

社会
日本教育
研 001 私たちの進路あしたへのステップ 児童が小学校卒業後や中学校卒業後を見据え、社会と関わろうとするきっかけとなる。

社会 ひかりのく 601 辞書びきえほん日本地図 日本地図についてふれさせたい。

社会 評論社 A01 スカーリーおじさんの  はたらく人たち
いろいろな動物が働く姿になっていて興味を持ちやすいので、社会の様子に関心を持つ
ことができる。

社会 福音館 M06 みぢかなかがくシリーズ  町たんけん－はたらく人みつけた－ 社会の学習に対して興味を持てる教材だと思われる。

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？

働く人に興味を持ち、身近な人の仕事を知ることで、子どもの自立につなげることができる
から。

社会 福音館 G05 福音館の科学シリーズ  ぼくらの地図旅行 地図の読み方、使い方がわかりやすく解説されているため。

社会 福村出版 A05 シリーズ生活を学ぶ５  遠くへ行きたいな 身近な施設について学びながら、社会の様子について興味を引き出すことが出来る。

社会 フレーベル 681 にぎやかアンパンマンまちのおと 町にある物の名前を知る。
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社会 ポプラ 537
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

買い物ごっこをする　買い物に興味をもつ。

社会 ポプラ 542 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 買い物について関心をもつ。

社会 ポプラ 588 メロディーつきでんわえほん１  おでんわリンリン 電話を使い社会で使うものに興味をもつ。

社会 ポプラ 586 音と光のしかけ絵本２  しんごうピカピカ！ 児童の好きな光や音で、交通ルールも楽しく学ぶことができる。

社会 双葉社 501 クレヨンしんちゃんのまんが都道府県おもしろブック まんがでわかりやすく児童も興味を持てそうな内容のため。

社会 講談社 782 くらべてみよう！日本と世界の食べ物と文化
世界を意識し興味をもたせたい。食べ物を比べることで、身近なところから調べてみたいと
いう意欲につながると思うため。

社会 ポプラ 644 学習かるた都道府県
各都道府県の特徴をわかりやすくまとめた読み札で、その都道府県の地図の絵札をとる
かるた。各都道府県の名前や形、位置について、遊びを通して学習することができる。

地図 学研 796 めくってはっけん！せかいちずえほん 仕掛けを楽しみながら地図の学習ができる。

地図 学研 745 日本列島ジグソー 日本の地形にに関心を持てる。

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 初めての地図を理解するのにわかりやすい。

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
親しみのあるキャラクターの絵やきれいな写真が豊富に掲載されており、興味を引きやす
く、いろいろな地域の様子の学習に活用することができる。

