
平成27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 希望理由

国語 岩崎書店 608 どうぶつのえほん  はなのみち 検定本国語教科書に採用されている物語を知ることができる。

国語 偕成社 H01 日本むかし話  おむすびころりん 検定本国語教科書に採用されている物語を知ることができる。

国語 学研 545 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぐるぐるかくほん なぐり書きするだけで絵が完成し、児童の関心や意欲を高める内容になっているため。

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 864 ディズニープリンセスことば絵じてん
興味関心のあるキャラクターが絵が描かれていることで、興味関心を引き、また理解しや
すい教材。

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 遊びながら語彙を増やせる内容になっている。

国語 学研 681 ちびまる子ちゃんのはじめてのぎょうじ絵じてん 絵と行事をあわせて読める。

国語 学研 538 多湖輝のＮＥＷ頭脳開発  ３歳かけるかなかたちとえ かたちボードやかたちチップで手と脳を一緒に働かせることができる。

国語 くもん出版 A10 はじめてのひらがな１集 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
身近にある物から興味関心が惹かれ、親しみながら物の名前やひらがなを覚えるのこと
ができる。

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
身近にある物から興味関心が惹かれ、親しみながら物の名前やひらがなを覚えるのこと
ができる。

国語 くもん出版 563 カタカナカード カードで学習することで、一文字ずつ見やすくじっくりと学ぶことができる。

国語 くもん出版 560 ひらがなことばカード１集 ひらがな一文字だけでなく、言葉で覚えるのに適している。

国語 くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード
身近にある物から興味関心が惹かれ、親しみながら物の名前やひらがなを覚えるのこと
ができる。

国語 くもん出版 517 やさしいかん字 初めて漢字に取り組む前に、スモールステップとして適している。

国語 くもん出版 515 ぶんのおけいこ 取り組みやすい配列となっている。

国語 くもん出版 660 小学ドリル国語  ２年生のかん字の書き方 繰り返しの学習。
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国語 くもん出版 846 カタカナのおけいこえほん 絵を見ながらカタカナを覚えやすい。

国語 くもん出版 C01 書きかたカード「ひらがな」 カードに直接マジックで書き込め、何度も練習できる。

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などに注目しやすい。読み聞かせを楽しむことができる。

国語 好学社 A01 レオ・レオニの絵本  スイミー 検定本国語教科書に採用されている物語を知ることができる。

国語 三省堂 506 三省堂こどもことば絵じてん 言葉だけでなく絵が描かれていることで、理解しやすい教材。

国語 三省堂 538 こどもマナーとけいご絵じてん 日常生活に必要な要素が含まれているため。

国語 小学館 717 音とカードでおけいこ！  トーマスとあいうえお 好きなキャラクターと一緒に声を出すことで、ひらがなや発語への興味関心・意欲がわく。

国語 小学館 723 ピタゴラスイッチこたつたこＤＶＤブック
実際に動いている画面を見ながら学習することで、理解しやすく、集中力も長く保つこと
ができる。

国語 小学館 665 徹底反復たかしま式  視写プリント小学１・２年 写すことで文字の形やバランスを身につけられる。

国語 小学館 534 小学館のおやこ図鑑プチＮＥＯ  ことばあそび 子どもと一緒に楽しみながら言葉の能力が育てられる。

国語
成美堂出
版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！ 聴覚と視覚の両側面からひらがなを学ぶことができるから。

国語
成美堂出
版 631 音と光のでる絵本  くるっ！がちゃり！かぎあそびハウス 興味関心のある物で遊びながら、物の名前やひらがな、発語を促すことができる。

国語
大日本絵
画 658 とびだししかけえほん  メロディポップアップふしぎの国のアリス

華やかなしかけ絵本になっているため、興味をもって美しい日本語を読むことができるた
め。

国語 東京書店 510 わくわく音あそびえほん  おしゃべりスマホ
興味関心のあるスマホの教材を取り入れることで、受け答えや発語しようとする気持ちが
育てられる。

国語 戸田デザイ 003 あいうえおえほん 好きなキャラクターがついているため、興味をもってあいうえおの学習ができる。

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）

絵とひらがなにあわせて載っていて、言葉や文を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）

カタカナや漢字の学習を読んだり書いたりしながら段階的に学習がでできる。

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）

物語や随筆が多く掲載されているため、音読を中心とした発音の練習をすることができ
る。

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、単語が書けるようになるところまでの学習が期待できる。
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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 007 お手本のうた付き！  どうよううたのえほん
様々な楽曲が収録されているため、聴覚から効果的に言葉やコミュニケーションスキルを
学習することができる。

国語 永岡書店 572 サウンドつきトミカアナウンスえほん 好きなキャラクターと一緒に声を出すことで、ひらがなや発語への興味関心・意欲がわく。

国語 永岡書店 009 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
教師といっしょに音楽を聞いたり、自分でスイッチを押して好きな曲を選んだりして、うたの
歌詞（日本語）に触れることができるため。

国語 評論社 510 ずーっとずっとだいすきだよ 検定本国語教科書に採用されている物語を知ることができる。

国語 福音館 H26 こどものとも絵本  おおきなかぶ
検定本国語教科書に採用されている物語を知
ことができる。

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

国語 福音館 564 こどものとも傑作集  ぐりとぐらのえんそく
可愛らしいイラストが多く掲載されているため、親しみをもって言葉やコミュニケーションス
キルを学習することができる。

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
人気のキャラクターの曲が鳴ると同時に絵本の一部が光ることにより、絵本に注目しやす
いため。

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 人気のキャラクターの絵などがカラーで見やすく児童の学習意欲につながりやすいため。

国語 フレーベル 531 アンパンマンのワークだいすき！  アンパンマンのあいうえお 本人が興味の高いキャラクターで基礎から学べるため。

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 音に合わせて自分の発音の練習も行える。

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 好きなキャラクターと一緒に声を出すことで、ひらがなや発語への興味関心・意欲がわく。

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 好きなキャラクターと一緒に声を出すことで、ひらがなや発語への興味関心・意欲がわく。

