
 
 

 
 
 
 

平成 28 年度使用特別支援学校小中学部及び 

小中学校特別支援学級教科用図書採択について 

 

（学校教育法附則第９条教科用図書） 

 

 

 

 



科目 発行者 図書番号 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 ひらがなが大きく書かれていて、文字への関心を引き出すことができる。

国語 あかね書房 A03 もじのえほん  かんじ（１）
身近なものを絵と漢字で取り上げているため、その漢字の成り立ちを楽しみながら漢字を
学び、読んだり書いたりする力を引き出すことができる。

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 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
絵がわかりやすく、動作の言葉や、気持ちを表すことばが入っていて、ひらがなの学習を
しながら言葉の学習ができる。

国語 絵本館 522 パンダ銭湯 視覚的に興味があり、発達段階にあっているため。

国語 絵本館 523 えっちらおっちら日本だじゃれ旅 生徒の興味関心にあっていて楽しく学習できる。

国語 偕成社 539 ノンタンあそぼうよ（３）  あかんべノンタン 絵と簡単な文で興味を持って読むことができる。

国語 偕成社 573 五味太郎・言葉図鑑（２）  ようすのことば 日常よく使う語彙を増やしたい。

国語 偕成社 582 絵本・日本の童話名作選  注文の多い料理店 興味深い内容の物語で、読解力の向上が期待できる。

国語 偕成社 655 下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学２年生新版 小学校低学年の漢字を習得するため。

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 小学校中学年の漢字を習得するため。

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 小学校中学年の漢字を習得するため。

国語 偕成社 809 下村式  小学漢字学習辞典（第５版）
漢字の形やへん、つくりの意味合いについて詳しく説明があり、漢字の学習に適している
から。

国語 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 絵本を楽しく読ませることを通して、上手に言葉で表現する力をつけたいため。

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。

平成２８年度使用特別支援学校小中学部及び小中学校特別支援学級教科用図書採択希望一覧
（学校教育法附則第９条教科用図書）
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国語 偕成社 Y01 ともだちだいすき（２）  おべんとうなあに？ 楽しい仕掛けがあると読む事ができる。

国語 学研 002 レインボーことば絵じてん
身近なことばがわかりやすく絵つきで紹介されている。語彙を増やす、話す、書く学習に
つながる。文作りの学習を主体的に進めることができる。

国語 学研 548 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 551 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 605 名作よんでよんで  世界の昔ばなし２０話 本を読むことが好きな児童にとって、様々なお話と出会える 適な図書である。

国語 学研 619 低学年～中学年用  ４年生までに身につけたい言葉力１１００ 話の内容を適切に聞き取る、場に応じて適切に話す力を身につけることに役立つ。

国語 学研 621 めいさくたからばこ  こどもに人気のめいさくたからばこ 音読の力をつけるため、児童の興味を引くものだから。

国語 学研 663 いっしょにあそぼ  どうぶつのあかちゃんかお 楽しく分かりやすい構成になっている。

国語 学研 666 歌でおぼえるらくらくイングリッシュ  はじめての英語の歌ＣＤ付 CDが好きなので、様々な言葉にも興味をもつと考える。

国語 学研 669 毎日のドリル  小学１年のことばと文
言葉の使い方やきまりなどを、項目別に繰り返し学習できる。文章の中で考える問題や言
葉への興味が深まるクイズもあり、楽しく学習できる。

国語 学研 675 学研版毎日のドリル  小学１年のすう・りょう・ずけい新版 言葉の力や読解力を身につけるため。

国語 学研 711
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

書く力を身につけてほしいため。

国語 学研 721 調べて覚える５年の漢字辞典ドリル 生徒の学習状況に応じ、分かりやすい内容になっている。

国語 学研 722 調べて覚える６年の漢字辞典ドリル 生徒の学習状況に応じた分かりやすい内容になっている。

国語 学研 787 ひらがなどうぶつえあわせかるた 絵が描かれているかるたを通して視覚的にひらがなを覚えることができる。

国語 学研 G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん 線を描く練習をしながらひらがなを学ぶことができる。

国語 学研 O01 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって 線を描く練習をしながら文字の書き方を学ぶことができる。
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国語 金の星社 550 あいうえおのえほん 親しみやすい絵と身近な言葉を通じてひらがななどの文字を学ぶことができる。

国語 金の星社 649 いきものしゃしん  あいうえおのえほん
動物、虫、鳥などの写真にひらがなが添えられており、ひらがなを読む学習にも活用でき
る。

国語 くもん出版 515 もじ・ことば８  ぶんのおけいこ ひらがなの正しい読み書きや助詞の使い方を短い文章から学習することができるため。

国語 くもん出版 564 ぶんカード１集 分かりやすい絵と文で構成され、２語文、３語文への理解を広げることができる。

国語 くもん出版 565 ぶんカード２集 情景と言葉を結びつける学習に取り組むことができる。

国語 くもん出版 569 書きかたカードカタカナ マーカーペンを使い、書き順が表示されていて、カタカナの練習ができるため。

国語 くもん出版 646 小学ドリル国語  １年生の言葉と文のきまり 分かりやすい表現で指示されている。楽しく学習を進めることができる。

国語 くもん出版 649 小学ドリル国語  ４年生の言葉と文のきまり 文章のきまりを繰り返し学習し文法の力をつける。語彙を増やすため。

国語 くもん出版 650 小学ドリル国語  ５年生の言葉と文のきまり 前年度からの継続で学習を進めることができる。

国語 くもん出版 694 学習小学国語辞典第四版 簡単な意味や書き方がわからない漢字を調べるため。

国語 くもん出版 868 くろくまくんのことばえほん  ようすのことば 児童の好きな動物が出てきて学習に取り組みやすい。

国語 くもん出版 A01 もじ・ことば１  はじめてのひらがな１集 ひらがなにふれる第一歩として興味をもつことができる。

国語 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード
身近にあるものから興味関心がひかれ、親しみながらものの名前やひらがなを覚えること
ができる。

国語 くもん出版 B06 生活図鑑カード  お店カード 生活していく上で必要となるだろう身近な語彙を増やしていくことができる。

国語 くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード 身近にあるもので親しみながらものの名前を覚えることができる。

国語 くもん出版 C01 書きかたカード「ひらがな」
ひらがなをなぞりながら、自分で書いては消して何度も学習できる。文字を書くことに興味
をもち、本人の意欲に応じた進み具合で文字を習得することができる。

国語 くもん出版 D01 ひらがなカード
カードにひらがなが見やすく書かれており文字に関心を持ち読む、書くことにも興味を持
つことができる。
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国語 グランまま 006 ことばえほん 親しみのもてるイラストがわかりやすく、言葉の学習に効果的である。

国語 講談社 001 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
身の回りに着目した実験や自然の事象への関心を高めながら言語活動につなげて学ば
せたい。

国語 講談社 505 創作絵本  ぼくのくれよん ストーリーがわかりやすく教師が読み聞かせをして興味をもたせることができる。

国語 講談社 517 決定版まんが日本昔ばなし１０１ 多種多様な物語が含まれていて、文章の読み取りや、文字書き練習の助けになる。

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く、読み聞かせを楽しむことができる。

国語 講談社 566 齋藤孝のイッキによめる！名作選  小学３年生 お話をじぶんで読むことで音読の楽しさを知ることができる。

国語 講談社 586 ディズニーおはなしだいすき名作童話集１
子供の好きな有名な物語が多く載せられていて、物語の読み取りや漢字練習に興味を
持って学習に取り組むことができる。

国語 講談社 609 ５分でよめる！ディズニーめいさく集（１）
短い文を読み、文を読み取る学習を行う。ディズニーが好きな生徒なので、興味を持って
取り組むことができる。

国語 講談社 811
トムとジェリーのまんがで学習シリーズ  トムとジェリーのまんが「こと
わざ」辞典

視覚的な手がかりがあるので学習に取り組みやすい。

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 国土社 511 まんがで学ぶ百人一首 まんがを通して視覚的に百人一首を楽しく学び、言語活動につなげることができる。

国語 こぐま社 525 馬場のぼるの絵本  １１ぴきのねことぶた 児童の好きなシリーズで文字に関心を示すことができる。

国語 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 筆の使い方が具体的に表してあるので指導に適切。

国語 小峰書店 561 詩はおともだち  あいうえおおかみ 短い文の音読、意味理解に詩を使うことが適当である。

国語 合同出版 529 絵でわかるこどものせいかつずかん４  おつきあいのきほん コミュ二ケーションをうまく取れるよう。

国語 三省堂 506 三省堂こどもことば絵じてん 季節や行事、生活に結び付けたことばを増やしていくことで、語彙の広がりを期待したい。

国語 三省堂 507 三省堂ことばつかいかた絵じてん
日常生活場面でのことばの使い方が例示されており語彙をふやすことができる。また、簡
単な語句や短い文を正しく読んだり、書いたりする練習ができる。
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国語 三省堂 508 こどももののなまえ絵じてん
身近なものがイラストと名称で図解してあり、文字に関心を持ち、読もうとする学習につな
げることができる。

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
時間や自制の概念の習得が難しいので、季節の行事についても覚えていない。表示が絵
や言葉でわかりやすく表されており、語彙力を身に付けられると考える。

国語 三省堂 538 こどもマナーとけいご絵じてん
生活に密着したテーマをとりあげ、家庭・学校・公共の場所等日常生活の場面で使う敬語
がイラストと共に書かれており、マナーの学習につなげることができる。

国語 小学館 537 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶこくごの図鑑 目で見て国語に親しんでほしいため。

国語 小学館 561 ドラえもんの国語おもしろ攻略  言葉の力がつく 生徒の発達段階にあっており、興味を持って取り組みやすい。

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
なぞり書きから視写の繰り返しをして、言葉や文章の学習に取り組むには 適の教材と考
えられる。

国語 小学館 693 トミカ・プラレールひらがなしんかんせん 本の内容を通して、ひらがなや言葉への意欲を高めることができる。

国語 小学館 713 キッパーのさわってあそぶ絵本  キッパーとおおきなたまご
触って遊びながら読むことのできるしかけ絵本になっていて、視覚や触覚を活用しながら
学習することができるため。

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
文字の初歩からの学習に使用する。文字の認知ができていないので、音と合わせての学
習が有効と思われる。

国語 鈴木出版 536 ひまわりえほんシリーズ  にゃーご 親しみやすい絵本を通して言葉を学ぶことができる。

国語
成美堂出
版 517 ＣＤできく  よみきかせおはなし絵本２

絵を楽しんだり、CDの朗読を聞いたりしながら本に親しむことができる構成になっており、
文字等に関心をもち、読もうとする態度を育てる。

国語
成美堂出
版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！

ホワイトボードで文字の練習をするのが好きな上に、発音が不明瞭なので、その確認がで
きる教材であることから、興味をもって繰り返し学習に取り組むことができると考える。

国語
成美堂出
版 617 音と光のでる絵本  プルルルもしもし！でんわではなそ！ 電話を使うことで、楽しく日常会話をみにつけさせたい。

国語
成美堂出
版 621 はじめてのえんぴつちょう４・５・６歳  ひらがなカタカナぜんぶ！ ひらがなに興味をもたせたい。

国語
成美堂出
版 B01 音と光のでる絵本  たのしいどうよう 音や音楽に反応できるので、該当児童が楽しめる。光ることで、見て楽しむこともできる。

国語
大日本絵
画 705 とびだししかけえほん  クリスマスの星 絵で楽しく本を読むことができる。

国語
太郎次郎
社 521 もじかきうたひらがなカルタ５０音 ひらがな１音ずつの読み・書きを、カルタカードを使用して丁寧に学習することができる。
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国語 東京書店 511 にほんごえいごでなまえずかん
普段よく目にする事物などの語彙を増やすことで、生活を豊かにすることができる。事物
の名前を覚えさせたい。

国語 東京書店 515 ドアをあけたら 仕掛け絵本で興味を引きながら絵本をよむことができる。

国語 戸田デザイ 003 あいうえおえほん イラストがシンプルで分かりやすい。

国語 戸田デザイ 007 よみかた絵本
文字が大きめで文にリズム感があるため読みやすく、分かりやすい短い文章とイラストで構
成されている。文字に関心をもち読むこと書くことに興味をもつことができる。

国語 戸田デザイ 503 ことばじてん絵本 語彙を増やすための工夫がしめされているため。

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）

絵とひらがなに合わせて載っていて言葉や文を段階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）

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）

段階を追って習熟できる構成になっており、言葉の理解を深めるのに 適な編集内容に
なっているため。

国語 同成社 A04 ゆっくり学ぶ子のための  国語４
文学・説明文・作文・詩等いろいろな教材があり、聞く力や話す力を伸ばすことができる教
材も多い。

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）

視覚的にわかりやすく掲載されているため、発声や発音を効果的に学習することができ
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）

日常生活の中にある挿絵など親しみやすい絵や言葉、文字が掲載されてあり、取り組み
やすさを感じられる。

国語 東洋館 002 くらしに役立つ国語
自己紹介や話し合い、新聞作り、辞書の活用など生活の中で活用できる題材が多く取り
入れられている。順序立てて書く学習につながる。

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
スイッチを押し好きな曲を選んで聴くことによって日本語の歌詞に触れ、言葉の学習をす
ることができる。

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
日本教育
研 504 ひとりだちするための国語

日常生活に根差した、人の話を聞く、伝える、書くことなどに加え、応用力を身につけてい
くことがワーク形式で学習することができるため児童の発達段階に適している。

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 評論社 551 児童図書館・絵本の部屋  どんなにきみがすきだかあててごらん 親しみやすい絵を通して音読を学ばせたい。
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国語 ひさかた 544 おべんとうバス 身近な食べ物がバスに順に乗っていくというストーリーを楽しむことできる。