地図 小学館 645 きっずジャポニカ学習ドリル  書いて覚える日本の都道府県 都道府県の名称を楽しみながら知る。

地図 小学館 646 きっずジャポニカ学習ドリル  書いて覚える日本地図 楽しみながら日本の地形を知る。

地図
成美堂出
版 640 歩く地図東京散歩２０１４年版 実際に歩くところの事前学習になる。

地図
世界文化
社 559 はじめての日本地図絵本 都道府県の特徴が分かりやすいため。

地図 戸田デザイ 005 にっぽんちず絵本 各地の名所や特産物に関心をもつ。

地図 永岡書店 568 日本地図パズル＆ゲーム 日本に興味をもつ。

22 / 35 ページ



地図 ひかりのく 601 辞書びきえほん日本地図 日本をしる。

地図 平凡社 B02 新版はじめましてにほんちず 初めての地図を理解するのにわかりやすい。

地図 平凡社 501 わくわく子ども地図絵本  ピーピをさがして 絵を楽しみながら地図の学習ができる。

地図 ポプラ 590 うんてんできるよ！バスでゴー！ゴー！ 身近な乗り物を知って出かけることに興味をもつ。

地図 ポプラ 644 学習かるた都道府県 都道府県の名称を楽しみながら知る。

地図 双葉社 506 新版クレヨンしんちゃんの４７都道府県なるほど地図帳 まんがでわかりやすく児童も興味を持てそうな内容のため。

理科 あかね書房 G04 からだのえほん４  からだにもしもし 自分の体を知る。

理科 岩崎書店 F08 絵本図鑑シリーズ８  やさいのずかん 身近なやさいと照らし合わせて，ずかんと本物を見比べて発見があることを予想させる。

理科 偕成社 741 さわる絵本  新装版これ、なあに？ 自然にある物への興味を育てる。

理科 偕成社 630 エリック・カールの絵本（音の出る絵本）  だんまりこおろぎ 音の出る仕掛けから話の内容に興味を持たせやすいから。

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！
健康的な生活をするための方法を学ぶことを通して、安全な生活についての学習につな
げることができる。

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

生徒の興味関心を引く。身近で必要な学習内容である。

理科 学研 J04 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑  きせつ
四季の動植物の営みの変化や季節に密着した行事が図解されており、自然の事物・現象
について興味を広げることができる。

理科 学研 879 どんどんめくってはっけん  からだのふしぎ カラーで楽しみながらからだのしくみを理解できる。

理科 学研 C04 はっけんずかん  どうぶつ 仕掛けを楽しみながら動物を学習できる。

理科 学研 746 ニューワイド学研の図鑑Ⅰ  なぜ？の図鑑 身の回りの不思議なことを遊びながら学習できる。

理科 学研 N01 ほんとのおおきさ動物園
動物の特徴をイラストや文字を使って分かりやすく説明しており、身近な生物の様子に関
心を持たせることができるため。
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理科 学研 843 毎日が楽しくなるきせつのお話３６６
1年間のそれぞれの日にあった行事など、体験につながることについて詳しく掲載されて
いるため、季節にあった言葉などを効果的に習得することができる。

理科 学研 744 ３Ｄビュアで見よう！  飛び出す！びっくり！３Ｄ図鑑 動物や昆虫・植物などを立体的につかむことができ、興味を持って学ぶことができるから。

理科 学研 594 ニューワイドずかん百科  科学
絵や写真を通して、理科の様々な分野の事象が説明されていて、生徒の興味関心を引き
ながら学習に活用することができる。

理科 学研 643 学研の自由研究  小学生のキッチンでおやつマジック 生徒の興味に合っており、家庭でも取り組みやすい。

理科 学研 506 ジュニア学研の図鑑  地球の環境 調べ学習ができる。

理科 学研 507 ジュニア学研の図鑑  科学の実験 体験を通して楽しみながら学習ができる。

理科 学研 779 ほんとのおおきさなかよし動物園 動物の大きさを知る、生き物に関心を持つようになる。

理科 学研 574 ニューワイド学研の図鑑１  増補改訂昆虫 生徒の興味関心に合っている。

理科 学研 575 ニューワイド学研の図鑑２  増補改訂植物 生徒の興味関心に合っている。

理科 学研 576 ニューワイド学研の図鑑３  増補改訂動物 生徒の興味関心に合っている。

理科 学研 577 ニューワイド学研の図鑑４  増補改訂魚 生徒の興味関心に合っている。

理科 学研 578 ニューワイド学研の図鑑６  増補改訂鳥 生徒の興味関心に合っている。

理科 学研 579 ニューワイド学研の図鑑８  増補改訂恐竜 生徒の興味関心に合っている。

理科 学研 584 ニューワイド学研の図鑑１５  増補改訂自動車・飛行機 生徒の興味関心に合っている。

理科 学研 585 ニューワイド学研の図鑑１６  増補改訂鉄道・船 生徒の興味関心に合っている。

理科 金の星社 539 ひとりでできるもん！８  らくらく電子レンジ料理 熱を加えることにより物質が変化する様子を楽しみながら観察することが出来る。

理科 金の星社 537 ひとりでできるもん！３  やさしいやさい料理 自分自身で調理をすることで、偏食を治したい。
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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 身近なやさいの名前を知り、興味をひろげるため。