国語 ポプラ 574 きかんしゃトーマスのことばえほん 生徒の興味の高いキャラクターを使った勉強に取り組みたいと思い。

国語 ポプラ 550 音のでる知育絵本１５  こえでおぼえるごあいさつえほん 声に出して覚える学習が生徒に合っている。

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） 言葉、文字の基礎を段階的に学ぶことができる。

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 生徒の発達段階に合っている。

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） ワーク形式で使いやすい。

3/22



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） たくさんのことばを覚えたり、時と場合で使い方に違いがあることを学習することができる。

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

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わ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 517 認知発達教材レベルアップ  ことばのつかいかた上 助詞や動作後など簡単な言葉の使い方が学べるっため。

国語 こばと 509 認知発達教材ジャンプアップ  こくごⅠ 国語力向上のため。

国語 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

対人関係スキル向上のため。

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） 国語力向上のため。

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

集中力を高めるため。

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 気持ちの言葉、会話などの学習ができる。

国語 こばと 533 えとことばのカード 身近な日常の言葉で構成されており、言葉と絵のマッチングに利用できる。

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 たくさんのことばを覚えたり、時と場合で使い方に違いがあることを学習することができる。

国語
玉川大学
出 508 絵解き図鑑こんなふうに作られる！  身のまわり６９品のできるまで イラストでわかりやすく解説してある。

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
好きなキャラクターと一緒に声を出すことで、ひらがなへの興味関心がわき、取り組みや
すい。

国語 三起商行 550 ポカポカフレンズのおしゃべりえほん  もしもしでんわ
好きなキャラクターを用いることで、興味関心を引くことができ、受け答えや発語しようとす
る気持ちが育てられる。

国語 三起商行 576 ポカポカフレンズのカラオケえほん  にほんごでうたおう 歌に親しみながら楽しく日本語の発声に取り組みことができる。

国語 文溪堂 503 バムとケロのおかいもの 生徒が好むイラストだから。

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 さまざまな感触を手指で感じ、指先の動きにつながるため。

書写 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
イラストで挨拶の手本を示しているので分かりやすく、また遊びながら楽しんで挨拶を練
習することができる。

書写 学研 747 さわってえほん  さわってさわって 手の操作性を引き出すことに適している。
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書写 学研 G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
好きなキャラクターがついているため、興味をもって書写につながる絵描きに取り組むこと
ができるため。

書写 くもん出版 C01 書きかたカード「ひらがな」 ひらがなを覚えるだけでなく書き順も学ぶことができるから。

書写 くもん出版 569 書きかたカードカタカナ カタカナの書き方をカード形式で繰り返し学習できる。

書写 くもん出版 D01 ひらがなカード ひらがなの書き方をカード形式で繰り返し学習できる。

書写 くもん出版 F01 はじめてのえんぴつ 書字の導入に適している。はぎとり式で活用しやすい。

書写 くもん出版 A03 ひらがなおけいこ ひらがな学習に取り組むのに適している。

書写 くもん出版 568 ゆびなぞりカードひらがな 教材をみながら少しずつ学習に取り組むことに適している。

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
すべてのページに何度でもペンで自由に書くことができ、児童の書く意欲につながるた
め。

書写 ジュラ 002 ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん  あそぼ！ 楽しみながら書くことを体験し、ペンを持つことに慣れることができる。

書写
成美堂出
版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！ 音がでることから興味関心がひかれ、書いてみようとする気持ちを育てることができる。

書写
成美堂出
版 620 はじめてのえんぴつちょう３・４・５歳  たのしいひらがな 初めて鉛筆を持つ児童にとっての学習に適している。

書写
大日本絵
画 661 おとがなるさわるしかけえほん  にぎやかペット！

興味関心を引く物を用意することで、触ってみようとする気持ちを育て、手の操作を引き
出すことに適している。

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）

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 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と単語が書けるところまでの学習ができる。

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）

カタカナや漢字を読んだり書いたりしながら段階的に学習ができる。

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 文字学習への導入として、目と耳を使い運筆練習ができる。

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 異素材が付けられているため、手指の感覚を高めることができる。

書写 フレーベル 538 アンパンマンのことばじてん 好きなキャラクターのイラストに親しみながらことばについて書けるようになる。
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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 好きなキャラクターと一緒に声を出すことで、ひらがなや発語への興味関心・意欲がわく。

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 好きなキャラクターが描かれていることで、書こうとする意欲が培われる。

書写 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 好きなキャラクターや身近な物に親しみながら、ひらがななどに興味関心・意欲がわく。

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 好きなキャラクターがついているため、興味をもって書写に取り組むことができるため。

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、マーカーで繰り返し書くことができる。歌を歌いながら書ける意識を養え
る。

書写 ポプラ 642 折原みとのおいしい国のプリンセス 好きなキャラクターや身近な物に親しみながら、ひらがななどに興味関心・意欲がわく。

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
興味関心を引く物を用意することで、触ってみようとする気持ちを育て、手の操作を引き
出すことに適している。

書写 こばと 508 認知発達教材ジャンプアップ  ことば・もじ 教材をみながら少しずつ学習に取り組むことに適している。

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
教師といっしょに音楽を聞いたり、自分でスイッチを押して好きな曲を選んだりして、書写
につながる手指の操作性を高めることができる。

書写 交通新聞 510 おいしいあいうえお 好きな物から取り組むことによって、書いてみようとする意欲を培うことができる。

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
音の出る仕掛けの本書を用いることで、様々な動物を視覚的のみならず聴覚的にも学習
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 教材をみながら少しずつ学習に取り組むことに適している。

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 音が出ることで興味関心を引き、手の操作性を引き出すことに適している。

書写 三起商行 576 ポカポカフレンズのカラオケえほん  にほんごでうたおう
親しんできた歌によって、歌詞に注目させたり興味関心をひきやすく、模写したりすころと
に適している。

算数
（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 スタンプが入っており、押していくだけで絵を描いたりしながら○△ォの図形を学べる。

算数
（数学）

偕成社 548 ノンタン・ボードブック  ノンタン１・２・３
生徒が自ら書くことのできるボードが付いているため、様々な方法で自主的に数字を学習
することができる。