国語 福音館 610 日本傑作絵本シリーズ  つきよのおんがくかい 美しい絵柄で、目につきやすい内容になっており、国語的な内容で、教材にしたいため。

国語 福音館 621 日本傑作絵本シリーズ  どうするどうするあなのなか 興味関心が持てるタイトルで、教材としても取り掛かりやすく、楽しく学習できるため。

国語 福音館 624 日本傑作絵本シリーズ  きょうはなんのひ？ 視覚的に理解しやすく、興味関心を持って文を読み込んでくれるため。

国語 福音館 652 ばばばあちゃんの絵本  ばばばあちゃんのマフラー 楽しいお話と素敵な絵で、楽しく読みながら音読できるため。

国語 福音館 656 ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐらの１ねんかん 分かりやすい内容と繰り返しで、安心感を持って学習できるため。

国語 福音館 G08 福音館の科学シリーズ  どうぶつえんガイド 親しみやすい絵柄で、興味を持って手に取り、話材教材にできるため。

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、興味をもってよむことができる。

国語 福音館 H25 こどものとも絵本  そらいろのたね
たねをまいたところにそらいろの家が出てくるという楽しい話のストーリーを分かりやすい絵
で見て楽しむことができる。

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ることができる。

国語 福音館 H56 こどものとも絵本  はじめてのおつかい 感情移入しやすく、関心を持って黙読や音読に取り組めるため。

国語 文研出版 509 まかせて！おてつだい１  わくわくしょくじ 生活に必要な基礎的な知識の学習に役に立つ。

国語 文研出版 A16 ジョイフルえほん傑作集  りんごがドスーン 擬態語、身振り、手振りなどの表現の習得に向いている。

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
点結びによる直線やジグザク、渦巻き、波線、ひらがなのなぞり書きなどで書くことに興味
がもてる内容になっているため。

国語 フレーベル 538 アンパンマンのことばじてん 自分の関心のある言葉について調べることができる。

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
身近な単語の音を聞きながら文字を見ることで、文字に関心を持って読もうとする学習を
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。
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国語 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
春夏秋冬の身近な歌を聴くことによって、日本語の歌詞に触れ、言葉の学習をすることが
できる。

国語 ポプラ 545 音のでる知育絵本９  こえでおぼえるＡＢＣえいごのほん 児童の好きな音が出て覚える学習に取り組みやすい。

国語 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 音声を通して、楽しみながら言葉の知識を広げることができる。

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 トーマスと一緒に楽しく言葉を覚える。

国語 ポプラ 586 音と光のしかけ絵本２  しんごうピカピカ！
信号等道路にあるものへの興味にあわせて、音や光と共に絵本を楽しく読むことができ
る。

国語 ポプラ 639 あいうえおつきメモリーカード
児童の興味関心を引き、語彙力を伸ばし、文を読んだり、書いたりする力には良いテキス
トだと考えられるから。

国語 ポプラ 641 やさい・くだものぴったりカード
2枚のカードを合わせると、１つの絵が完成するカードで、絵カードを使用して身近なもの
の名前を覚え、語彙を増やすことができる。

国語 ポプラ 675 こえでおぼえるトーマスあいうえお 音で聞きながらひらがなに興味を持つことができる。

国語 ポプラ P04 音のでる知育絵本４  こえでおぼえるあいうえおのほん
音が出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。

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 正しく発音するための練習に適している。

国語 ポプラ P04 音のでる知育絵本４  こえでおぼえるあいうえおのほん
文字の音や拗音・促音などを音声で確認できるので、簡単な語句や文、および文章など
を正しく読む学習ができる。

国語 えほんの杜 501 あいうえおゴリラ 色彩豊かなイラストでゴリラのキャラクターと楽しみながら文字を学ぶことができる。

国語 かもがわ 514 特別支援教育のカード教材  あそびっくす！まなびっくす！ ものの名前、語彙の習得を楽しみながら行わせるため。

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 生徒にあった学習ができる。

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 生徒にあった学習ができる。

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 生徒にあった学習ができる。

国語 喜楽研 526 くりかえし漢字練習プリント小学３年 小学３年の漢字をくり返し練習し、習得させたい。
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国語 喜楽研 527 くりかえし漢字練習プリント小学４年 小学４年の漢字をくり返し練習し、習得させたい。

国語 喜楽研 528 くりかえし漢字練習プリント小学５年 小学５年の漢字をくり返し練習し、習得させたい。

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 語彙力を増やしてほしいため。

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 生徒の学習状況に応じた分かりやすい内容になっている。

国語 喜楽研 539 くりかえし漢字練習プリント小学６年 小学６年の漢字をくり返し練習し、習得させたい。

国語 喜楽研 544 短文・長文・ＰＩＳＡ型の力がつく  まるごと読解力文学作品小学４年 文章読解の力をつけてほしいため。

国語 喜楽研 545 短文・長文・ＰＩＳＡ型の力がつく  まるごと読解力文学作品小学２年 文章を読む習慣をつけるため。

国語 喜楽研 597 豊かな読解力がつく国語プリント小学６年改訂版 生徒にあった学習ができる。

国語 紀伊國屋 501 どっちがへん？スペシャル
親しみやすい絵と分かりやすい言葉で表現されており、２枚の絵と見比べて、違いを表現
することができる。

国語 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） 見ることに慣れる。

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）
絵とことばのカードを併用しながら、５０音を覚え、簡単な字形の視写ができる構成になっ
ており、文字等に関心をもち、読もうとする力を身に着けることができる。

国語 こばと 504 認知発達教材ステップアップ  こくごⅠ（改訂版）
名詞や動詞の語彙数を増やすとともに、学んだことばを組み合わせ、自分で文章を考え
ながら書くことを学ぶことができる。

国語 こばと 505 認知発達教材ステップアップ  こくごⅡ（改訂版）
形容詞や反対語、短文読解、カタカナの読み書きなどで構成されており、イラストや升目
を手掛かりにしながら簡単な短文を読んで理解することができる。

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） 場面に応じた言葉の学習に役立ち、スモールステップで積み重ねることができるため。

国語 こばと 508 認知発達教材ジャンプアップ  ことば・もじ 対象児童の発達段階に合っているため。

国語 こばと 509 認知発達教材ジャンプアップ  こくごⅠ 生徒の学習状況に応じた分かりやすい内容になっている。

国語 こばと 510 認知発達教材ジャンプアップ  こくごⅡ
短い文等を正しく読んだり、自分の気持ち等を教師や友だちに話す力を身に付けたりす
ることができる。
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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 自分の気持ちを伝える、言葉の使い方を学ぶ学習に役立つため。

国語 こばと 512 認知発達教材レベルアップ  漢字 生徒の学習状況に応じ、取り組みやすい内容になっている。

国語 こばと 517 認知発達教材レベルアップ  ことばのつかいかた上 言葉の習熟と、それによるコミュニケーション能力向上のため。

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

日常生活に役立つ国語力が身につくから。

国語 こばと 531 中学生のための国語
社会に巣立っていくためにかかせない常識問題を多く含まれ、興味を持って取り組める学
習内容、知識となっている。

国語 交通新聞 507 ＧＯＧＯ！プラレールかるた カルタ遊びを通して、ひらがなや文字への興味関心をひくことができる。

国語 交通新聞 510 おいしいあいうえお 児童が好きな食べ物の写真を見ながら、ひらがなを学習することができるため。

国語 コロロ発達 501 自閉症児のためのコミュニケーションワーク  いつどこだれ コミュニケーションツールとして使いたい。

国語
新興出版
社 510 ホントにわかる中１からの国語文章読解 生徒の学習状況に応じた分かりやすい内容になっている。

国語
新星出版
社 506 ＤＶＤのお手本つき手あそび歌あそび 楽しいて遊びや歌遊びの中で言葉と触れ合うことができる。

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 特別支援学校の子供たちに適した内容を提示されていて、使いやすい。

国語
実務教育
出 501 なぞらずにうまくなる子どものひらがな練習帳 書き方を声に出しながら書ける、楽しみながら字を覚えられる内容だったため。

国語
清風堂書
店 529 小学国語習熟プリント２年生

小学１年生で学習する漢字練習は重ねてきているが習熟までは至っていない。既習の漢
字練習を続けながら、２年生の新出漢字も並行して学習していく。

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 ことばの意味を理解したり、読みとったりする力を段階的に学ぶことができる。

国語
清風堂書
店 618 リズムでおぼえる漢字学習小学校全学年 CDが付属されていて、書いて覚える他に聴いて覚えることもできる内容であったため。

国語 ベネッセ 518 うたとえほんであそぼ！  １才からのからだあそびＢＯＯＫ　ＣＤつき 音や歌に言葉をのせると、覚えやすい。ページをめくる楽しみがある。

国語 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
スイッチを押し好きな曲を選んで聴くことによって日本語の歌詞に触れ、言葉の学習をす
ることができる。
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国語 ベネッセ 554 たまひよ音のずかん絵本  だいすきのりものずかん 大好きな乗り物を見て、音でひらがなに興味を持つことができる。

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 ひらがなのボタンを押すといろいろな言葉を覚えることができる。

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 電話のやりとりを楽しみながら、言葉を覚えたり話し方を学んだりすることができる。

国語 明治図書 513 読み書きが苦手な子どもへの＜つまずき＞支援ワーク 児童の学習進度に適している。

国語 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）

布製の絵本を通して親しみを持ち、物の名前を学ぶことができる。

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 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 809 下村式  小学漢字学習辞典（第５版） 唱えながら漢字の書き順を覚えることができるから。

書写 偕成社 T03
エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）  わたしだけのはらぺこあおむ
し

絵本の絵や色、形、読み聞かせの言葉のリズムなどで言葉の学習ができる。

書写 学研 537 多湖輝のＮＥＷ頭脳開発  ５～６歳ローマ字 パソコンの入力につなげたい。

書写 学研 543 多湖輝のＮＥＷ頭脳開発  ２歳はじめてのえんぴつ 筆記具に慣れるために効果的である。

書写 学研 548 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぐるぐるかくほん ストーリーを楽しみながらさまざまな線を引くことで書くこと親しむことができる。

書写 学研 549 あそびのおうさまＢＯＯＫ  あなぼこぬるほん 筆記具をもつことになれる。

書写 学研 712
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

書く力をつける。

書写 学研 774 大きなずかんはたらくじどう車１  バス・トラック・ダンプカー 乗り物で興味関心をひき、親しみながら乗り物の名前を書く学習につなげることができる。

書写 学研 G09 あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん 自由に塗ったり、描いたりして表現を楽しみながら、書く力を高める。

書写 金の星社 550 あいうえおのえほん あいうえおの基本学習に効果的である。

書写 くもん出版 508 めいろ２  はじめてのめいろ２集 迷路遊びをすることで、運筆の練習にし、文字を書くための練習にしたい。
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書写 くもん出版 557 漢字カード１集
絵と漢字が書かれているので、漢字の形を認識しやすく、漢字の読みを中心に学習する
児童に適している。

書写 くもん出版 560 ひらがなことばカード１集 なぞり書きを通して文字を覚える。

書写 くもん出版 563 カタカナカード 視覚的なアプローチで学習ができる。

書写 くもん出版 568 ゆびなぞりカードひらがな
なぞる部分に凹凸があり、なぞりながら確認できるので、文字への興味関心を引きだし、
文字を書くことに興味をもつことができる。

書写 くもん出版 569 書きかたカードカタカナ カタカナのなぞり書きスキルを書いては消してを繰り返し学ぶことができる。

書写 くもん出版 570 書きかたカード漢字
文字への興味・関心があり、「書く」ことへの意欲がみられる。繰り返し練習し、自信を持っ
て取り組める教材が必要である。

書写 くもん出版 643 小学ドリル国語  ３年生の漢字
１ページに掲載されている漢字の量が適当であることと、漢字を繰り返し学習することがで
きる。漢字の定着を図ることができる。

書写 くもん出版 644 小学ドリル国語  ４年生の漢字
１ページに掲載されている漢字の量が適当であることと、漢字を繰り返し学習することがで
きる。漢字の定着を図ることができる。

書写 くもん出版 846 カタカナのおけいこえほん 書き順が示されているとともにマーカーでなぞって練習することができる。

書写 くもん出版 A03 もじ・ことば３  やさしいひらがな１集 ひらがな１音節ずつが「ことば」となることを意識しながら練習できる。

書写 くもん出版 A11 もじ・ことば１１  はじめてのかん字 基礎、書き順からしっかり書くことができる。

書写 くもん出版 C01 書きかたカード「ひらがな」
文字の表記が大きく児童が注目しやすい。カードになっているため興味を引きやすいた
め。

書写 こぐま社 526 馬場のぼるの絵本  １１ぴきのねこふくろのなか 絵本の絵や色、形、読み聞かせの言葉のリズムなどで言葉の学習ができる。

書写 小学館 537 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶこくごの図鑑
身の回りにある言葉を知ることを通して語彙を増やしたり、様々な文章を読むことで文章の
構成についての理解を深めたりしていくことを目指す。

書写 小学館 583 小学館こども大百科 本の内容に興味を持つことにより、書字への意欲をたかめることができる。

書写 小学館 665 徹底反復たかしま式  視写プリント小学１・２年 繰り返し学習に取り組めるため。

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！
書くことに興味を持ち、達成感を味わいながら、いろいろな筆記用具を使って書くことに親
しむ。
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書写 ジュラ 005 かいてけしてまたかける  あいうえお 文字を書くことが楽しんでできる。消してまた書ける。

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
成美堂出
版 558 書き込み式ボールペン字実用練習帳 書写の時間の硬筆練習時に活用する。

書写
成美堂出
版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！ 発音を確認し書くこともでき文字への関心を高めることができる。