理科 くもん出版 585 自然図鑑カード  動物カード 動物の名前や特性を学ばせたい。

理科 くもん出版 586 自然図鑑カード  花と木カード
様々な花木が、美しくわかりやすく描かれており、様々なマッチングや調べ学習などに最
適である。

理科 くもん出版 584 自然図鑑カード  こん虫カード 身近な昆虫が描かれていて、興味を持って読んだり、しらべたりすることができる。

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
大きく、わかりやすく描かれており、水辺の生き物への興味や関心を引き出すのに最適だ
と思われる。

理科 グランまま 001 ぼくとわたしのせいかつえほん
児童にとって身近な動物などのイラストが描かれており、興味をもって学習をすすめること
ができる。

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！！ 生徒の興味に合っており、2年次の学習を発展させた内容になっている。

理科 講談社 572 心をそだてる子ども歳時記１２か月 生活の中で自然について目を向けることができるから。

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
家庭のベランダで栽培できる野菜がたくさん紹介されており、野菜の育て方が分かりやす
く示されている。食物の成長に関心をもつことができる。

理科 小学館 538 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 生活の不思議を知る。

理科 小学館 518 小学館の図鑑ＮＥＯ  飼育と観察 理科の学習に対して興味を持てる教材だと思われる。

理科 小学館 539 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 身の回りの不思議なことを遊びながら学習できる。

理科 小学館 724 ピタゴラ装置ＤＶＤブック１ 玉がコミカルに動く映像をみながら、楽しんで学ぶことができるから。

理科 小学館 577
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

まるでアニメを見ているような感覚で知識が入りやすく工夫されている。

理科 小学館 520 小学館の図鑑ＮＥＯ  科学の実験 身近な科学的な事象を取り上げており、生徒の興味関心に合っている。

理科
大日本絵
画 662 音がでるとびだししかけえほん  動物の鳴き声サバンナ 生き物に関心をもつ。

理科
大日本絵
画 650 音がでるとびだししかけえほん  動物の鳴き声鳥の世界 動物に興味をもつ。
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理科
大日本絵
画 635 音のでるとびだししかけえほん  動物の鳴き声ジャングル 生き物に興味をもつ。

理科 東洋館 503 くらしに役立つ理科
健康のことから環境問題まで日常生活の中で必要な事柄を多く取り入れられているため
活用したい。

理科 永岡書店 585 きいて！さわって！このどうぶつなぁ～に？ 動物に興味をもつ。

理科 永岡書店 611 ３Ｄ生きもの大図鑑 生き物に関心をもつ。

理科 永岡書店 618 木のえほん  どうぶつパズル 手先の巧緻性を含めて楽しく学べるから。

理科 ひかりのく I01 改訂新版体験を広げるこどものずかん１  どうぶつえん 動物に親しむ。

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 身近な生物の特徴、その成長及び活動の様子に関心をもつことができる。

理科 ひかりのく K09 新装版ＫＩＤＳ２１１２  たべものひゃっか たくさんの食べ物が実物通りにえがかれており、興味関心を引きやすい。

理科 評論社 B25 しかけ絵本の本棚  からだのなかとそと 視覚的に楽しみながら、身体についての理解を深めることが出来る。

理科 福音館 B06 幼児絵本シリーズ  くだもの 児童が果物の名前を覚えることに意欲的であるため。

理科 福音館 819 Ｄｏ！図鑑シリーズ  冒険図鑑 様々な自然環境に興味を持ち、不思議な事柄に関心が芽生えることを期待して選んだ。

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 ものの名前と文字の一致を楽しんでできる教材に適していると考えたため。

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
少しずつ理科に興味をもってきたことから、写真を使い、人体のしくみについて学べる教
材だと考えたため。