算数
（数学）

くもん出版 756 すうじのおけいこえほん 遊びながら楽しく数の概念に取り組むことができる。

算数
（数学）

くもん出版 528 ひきざんおけいこ１集
児童の発達に合わせてゆっくり丁寧に繰り返し行える教材で、特別支援の児童に適して
いる。

算数
（数学）

くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード 好きなたべものカードを使って、興味をもって数の学習に取り組めるため。
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算数
（数学）

くもん出版 D03 かずカード カード形式で使いやすい。

算数
（数学）

くもん出版 829 くろくまくんのたんぐらむえほん パズルがついていて、○△ォの図形が感覚で捉えられるだけでなく、パズルでも遊べる。

算数
（数学）

くもん出版 524 とけいおけいこ２集 見やすい。

算数
（数学）

講談社 H05 ブルーナのアイディアブック  ミッフィーの１から１０まで １から１０までの数の学習に利用できる。わかりやすいイラストが入っている。

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 遊びながら楽しく数の概念に取り組むことができる。

算数
（数学）

小学館 718 トーマスいろ・かたち
好きなキャラクターを用いることで、興味関心を持ちながら楽しく色や形に親しむことがで
きる。

算数
（数学）

小学館 697
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

わかりやすく段階をふんで構成されているから。

算数
（数学）

ジュラ 001 プータンいまなんじ？ 時刻の概念を学ぶのに適している。

算数
（数学）

成美堂出
版 537 音と光のでる絵本  かわいいどうぶつ 見るだけでなく、聞くこと、さらに曲に合わせて動物の鳴き声を聞いて体感できるため。

算数
（数学）

成美堂出
版 627 はじめてのえんぴつちょう３・４・５歳  やさしいすうじ

児童の発達に合わせてゆっくり丁寧に繰り返し行える教材で、特別支援の児童に適して
いる。

算数
（数学）

大日本絵
画 654 しかけえほん  にゃんくろうかずあそび

しかけがあることによって注目しやすくし、興味関心を引きながら数遊びに取り組むことが
できる。

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 楽しみながら数が数えられる。

算数
（数学）

大日本絵
画 547 しかけえほん  びっくりかずあそび カラフルな動物の仕掛けで、数字への関心を高める。

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 算数の基礎となる計算の仕組みが、タイルによって量をイメージすることでらくらくわかる。

算数
（数学）

童心社 A01 かずのほん１  どっちがたくさん 絵の色彩がはっきりしていて見やすく、字数も適量であるため。

算数
（数学）

東京書店 512 わくわく音あそびえほん  みんなのおうたえほん 音が出て関心を育みやすい、ヒットソングが入っているため楽しんで読める。

算数
（数学）

戸田デザイ 002 １から１００までのえほん 親しみやすいイラストに引き込まれながら、大きな数を見たり数えたりすることができる。

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）

算数の量概念の基礎を比較や弁別、１対１対応をしながら学習できる。

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）

絵を手がかりに数の学習ができる。
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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）

計算の方法や解説が丁寧であり、また計算問題が多く掲載されているため、基本的な足
し算、引き算を学習することに適している。

算数
（数学）

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！

一日の流れにそって、写真やイラストを見ながら、時計の模型を実際に動かすことで、遊
びながら時計に親しんだり時間について学んだりすることができる。

算数
（数学）

永岡書店 614 もっきんえほん  たたいてうたってやさしい木の音色 もっきんをたたきながら、楽しく数の学習に取り組むことができるため。

算数
（数学）

ひさかた B02 ミーミとクークのえほん  ミーミとクークの１・２・３ 身近にあるものを題材にし、絵で示してあるので分かりやすい。

算数
（数学）

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

算数
（数学）

福音館 519 ブルーナの絵本１  まる、しかく、さんかく
はっきりした色で図形が描かれているため、形
の弁別をしやすい
。

算数
（数学）

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 人気のキャラクターの絵などがカラーで見やすく児童の学習意欲につながりやすいため。

算数
（数学）

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？ 針を動かしながら、時刻を読み取る学習ができる。

算数
（数学）

フレーベル 719 アンパンマンのおしゃべりとけい
好きなキャラクターを用いることで、興味関心を持ちながら楽しく時計に親しむことができ
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 生徒の興味があるキャラクターで、数について視覚的に捉えやすい。

算数
（数学）

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

楽しみながら数の勉強につながるから。

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 音声と数字の両方を使い、楽しみながら数を覚えることができる。

算数
（数学）

ポプラ 552 音のでる知育絵本１７  脳科学からうまれたあなぽこえほん
様々な音が収録されている本書を用いることで、視覚からだけでなく聴覚からも効果的に
数字を学ぶことができる。

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 好きなキャラクターを用いることで、興味関心を持ちながら楽しく数に親しむことができる。

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 音が出ることで興味関心を引き、楽しみながら数の概念を学習することができる。

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 視覚と聴覚が連動して理解を深められる。

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
生活に必要なカレンダー・時計・お金の学習を児童に合わせて、ゆっくり繰り返し行うこと
ができる。

算数
（数学）

こばと 528 認知発達教材ジャンプアップ  さんすうⅠ 発達に応じて段階的に取り組める内容になっていてわかりやすい。

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） 発達に応じて段階的に取り組める内容になっていてわかりやすい。
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算数
（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） 視覚的にわかりやすく、図の大きさも取り組みやすいようになっている。

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 お金や時計の計算や読み方の思考力がつく。

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） 形や数量を学ぶのに適した教材である。

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） 時計とお金の学習に、シールつきで実際に学習できる。

算数
（数学）

こばと 521 認知発達教材ジャンプアップ  かず・すうじ 数量の理解を深めるため。

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 数量の理解を深めるため。

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 スモールステップの教材として特別支援の児童に適している。

算数
（数学）

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

音や光に注目しながら楽しく数の概念に親しむことができる。

算数
（数学）

ロンパーズ 505 パズル布絵本  形（かたち） 優しい感触を触りながら形を覚えたり、違いに気づくことができる。

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 お買いものごっこを行いながら、お金や位の学習に取り組むことができる。