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

バランスのとれた字を書けるようにするため。

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

バランスのとれた字を書けるようにするため。

書写 童心社 556 とことこえほん  まるまるころころ ひらがなにふれる。

書写 東京書店 515 ドアをあけたら 楽しく字を書く事ができる。

書写 戸田デザイ 003 あいうえおえほん
ひらがなの基本が視覚的に表現されており、なぞり書きをしながら書くことへの関心を育て
ることができる。

書写 戸田デザイ 503 ことばじてん絵本
短い言葉がページごとに書かれ、文字の形状がはっきりとした線で描かれており、身の回
りの色々な単語を覚えながら文字を書くことや読むことに関心をもつことができる。

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）

バランスのとれた字を書けるようにするため。

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な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 ＰＨＰ 001 子どもの字がうまくなる練習ノート 字を書くことに興味を持ってほしいので。
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書写 ＰＨＰ 633 ていねいに書くクセがつく子どものえんぴつ文字練習帳 文字を書く練習を丁寧に行う。

書写 ブロンズ新 556 らくがき絵本五味太郎５０％ 線や色塗りを楽しむ。

書写 ブロンズ新 A02 らくがきえほんあ・い・う・え・お
色々な線を書く、塗り絵等の絵を描く要素を盛り込みつつ、ひらがなの練習ができる構成
になっており、ひらがなを書く力を伸ばすことができる。

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
点結びによる直線や波線、ひらがなのなぞり書きなどができ、書くことに興味が持てる内容
になっておりいろいろな筆記具で書くことに親しむことができる。

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。

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
自由に描いたり塗ったりしてページを完成させる構成になっており、文字を書く基礎を学
ぶことができる。

書写 フレーベル 612 アンパンマンとはじめよう！  おもしろあいうえお
ひらがなが身近なものの写真とともに示されており、書くことへの興味関心を高めることが
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 歌に合わせてなぐりがきができる。

書写 ポプラ 625 ディズニープリンセスロマンチックメロディえほん 好きなキャラクターの曲の歌詞に親しみ、ことばに興味を持つことができる。

書写 ポプラ 642 折原みとのおいしい国のプリンセス 興味のあるものから文字への関心を持ち、書字の学習へとつなげることができる。

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 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 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 楽しみながら文字に関心を持って読んだり書いたりすることができる。

書写 かもがわ 504
特別支援教育のカード教材  意味からおぼえる漢字イラストカード
３年生上

カードを使いながら漢字に興味を持つことができる。

書写 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

カードを使いながら漢字に興味を持つことができる。

書写 金園社 505 また使えるえんぴつ書き練習帳 児童のペースに合わせて繰り返し練習することができる。

書写 幻冬舎 502 武田双雲水でかけるはじめての習字
水を使って、何度も繰り返し書くことができる構成になっており、1文字ずつ大きく書かれて
いるため、文字の組み立てや形を意識する学習をすることができる。

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） 言葉の力をつけたい。
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書写 こばと 510 認知発達教材ジャンプアップ  こくごⅡ
なかまの言葉、対になる言葉、反対言葉、様子を表す言葉、カタカナの練習等をイラスト
やマス目を手掛かりに学ぶことができる。

書写 こばと 512 認知発達教材レベルアップ  漢字 段階を追って漢字を学習させたい。

書写 交通新聞 508 しゅっぱつしんこう！鉄道かるた 鉄道の絵の描かれたかるたを通して文字に親しむことができる。

書写 コクヨ 516 あーんあーんあーん この本の絵や文字に興味を示したことで選び」ました。

書写 新学社 501 わくわくローマ字練習 文字の大きさやページの見やすさなどで、子のペースに合わせて学習ができる。

書写 草思社 515 みんなのためのルールブック  あたりまえだけど、とても大切なこと 絵を通して視覚的にルールについて学ぶことができる。

書写 ダイヤモン 504 脳をきたえる１日５分お絵かきドリル幼児～小学校低学年向 絵を描くことで机に向かう習慣をつけさせるため。

書写 点字学習 503 視覚障害者の漢字学習  小学１年墨字版 漢字のもつ意味字形などを理解する。

書写 東京書籍 505 小学生の英語絵ずかん＜しゃべるぺん付き＞
興味関心のある英語について調べる学習を通して、アルファベットを使って模写をする学
習ができる。

書写 日本図書 503 こくごだいすき  第４巻かん字の本１ 漢字を楽しく学ぶことができる。

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
絵本に書かれた文字を見ながら文字への関心を育て、スイッチを押して好きな曲を選ぶこ
とで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 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 身近にあるものから興味関心が惹かれ、親しみながらひらがなを学ぶことができる。

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
音が出ることで興味関心を引き、親しみのある動物を手本に描いてみたり名前を書いてみ
たりすることに適している。

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
絵本に線などを自由に書いて簡単に消せる構成になっており、書くことに親しむことがで
きる。

書写 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 色々な線を描くことで筆記用具の持ち方に慣れ、手首を動かす練習になる。

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 遊園地のイラストで興味関心を引き親しみながら遊具の名前を書く学習につなげる。

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
絵本に書かれた文字を見ながら文字への関心を育て、スイッチを押して好きな曲を選ぶこ
とで書写につながる手指の操作性を高めることができる。
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書写 ロンパーズ 505 パズル布絵本  形（かたち） 布絵本を触ることで、形をとらえることができる。

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
時計、カレンダー、電話、車のナンバー、数字が親しみやすい絵と共に描かれ、初歩的な
数の理解に役立つため。

算数
（数学）

偕成社 597 五味太郎ゲーム・ブック（２）  かぞえてみようくらべてみよう
数を数えることが定着していない児童にとって、楽しみながら数を数えたり、比べたりする
ことができる 適な図書である。

算数
（数学）

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

音の出るしかけに興味関心をひかれ、数に触れることができる。

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

図や絵を描くことで、楽しみながら文章題を解くことができる。読み書きがまだ十分でなく
ても取り組める。

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

基礎的な数学の基礎を学ぶ意味で効果的である。

算数
（数学）

学研 675 学研版毎日のドリル  小学１年のすう・りょう・ずけい新版 分かりやすい表現で１人で課題に取り組むことができ、意欲をかき立てる内容である。

算数
（数学）

学研 677 学研版毎日のドリル  小学３年の数・りょう・図形
ステップアップしながら１人で課題に取り組むことができる。また、繰り返し使用することが
できる。

算数
（数学）

学研 678 学研版毎日のドリル  小学４年の数・量・図形
ステップアップしながら１人で課題に取り組むことができる。また、繰り返し使用することが
できる。

算数
（数学）

学研 679 学研版毎日のドリル  小学５年の数・量・図形
ステップアップしながら１人で課題に取り組むことができる。また、繰り返し使用することが
できる。

算数
（数学）

学研 692 こどもずかん  ３さい～７さいとけい英語つき 日常生活の中で、時計を読めるようになるため。

算数
（数学）

金の星社 B02 あかちゃんとおかあさんの絵本  ハティちゃんのいち・に・さん
絵がわかりやすく、数字の学習が楽しくできる。数字と具体物の名称の音が似ていて覚え
やすい。

算数
（数学）

くもん出版 518 かず・けいさん１  はじめてのすうじ １～１０までの数字の読み方や書き方を練習し、学習することができるため。

算数
（数学）

くもん出版 519 かず・けいさん２  やさしいすうじ １～３０までの数字の読み方や書き方を練習し、学習することができるため。

算数
（数学）

くもん出版 528 かず・けいさん７  はじめてのひきざん 簡単な計算を通して、初歩の減法の概念を形成することができる。

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 ２年生相当の足し算をドリル形式で繰り返しながら学ぶことができる。

算数
（数学）

くもん出版 624 小学ドリル算数計算  ２年生のかけ算（九九） 九九を習得するために適している。
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算数
（数学）

くもん出版 625 小学ドリル算数計算  ３年生のかけ算 九九を習得するために適している。

算数
（数学）

くもん出版 626 小学ドリル算数計算  ３年生のわり算 計算力を楽しく身につけるため。

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 数量や図形を、ドリル形式で繰り返し練習することができる。

算数
（数学）

くもん出版 631 小学ドリル算数  ５年生の数・量・図形 数量や図形の感覚、考え方を反復練習で身に付けることができるため。

算数
（数学）

くもん出版 783 小学ドリル算数計算  ４年生の分数・小数（改訂３版） 計算問題が系統的に学ぶことができる。

算数
（数学）

くもん出版 816 小学ドリル算数計算  ４年生のわり算 計算問題が系統的に学ぶことができる。

算数
（数学）

くもん出版 837 くもんの入学準備  一年生になる前にさんすう 数字に興味を持つことができる。

算数
（数学）

くもん出版 866 時計のみかたが楽しくわかる  くろくまくんのとけいえほん
日常生活で、時計が読めるようになることを目標にしているので、楽しみながら、繰り返し
学習できる教材を必要としている。

算数
（数学）

くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード
身近な食べ物が題材になっており食べ物の色や形に注目したり、仲間わけをしたりするこ
とができる。

算数
（数学）

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
身近な食べ物が題材になっており食べ物の色や形に注目したり、仲間わけをしたりするこ
とができる。

算数
（数学）

くもん出版 D03 かずカード 簡潔な表示でわかりやすく、数と量が結びつきやすい。

算数
（数学）

くもん出版 E01 はとのクルックのとけいえほん 長針、短針の色に違いがあるので、わかりやすく時計の学習ができる。

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 視覚的にわかりやすく、数字と暗唱を効果的に学習できる。

算数
（数学）

こぐま社 G01 かおかおどんなかお 色々な表情の顔がわかりやすく、顔の数を数えたりできるため。

算数
（数学）

三省堂 A04 三省堂こどもかずの絵じてん
時計やお金、カレンダーなど生活の中で使う内容が取り入れられている。挿絵やイラスト
が多く使われているため、楽しみながら学習をすすめることができる。

算数
（数学）

三省堂 A04 三省堂こどもかずの絵じてん 絵をみて、数を数えることで数の理解を深めることができる。

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

初歩的な数・形について、写真やイラストなど、視覚的に豊富な資料を使って学習するこ
とができる。
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算数
（数学）

小学館 572 ドラえもんの算数おもしろ攻略  分数・小数がわかる（改訂新版） 児童の好きなキャラクターで、分数や少数の抵抗がなく学習できる。

算数
（数学）

小学館 640
きっずジャポニカ・セレクション１０才までに身につけたい  算数セン
ス楽しみながら思考力を伸ばす！図形編

図形について興味を持たせるのに適している。

算数
（数学）

小学館 698
小児科医がつくったＬＤ児・ＡＤＨＤ児のための  ゆっくりさんすうプ
リント２０までのかず

２０までの数を学ぶために適している。

算数
（数学）

小学館 716 てんじつきさわるえほんシリーズ  さわるめいろ 形の認知が視覚的にできにくいが、触覚で楽しみながら形の学習をすることができる。

算数
（数学）

小学館 755 デコボコえほん  かずをかぞえよう！ 数を楽しく学習するために適しているため。

算数
（数学）

小学館 778 陰山メゾット徹底反復算数プリント  小学校１～６年 計算力を楽しく身につけるため。

算数
（数学）

小学館 B02 ２１世紀幼稚園百科２  とけいとじかん 時計の絵や具体的な場面を見ることで時間の概念を学ぶことができる。

算数
（数学）

ジュラ 001 プータンいまなんじ？
ストーリーにそって実際に時計の針を動かす構成になっており、時計に関心を持つことが
できる。

算数
（数学）

鈴木出版 510 知育えほん  まいにちのとけいのえほん 時計の学習を、生活と照らし合わせて続けていける。

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 音だけでなく光にも注目しながら数を数えてみたりすることができる。

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

カラフルにデザイン化された絵と数字が飛び出し、楽しく数の学習に取り組むことができ
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

手で触りながら１０までの数唱・数えるなどができ、身近なものの大小や多少に関心が持て
る。

算数
（数学）

大日本絵
画 574 あなあきしかけえほん  ちいさなおたまじゃくし

各ページから顔をのぞかせたプラスティック製のかわいいおたまじゃくしに実際に手で触
れながら１０までの数を繰り返し学習する構成になっているため。

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 数や量の概念を易しく視覚的に学ぶことができる。

算数
（数学）

童心社 A01 かずのほん１  どっちがたくさん 色々な絵を見て、多い少ないを教師と一緒に考えて数の概念を形成することができる。

算数
（数学）

童心社 A03 かずのほん３  ０から１０までのたしざんひきざん
具体物操作ができるようになった本児の次のステップとして、たしざんの概念を身につけさ
せたい。

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。
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算数
（数学）

同成社 503
ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＡ  ２けたまでのたしざんひき
ざん

２桁のたし算・ひき算がスモールステップで学習でき、初歩的な数の概念を理解し、簡単
な計算をする力を身に付けることができる。

算数
（数学）

同成社 504 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＣ  かけ算 かけ算を基礎から学べる利便性がる。

算数
（数学）

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

簡単な計算が段階的に構成されていて理解しやすい。

算数
（数学）

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）

簡単な足し算・引き算。位取りをじっくり学ぶため。

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）

数についての初歩的な概念を学び、大小、長さ等ついて関心を持ちながら、長さ、重さ等
の単位がわかる構成になっており、測定する学習につなげられる。

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）

普段の生活の中に出ているような身近な挿絵などを中心に掲載してあり、数の暗唱など楽
しく取り組める要素がある。

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）

基本的なたし算ひき算の理解を深め、日常生活における初歩的な数量の処理につなげ
ることができる。

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）

簡単なお金の計算や、繰り上がり繰り下がりのある計算の仕組みについて理解を深めるこ
とができる構成になっており、初歩的な数の概念を理解することができる。

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）

文章問題も取り入れて楽しく学べる構成になっており、３けたの数の計算、かけ算、わり算
の学習につなげることができる。

算数
（数学）

東洋館 003 くらしに役立つ数学
実生活に沿った内容でわかりやすく、簡単な計算や、重さや広さの比較等の学習につな
げることができる。

算数
（数学）

永岡書店 540 木製知育パズル  すうじ
興味をひきやすい絵や色で構成されており、１から１０までの数がパズルになっており、自
然に数に親しむことができる。また、手先の巧緻性を含め楽しく遊ぶことができる。