理科 フレーベル 565 フレーベル館の図鑑ナチュラ  うちゅうせいざ 宇宙に興味をもつ。

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 食べ物に興味をもつ。

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 草や木の実、自然の物を使った遊びが写真入りでわ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 季節の移り変わりを写真や絵などを見ながら、自然の変化を理解させる教材である。
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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
水、色、空気、電池、磁石などを使った科学的な遊びが照会されており、日常生活の関係
の深い事象について初歩的な知識をもつことができる。

理科 ポプラ 621 お天気博士になろう！５　日本列島天気しらべ
日本列島の天気や気候について学び、より日本の
特色を理解することができる。

理科 ポプラ 615 いのちを守る地震・防災の本　じしんのえほん
地震のメカニズムについて理解を深め、地震にに対する知識や備えについて学ぶことが
できる。

理科 ポプラ 619 学校で育てる植物のずかん４  野菜・ハーブ 野菜に関心を持ち、育てた作物の知識を得る。

理科 ポプラ 620
育てよう！食べよう！野菜づくりの本４  実を食べる野菜トマト・な
す・ゴーヤ

野菜に関心を持ち、育てた作物の知識を得る。

理科 こばと 513 認知発達教材レベルアップ  しぜん（上）
昆虫や動物が好きで図鑑だけでなく書き込める部分があるため。こばとは分かりやすいと
聞いたため。

理科 ナツメ社 511 好奇心をそだて考えるのが好きになる  科学のふしぎな話３６５ 理科を楽しく学習させたい。

理科
実業之日
本 514 からだの不思議がわかる！ クイズ形式で理解が進むように面白く構成されている。

理科
誠文堂新
光 506 新しい教養のための理科  基礎編

カラーで分かりやすく内容を説明してあるから。科学の不思議さを学ぶことで科学に対す
る興味を深めることができる。

理科 双葉社 502
クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ  クレヨンしんちゃんのま
んが理科のどうして？

まんがでわかりやすく児童も興味を持てそうな内容のため。

理科 あかね書房 586 追跡！なぞの深海生物
深海生物の美しい写真により、視覚的にわかりやすく、深海生物への知識を学ぶことがで
きる。下から上にページをめくる構造は潜水調査船を想起させ、想像力を養う。

理科 岩崎書店 555 かいかたそだてかたずかん１  昆虫のかいかたそだてかた
精密なイラストで構成された本書によって、視覚的にわかりやすく、様々な昆虫の生態に
ついて学ぶことができる。

理科 学研 838 ニューワイド学研の図鑑ｉ  ひみつの図鑑
生き物、乗り物、地球、身の回りのものなどのひみつが、カラー写真で紹介されており、視
覚的にわかりやすく理解することができる。

理科 学研 839 ニューワイド学研の図鑑Ⅰ  謎の図鑑
世界のいろいろな謎を紹介する図鑑。宇宙、地球、自然、人体、恐竜、古代遺跡などの謎
がカラー写真で紹介されており、視覚的にわかりやすく理解することができる。

理科 学研 680 なぜ？どうして？科学のお話３年生 科学の話の興味があり、３年生の内容が実態に合っているため。

理科 福音館 E02 かがくのとも傑作集（どきどき・しぜん）  たべられるしょくぶつ
身近な野菜の成長過程をイラストで描き、野菜の葉、茎、実、たね、根など、いろいろな部
分を食べていることについて視覚的にわかりやすく学習することができる。

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
日常の活動の意味を理解するために自分自身の行動を図鑑を見て振り返るため必要で
ある。
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図工 岩崎書店 A21 あそびの絵本  きりがみあそび 創作意欲を引きだし用具の扱い方を理解する。

図工 学研 547 あそびのおうさまＢＯＯＫ  うれシールたのシール 表現する楽しさを味わう。

図工 学研 G08 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん はさみに慣れる。

図工 学研 550 あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん 色の重なりを楽しみながら形を作ることができる。

図工 学研 O01 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
カラフルできれいな作品が出来上がるため、見通しと関心をもって意欲的に学習に取り組
むことができる。