算数
（数学）

三起商行 526 ポカポカフレンズのおんがくえほん  たいこ
好きな曲を選んで流しながら、興味をもってたいこをたたきながら数の学習に取り組むこと
ができるため。

算数
（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 分かりやすく描かれている、理解しやすい。

算数
（数学）

三起商行 552 ポカポカフレンズのおしゃべりえほん  カチコチとけい
時計の模型が付属されており、また多くのパターンの音源も収録されているため、視覚だ
けでなく聴覚からも効果的に時間を学習することができる。

算数
（数学）

主婦の友 580 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨどうぶつ
親しみのある動物のイラストに毛糸や凹凸などの触感があるため、視覚的、触覚的に楽し
みながら動物を知ることができる。

算数
（数学）

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 好きな物に興味を持ちながら、グラムや数などにも注目し学習に取り組むことができる。

算数
（数学）

主婦の友 538 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨしんそうばんかたち 実際に触れることで、いろいろな形の学習に興味をもって取り組むことができるため、。

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 数量の理解を深めるため。

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 就学したばかりの児童に読み聞かせを行い、コミュニケーションの土台作りが行えるため。

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 学校生活に慣れ、一日の流れを感じている児童に読み聞かせる内容として適切なため。
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生活 学研 I08 あそびのおうさまずかん８  もののなまえ 興味を持って、身近なものの名前を知ることができる。

生活 学研 717 ぴよちゃんとさわってあそぼ！  めくってばあ！ 触って感触を感じながら、興味の幅を広げることができる。

生活 こぐま社 B05 こぐまちゃんえほん第３集  しろくまちゃんのほっとけーき かわいいイラストを見ながら、興味をもってホットケーキの作り方を学ぶことができる。

生活 小学館 590 ２１世紀こども百科  食べ物館 写真を見て、様々な食べ物を知ることができる。

生活
成美堂出
版 631 音と光のでる絵本  くるっ！がちゃり！かぎあそびハウス 自分で操作しながら、手先指先の巧緻性を高めたり、実生活に生かすことができる。

生活
大日本絵
画 683 パペットしかけえほん  ふわふわわんちゃん

感触を楽しむことのできる本書を用いることで、分かりやすく生活のながの出来事を体験
することができる。

生活 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！

音に興味を持ちながら、公共の施設を利用するための交通ルールなどを学ぶことができ
る。

生活 ポプラ 550 音のでる知育絵本１５  こえでおぼえるごあいさつえほん 聴覚と視覚の両側面からあいさつを学ぶことができるから。

生活 ポプラ 531 おととあそぼうシリーズ２１  はみがきできるかな？ 音と遊びながら歯磨きをすることで、楽しく歯磨きをする習慣をつけられる。

生活 ポプラ 586 音と光のしかけ絵本２  しんごうピカピカ！
音や光に興味を持ちながら、道路を渡ったり、信号を利用するなどの交通ルールを学ぶ
ことができる。

生活 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

音と光に興味を持ちながら、買い物する学習をすることができる。

生活 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！

音と光がでることによって、料理をしている類似体験ができる。

生活 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 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などを学ぶことができる。

生活 ポプラ 590 うんてんできるよ！バスでゴー！ゴー！ 自分で操作することで、興味を持って交通ルールなどを学ぶことができる。

生活 ポプラ 602 ポプラ社のよみきかせ大型絵本２　ぴょーん 大きな絵本で読みやすく、興味の幅を広げることができる。

生活 ポプラ 533
おととあそぼうシリーズ２３  いらっしゃいませ♪ファミレスごっこえほ
ん

操作性があり、楽しみながら、公共の施設を利用する学習ができる。

生活 ポプラ 587 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
好きなキャラクターがついているため、興味をもってスイッチを押し、好きな曲を流すことが
できる。興味のある歌詞を通して日常生活の場面に触れることができるため。

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で、公共施設を利用するためのルールなどを学ぶことができる。

生活 三起商行 571 ポカポカフレンズのおんがくえほん  もっきん 自分で木琴をたたくことで、音楽への興味関心を高めることができる。
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生活 三起商行 570 ミキハウス音のでるおしごとえほん  くるま 自分で操作することによって音を出し、楽しみながら学習することができる。

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 音に興味を持ちながら、買い物学習をするのに適している。

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 電話の模型を使いながら、実際に電話ごっこができるため。

社会 偕成社 Q06 子どもの生活（６）  じょうぶなからだになれるよ！ 自分の成長に目を向けられる教材。

社会 学研 564 あそびのおうさまずかん１５  いきもの・くらし 身近にいる生き物に興味をもつことができる。

社会 学研 565 あそびのおうさまずかん１１  のりもの 身近にある乗り物に興味をもつことができる。

社会 学研 654 キッズ・えほんシリーズ  さがしてみよう！マークのえほん イラストがわかりやすい。

社会 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。

社会 学研 C04 はっけんずかん  どうぶつ 仕掛けが楽しめ、さまざまな動物が載っている。

社会 学研 657 学習関連単品  読んで見て楽しむ日本地図帳
日本の都道府県の特徴的な点や重要な点をイラストとともに分かりやすく説明しているた
め、興味を持って日本地理を学習することができる。

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

一人で外を歩けるように。

社会 金の星社 588 ドンドン！わっしょい！  おまつりたいこえほん
様々な楽曲が収録されており、たいこのバチも付属されているため、自主的に音楽を学
習することができる。

社会 くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード
シンプルでわかりやすいイラストで日常生活に身近な物の名前や意味を覚え、生活知識
を広げることができる。

社会 くもん出版 B06 生活図鑑カード  お店カード
シンプルでわかりやすいイラストで日常生活に身近な店の名前や意味を覚え、生活知識
を広げることができる。

社会 くもん出版 580 生活図鑑カード  のりものカード
大きな絵に注目することができる。校外学習などで公共交通機関を利用することができ
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！

興味を引きやすい、絵写真が多く見やすい。

社会 三省堂 538 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 681 マグネットシール絵本  ドラえもんマグネット世界地図 マグネット式で貼り付けながら見るようにしたい。