算数
（数学）

永岡書店 542 木製知育パズル  くだものトントン 「物を分ける」ことが体験的にわかり、単位や測定する力につなげることができる。

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）

日本教育
研 503 ひとりだちするための算数・数学

日常生活に必要な数量の処理や計算をする、金銭や時計・暦などの正しい使い方がわか
る学習などに活用することができる。

算数
（数学）

ひかりのく 663 歌で必ず暗記できるＣＤつき新版９×９のほん 遊びながら九九を覚えることができる。

算数
（数学）

ひかりのく B10 認識絵本１０  おおきいちいさい 数の大小を身に付けたい。

算数
（数学）

評論社 A01 スカーリーおじさんの  はたらく人たち 絵をみて、数を数えることで数の理解を深めることができる。
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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 501 ブルーナの絵本  まる、しかく、さんかく はっきりとした色で図形が描かれているため、形の弁別をしやすい。

算数
（数学）

福音館 532 幼児絵本シリーズ  とけいのほん１ 時計の学習を、生活と照らし合わせて続けていける。

算数
（数学）

福音館 601 安野光雅の絵本  はじめてであうすうがくの絵本３
イラストなどで数や量がわかりやすく記載されていて、身近にあるものの大小や多少など
に関心をもつことができる。

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 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 609 アンパンマンとはじめよう！  いろ・かず・かたちカード
カード式なので、一つ一つ提示することで興味をひき、集中を保って数や形の学習をする
ことができる。

算数
（数学）

フレーベル 706 アンパンマン・メロディバギーブック２  げんき１００ばいメロディ メロディーを聴きながらボタンを押すことで、数に興味を持つことができる。

算数
（数学）

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

音から言葉や歌の学習へとアプローチできる。マイクがあれば話そうとする意欲にもつな
がる。

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

レジスターを使うことにより数字に対する興味をもつことができる。

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 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
絵本の中に左右に動かすことのできる１０個のそろばんがあり、連動して数字が表示され、
分かりやすいため。

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
絵本についている１０個の穴の中のボタンを押すと動物の鳴き声がなる仕掛けになってお
り、穴の数を数えることで数に親しむことができる。

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が描かれていることで、数字への興味を持つことができる。

算数
（数学）

ポプラ 572 トーマスの知育シリーズ４  トーマスとおぼえるかたち 好きなキャラクターで興味を引き丸や三角形などの形の学習をすることができる。

算数
（数学）

ポプラ 626 スタンプおえかき
丸・三角、四角などのスタンプがついていて、見本に合わせてスタンプを押し、基本的な
図形に関心を持つことができる。
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算数
（数学）

ポプラ N02 絵本・いつでもいっしょ２  どうぶつなんびき？ １から１０までの数が動物の物語の中に出てくるので、親しみながら学べる。

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 P07 音のでる知育絵本７  こえでおぼえる１２３かずのほん 操作を通して計算することができる。

算数
（数学）

ポプラ Ｐ16 音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけいくん 時計の学習に興味深く取り組み、時計についての知識を身につけさせるため。

算数
（数学）

イースト 502 さがしてごらん 色彩豊かで色や形の違いが分かりやすい。

算数
（数学）

喜楽研 561 たのしくわかる算数基礎基本プリント  新課程２年 かけざんや繰り上がり、繰り下がりの計算の反復練習をするのに適切。

算数
（数学）

喜楽研 577 たのしく学ぶくりかえし計算プリント３年生 興味を持ちやすく取り組みやすい内容になっている。

算数
（数学）

喜楽研 590 教科書がっちり算数プリント３年徹底習熟編 ３学年の基礎学力を身につけてほしいため。

算数
（数学）

喜楽研 600 ＤＶＤからすぐ使える映像で見せられる  まるごと授業算数１年上 数のことや繰り上がりのことが映像でわかりやすく示されていて、興味を持ちやすい。

算数
（数学）

喜楽研 601 ＤＶＤからすぐ使える映像で見せられる  まるごと授業算数２年上 2年次の学習内容を視覚的にも学習できるため。

算数
（数学）

きょういく 502 できるできる算数練習帳３年 個人のペースでゆっくり理解しながら進めるため。

算数
（数学）

きょういく 506 できるできる算数練習帳１年 １学年の基礎学力を身につけてほしいため。

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）
色・形のシールマッチングなど、日常生活における初歩的な数量の処理や計算をする力
を身に付けることができる。

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）
具体物を用いて１０までの数の足し算や引き算を楽しみながら身に付け、日常生活におけ
る初歩的な数量の処理や計算を学ぶことができる。

算数
（数学）

こばと 508 認知発達教材ジャンプアップ  ことば・もじ なぞりを繰り返して字形の認知が広げる。

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 スモールステップで、お金や時計、暦などの使い方に慣れることができる。

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） 数字や数について学ばせたい。
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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 対象児童の発達段階に合っているため。

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 お金や時計の学習に役立ち、スモールステップで積み重ねることができるため。

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、お金等の読み方や数え方等、実生活の場面を想定して記載されて、金銭や時計、
暦の使い方に慣れることができる。

算数
（数学）

こばと 524 認知発達教材ジャンプアップ  マッチングⅠ 対象児童の発達段階に合っているため。

算数
（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） 段階を追って学習させたい。

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 ２桁の数字を操作する学習に適しているから。

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
１００までの数字、繰り上がりのある足し算や引き算、かけざん、長さ、文章題などで構成さ
れており、初歩的な数の概念を理解することができる。

算数
（数学）

こばと 532 中学生のための数学 算数の学習の延長として、社会生活に必要な数の扱いを学ぶことができるから。

算数
（数学）

高文研 502 基礎・基本「計算力」がつく本  小学校４・５・６年生版 学習状況に応じた取り組みやすい内容になっている。

算数
（数学）

主婦の友 518 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨぷれいぶっく
カラフルな色と手触り、様々なしかけを通して形の特徴や違いを認識できる構成になって
いて、日常生活における初歩的な数量の処理をする学習ができるため。

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 特別支援学校の子供たちに適した内容を提示されていて、使いやすい。

算数
（数学）

清風堂書
店 535 絵になる１００マス計算プリント

ただの100マス計算ではなく、全問正解した後に絵が浮き出てくる楽しみがあり、楽しんで
取り組めそうだったため。

算数
（数学）

清風堂書
店 546

単元別まるわかり！シリーズ  かけ算習熟プリント小学校２～５年生
用

掛け算に特化することで、集中的に取り組みやすく、定着しやすいため。

算数
（数学）

清風堂書
店 558 改訂版初級算数習熟プリント小学４年生 学習状況に応じた習熟しやすい内容になっている。

算数
（数学）

清風堂書
店 566 改訂版初級算数習熟プリント小学５年生 学習状況に応じ習熟しやすい内容になっている。

算数
（数学）

清風堂書
店 568 改訂版初級算数習熟プリント小学２年生

２年生の基本的な学習が網羅されており、１ページの問題数が多すぎず、取り組みやす
い。数字や文字の大きさも大きく、分かりやすい。

算数
（数学）

清風堂書
店 569 改訂版初級算数習熟プリント小学６年生 学習状況に応じた習熟しやすい内容になっている。
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算数
（数学）

清風堂書
店 575

単元別まるわかり！シリーズ  図形・作図習熟プリント＜小学校全
学年＞

解りやすく、図形や作図の学習を学ぶのに 適である。図などの配置も見やすくレイアウ
トされている。

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

４年生でつまずきのある生徒には、わかりやすく見やすく丁度よいと思われる。計算力が
つく。

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

３年生レベルの計算力につまずきのある生徒に 適である。個別の自習課題で取り組み
たい。

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 ４年生レベルの計算力をつけるのに 適である。繰り返しの中で定着しやすい。

算数
（数学）

清風堂書
店 603 陰山ドリル初級算数小学３年生 計算力を楽しく身につけるため。

算数
（数学）

清風堂書
店 604 陰山ドリル初級算数小学４年生 計算力を楽しく身につけるため。

算数
（数学）

清風堂書
店 613 改訂版上級算数習熟プリント小学５年生 計算力を楽しく身につけるため。

算数
（数学）

清風堂書
店 615 改訂版中級算数習熟プリント小学６年生 生徒の学習状況に応じた内容になっている。

算数
（数学）

清風堂書
店 623 単元別まるわかり！シリーズ  割合・比習熟プリント小学５・６年生用

生活の中で使える数学を目指している。書き方が理解しやすく、生活につながる力がつく
内容であるため。

算数
（数学）

清風堂書
店 626 算数が苦手な子どもへ個別支援プリントステップ２

一桁＋一桁の計算はかなり定着しているが、二桁の計算になるとまだ理解が乏しい。１年
生の学習内容を基礎として２年生の学習についても扱っていく。

算数
（数学）

清風堂書
店 627 算数が苦手な子どもへ個別支援プリントステップ３ 計算などの基礎を習得させたい。

算数
（数学）

清風堂書
店 628 算数が苦手な子どもへ個別支援プリントステップ４ 計算などの基礎を習得させたい。

算数
（数学）

清風堂書
店 630 算数が苦手な子どもへ個別支援プリントステップ６ 四則計算についてわかりやすく出題されている。

算数
（数学）

清風堂書
店 636 計算習熟プリント小学２年生新指導要領対応

初歩的な計算につまずきのある生徒には、 適だと思われる。繰り返し学習することで力
がつく。

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 生徒にあった学習ができる。

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 カラーで見やすく、スモールステップで学習内容を身につけていけると思ったため。

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 多くの問題が掲載されていて、基礎基本の学習に繰り返しとりくむことができる。
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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 多くの問題が掲載されていて、基礎基本の学習に繰り返しとりくむことができる。

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 多くの問題が掲載されていて、基礎基本の学習に繰り返しとりくむことができる。

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 生徒にあった学習ができる。

算数
（数学）

日本図書 512 さんすうだいすき  第１０巻かけざんをやろう かけざんについて視覚的に学ぶことができる。

算数
（数学）

ピエ 503 はじめてのかずあそびえほん
親しみやすいイラストで身の回りの数等に興味をもつことができる構成になっているため、
日常生活における初歩的な数量の処理や計算、時計の読み方などを学べる。

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 カラーで見やすく、文章題も載っていて、児童の実態に合っていると思ったため。

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

絵本についている１０個のボタンを押すと動物の鳴き声が鳴るしかけになっており、ボタン
の数を数えることで数に親しむことができる。

算数
（数学）

ベストセラ 503 おかねのきもち
親しみやすいキャラクターとなって登場する「お金」と一緒に金銭の使い方を学ぶことがで
きる。

算数
（数学）

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
絵本の人物と楽しく話しながら電話を使い、電話にある数字を見ることで数に親しむことが
できる。

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 実際に時計の針を動かしながら時刻を確認することで、時計の学習をすることができる。

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
付属のレジスターの数字ボタンを押して計算したり、お金を出し入れしたりすることで、数
に親しむことができる。

算数
（数学）

明治図書 509 グレーゾーンの子どもに対応した  算数ワーク上級編１ 段階を追って学習させたい。

生活 あかね書房 H01 かばくん・くらしのえほん１  かばくんのいちにち 日常生活に必要な決まりを守って行動できる心を育てていくため。

生活 岩崎書店 705 ペネロペしかけえほん１２  ハッピーバースデー、ペネロペ！
興味のあるキャラクターをきっかけとして、自分の誕生や家族を考えることにつなげること
ができる。

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
さまざまな動物があいさつをするのを見ながら日常的なあいさつの習慣を身につけること
ができる。

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 しかけ絵本であるため、興味をもって返事の学習ができる。

生活 金の星社 K01 げんきをつくる食育えほん１  たべるのだいすき！ 食べ物と身体の関係性を学習することをとおし、自らの健康増進の大切さを学ぶ。
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生活 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード 食べ物に興味をもつ。

生活 くもん出版 B02 生活図鑑カード  くだものやさいカード１集 自分と身近な社会や自然とのかかわりついて関心を深めることができる。

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
ホットケーキを作る面白さがシンプルに描かれており、調理や家庭生活について関心を持
つことができる。

生活 小峰書店 551 たのしいどうぐばこ 生活に密着した道具を絵本と模型で学習することができる。

生活 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
基本的な生活技術を身につけるための手順が写真やイラストでしめされている。暮らしに
必要な着替え、ひも結び等をわかりやすく学ぶことができる。

生活
成美堂出
版 563 音と光のでる絵本  えいごどうようのうた 歌を通して言葉に興味をもったり社会に関心を広げていったりするきっかけとなる。

生活
成美堂出
版 637 音と光のでる絵本  じどうしゃ

乗り物についてわかりやすく書かれており、スイッチを押したりハンドル操作をしたりするこ
とで、公共の交通機関に関心を持つことができる。

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

絵本に付属している動物の人形を使うことで、興味をもって日常生活の学習に取り組むこ
とができる。

生活 永岡書店 526 光る！サイレンカー・のりものサウンドえほん
町並みやいろいろな乗り物について分かりやすくかかれており、絵を見たりスイッチを押し
て音を聞いたりして公共交通機関に関心を持つことができる。

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 映像を見ながら様々な車の役割を知り、社会や地域への興味関心を広げることができる。