図工 学研 G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
カラフルなページで、身近な物や動物の絵に自由に書き加えて自分だけの作品に完成さ
せることができ、かいたり、つくったり、飾ったりすることができる。

図工 くもん出版 503 くもんのファーストステップドリル  きってみよう 色々な材料や腰部などの扱いに慣れる。

図工 くもん出版 504 ファーストステップドリル  はってみよう 色々な材料や腰部などの扱いに慣れる。

図工 国土社 B09 たのしい図画工作９  うごくおもちゃ ものづくりの楽しさを知る。

図工 国土社 B14 たのしい図画工作１４  こすりだし・すりだし ものづくりの楽しさを知る。

図工 国土社 B16 たのしい図画工作１６  ちぎり紙・きり紙・はり絵 ものづくりの楽しさを知る。

図工 小学館 548 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  りったいとり館
児童の関心のある題材「とり」をテーマに構成されているので、積極的に制作活動に取り
組むことができる。

図工 小学館 511 あーとぶっく  ひらめき美術館第１館
絵画や美術作品が親しみやすく紹介されているため、自分の作品以外のものにも興味を
持ちやすい。

図工 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！ 筆記具に慣れ、絵を描くことに興味をもつ。

図工
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 絵本の仕掛けの仕組みを楽しみながら学習できる。

図工
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） 絵本の仕掛けの仕組みを楽しみながら学習できる。

図工 永岡書店 578 どんどんぬろう！２・３・４歳 塗ることに慣れる。
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図工 永岡書店 601 トミカパズルブック パズルを通して、ものづくりに関心を持つ。

図工 永岡書店 604 工作キットＢＯＯＫ ものづくりの楽しさを知る。

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
児童の好きな歌が絵描き歌になっており、自発的に歌いながらかこうという意欲につなが
る。

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
身近な食べ物の絵に、シールを貼って自分の絵を作り上げることができる構成になってお
り、描いたり作ったり触ったりすることに関心をもつ学習に発展することができる。

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 線を楽しく書く。

図工 ポプラ 536 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 楽しんで絵を描く。

図工 ポプラ 626 スタンプおえかき 造形あそび。

図工 ポプラ A04 あそびのひろば４  はりえあそび
紙を切ったりはったりしながら、はさみ、のりなどの道具の扱い方に慣れることができる。作
品が仕上がった喜びをもつことができる。

図工 岩崎書店 686 「色」の大研究３  色であそぼう
草木染、絵の具づくりなど、色を使った実験工作の仕方などの実例が紹介されている他、
目の錯覚や配色によるちがいなど、色の不思議を体験することができる。

図工 学研 537 多湖輝のＮＥＷ頭脳開発  ６歳きりえこうさく
大型本であり、一枚ずつはがして、使用することがきる。切り絵工作は、指先の使用のト
レーニングとなり、発達障害を抱えた児童の学習教材として優れている。

図工 小峰書店 546 たのしい紙こうさく７  紙でつくるカード・ポスター
切る、貼る、線を引く、色を塗るなど、指先を使う作業をともなう紙工作がわかりやすいイラ
ストと写真で紹介されており、発達障害を抱える児童の学習に有効である。

美術 岩崎書店 A21 あそびの絵本  きりがみあそび
切り紙の技法が視覚的にわかりやすく紹介されており、創作意欲を引き出すことができる
ので、色々な材料や用具等の扱い方を理解して使う学習につなげることができる。

美術 学研 825 中学美術をひとつひとつわかりやすく。 中学校での美術の学習のサブ教材として有効。

美術 小学館 511 あーとぶっく  ひらめき美術館第１館
たくさんの絵画が載っており絵画鑑賞ができると共に、自分でも描くことなどの課題も設定
もされている。

美術 小学館 731 旅の画帖１  京都のぬり絵 生徒の興味に合っており予定されている活動の手助けにもなる。

美術
成美堂出
版 608 ボールペンで描くかわいいイラストＢＯＯＫ 生徒の興味に合っており予定されている活動の手助けにもなる。

美術 東京書店 001 やさしくおれるたのしいおりがみ
７回前後の少ない手順で折れる身近な物が掲載されており、造形活動によって、表現及
び鑑賞の能力を培うことができる。
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美術 フレーベル 676 アンパンマンにこにこかるた 生徒の発達段階・興味に合っており、美術のみならず多くの場面で活用できる。