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 アニメのキャラクターが登場する事により、親しみを持って学習することができる。
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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 アニメのキャラクターが登場する事により、親しみを持って学習することができる。

社会 ジュラ 525 プータンとしんごうのパックン 絵を楽しみながら信号の学習ができる。

社会
成美堂出
版 634 日本一周！鉄道大百科 生徒の関心が高い。

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 日本地図を学習するための入口として、とてもわかりやすいつくりになっている。

社会 チャイルド 508 新版のりものいっぱい図鑑  いろいろ５０１台 写真、イラストが解説とともに掲載されており、興味をひきやすい。

社会 東京書店 511 にほんごえいごでなまえずかん 音で身の回りのものの名前を覚えられる。

社会 戸田デザイ 506 国旗のえほん 絵を見ながらいろいろな国に関心を持つことができる。

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
スーパーの陳列棚などが描かれたボードの上で、商品のマグネットを並べたり動かしたり
して楽しく遊びながら、スーパーなどに売られている物の名前を覚えることができる。

社会 永岡書店 541 木製知育パズル  日本ちず パズルで目を使って地図を覚える。

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 視覚と触覚に連動して興味を持ち、理解を深められる。

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

社会 ひかりのく K09 新装版ＫＩＤＳ２１１２  たべものひゃっか 食べ物のイラストがわかりやすく、クイズやゲームも楽しめる。

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

社会 フレーベル 667 にぎやかアンパンマンいえのおと
親しみのあるキャラクターが用いられていることや、様々な生活音が収録されているため、
効果的に社会生活に関わる事象を学習することができる。

社会 平凡社 501 わくわく子ども地図絵本  ピーピをさがして 絵がカラフルでとても見やすい。

社会 ポプラ 535 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 見るだけでなく、聞くことで動物や乗り物を意識し、理解していくことにつながるため。

社会 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 目と耳を使って学習できる。

社会 ポプラ 590 うんてんできるよ！バスでゴー！ゴー！ 効果音やウィンカー、ハンドル、マイクなどがついていて興味をひく。

社会 ポプラ 632 ふわふわトイブック４  のりものぴったりふわふわパズル 絵が大きくわかりやすい、取り組みやすい。
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社会 コクヨ 504 わたしのおかいもの 買物学習で楽しく学べる。

社会 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

ワーク形式で使いやすい。

社会 こばと 515 認知発達教材レベルアップ  せいかつ（上） 日常生活でよく見たり聞いたりする言葉を知るため。

社会 三起商行 565 ミキハウスたのしい音あそびえほん  はたらくのりもの 乗り物の音を知り、環境への関心が広がる。

地図 学研 745 日本列島ジグソー 日本地図の全体が1枚で描かれていて、パズルを通して楽しく学習できる。

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 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
全国の都道府県や鉄道に加え、各地方の風土もわかるおもしろ地図が大好きなドラえも
んのイラストとともに描かれている。

地図 小学館 504 ドラえもんちずかん２  せかいちず 親しみのあるキャラクターを通して地図や地域について学ぶことができる。

地図 小学館 503 ドラえもんちずかん１  にっぽんちず 親しみのあるキャラクターを通して地図や地域について学ぶことができる。

地図 福音館 G05 福音館の科学シリーズ  ぼくらの地図旅行 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 フレーベル 681 にぎやかアンパンマンまちのおと キャラクターや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 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書いてあり、地図に親しみがもてる。

地図 ポプラ 553 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って音を出し、楽しみながら地図に親しむことができる。

理科 あかね書房 575 たまごのほん  たたくとぽん 触感を通して感覚的に楽しめる。

理科 岩崎書店 F08 絵本図鑑シリーズ８  やさいのずかん
自然の中で季節にそって作られる野菜の姿が紹介され、成長する様子をながめて楽しむ
ことができる。

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！ 身体の成長のために必要なことを知るため。

理科 学研 N01 ほんとのおおきさ動物園 動物の本当の大きさがわかり、興味をひきやすい。

理科 学研 I01 あそびのおうさまずかん１  からだ 大型絵本で、身体の様子がイラストでわかりやすく示されている。

理科 学研 710 ほんとのおおきさ水族館 写真が大きくてわかりやすく、生徒の興味をひく。
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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 身近にある食べ物に興味をもつことができる。

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

理科 くもん出版 586 自然図鑑カード  花と木カード カード形式で使いやすい。

理科 小学館 526 図鑑ＮＥＯの本物の大きさ絵本  原寸大どうぶつ館 原寸大の感覚から生物の大きさを理解できる。

理科 小学館 543 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  りったいどうぶつ館 立体的に動物の形がわかる。

理科 小学館 523 小学館の図鑑ＮＥＯ  乗りもの改訂版 さまざまな乗り物が学習できる。

理科 小学館 527 図鑑ＮＥＯの本物の大きさ絵本  原寸大すいぞく館 イラストや写真が分かり易いため。

理科 小学館 529 小学館の図鑑ＮＥＯぷらす  くらべる図鑑
生き物や乗り物、宇宙などを多方面から比べることで興味深く説明しており、楽しんで自
然現象などを学ぶことができる。

理科 ジュラ 503 シールであそぼう！  プータンのすいぞくかん シールを貼って活動できる。

理科
成美堂出
版 537 音と光のでる絵本  かわいいどうぶつ 見るだけでなく、聞くこと、さらに曲に合わせて動物の鳴き声を聞いて体感できるため。

理科
世界文化
社 A01 写真でわかるなぜなに１  どうぶつ 写真が多くわかりやすく動物の特徴について学ぶことができる。

理科
大日本絵
画 626 音のでるしかけえほん  野生動物の声

写真が多くわかりやすく、自分でボタンを押すことでいろいろな動物の声がするので楽し
みながら動物の鳴き声に触れることができる。

理科 チャイルド 538 チャイルドブックこども百科  からだふしぎ図鑑 身体の仕組みをわかりやすい図と写真で見ることができる。

理科 ひかりのく D01 ２０２シリーズ  たべもの２０２
好きな食べ物や知っている食べ物がわかりやすいイラストで描かれているため、食べ物の
名前を楽しみながら覚えることができる。