生活 永岡書店 585 きいて！さわって！このどうぶつなぁ～に？ 視覚・聴覚・触覚を刺激しながら、自然や生き物に興味関心を持つことができる。

生活 永岡書店 629 パノラマ知育マグネットブック  おりょうりいっぱいレストラン 身近なものの名前を知る。

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 効果音やハンドル操作があり、遊びを通して社会との関わり方をしることができる。

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？
音と遊びながらはみがきをすることで、楽しくはみがきをする習慣を身につけることができ
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！

音や光が出ることで楽しくお料理ごっこ遊びができる。

生活 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 遊びながらスイッチを押し、身の回りのたくさんの生活音に触れることができる。

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て曲を流すことができ、
歌詞を通して日常生活の場面に触れることができる。
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生活 ポプラ 625 ディズニープリンセスロマンチックメロディえほん メロディーを聴いたりイラストを見たりして好きなキャラクターになりきることができる。

生活 コクヨ 504 わたしのおかいもの ままごと遊びを通して、買い物学習をすることができる。

生活 ベネッセ 539 たまひよ絵本たまひよごっこあそび絵本  じゅーじゅーフライパン 音楽や効果音が流れることで楽しみながら食への関心を高めることができる。

生活 ベネッセ 554 たまひよ音のずかん絵本  だいすきのりものずかん
はたらく車にとても興味がある。本をタッチして音を出す活動を通して指先を使う自立活動
の学習としての効果もある。

生活 三起商行 564 ポカポカフレンズのしかけと音のえほん  なにしてるの？せいかつ 仕掛けや音で日常生活のものに興味を持つことができる。

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 仕掛けや音で日常生活のものに興味を持つことができる。

生活 三起商行 572 ミキハウス音のでるおしごとえほん  でんしゃ 運転士の仕事を体験的に学ぶことができる。

社会 あかね書房 583 記号のポケット図鑑２  乗り物・施設・用品・しるし・文字
町や建物の中で見かける記号がポケットサイズになっている教材なので、記憶の短い子ど
もでも持ち歩いて確認することができ、社会のきまりが定着しやすいと考える。

社会 偕成社 531 日本の絵本  ピン・ポン・バス バスに興味を持たせられる。

社会 偕成社 591 木村裕一・しかけ絵本（１２）  げんきにごあいさつ しかけを操作して場面の言葉を引き出すことができる。

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！ 社会について分かりやすく書いてある。

社会 偕成社 V01 五味太郎・しかけ絵本（１）  きいろいのはちょうちょ しかけ絵本に興味を示し、視覚も未発達なため今の発達段階にあっているため。

社会 偕成社 Z01 子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー 図で説明されていて分かりやすい。

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
外出時のマナーが挿し絵や説明で分かりやすく解説されており、ひとりで出掛けるときの
マナーについて学ぶことができる。

社会 学研 630 地図記号かるた ゲームを通して地図記号を学べるから。

社会 学研 632 小学全学年都道府県に強くなる  はじめての日本地図ドリル 生徒の興味関心を高め、日本の地理の学習に活用することができる。

社会 学研 640 中学地理をひとつひとつわかりやすく
地図やグラフ中心の分かりやすい解説と書き込み式の練習問題にまとめてあり、地理の
分野の基礎が学習できる。
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社会 学研 642 中学公民をひとつひとつわかりやすく。 公民に必要な知識を学習できるから。

社会 学研 657 なぜ？どうして？社会のお話 書くことの苦手な生徒に興味関心を持たせることができる。

社会 学研 695 ふれあいこどもずかん  せいかつこどもずかん衣食住 日常生活に必要な簡単な決まりやマナーについて習得させるため。

社会 学研 708 日本の鉄道大図鑑１１００ＤＶＤ２枚つき
興味のある鉄道を手がかりとすることで、社会に興味をもち、学習することができる。文字
を読むことができないので、映像が有効である。

社会 学研 735 学研のまるごとシリーズ  年代早覚え日本史まんが年表 日本史に興味を持たせたい。

社会 学研 736 絵を見て学ぶシリーズ  わくわくする日本の地図 4学年の学習内容について詳しく描かれているので、分かりやすい。

社会 学研 763 社会科常識シリーズ  世界の国旗かるた
国旗のデザインが取り札になっているカルタで遊びながら世界の国旗に親しむことができ
る。

社会 学研 764 社会科常識シリーズ  日本歴史人物要点かるた かるたを通して歴史人物について学ぶことができる。

社会 学研 766 社会科常識シリーズ  都道府県かるた 遊びのなかで都道府県名を覚えさせたい。

社会 学研 775 大きなずかんはたらくじどう車３  しょうぼう車・きゅうきゅう車 働く車を通して、社会を支える仕事に気がつかせたい。

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
付属の太鼓をバチで叩いてお祭りの雰囲気を味わうことで、社会生活に関わる事象につ
いて学ぶことができる。

社会 金の星社 F06 ひとりでできるもん！６  だいすきおやつ作り ひとりでたのしくおかしづくりをさせたい。

社会 くもん出版 580 生活図鑑カード  のりものカード 身近な乗り物が題材になっており、公共の交通機関の乗り物に親しむことができる。

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 写真が多く、解説が分かりやすい。

社会 くもん出版 B06 生活図鑑カード  お店カード
シンプルで分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 B07 生活図鑑カード  生活道具カード
シンプルで分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 グランまま 001 ぼくとわたしのせいかつえほん １ページに４タイトルずつでわかりやすく見やすい。
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社会 講談社 625 決定版心をそだてる  はじめての日本の歴史名場面１０１ 歴史を楽しく学ぶことができる。

社会 講談社 808 新幹線のたび  はやぶさ・のぞみ・さくらで日本横断
新幹線に乗って青森から鹿児島までを旅する親子の視点を通して、日本の地形や季節
の各地方の特色について文章とイラストで感じ取ることができる。

社会 国土社 542 社会科・大迷路シリーズ  日本地理めいろ 迷路あそびをしながら地図にふれることができる。

社会 小峰書店 E19
のりものえほん（しゃしん・ずかん）  あたらしい関西のでんしゃずか
ん

写真を通して乗り物に興味を持つことができる。

社会 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 社会についてわかりやすく書いてある。

社会 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

嫌なことがあった時の伝え方や悪いことをした時の謝り方が説明され、集団生活の役割に
ついて考えることができる。

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

ソーシャルスキルを身につける。

社会 合同出版 529 絵でわかるこどものせいかつずかん４  おつきあいのきほん
あいさつの仕方、謝る、我慢などの身の回りの人との付き合い方について書かれており、
集団生活の中での行動の仕方、社会生活でのきまりを学習できる。

社会 合同出版 530 絵でわかるこどものせいかつずかん１  みのまわりのきほん
身辺の自立が課題なので、身近な生活に必要な身辺処理を自分でしたり、生活に必要な
マナーがわかりそれを守って行動することを学習できると考える。

社会 三省堂 537 こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版
社会生活や家庭生活の年間行事などの説明があり、身の回りの出来事に関心を持ったり
できる基礎づくりをするため。

社会 三省堂 538 こどもマナーとけいご絵じてん 言葉遣いやマナーを学んでほしいため。

社会 小学館 503 ドラえもんちずかん１  にっぽんちず 日本各地のくらしについて、ドラえもんが出てくるので、興味をもって学習できる。

社会 小学館 523 小学館の図鑑ＮＥＯ  乗りもの改訂版 様々な乗り物を写真やＤＶＤで分かりやすく説明している。

社会 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、紐結びなどの基本的な生活技術が写真やイラストでわかりやすく示されている。
主体的に日常生活に必要な生活技術を身につけることができる。

社会 小学館 555 にっぽん探検大図鑑  ＮＩＰＰＯＮ－ＰＡＬ 漢字を楽しく学ぶため。

社会 小学館 564
ドラえもんの社会科おもしろ攻略  日本各地の自然とくらし（改訂新
版）

日本各地のくらしについて、ドラえもんが出てくるので、興味をもって学習できる。

社会 小学館 566 ドラえもんの社会科おもしろ攻略  地図がよくわかる 地理の学習を進めるうえで、基本が楽しく学ぶことができる。
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社会 小学館 584 ２１世紀こども百科歴史館＜増補版＞ 歴史について、親しみながら学習することができるから。

社会 小学館 586 ２１世紀こども地図館
地理的分野の学習を進めるにあたり、様々な地域の様子を視覚的にとらえることができる
から。

社会 小学館 588 ２１世紀こども百科しごと館 職場体験学習に向けて、様々な仕事の学習に役立つ。

社会 小学館 L01 はじめてちずかんシリーズ１  ドラえもんのせかいちず 世界地図をわかりやすく学習できる。

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
身近なキャラクターと一緒に学習することで、日本地図（地形や都道府県）について興味
をもつことができる。

社会 鈴木出版 A05 知育えほん  マークのずかん 日常生活で目にするマークを学習するため。

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

パズル感覚で学習できるので、該当児童の意欲向上につながる。自然と身についていく
ことが予想できる。

社会
成美堂出
版 617 音と光のでる絵本  プルルルもしもし！でんわではなそ！ 音と光を駆使することで電話の使い方を効果的に学ぶことができる。

社会
成美堂出
版 643 電車大集合！スーパー大百科ＤＶＤつき 好きな電車の知識を増やしたい。

社会 戸田デザイ 005 にっぽんちず絵本
大きく書かれた地図や絵、イラスト通して、具体的な表現を通して、地域の様子や社会の
移り変わりを学習することができる。

社会 戸田デザイ 005 にっぽんちず絵本 日本の地理に興味を持たせることができる。

社会 戸田デザイ 006 せかいちず絵本 地図に興味があるが、ほかのものだと発達段階に合わないため。

社会 東洋館 001 くらしに役立つ社会
社会の様子、働きや移り変わりについて関心と理解を深め、社会生活に必要な基礎的知
識を得ることができる。

社会 東洋館 501 改訂版これだけは身につけよう！  社会科の基礎知識 社会に興味を持ってもらうため。

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 街で出会う乗り物に興味を持たせることができる。

社会 永岡書店 541 木製知育パズル  日本ちず 手先の巧緻性を含め楽しく遊ぶことができる。

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。
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社会 永岡書店 628 木のえほん  のりものパズル 興味のある乗り物から始めて他の乗り物にも関心を広げることができる。

社会 永岡書店 644 生きる力を育てる新時代の伝記  世界を変えた人たち３６５ 世界の様々な方の人生を知ることができ、興味の幅をひろげることができる。

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 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、働く人について考えることができる。

社会 ひさかた D01 ロングセラー絵本  でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 公共施設の働きがわかる。

社会 福音館 G10 福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事中 社会についてわかりやすく書いてある。

社会 文研出版 509 まかせて！おてつだい１  わくわくしょくじ 社会生活の基本となる家庭生活を学ぶことで、家族の一員である自覚をもたせたい。

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 社会の様子に興味関心をもつ。

社会 フレーベル 667 にぎやかアンパンマンいえのおと 身近な生活の音に興味を持つことができる。

社会 フレーベル 671 アンパンマンマグネットえほん４  おかいものへいこう！
生活に密着している買い物がテーマになっているところが学習意欲向上につながることが
できる。

社会 平凡社 512 新訂第２版地図で知る世界の国ぐに
国際化が進み、世界の国々と日本との関係を知ることは重要である。他国の様子を知るこ
とで日本についての理解についても深めていけるようにする。

社会 平凡社 514 ちず＋ずかん＝ちずかんシリーズ１  食べもの日本地図鑑 絵で見て分かるので、学習に取り組みやすい。日本の県の学習を行うのに分かりやすい。

社会 平凡社 B02 新版はじめましてにほんちず 自分の住んでいる国を学習するため。イラストと文字がシンプル。

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 音を楽しみながら乗り物を知る。

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 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

買い物練習。

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 お店にあるものを知る。
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社会 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 外国の名前を知る。

社会 ポプラ 584 のびのび総合知育絵本１４  ぎょうじのえほん 絵をみながら1年間の行事を季節の移り変わりとともにとらえさせるのに、適切。

社会 ポプラ 586 音と光のしかけ絵本２  しんごうピカピカ！ 楽しみながら交通ルールを学ぶことができる。

社会 ポプラ 590 うんてんできるよ！バスでゴー！ゴー！ 乗り物の音に慣れる。

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 身近にある乗り物に興味を持つことができる。

社会 喜楽研 565 改訂版コピーしてすぐ使える  まるごと社会６年 中学での社会の学習へのステップアップに有効。

社会 こばと 513 認知発達教材レベルアップ  しぜん（上） 対象児童の発達段階に合っているため。

社会 こばと 515 認知発達教材レベルアップ  せいかつ（上）
自分や家族、学校、地域に関する学習や乗り物の乗り方など興味を持って学習すること
ができる。

社会 こばと 516 認知発達教材レベルアップ  せいかつ（下） 社会科の学習の入り口として、生活や社会に目を向ける内容が適しているから。

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

視覚的、作業的な内容のトレーニングシートにより、集中して取り組み、学習することがで
きるため。

社会 こばと 535 中学生のための生活・社会 社会に出て自立した生活を送るための基礎的な学習を進めることができるから。

社会 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

乗り物に興味をもつ。

社会 主婦の友 570 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨのりものぶっく 乗り物に興味をもつ。

社会 集英社 502 集英社版・学習漫画  日本の歴史できごと事典 社会に興味を持っている生徒が、漫画で興味を引き出しながら学習できるため。

社会 主婦と生活 511 都道府県地理カード
写真と地図と簡潔なポイントが載っていてすごろくとパズルのゲームもついているので楽し
みながら各都道府県の①や特徴を学ぶことができると考える。