美術 河出新社 504 やさしい大人の塗り絵  野菜と花編 作業例が豊富で参考にしやすい。

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 手順が分かりやすく示され折り方が理解しやすい。

美術 大泉書店 507
みんなでつくろう遊べる！おりがみ  折って遊べる楽しい折り紙１０
０作品

手先が器用で折り紙制作に好んで取り組める。折り紙を使っての掲示物作りに役立つと
思われる。

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！ 食物に興味をもつ。

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 調理に興味をもつ。

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 図や写真が豊富でわかりやすく、料理に興味が持てるように工夫されている。

家庭 金の星社 539 ひとりでできるもん！８  らくらく電子レンジ料理 調理の学習に役立てることができるため。

家庭 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード 食べ物の基礎的知識を知る。

家庭 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 身辺自立や社会生活のマナーなどについて学ぶ。

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
日常生活で必要な生活技術が、分かりやすい絵や写真で解説されており、家庭生活に
生かすことができる。

家庭 ポプラ 538
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！

食べ物に興味をもつ。

家庭
開隆堂出
版 507 大好き！家庭科  調べ、考え、やってみよう（着る） 衣服についてイラストを使いながら勉強することができる。

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 児童の好きな音のでる絵本を活用し、わらべうたを用いてリズム感を養うことができる。

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 季節の歌を楽しむ。

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！
鍵盤に音階の表示があり、楽譜も音階の表示と同じ色で示されている。また曲の伴奏に合
わせて演奏を楽しむことができる。

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 音楽に親しむ。
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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 楽しく歌う学習につなげる。

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！
鍵盤ハーモニカでは息の吹込みが難しいので、そのまま演奏できる鍵盤つきが良いと思
われる。

音楽 ひかりのく 013 あそびうたのほんＣＤつき ＣＤを聞きながら教師や友だちととも身体を動かしながら歌う楽しみを味わうことが出来る。

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 リズム遊びを楽しむ。

音楽 ポプラ 505 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 鍵盤　歌に親しむ。

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 リズムあそびを楽しむ　音やメロディーに親しむ。

音楽 ポプラ 507
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

楽しみながら歌に親しむ。

音楽 ポプラ 525 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
正しい音程でピアノ演奏ができ、さらに４５曲の楽曲が入っているので、リズム感を養い、
感性を育てられる。

音楽 ポプラ 544 音のでる知育絵本８  こえでおぼえる九九のほん 歌のように声に出して繰り返すことができる。

音楽 ポプラ 543 おととあそぼうシリーズ３７  こころをそだてる春夏秋冬きせつのうた 自分で好きな曲を選べるため、主体的に学習をすすめることができる。

音楽 ｍｐｉ 505 アルファベットチャンツＣＤ付 英語のアクティビティの活動に活用できる。

音楽 サーベル 504 改訂版とっても簡単なトーンチャイムのための小曲集  《導入編》 生徒の学習状況に応じた内容になっている。

音楽 パイインタ 507 本物の音にふれる絵本  どうぶつのえんそうかい 本物の音を聞きながら学習できる。

音楽 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」

音と光による絵本のため、音を楽しむことができる。

英語 岩崎書店 E02 五味太郎のことばとかずの絵本  絵本ＡＢＣ 視覚的にわかりやすく楽しみながら、学習できるから。

英語 学研 603 レインボー英和・和英辞典改訂第３版
文字が読みやすく挿絵も多用されていて英語学習において言葉をひくだけでなく読み物
としても用いやすい。

英語 くもん出版 665 小学ドリル英語  やさしい英語入門 挨拶や簡単な会話など段階を追って自然に覚えられるように工夫されている。
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英語
成美堂出
版 523 ＣＤつき小学生の英語レッスン  絵でみて学ぼう英会話 絵を見ながら正しい発音をCDによって繰り返し学習できる。