理科 ひかりのく I09 改訂新版体験を広げるこどものずかん９  からだとけんこう 自分の身体について楽しく学ぶ。

理科 文研出版 510 かがくのえほん  からだのふしぎ 自分の身体について楽しく学ぶ。

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 フレーベル 665 アンパンマンマグネットえほん５  いろ・いろおてんき！ アニメのキャラクターが登場する事により、親しみを持って学習することができる。

理科 アリス館 534 絵本図鑑３  どうしてそんなかお？動物 動物の顔のつくりや機能について学習できる。
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理科 こばと 513 認知発達教材レベルアップ  しぜん（上） いろいろな自然について、ドリル形式で興味を持って取り組める。

理科 こばと 515 認知発達教材レベルアップ  せいかつ（上） 生徒の発達段階に合っている。

理科 こばと 514 認知発達教材レベルアップ  しぜん（下） ドリル形式になっていて取り組みやすい。

理科 三起商行 563 ポカポカフレンズのしかけと音のえほん  だ～れかな？いきもの
多くの生き物の声が収録されているため、楽しみながら生き物の特徴を学習することだで
きる。

理科 朝日出版 502 旭山動物園写真集  泳ぐペンギンとアザラシＤＶＤ付き 家族でよく出かける動物園で見かける動物の写真がたくさん載っている。

図画工作 主婦の友 518 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨぷれいぶっく
親しみのあるイラストや感触を楽しみながら、色や模様を学習することができる。また自ら
の手を動かす場面が増えることで手指の巧緻性を高めることができる。

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
感触遊びが好きな子が、色々な生地を触ることによって動物などを視覚的に学ぶことがで
きるから。

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

絵を楽しみながら、自由に色を塗ることができる。

図工 学研 G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん 自由に塗れるスペースが多く、児童の活動がより広がると思われるため。

図工 学研 573 おうさまのたからばこ  ふしぎなクレヨン 一本のクレヨンから複数の色が浮かびあがり、児童の興味を引く内容のため。

図工 学研 G08 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん 切る活動をとおして、自由な工作ができるため。

図工 学研 547 あそびのおうさまＢＯＯＫ  うれシールたのシール シールを貼る、はがすの手指操作を学習することができる。

図工 学研 O02 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって 絵に親しみながら、貼って、図工への関心を広げることができる。

図工 学研 O01 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって 絵に親しみながら、塗って、図工への関心を広げることができる。

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 描くことの楽しさを味わうことができる。

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。

図工 国土社 B14 たのしい図画工作１４  こすりだし・すりだし 描くことの楽しさや色の濃淡などの変化を味わうことができる。

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 描くことの楽しさを味わうことができる。

図工 小峰書店 551 たのしいどうぐばこ 様々な道具を使って、創作活動を楽しむことができる。
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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うことができる。

図工 永岡書店 631 どうぶつリズムえほん  ふってたたいてたのしくあそぼ！ いろいろなどうぶつの感触に触れることで、色や形、感触を意識できるようにするため。

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
大好きなアンパンマンのイラストで意欲的に学習できる。自由に書いたり塗ったりして所が
活動を楽しむことができる。

図工 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
大好きなアンパンマンに興味を引かれ、作ってみたい、遊んでみたいという意欲を引き出
すことができる。

図工 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
親しみのあるキャラクターを通して、描かれている絵に興味を持ち、授業に取り組むことが
できる。

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？
親しみのあるキャラクターを通して、描かれている絵に興味を持ち、授業に取り組むことが
できる。

図工 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
好きなキャラクターがついているので、興味をもって絵画につながる手指の操作性を高め
ることができるため。

図工 ポプラ C08 ペーパーランド８  おりがみえあそび
わかりやすい解説で簡単な折り紙遊びを楽しみ、掲示の仕方を参考にして見栄えのする
作品作りができる。

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 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。

図工 ポプラ 600 まるまるまるのほん 絵を楽しみながら好きな筆記用具を使い、自由に描くことができる。

図工 ポプラ 582 トーマスのおえかきえほん 親しみのあるキャラクターを通して、楽しく描くことができる。

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 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。

図工 オレンジ 504
２０１２年改訂版ペーパートレインＢＯＯＫジュニア（２）  ＪＲ東日本
版

興味のある電車を通して、楽しみながら工作することができる。

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。

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）

さまざまな素材に触れることで、色や形、感触を意識できるようにするため。

図工 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）

さまざまな素材に触れることで、色や形、感触を意識できるようにするため。

図工 三起商行 561 ポカポカフレンズのジグゾーパズルえほん  どうぶつかくれんぼ
興味のあるパズルを通して、描かれている絵に興味を持ち、授業に取り組むことができ
る。

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で、何度も描いて、絵を楽しむことができる。

図工 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 描いたり消したりすることで、何度も描いて、絵を楽しむことができる。
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図工 三起商行 573 ポカポカフレンズのしかけえほん  めくる 仕掛けを楽しみながら、絵を見たり、真似して製作することができる。

図工 徳間書店 540 ムーミンとほしにねがいをかけよう
親しみのあるキャラクターを通して、描かれている絵に興味を持ち、授業に取り組むことが
できる。

美術 偕成社 619
くみたてて・あそべる・しかけえほん  メイシーちゃんのあたらしいお
うち

組み立てたり作ったりする楽しさを指先を使って学習する。

美術 偕成社 741 さわる絵本  新装版これ、なあに？
触ることによって感触を楽しみながら作品を鑑賞したり、真似をして制作することができる
ため。

美術 学研 715 ぴよちゃんとさわってあそぼ！  ふわふわだあれ？
感触を楽しめる仕掛けがある本書を用いることで、視覚からだけでなく触覚からもイラスト
を楽しむことができる。

美術 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？
感触を楽しめる仕掛けがある本書を用いることで、視覚からだけでなく触覚からもイラスト
を楽しむことができる。