社会 すばる舎 507 ぬりえ＆書きこみ式小学生のための日本地図ドリル改訂版 生徒の興味関心を高め、日本の地理の学習に活用することができる。

社会 草思社 515 みんなのためのルールブック  あたりまえだけど、とても大切なこと
相手や自分の立場を理解し、互いに協力して役割や責任を果たすこと、社会での決まり
を知り、それを守ることなどの学習につなげることができる。
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社会 パイインタ 512 写真で知る！びっくり日本一 写真がとてもきれいで解説が分かりやすい、日本の様々な場所を知れる内容であるため。

社会 文英堂 531 シグマベスト  これでわかる歴史人物小学４～６年 歴史上の人物を知ることができるため。

社会 ベネッセ 540
たまひよ楽器あそびえほん  ぴかぴかどっかーん！すごいたいこえ
ほん

付属の太鼓をバチで叩いてお祭りの雰囲気を味わうことで、社会生活に関わる事象につ
いて学ぶことができる。

社会 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 身近な交通機関や公共機関の学習につなげる。

社会 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 音を楽しみながら店の仕事を体験する。

地図 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 楽しみながら、絵描きができることや、発達段階に合っているため。

地図 学研 627 学習関連単品  読んで見て楽しむ日本地図帳 わかりやすく楽しく日本地図が学べるから。

地図 学研 628 学習関連単品  読んで見て楽しむ世界地図帳 わかりやすく楽しく世界地図が学べるから。

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
日本各地でとれる野菜や果物などが紹介されており、好きな食べ物を通して、興味を持っ
て地図学習に取り組むことができる。

地図 講談社 808 新幹線のたび  はやぶさ・のぞみ・さくらで日本横断 新幹線に乗っているような楽しさを感じながら、日本の特徴を学ぶことができる。

地図 小学館 L01 はじめてちずかんシリーズ１  ドラえもんのせかいちず イラストが分かりやすい。

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に興味を持ちながら、いろいろな地域を知ることができる。

地図 戸田デザイ 005 にっぽんちず絵本 絵や写真が入っていて興味を持って地図をみることができる。

地図 永岡書店 541 木製知育パズル  日本ちず
都道府県がピースになっているパズルで、遊びながら都道府県の名前や位置を学ぶこと
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、地図に親しみが持てる。

地図 平凡社 B02 新版はじめましてにほんちず イラストが分かりやすい。

地図 平凡社 B02 新版はじめましてにほんちず 分かりやすい絵表示をもとに県名を知ることができる。

32 / 51 ページ



地図 ＪＴＢ 501 のりものＤＶＤブック  電車まるごと大集合 全国各地の電車を見て、日本の地図を電車を通してしることができる。

理科 岩崎書店 686 「色」の大研究３  色であそぼう
色を識別することができるので、色を手がかりに、科学的なことに興味をもち、学習するこ
とができる。

理科 岩崎書店 C04 かいかたそだてかたずかん４  やさいのうえかたそだてかた イラストが多様で興味が持ちやすい。

理科 岩崎書店 F08 絵本図鑑シリーズ８  やさいのずかん 身近な自然に興味を持たせ、野菜の発芽から収穫までの様子を学ぶことができるから。

理科 偕成社 670 ノンタン  ノンタン・タータンあそび図鑑 親しみやすいノンタンで図鑑を興味を持って読むことができる。

理科 偕成社 753 ポップアップブック  ＰＯＰ－ＵＰＢＯＯＫはらぺこあおむし
立体的なページを見たり触ったりして児童の関心が高く学習できる。色彩が注目しやす
い。

理科 偕成社 821
とびだす・ひろがる！えほんシリーズ  とびだす・ひろがる！どうぶ
つえほん２

生き物に興味をもつ。

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！
簡単な健康づくりや病気・けがへの対処等について知りながら、身辺処理や健康で安全
な生活についての学習につなげることができる。

理科 学研 503 ジュニア学研の図鑑  昆虫 児童の実態に合わせて、昆虫に対する興味を広げるため。

理科 学研 505 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 511 はっけんずかん  しょくぶつ
1年時から植物とのかかわりは持っているが特に関心を持っているわけではない。身近な
生き物としての植物を知ることで興味を広げるきっかけを育む。

理科 学研 562 ニューワイド学研の図鑑４  増補改訂魚 生徒の好きな魚が写真やイラストで紹介され、興味を持って学習できる。

理科 学研 566 ニューワイド学研の図鑑８  増補改訂恐竜 生き物に興味があり、自分で読むことができる。

理科 学研 577 ニューワイド学研の図鑑Ⅰ  謎の図鑑 視覚で見ることで文字や言葉を学習できる。

理科 学研 592 もっと！ほんとのおおきさ動物園 何度見てもみんなが楽しめ、動物園が身近にあるように感じられる。

理科 学研 653 増補改訂ジュニア自然大図鑑  エコロ
写真や図が多く載せられていて、視覚的に興味を持たせたり理解の役に立つ情報が掲
載されている。

理科 学研 709 実験おもしろ大百科 簡単な実験もたのしくのっているので学校や親子で取り組めるため。
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理科 学研 772 たのしいしかけえほん  くだものさん 身近な果物からその他の果物も、しかけによって楽しみながら知ることができる。

理科 金の星社 E01 やさしいからだのえほん１  からだのなかはどうなっているの？
身体の各部位の名称や、自分の体の仕組みについて平易な言葉で解説されているの
で、人の体の主なつくりや働きに関心をもつことができる。

理科 金の星社 F01 ひとりでできるもん！１  たのしいたまご料理 料理をとおして理科に係る現象等を学ぶことができる。

理科 くもん出版 585 自然図鑑カード  動物カード カードをもとに、動物の名前を覚えることができる。

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 B02 生活図鑑カード  くだものやさいカード１集 自分と身近な社会や自然とのかかわりついて関心を深めることができる。

理科 講談社 001 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
ふしぎでおもしろい実験が乗っており、映像の教材を通してより多くの実験をしることによ
り、自然の事物や現象に関心を高めることができる。

理科 講談社 682 お料理ブック  子どもクッキングーママと作る休日の朝ごはん 料理をとおして理科に係る現象等を学ぶことができる。

理科 講談社 796 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ  宇宙 宇宙を科学的にとらえて、親しみやすい構成になっている。

理科 講談社 797 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ  動物 様々な生き物を写真やＤＶＤで分かりやすく説明している。

理科 小学館 501 ２１世紀幼稚園百科新版こんちゅう
興味のある昆虫を手がかりとすることで、科学的なことに興味をもち、学習することができ
る。

理科 小学館 514 小学館の図鑑ＮＥＯ  植物 3年の学習内容について、より詳しく学ぶことができる。

理科 小学館 518 小学館の図鑑ＮＥＯ  飼育と観察 理科の学習内容をより詳しく知ることができる。

理科 小学館 521 小学館の図鑑ＮＥＯ  星と星座 興味のある星座について学びを深めることができる。

理科 小学館 529 小学館の図鑑ＮＥＯぷらす  くらべる図鑑 種類の異なるものを比べることで発想が広がるため。

理科 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

四季を感じながら身の回りの自然についての理解を深めるとともに一年の行事や暮らしに
ついての知識も身につけていけるようにする。

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 分かりやすいイラスト、大きな写真や図解で衣食住の基本を学ぶことができる。
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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
様々な事柄の不思議を図や写真で分かりやすく解説しているため、身の回りに興味をも
つことのできる図書である。

理科 小学館 549 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  新・りったいどうぶつ館 理科の学習を効率よく学習できる。

理科 小学館 590 ２１世紀こども百科食べ物館 食べ物について知る。

理科 小学館 631 ドラえもんふしぎ探検シリーズ６  ドラえもんからだ大探検 生徒の興味にあっていて、学習意欲を高めるのに有効。

理科 小学館 641
きっずジャポニカ・セレクション  １０才までにやってみようかんたん
ワクワク理科あそび

実験を楽しむ。

理科 小学館 724 ピタゴラ装置ＤＶＤブック１ ピタゴラスイッチの動きから学べる点が大きいから。

理科 小学館 735 小学館の図鑑ＮＥＯ  動物ＤＶＤつき キレイな写真・イラストで本児にも楽しんで読めると考える。

理科 小学館 749 きむらゆういちのパッチン絵本  おおきくなったら 生き物の成長を視覚的に学習することができる。

理科 小学館 B11 ２１世紀幼稚園百科１１  からだのふしぎ 人体についてわかりやすく解説している。

理科
女子栄養
大 001 新・こどもクッキング 生命や火など理科に関連する現象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 遊びながら魚に関心を持たせられる。

理科
成美堂出
版 005 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた 生物や植物など、理科に関連した絵と内容があり、楽しく学習ができる。

理科
成美堂出
版 537 音と光のでる絵本  かわいいどうぶつ

音を通して動物に対する興味関心を引きだし、身近な自然の中で遊んだり、動植物を育
てたりするなどの自然や生き物への興味関心につなげることができる。

理科
成美堂出
版 589 小学生のクッキングで自由研究 食に興味があり、その興味を研究に広げられたらと考えたため。

理科
世界文化
社 A01 写真でわかるなぜなに１  どうぶつ 視覚的に興味をもって身近にいる動物を知ることができる。

理科
大日本絵
画 574 あなあきしかけえほん  ちいさなおたまじゃくし しかけ絵本の興味があり、集中して学習することができる。

理科
大日本絵
画 605 さわるしかけえほん  へんてこりんなどうぶつたち 見る、触る、などの五感を使って、学習ができる。
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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
大日本絵
画 649 究極の科学しかけえほん  昆虫のなかま 昆虫の世界を楽しく学ぶ。

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 音を楽しみながら動物を知る。

理科 童心社 542 おかあさんとみる性の本  わたしのはなし 分かりやすい挿し絵を見ながら思春期の体について学ぶことができる。

理科 同成社 503
ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＡ  ２けたまでのたしざんひき
ざん

本の中にある虫や花のイラストに興味を持ちながら、生物や植物など理科の学習につな
げることができる。

理科 東洋館 503 くらしに役立つ理科 理科的、科学的な事象を身近な生活の中で考えながら学習できる。

理科 永岡書店 585 きいて！さわって！このどうぶつなぁ～に？ 自然や生き物に興味を持たせることができる。

理科 永岡書店 634 マグネットえほん  体のしくみ 体の仕組みを知る。

理科 永岡書店 646 マグネットブック  さかなつり 手先の巧緻性を含め楽しく遊ぶことができる。

理科 ひかりのく C12 こどものずかんＭｉｏ１２  きせつとしぜん 写真が分かりやすい。

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分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 I04 改訂新版体験を広げるこどものずかん４  はなとやさい・くだもの 花・野菜・果物について体験を通して学ばせたい。

理科 ひかりのく J04 はじめてのずかん４  やさいとくだもの 身近なものから興味・関心を引き出し、学習意欲向上につなげることができる。

理科 ひかりのく K09 新装版ＫＩＤＳ２１１２  たべものひゃっか 食べ物に対する関心を高められる。

理科 評論社 B25 しかけ絵本の本棚  からだのなかとそと 視覚的に体のことについて学習させたい。

理科 福音館 547 かがくのとも絵本  はははのはなし 自分の体やこれからの健康について、目で見ながら学習することができる。

理科 福音館 570 福音館の科学シリーズ  いのちのつながり きれいな挿絵と、分かりやすい説明で、様々な命のつながりを興味深く学習できるため。
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理科 福音館 572 福音館の科学シリーズ  校庭のざっ草 身近な植物を取り上げて扱いやすい。

理科 福音館 573 福音館の科学シリーズ  虫の飼いかたさがしかた
きれいで分かりやすい挿絵を駆使して様々な興味関心を持って、自然への理解をつなげ
たいため。

理科 福音館 576 福音館の科学シリーズ  育てて、発見！「ゴーヤー」 教材でゴーヤを育てており、興味関心を引き出すのに 適であるため。

理科 福音館 577 福音館の科学シリーズ  ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 体の仕組みを、わかりやすく興味深く書いており、楽しく学習できるため。

理科 福音館 E16 かがくのとも絵本  みんなうんち 理科の学習を効率よく学習できる。

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！ 天気について知る。

理科 フレーベル 715 フレーベル館のナチュラ  ふしぎをためす図鑑（２）しぜんあそび 絵で見て分かるので、学習に取り組みやすい。

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
さまざまな科学あそびが紹介されており、日常生活に関係の深い事柄や機械・器具の仕
組みや扱いについての初歩的な知識が身につけられる。

理科 フレーベル D04 ふしぎをためすかがく図鑑  しぜんあそび 自然の事物、現象についての興味を広げられるような遊びについて知ることができる。

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
春夏秋冬の季節ごとの自然や行事、遊び等が写真とともに紹介されており、四季の様子
や地域の様子に興味や関心をもつことができる。

理科 ポプラ 526 おととあそぼうシリーズ９  どうぶつなんてなく？ 楽しみながら動物への関心を持たせられる。

理科 ポプラ 560 これなあに？かたぬきえほん１  どうぶついろいろかくれんぼ
絵がわかりやすく、しかけ絵本になっていて、楽しみながら動物の名称を覚えることができ
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 生徒の興味にあっていて学習意欲を高めるのに有効。

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 ダイナミックな映像を見ることで、動物への関心を引き出したい。