英語
成美堂出
版 553 ＣＤつき３歳からの英会話レッスン 絵を見ながら正しい発音をCDによって繰り返し学習できる。

英語
成美堂出
版 524 ＣＤつき小学生の英単語レッスン  これ英語でなんていうの 絵を見ながら正しい発音をCDによって繰り返し学習できる。

英語
成美堂出
版 588 ＣＤつき絵で学ぶ小学生の英語レッスン  ＡＢＣから英会話まで 生徒がそれぞれの発達段階に応じて英語の学習活動に活用することができる。

英語 ｍｐｉ 502 英語ビジュアル辞典５５５ 視覚的に英語に親しめる内容だから。

英語 むさし 519 ＣＤ英語カードゲーム カードゲームでわかりやすい学習ができる。

外国語 あかね書房 I03 あかね書房の学習えほん  ことばのえほんＡＢＣ 生徒のレベルに合っている。

外国語 学研 603 レインボー英和・和英辞典改訂第３版 イラストが入っているので、視覚的に訴えることで理解を深めたい。

外国語 学研 514 新・学研の英語ずかん  ２巻たんごあそび国際理解に役立つ 今後の国際社会を生きるにあたり、必要な単語を遊びを通して学習することができる。

外国語 学研 515 新・学研の英語ずかん  ３巻あそびことば国際理解に役立つ 今後の国際社会を生きるにあたり、必要な言葉を遊びを通して学習することができる。

外国語 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 英語の発音に関心を持てるようになる。

外国語 学研 824 小学生の英語ドリル（２）  覚えておきたい英単語４８０改訂版 生徒のレベルに合っている。

外国語 くもん出版 603 ＣＤ付き英語カードどうぶつ編 生徒のレベルに合っている。

外国語 くもん出版 604 ＣＤ付き英語カードたべもの編 生徒のレベルに合っている。

外国語 くもん出版 664 小学ドリル英語  たのしい英単語 生徒のレベルに合っている。

外国語 小学館 589 ２１世紀こども英語館
アルファベットの成り立ちから、広汎な範囲の単語、世界の風習、日常会話など絵や写真
を交えて紹介されていて、生徒の興味関心を引きながら学習に生かすことができる。

外国語
成美堂出
版 005 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた

付属されたCDに日本語と英語を対比させた英会話や、また、曲のついた会話文が入って
おり、楽しく英語での表現することに慣れることができる。
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外国語 永岡書店 590 はじめてのＡＢＣ 英語に関心を持てる。

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ＡＢＣ ミッキーが好きで音に反応するので、楽しく学習ができる。

外国語 Ｊリサーチ 501 小学英語スーパードリル１ 繰り返しの練習の中で、自分のペースで解き進めることが出来る。

外国語 ｍｐｉ 506 歌とチャンツのえほん
日常良く使う単語を中心に、楽しくリズム感あふれる文体で引きつける。興味を持って読
むと思われる。

外国語 Ｚ会 503 中学英語さきどりワークベーシック 中学の基礎レベルがわかりやすく解説されている。

外国語 アルク 502
子ども英語ＢＯＯＫＳ  教室ですぐに役立つ「英語ワークシート＆ク
ラフト集」

ワークシートやクラフト集を使って英語を身近に学ぶことができるから。

外国語 むさし 519 ＣＤ英語カードゲーム
多くの身近な英語の単語が絵つきで紹介されていて、新しい言葉の獲得や、書き取り練
習にも使用でき、また、ゲーム形式で楽しみながら学習することもできる。