美術 国土社 539 国土社の図工えほん８  紙そめ いろいろ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 様々な紙を使用した工作が掲載されていて、興味を引きやすい。

美術 さえら C01 たのしい工作教室  たのしいこうさくきょうしつ１ 身の回りの物で工作できる、遊べる内容が豊富。

美術 小学館 621 プレＮＥＯＢＯＯＫＳ  きせつの行事あそび＆うた・おり紙 折り紙の学習。

美術
成美堂出
版 636 アイデアいっぱい！！子どもの工作 工作を通して手指機能の向上を図ることができる。

美術
大日本絵
画 670

ひもあそびしかけえほん  きかんしゃトーマスとまかまたちいろとか
たち

指先を使って色彩感覚と形状のマッチングを学べる。

美術 チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ 色塗りを通して発想を豊かにする。

美術 永岡書店 604 工作キットＢＯＯＫ キット付なため、取り組みやすい。

美術 ブロンズ新 501 らくがき絵本ＰＡＲＴ２五味太郎２５％ デザインが優れており、自由に描きながら学習を進めることができる。

美術 ブロンズ新 556 らくがき絵本五味太郎５０％ デザインが優れており、大きく絵を描きながら美術を学べる内容になっている。

美術 ポプラ M01 うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた 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 ＵＤ絵本 502
ユニバーサルデザイン絵本２  みんなでさわってレッツおえかきで
こぼこえかきうた

凸凹の感触を楽しんで学習できる。

美術 グラフィク 501 おえかきレッスンわくわくワーク 描く、塗る、切り取るなどさまざまな作業ができる。
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美術 コクヨ 502 かおノート 顔の形を自分でつくることで、顔や身体へのイメージを高めることができる。

美術 コクヨ 518 コラージュアートブック パーツが切り取り線入りで使いやすい。

美術 コクヨ 511 かおノート２ 顔の形を自分でつくることで、顔や身体へのイメージを高めることができる。

美術 コクヨ 512 おえかきブックー子どもが描く思い出絵本ー 色鉛筆がセットになっているのがいい。

美術 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 工作を通して長さや角度、図形（展開図、見取り図）などの学習ができる。

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

折り紙を折ることで、手指の巧緻性を高めながら創作活動をすることができる。また作った
作品を使って友人と遊ぶことで、コミュニケーション能力を高めることもできる。

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

視覚的に分かりやすく料理メニューやつくり方が写真で載っているため、食事の準備の手
伝いに意欲的に取組む態度を身につけることができる。

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
調理の手順が写真で視覚的に分かりやすく載っているため、おやつ作りに意欲的に取り
組む態度を身につけることができる。

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
生徒の好きなごはん・パン・麺類が写真やイラストで紹介され、興味を持って学習ができ
る。

家庭 こぐま社 B05 こぐまちゃんえほん第３集  しろくまちゃんのほっとけーき
親しみのあるイラストで、ホットケーキの作り方を詳しく説明しているため、楽しみながら調
理の準備や工程を学ぶことができる。

家庭 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

行事や食べ物、自然などを季節ごとに詳しく掲載されているため、生活の中の体験につ
ながる学習をすることができる。

家庭 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？
親しみのあるキャラクターが用いられているため、楽しみながら効果的に食事のマナーを
学ぶことができる。

家庭 三起商行 550 ポカポカフレンズのおしゃべりえほん  もしもしでんわ 音に興味を持ちながら、電話の体験の学習ができる。

職業家庭 偕成社 666 坂本廣子のひとりでクッキング（３）  ばんごはんつくろう！（和食編） 日常的にお手伝いをしている生徒に、より一人でできるよう学習してほしい。

職業家庭 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！ 自立のために、簡単な調理ができるように。

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

職業家庭 金の星社 F05 ひとりでできるもん！５  すてきなおかし作り 生徒の好きなお菓子が写真やイラストで紹介され、興味を持って学習ができる。

職業家庭 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 いろいろな料理の仕方を知るために使用したい。

職業家庭 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 図案がわかりやすく、生徒に応じた使い方が工夫できる。
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職業家庭 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、視覚的にわかりやすい。

職業家庭 くもん出版 B06 生活図鑑カード  お店カード カードで使いやすく、関心が高められる。

職業家庭 合同出版 510 ＥＣＯ・エコ買い物ゲーム 買物ができるように。

職業家庭 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

コミュニケーション能力向上のために。

職業家庭 小学館 623 プレＮＥＯＢｏｏｋｓ  きせつの行事りょうりキッズレシピ 季節の行事も学習できる子供向けのわかりやすいレシピ本。

職業家庭 育成会 A08 自立生活ハンドブック８  食（しょく） 写真が多くわかりやすい。

職業家庭
成美堂出
版 631 音と光のでる絵本  くるっ！がちゃり！かぎあそびハウス 音と光が出る内容になっており、指先のトレーニングにもなる。

職業家庭 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 マグネットを使って買物学習ができる。

職業家庭 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？ 身近な食べ物が写真になっていて興味を持ちやすく、言葉を引き出しやすい。

職業家庭 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

お手伝いにつなげるため。

職業家庭 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 キャラクターやシールを貼ることで関心を高める。

職業家庭 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

買物学習の模擬体験に適した教材である。

職業家庭 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 買物学習の模擬体験に適した教材である。

職業家庭 アーニ出版 504 性教育の絵本 わかりやすくまとめている。

職業家庭 コクヨ 504 わたしのおかいもの 買物学習に使える。

職業家庭 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

集中力と作業効率向上のため。

職業家庭 群羊社 501 実物大そのまんま料理カード第１集  手軽な食事編改訂版 写真が大きくてわかりやすく、生徒の興味をひく。

音楽 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 絵や写真が豊富でわかりやすい。

音楽 くもん出版 610 うたの絵本ＣＤ１ 音楽を聞き、好きな曲を見つけ、興味の幅を広げることができる。
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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
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 挨拶を音できくことができ絵本をみて視覚的にも捉えることができるから。