理科 大月書店 507 科学あそび大図鑑  身近な道具でできるたのしい科学実験集 生徒の興味にあっていて学習意欲を高めるのに有効。

理科 喜楽研 564 コピーしてすぐ使える（改訂版）  まるごと理科６年 中学での理科の学習へのステップアップに有効。

理科 こばと 513 認知発達教材レベルアップ  しぜん（上）
動物、鳥、昆虫の名前や鳴き声、天気、季節などの学習ができ、自然の変化に関心がも
てるため。

37 / 51 ページ



理科 こばと 514 認知発達教材レベルアップ  しぜん（下） 動物、虫、植物などの名前や自然の変化を学習し興味を深めることができるため。

理科 こばと 537 中学生のための自然・理科 理科の中でも、生活に身近な内容の学習ができるから。

理科
実業之日
本 514 からだの不思議がわかる！ からだのことについてわかりやすく伝えることができる。

理科 新星（沖縄 501 沖縄のセミ生態写真と鳴き声で知る全１９種 CDが付属されており、聴いて楽しめそうな図鑑だったため。

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

日常生活に関係の深い事柄や機械・器具の仕組みや扱いについて知識を得ることがで
き、関心をもって学習に取り組むことができる。

理科 主婦と生活 507 でんじろう先生の超ウケる実験ルーム  みんなびっくり！ 理科の実験が教室でも簡単にできるから。

理科 草土文化 503 手作りおもしろ実験  音・光ふしぎはっけん 生徒の興味にあっていて学習意欲を高めるのに有効。

理科 浜島書店 501 新理科便覧東京都版 豊富な資料と多彩な情報とで、理科に対する関心・意欲が高まる。

理科 三起商行 510 ミキハウスたのしいメロディえほん  リズムでワンワン
スイッチを押すと流れるメロディに対応した動物の鳴き声が流れる構成になっており、楽し
みながら動物について学ぶことができる。

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
しかけを引っ張ると生き物の姿が現れ鳴き声がする構成になっており楽しみながら生き物
特徴を学習できる。

理科 みくに出版 506 目で見る理科資料集小学校低学年用
理科で学ぶことがまとまっていて興味の幅が広がるとともに、理科の知識を身につけること
ができる。

図工
（美術）

あかね書房 001 単行本  さわってあそぼうふわふわあひる 様々な素材に触れることで、色や形、感触を意識することができる。

図工
（美術）

岩崎書店 638 「色」の大研究１  色のはっけん 色の説明をわかりやすく伝えることができ、今後の活動につながる。

図工
（美術）

偕成社 741 さわる絵本  新装版これ、なあに？
感触を楽しめる仕掛けがあり、視覚からだけでなく触覚からもイラストを楽しみ、製作への
意欲を育てることができる。

図工
（美術）

偕成社 T03
エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）  わたしだけのはらぺこあおむ
し

物語とともに着彩できる。

図工
（美術）

偕成社 T05 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）  ごちゃまぜカメレオン 生徒の興味関心をひきつけ、楽しみながら学習できる。

図工
（美術）

学研 550 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。
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図工
（美術）

学研 554 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 スタンプを押して作品を作る楽しさをしることができる。

図工
（美術）

学研 558 おうさまのたからばこ  ふしぎなクレヨン 色々な色彩で表現する力を育てる。

図工
（美術）

学研 683 ぴよちゃんとさわってあそぼ！  めくってばあ！
手触りの良いフエルトをめくると絵が現れる構成になっており、さまざまな感触の手触りを
経験することができる。

図工
（美術）

学研 708 日本の鉄道大図鑑１１００ＤＶＤ２枚つき 本の内容に興味を持つことにより、描画や造形活動への意欲を高めることができる。

図工
（美術）

学研 G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
身近なものや動物の絵に自由に書き加えて絵を完成させる構成になっており、描くことへ
の関心を育てることができる。

図工
（美術）

学研 G08 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん
実際に本のページを切ったりちぎったりする造形活動を通して作品を完成することで描い
たり作ったり飾ったりすることに関心が持てる。

図工
（美術）

学研 O01 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって 工作活動を楽しむことができる。

図工
（美術）

学研 O02 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって のりを使うことに慣れる。

図工
（美術）

金の星社 557 つみき つみきに興味を持ち図工の基礎的な学習に役立てる。

図工
（美術）

くもん出版 502 ファーストステップドリル  ぬってみよう 描くことの楽しさを味わうことができる。

図工
（美術）

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 はさみに慣れる。

図工
（美術）

くもん出版 533 こうさく１  はじめてのはさみ はさみやのりの使い方を練習することができる。

図工
（美術）

くもん出版 536 こうさく４  かみこうさくあそび 切る作業を通して作品づくりを楽しむことができる。

図工
（美術）

くもん出版 850 はさみとのりでチョキチョキ・ぺたぺた 色々な用具の扱いに慣れる。

図工
（美術）

国土社 B09 たのしい図画工作９  うごくおもちゃ
工作が大好きな子どもなので、動かして遊べるものを作る造形活動を通して表現および鑑
賞の能力を養うことができると考える。

図工
（美術）

国土社 B14 たのしい図画工作１４  こすりだし・すりだし 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
（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 描くことの楽しさを味わうことができる。
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図工
（美術）

小峰書店 001 リサイクル工作ずかん
身の回りのものを使って、目的に合ったものを作るために、材料や用具を工夫して使う学
習になると考える。

図工
（美術）

小学館 756 デコボコえほん  あかあおきいろ 触って感じながら造形活動への関心を高めることができる。

図工
（美術）

大日本絵
画 525 おおがたしかけえほん  あかまるちゃん 絵本の仕掛けを楽しみながら学習する。

図工
（美術）

大日本絵
画 548 しかけえほん  びっくりいろあそび

仕掛けをめくると鮮やかな色あいで写実的に描かれた動物や魚が飛び出す構成になって
おり、自然の色の美しさ等に親しみをもつことができる。

図工
（美術）

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！ 音の出る仕掛けに興味関心をひかれ、さまざまな感触の素材と触れ合うことができる。

図工
（美術）

大日本絵
画 676 しかけえほん  いろいろきしゃぽっぽ

本の中でさまざまな色が増えていく仕掛けの中でいろいろな色の種類や使い方を楽しみ
ながら身につけることができる。また、色彩や造形活動への関心が高まる。

図工
（美術）

大日本絵
画 692

ライトがついたとびだししかけ絵本  フラワー・フェアリーズ不思議な
月光のパーティ

絵本の仕掛けを楽しみながら学習する。

図工
（美術）

大日本絵
画 697 動く写真で見る野生動物の世界しかけえほん  サファリ 絵本の仕掛けを楽しみながら学習する。

図工
（美術）

チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ 文具を持って描く体験ができる。また、色の学習に役立てることができる。

図工
（美術）

戸田デザイ 506 国旗のえほん いろいろな模様を見て、作品作りの手がかりにすることができる。

図工
（美術）

戸田デザイ 512 どの色すき 色へのこだわりを広げたい。

図工
（美術）

永岡書店 636 トミカはって作る！シール図鑑 貼ることに慣れる。

図工
（美術）

ひかりのく 002 どうようでおえかきできる  どうようＮＥＷ絵かきうたブック 線を楽しく描く。

図工
（美術）

福音館 G09 福音館の科学シリーズ  あそびのレシピ
身の回りのいろいろな素材を使って作品作りをするためのヒントが写真で示されている。
様々な用具の扱いを理解し作ることに親しむことができる。

図工
（美術）

ブロンズ新 520 いつでもらくがきはる・なつ・あき・ふゆ
分かりやすいシンプルな絵のページがたくさんあるので、興味があるページを見つけるこ
とができ、長い時間楽しく学習を継続することができる。

図工
（美術）

ブロンズ新 556 らくがき絵本五味太郎５０％ 与えられたテーマを考え描くことを楽しむ。

図工
（美術）

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構成になっており、作ることに
関心を持つ学習につなげることができる。
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図工
（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
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
（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
自由に描いたり塗ったりしてページを完成させていく構成になっており、表現する楽しさを
味わうことができる。

図工
（美術）

フレーベル 614 アンパンマンとはじめよう！  らくがきだいすき
形や写真に自由に書き加えて絵を完成させる構成になっており、描くことへの関心を育て
ることができる。

図工
（美術）

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
分かりやすいイラストに音が加わることでおもしろさや楽しさを感じることにより、絵をかくこ
とができる。

図工
（美術）

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 点つなぎで絵を描く。

図工
（美術）

ポプラ 626 スタンプおえかき スタンプを押して作品を作る楽しさをしることができる。

図工
（美術）

ポプラ A04 あそびのひろば４  はりえあそび
本児が好きな乗り物や動物の絵を切ったり張ったりすることを通して、造形活動への関心
を高め、描く力、作る力を高めるため。

図工
（美術）

ポプラ A08 あそびのひろば８  らくがきあそび
しりとりあそびを題材にして自由に描いて楽しむことで、絵を描いたり、作ったり、飾ったり
する学習につなげることができる。

図工
（美術）

ポプラ C08 ペーパーランド８  おりがみえあそび
分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
（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
曲に合わせて手本を見ながら書く構成になっているので、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。

図工
（美術）

民衆社 526 型紙をぬくだけですぐに作れる壁面工作！！  つくる飾るあそぶ 生徒の興味にあっていて、今後の活動につながる。

図工
（美術）

大泉書店 503 ひとりでおれる  だいすき！おりがみ
分かりやすい解説があり、活動がしやすく、おりがみを折ることを通して、物づくりの楽しさ
を感じることができる。

図工
（美術）

開隆堂出
版 504 美術表現と鑑賞 表現力を高めるのに有効であり、美術のさまざまな学習につながる。

図工
（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 生徒の興味にあっていて、今後の活動につながる。

図工
（美術）

コクヨ 502 かおノート
顔のパーツがシールになっているため、それぞれの個性を生かした表現をすることができ
る。

図工
（美術）

コクヨ 516 あーんあーんあーん 食べ物や飾りのシールを貼ることで自分の絵を作り上げ表現する楽しさを味わう。

図工
（美術）

秀学社 507 ＷＡＴＣＨ２ 工作活動を楽しむことができる。
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図工
（美術）

主婦と生活 518 超かわいい！女の子手作り自由工作ＢＯＯＫ 視覚的に優れた教材になっており、見やすい構成になっている。

図工
（美術）

草土文化 502 チョーかんたんおりがみ  のりものをつくろう 折り紙に興味を持ち、手先の訓練になるので。

図工
（美術）

総合科学 501 わくわく木考作  “楽しんで作れる木工作品集” 興味をひく題材が取り上げられ、基礎技能をあげるのに適している。

図工
（美術）

日本文芸
社 505 かんたん、ふしぎ。切り紙ブック 視覚的に優れた教材になっており、見やすい構成になっている。

図工
（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 見本を見ながら付属の筆記具で、いろいろな図形を描くことができる。

図工
（美術）

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 絵かき歌が流れることで、描くことに興味を持つことができる。

図工
（美術）

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 好きな食べ物の形を自分で作ることで、造形活動を楽しむことができる。

図工
（美術）

三起商行 573 ポカポカフレンズのしかけえほん  めくる
しかけをめくるとさまざまな色や形の絵が現れる構成になっており、色の概念を学び、形や
色の違いに気づく学習をすることができる。

図工
（美術）

メイツ出版 510 楽しみながら才能を伸ばす！  小学生の絵画とっておきのレッスン 生徒の興味にあっていて、今後の活動につながる。

図工
（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）

様々な素材に触れることで、色や形、感触を意識することができる。

保健
（体育）

あかね書房 535 からだのえほん６  せなかをぴん 体の仕組みを学ぶ時には、見えにくい背骨の存在を意識させたい。

保健
（体育）

あかね書房 G04 からだのえほん４  からだにもしもし 絵本になっているため、体のことを視覚的に捉えることができる。

保健
（体育）

岩崎書店 700 めくってわかる！ひとのからだ 感覚的に体のつくりや働きを学習することができ、楽しみながら知識を得ることができる。

保健
（体育）

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 しかけの絵を見たり、操作したりすることができ、排泄について知ることができる。

保健
（体育）

偕成社 T07 エリック・カールの絵本  できるかな？－あたまからつまさきまで－ 絵本の中の動物たちの動きをまねながら、自分の部位を確認することができる。

保健
（体育）

学研 504 ジュニア学研の図鑑  人のからだ
自分の体のつくりや仕組みを知ることで安全で衛生的な日常生活を送るための基礎知識
を持ち生活する基礎を育てる。

保健
（体育）

学研 556 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑５  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。
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保健
（体育）

学研 728 どんどんめくってはっけん  からだのふしぎ 仕掛け操作を通して興味をもつことができると考える。

保健
（体育）

学研 728 どんどんめくってはっけん  からだのふしぎ
食べ物の消化から骨や筋肉、成長の仕組みなどがわかり、自分の発育・発達や健康・安
全に関する初歩的な事柄を理解したりすることができると考える。

保健
（体育）

学研 L12 ニューワイド学研の図鑑  増補改訂人のからだ 自身の体について、写真で理解することができる。

保健
（体育）

金の星社 652
ちびまる子ちゃんのはじめてのクッキングえほん  かんたん！たまご
りょうり

卵の基本的な料理を簡単に学ぶことができる。

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？ 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
（体育）

小学館 B11 ２１世紀幼稚園百科１１  からだのふしぎ 自分の発達発育に関心をもつ。

保健
（体育）

成美堂出
版 644 ちょうしんきつきからだずかん 聴診器を使うことで、遊びながら体の仕組みを学びたい。

保健
（体育）

童心社 542 おかあさんとみる性の本  わたしのはなし
分かりやすいイラストで女性の体のしくみを知り、自分の体を大切にすることに関心を持つ
ことができると考える。

保健
（体育）

東洋館 504 くらしに役立つ保健体育 保健体育の分野で参考になるため。

保健
（体育）

ひかりのく C09 こどものずかんＭｉｏ９  ひとのからだ イラストであることでイメージがわきやすく、学習意欲向上につながる。

保健
（体育）

評論社 B25 しかけ絵本の本棚  からだのなかとそと 身体の構造や働きについて、視覚を通して理解を深めることができる。

保健
（体育）

評論社 B25 しかけ絵本の本棚  からだのなかとそと 分かりやすい絵や仕掛けをもとにからだについて知ることができる。

保健
（体育）

ひさかた A01 あかちゃんのための絵本  はみがきしゅわしゅわ 歯を磨くことに興味をもち、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）