体育 あかね書房 G04 からだのえほん４  からだにもしもし 絵本を通して、児童が苦手である病院や検診に対する恐怖心を取りのぞくことができる。

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－ 絵本を通じて、自分の体に関する名称やつくりについて興味を持つことができる。

体育 学研 879 どんどんめくってはっけん  からだのふしぎ 何重にもなった仕掛けがあり、興味を持たせやすく、初歩的な事柄を理解しやすいため。

体育 学研 I01 あそびのおうさまずかん１  からだ
体の各部の名称、構造などを子供向けに読みやすくまとめられていて、興味を持って学
ぶことができるから。

体育 くもん出版 663 小学ドリル英語  アルファベットとローマ字 生徒のレベルに合っている。

体育 国土社 B16 たのしい図画工作１６  ちぎり紙・きり紙・はり絵 紙をつかった色々な造形遊びが多数紹介されているため。

体育 小学館 538 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
着替えや被も結びなど、基本的な生活技術を身に付けるための手順が写真屋イラストで
分かりやすく示されているから。

体育 童心社 542 おかあさんとみる性の本  わたしのはなし
女性の身体の変化をイラストでわかりやすく説明してあるので、自分の身体の変化も理解
しやすい。

体育 評論社 510 ずーっとずっとだいすきだよ 命のつながりについて知る。

体育 福音館 E16 かがくのとも傑作集（どきどき・しぜん）  みんなうんち 体のしくみと排泄を知る。
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体育 フレーベル 631 せかいのこどもたちのはなし  はがぬけたらどうするの 体の変化に気づく。

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 自分の体を知る。

体育 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 表現運動で踊る曲に慣れる。

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 人の体の名称をイラストで分かりやすく覚えられるから。

体育 岩崎書店 538 こころ・からだ・いのちのえほん８  生きることと愛すること
思春期の不安定な心理や、親から子、子から孫へと伝えられていく生命などについて語ら
れた絵本である本書により、性に関する知識を自然に学ぶことができる。

体育 学研 724 学研まんが新ひみつ  からだのひみつ
さまざまな体の疑問や不思議、心臓、骨、筋肉、脳と神経、免疫などの体の働きについ
て、まんが、イラストで楽しみながら学ぶことができる。

体育 育成会 514 自立生活ハンドブック１６  性・Ｓａｙ・生 発達障害者及び支援者に向けて書かれており、性について学ぶことができる。

体育 童心社 614 かこさとしからだの本８  ほねはおれますくだけます
骨の仕組みや関節についてや骨折などの怪我について、また、血や骨の元になる栄養
素について、物語形式でわかりやすく理解することができる。

音楽　書写 ポプラ 525 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 鍵盤に興味をもつ　言葉を生み出す素地作り。

音楽　体育 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

表現運動に親しむ　歌に親しむ。

社会　家庭
成美堂出
版 613 わくわくコンビニあそびレジスター 買い物について関心をもつ。

社会　書写 ポプラ 506 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 交通マナーを知る ことばと文字をつなぐ。

社会　生活 ポプラ 555 音のでる知育絵本  わらべきみかの音のでることばえほん 生活に使う言葉。

社会　生活 ベネッセ 548 たまひよごっこあそび絵本  ＧＯ！ＧＯ！のりものえほん 乗り物や交通ルールを知る。

職業 学研 753
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
中学年用

卒業後の社会生活に必要な書く力をつけることができる。

職業 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

卒業後の社会生活に必要な書く力をつけることができる。

職業 小峰書店 553 こねこねぐるぐるまぜる料理 調理器具を用いずに調理活動を行うテキストとして適している。
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職業 福音館 889 たくさんのふしぎ傑作集  糸あそび布あそび 作業的学習のアイデアが盛り込まれており、学習活動に有効に使える。

書写　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 ねらいを定めて塗ることができるように。

理科　生活
大日本絵
画 626 音のでるしかけえほん  野生動物の声 動物に興味を持つ。

※下学年使用の検定済教科書及び拡大教科書、点字教科書を含む
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