音楽
成美堂出
版 B01 音と光のでる絵本  たのしいどうよう 曲が鳴ると同時に絵本の一部が光ることにより、絵本に注目しやすいため。

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 曲数が多い。

音楽
成美堂出
版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！ 音と文字を対比させて学習することができる。

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 聴覚と視覚を使っての学習ができる。

音楽 ドレミ楽譜 507 子どもに大人気  手あそび指あそび改訂版
多くの楽曲が収録されているため、たくさんの歌を知ることや歌うことができる。また手や
指を動かすことで、手指の巧緻性を高めることも期待できる。

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！ 楽しみながらピアノに親しむことができる。

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 人気アニメソングや童謡が多く入っている。

音楽 東京書店 512 わくわく音あそびえほん  みんなのおうたえほん 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！ リズムにあわせてLEDランプが光って楽しめる。

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 音楽を聞きながら太鼓を叩くことができ、音楽への興味関心を高めることができる。

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 曲数やボタンの大きさ、押しやすさが児童の活動に適しているため。

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 様々な曲が収録されており、児童の関心の幅を広げられるため。

音楽 永岡書店 012
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

子どもの好きな曲が選曲されていて曲に合わせて太鼓をたたいたり歌ったりすることがで
きる。

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！ 手指を操作しながら、いろいろな歌に親しむことができる。

音楽 永岡書店 641
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！デラッ
クス

音楽に合わせて付属している太鼓を叩くことができ、音楽への興味関心を高めることがで
きる。

音楽 ひかりのく 012 手あそび指あそび歌あそびブック１ 体を動かしながら音に親しむことができると思うから。

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

手指を操作しながら、いろいろな歌に親しむことができる。
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音楽 フレーベル 708 アンパンマンピアノえほん キャラクターに興味を持ちながら、自分の手でピアノを弾いて音を出すことができる。

音楽 ポプラ 556 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
子どもが手に持ちやすい大きさで、曲に合わせながらマラカスを振り、音楽を楽しんだりリ
ズム感を養ったりすることができる。

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
カラオケ絵本とピアノ絵本を一緒になり、楽譜を見ながら鍵盤を触って音を出したり、かわ
いいイラストを見ながら歌ったりすることができる。

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 手指を操作しながら、いろいろな歌に親しむことができる。

音楽 ポプラ O33
おととあそぼうシリーズ３３  新装版おてほんのうたがながれるどうよ
うえほん

手指を操作しながら、いろいろな歌に親しむことができる。

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 鍵盤を実際に使って演奏ができるようになっている。

音楽 ポプラ 540
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

曲やリズムに乗って楽しく学習できる。

音楽 ポプラ 587 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 曲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 527 おととあそぼうシリーズ１１  どうようもっきんえほん
自分の手で木琴を叩いて音を出すことができるので、音楽への興味関心を高めることが
できる。

音楽 コスミック 503 ひかりのガイドつきピアノえほん 鍵盤に興味があるが、リズム感がないので、リズム感をガイドで学習してもらいたいため。

音楽 コスミック 502 うたってたのしいどうようえほん 聴きなれた歌が多く見やすい、繰り返し使える。

音楽 ベネッセ 541 たまひよ楽器あそび絵本ミニ  たんたんたのしいタンバリン タンバリンを叩いて、音を出し、音楽に親しむことができる。

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
教師といっしょに音楽を聞いたり、自分でスイッチを押して好きな曲を選んだりして、音楽
を楽しむことができるため。

音楽 リーブル 001 あっちゃんあがつくたべものあいうえお 面白い言葉のフレーズを使って、興味をもって音楽学習に取り組むことができるため。

音楽 交通新聞 509
おとのでるスーパーのりものシリーズ  うんてんしよう！しんかんせ
んだいしゅうごう

生徒の興味関心を引きやすく、学習意欲を高めることができる。

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
自分の手で太鼓を叩いて音を出すことができるので、音楽への興味関心を高めることが
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
自分の手で太鼓を叩いて音を出すことができるので、音楽への興味関心を高めることが
できる。

音楽　生活 ポプラ 587 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
親しみのある楽曲が収録されている本書を用いることで、楽しんで音楽を鑑賞することが
できる。また生活の質を自ら上げることができる。
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器楽合奏
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。

器楽合奏
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。

器楽合奏 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 曲に合わせて太鼓をたたくことで楽器に対する興味やリズム感を養うことができる。

器楽合奏 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、音楽を楽しむことができる。

体育 岩崎書店 600 ペネロペしかけえほん４  おやすみなさい、ペネロペ 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。

体育 小学館 626 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。

体育
大日本絵
画 681 しかけえほん  はみがきしましょ 仕掛けに興味を持ち、楽しみながら、体を動かすことができる。

体育 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 児童の興味のある電車を通し、自分で操作して、体を動かすことができる。

体育 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 音楽や効果音に興味を持ちながら、体の各部の名称を覚えることができる。

体育 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、身体への意識を高めることができ
る。

体育
少年写真
新 511 こども健康ずかん  せいけつ大好き！

イラストやマンガに興味を持ちながら、清潔にすることの大切さや、健康について知ること
ができる。

保健 あかね書房 G04 からだのえほん４  からだにもしもし 身体のことや健康診断を意識するきっかけとして適しているため。

保健 学研 568 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑  からだ
写真を多く使い、素朴な疑問に答える形で体の仕組みについて楽しみながら学ぶことが
できる。

保健 金の星社 E01 やさしいからだのえほん１  からだのなかはどうなっているの？ 分かりやすい絵であるため、体の仕組みに興味をもって学習することができる。

保健 ひさかた A01 あかちゃんのための絵本  はみがきしゅわしゅわ 歯を磨くことに興味をもち、意欲的に取り組む態度を身につけることができる。

保健体育 金の星社 E01 やさしいからだのえほん１  からだのなかはどうなっているの？ 身体の各部分の名称や仕組みについてイラスト入りで説明がありわかりやすい。

保健体育 小学館 626 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、絵や写真で分かりやすく学習ができる。

保健体育 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
音の出る仕掛けの本書を用いることで、身体の部位を視覚的のみならず聴覚的にも学習
することができる。

※拡大教科書及び点字教科書を含む
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