フレーベル 724 もしもしぼく、アンパンマン！ ボタンの操作を通して指先の動きを高めることができる。

保健
（体育）

フレーベル G09 フレーベル館の図鑑ナチュラ  ひとのからだ 健康で安全な生活や衛生面での身辺自立について習得させるため。

保健
（体育）

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？ 歯磨きの仕方を知る。

保健
（体育）

ポプラ 618 からだのふしぎがとびだすよ！ポップアップ人体えほん 仕掛けを通して、体の各部に興味を持つことができる。
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保健
（体育）

リーブル 502 はみがきシュッシュッ  ももちゃんはなちゃん はみがきに興味をもつ。

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 音楽や効果音に興味を持ちながら体の各部分の名称を覚えることができる。

保健
（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 体を作る食べ物について、パズルをつなげながら知ることができる。

保健
（体育）

岩崎書店 533 こころ・からだ・いのちのえほん１  おかあさん 絵がきれいで分かりやすく、思春期を迎える児童に適した図書である。

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？
身体のつくりなどが絵を見ただけでわかりやすくなっている。心と体の授業で取り扱いや
すいものになっている。

保健
（体育）

ポプラ 618 からだのふしぎがとびだすよ！ポップアップ人体えほん
人の体の仕組みについて絵や写真でわかりやすく学習ができる。ペーパークラフトの模型
を動かしながら学習できる。

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
ボタンを押すと体の名称が音声で流れる構成になっており、目、頭、耳、鼻、口など自分
の体の名称を学ぶことができる。

家庭
（職業）

あかね書房 502 えほん、よんで！２  おいしいおとなあに？ 食べたときの音などに興味を持つことができる。

家庭
（職業）

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
（職業）

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

あひるを数えることで日常生活の数量の学習につなげる。

家庭
（職業）

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

生徒の食への興味を高め、今後の生活につながる。

家庭
（職業）

偕成社 679 はじめての手芸シリーズ（１）  へんしん糸・ひも・布 手芸に楽しく取り組む。

家庭
（職業）

偕成社 680 はじめての手芸シリーズ（３）  すいすいかんたん小物 生徒の興味にあっていて今後の活動につながる。

家庭
（職業）

偕成社 777
五感と食の絵本（２）  め・みみ・はな・くち・ゆびであじわうお料理絵
本

色や形、見た目が変化する様子や感触、作る時の音に着目するなど五感を活用しながら
調理に興味をもつことができるから。

家庭
（職業）

偕成社 907
とびだす・ひろがる！えほんシリーズ  とびだす・ひろがる！たべも
のえほん

仕掛けを楽しみながら食べ物について興味を持つ。

家庭
（職業）

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！ 簡単な調理の仕方が挿絵等でわかりやすく説明されている。

家庭
（職業）

学研 517 はっけんずかんプチ  たべもの 食べ物が写真や絵で描かれており、食べ物の名前を関心をもって学べる図書である。
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家庭
（職業）

学研 G08 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん 紙をやぶくことを楽しめる。該当児童の表現を作品に表すことができる。

家庭
（職業）

金の星社 541 ＮＨＫ・新ひとりでできるもん！  手づくり大好き 楽しみながら手作り料理をする。

家庭
（職業）

金の星社 F01 ひとりでできるもん！１  たのしいたまご料理 つくり方がわかりやすく見やすい。

家庭
（職業）

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。

家庭
（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
（職業）

くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード カードを駆使して生活道具の名前を覚えることができる。

家庭
（職業）

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
ホットケーキを作る面白さがシンプルに描かれており、調理や家庭生活について関心を持
つことができる。

家庭
（職業）

三省堂 538 こどもマナーとけいご絵じてん マナーの学習がわかりやすくできる。

家庭
（職業）

小学館 590 ２１世紀こども百科食べ物館 食べ物について知る。

家庭
（職業）

小学館 613 シール知育えほん５７  それいけ！アンパンマンのたべものあそび 食事や調理などに関心をもつ。

家庭
（職業）

成美堂出
版 625 ラクラク楽しい家事の基本大事典 生徒の興味にあっていて、家庭でも取り組みやすい。

家庭
（職業）

東京書店 514 わくわく音あそびえほん  おかいものことばずかん 操作を通して買い物の経験を養うことができる。

家庭
（職業）

ナツメ社 001 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん
絵と文、イラストで身近な家庭生活について詳しく紹介されており、実生活に役立てること
ができる。

家庭
（職業）

ひかりのく K09 新装版ＫＩＤＳ２１１２  たべものひゃっか
たくさんの食べ物の写真や絵が実物通りに大きく表現され、様々な食材や料理について
学ぶことができる。

家庭
（職業）

福音館 H56 こどものとも絵本  はじめてのおつかい 買物に興味を持たせることができる。

家庭
（職業）

福村出版 A01 シリーズ生活を学ぶ１  つくって食べよう 調理に調味を持たせたい。

家庭
（職業）

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 キャラクターのシールを使って買い物の練習をし、生活の学習をすることができるため。
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家庭
（職業）

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
シールを使って、食べ物の名前や種類を学習し、いろいろな食べ物に興味を持てるように
なるため。

家庭
（職業）

フレーベル 671 アンパンマンマグネットえほん４  おかいものへいこう！ 買い物について知る。

家庭
（職業）

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！

料理の手順を知る。

家庭
（職業）

開隆堂出
版 501 中学生のマナー 生徒の実態にあっていて、今後の生活につながる。

家庭
（職業）

開隆堂出
版 507 大好き！家庭科  調べ、考え、やってみよう（着る） 生徒の興味にあっていて、今後の生活につながる。

家庭
（職業）

ジアース 503 ひとりでできちゃった！クッキング
料理の過程をすべて写真で紹介し、使用する道具や温度・時間をアイコンで示すなど、
視覚で理解がしやすく、自分で調理をする意欲を育てることができる。

家庭
（職業）

草土文化 506 ぬう・あむ自由自在 生徒の興味にあっていて今後の活動につながる。

家庭
（職業）

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
ボタンを押すと食べ物に関する歌が流れてくる構成になっており、楽しみながら食べ物に
興味関心を持つことができる。

家庭
（職業）

ベネッセ 539 たまひよ絵本たまひよごっこあそび絵本  じゅーじゅーフライパン
身近な食べ物とフライパンが付属され、フライパンを振るとじゅーじゅー音を出し、ピカピカ
光り、食への関心を高められる。

家庭
（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 絵本の登場人物と楽しく話をしながら電話の使い方を学ぶことができる。

家庭
（職業）

メイト 502 げんきをつくる食育かるた 楽しみながら学習する手立てとなる。

技術 学研 553 あそびのおうさまＢＯＯＫ  きって 作る作業を通して作品づくりを楽しむことができる。

音楽 偕成社 T06
エリック・カールの絵本  月ようびはなにたべる？ーアメリカのわらべ
うた

お話を読み進めながら、歌も歌え楽しみながら音楽の楽しさを感じられる図書である。

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 実際にリズムを打ちながら音楽に親しむことができる。

音楽 金の星社 641 音の出る絵本  脳をそだてるはじめてのリズムたいこえほん
音楽が大好きな児童なので、いろいろな曲を聴くとともに、太鼓などをたたいてリズムを楽
しむ学習に 適。

音楽 くもん出版 553 ＣＤ付き童謡カード第１集 分かりやすい絵を大きな文字の歌詞カードがあり、絵や歌詞を見ながら歌うことができる。

音楽 くもん出版 554 ＣＤ付き童謡カード第２集
四季に関する歌など数多くの楽曲が収録されているＣＤを聴きながらカードを見ることに
よってさまざまな歌を学ぶことができる。
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音楽 くもん出版 G03 ＣＤ付き  楽器カード 様々な楽器への興味関心を広げ、好きな音や楽器を見つけてほしいため。

音楽 グランまま 002 うたえほん 音楽を絵を見ながら学習できる。

音楽 小学館 560 ドラえもんの国語　おもしろ攻略  歌って書ける小学漢字１００６ 児童の好きなキャラクターで、漢字を抵抗がなく学習できる。

音楽 鈴木出版 502 歌でおぼえる手話ソングブック  －ともだちになるために－ 歌を通して楽しく手話を覚えることができる。

音楽 鈴木出版 503 歌でおぼえる手話ソングブック２  きみとぼくのラララ
身近な歌に手話の振り付けをしたものが、写真やイラストで掲載されているので手話を
使って表弁する楽しさをかんじることができると考える。

音楽
成美堂出
版 535 ＣＤできく童謡つきよみきかせ絵本

歌を楽しんだり、CDの朗読を聞いたりしながら手話で言葉を表すことを楽しむ態度を養え
ると考える。

音楽
成美堂出
版 585 ＣＤ付すぐ覚えられるわらべうたあそび

身体を使って歌うことを大好きな子どもなので、道具や身体を使うわらべうたを通して友達
とかかわる楽しさを味わえると考える。

音楽
成美堂出
版 623

ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん１  たのしいピアノのおけ
いこ

童謡などの曲の見やすい楽譜が多く収録されており、鍵盤楽器を弾きながら楽譜の読み
方を楽しく学ぶことができる。

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
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 音楽の分野で参考になるため。

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 曲に合わせてたいこをたたくことにより、リズム感を育てることができる。

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 楽しく童謡に親しませたい。

音楽 東京書店 511 にほんごえいごでなまえずかん 楽器の音が絵を押すと出るのでわかりやすく学べそうなので。

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！ 太鼓をたたいていろいろな曲をききながら演奏することができる。

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！ リズムに合わせて太鼓をたたき、音楽に親しむことができる。

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 楽譜を見ながら自分で演奏でき、楽しむことができる。曲数が多い。

音楽 永岡書店 007 お手本のうた付き！  どうよううたのえほん 手指を操作しながら、いろいろな歌に親しむことができる。
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音楽 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！ ピアノ演奏もでき、自動演奏もついているので、弾けなくても曲を流して楽しめる。

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
親しみやすい童謡が数多く集められており、簡単な操作を行い、自分で繰り返し聴き、音
楽に親しむことができる。

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

様々な楽曲が収録されており、付属の太鼓をバチで叩いて自分で音楽を学ぶことができ
る。

音楽 永岡書店 612 うたっておどってえいごでどうよううたのえほん 歌を歌う。

音楽 ひかりのく 012 手あそび指あそび歌あそびブック１ 音楽に親しむ。

音楽 福音館 657 ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐらのうたうた１２つき 好きな絵本のキャラクターで、歌やリズムの学習ができる。

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

親しみやすい歌が内蔵されており、ボタンを押すと、太鼓、ラッパ、トライアングル、タンバ
リンの音を出すことができ、さまざまな楽器の音に親しむことができる。

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 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 色々な音を鳴らして楽しむ。

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

マイクを使っていろいろな歌を歌えるようになる。

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 様々な名曲を聴きながら鍵盤に触れることで、音楽活動への意欲が高まる。

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
実際に演奏しながら音や曲を楽しむことができる構成になっており、旋律楽器に親しむこ
とができる。

音楽 ポプラ 532 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 音やリズムを刻んで楽しむ。

音楽 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 耳で聞いたことの理解ができるので楽しみながら絵をかかせたい。

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
親しみやすい歌が内蔵されており、手で叩くと、大太鼓、小太鼓、シンバル、ラッパなどの
音を出すことができ、さまざまな楽器の音に親しむことができる。

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 さまざまな音楽に親しむことができる。

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。
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音楽 ポプラ 557 ふりふりたんたん音のでる楽器絵本２  タン！タタン！タンバリン
よく知っている身近な童謡を聴きながら、付属の楽器を叩いたり、振ったりして楽器に親し
むことができる。

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 リズム遊びや簡単な合奏をすることができる。

音楽 ポプラ 658 ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８  ミッキーのマラカス リズムにのりながらマラカスを鳴らすことができ、音楽に親しむことができる。

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
歌を聴きながら絵を描くことができ、リズムを感じながら身体や指先を動かしたり歌ったりす
る学習につなげることができる。

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 民衆社 539 リコーダー曲集ベスト１０２ リコーダーに親しむ。

音楽 コンセル 503 ふれあいあそびうた絵本  親子あそび（１）おふねはぎっちらこ 体を動かしながら音楽を楽しむ。

音楽 コスミック 502 うたってたのしいどうようえほん
親しみやすいどうようを通して音楽への興味を広げ体を動かして音楽を楽しむことができ
る。

音楽 ＮＨＫ出版 545 ＮＨＫみんなのうた愛唱歌集  １９８６～２００８ピアノ伴奏譜つき 「NHK　みんなのうた」は子供たちがよく耳にし、親しみを持っているため。

音楽 オウル社 502 １２か月のうたのえほん
かわいいイラストと歌詞、楽譜がのっていて使いやすそう、春夏秋冬の季節ごとの曲が
入っているため。

音楽 ベネッセ 540
たまひよ楽器あそびえほん  ぴかぴかどっかーん！すごいたいこえ
ほん

太鼓を叩いて音を出す楽しさや音楽に合わせて簡単なリズムうちの学習につなげることが
できる。

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 楽器を通して音に親しむことができる。

音楽 ベネッセ 558 たまひよ楽器あそび絵本  おつきさま・おほしさまなかよしマラカス 自ら動かして音を出したり聞いたりすることができる。

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 歌や音楽に合わせて打楽器などの音の出る楽器演奏ができる。

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 自分で付属のピアノの鍵盤を叩いて音を出すことによって、音楽を楽しむことができる。

音楽 三起商行 532 音と光のメロディえほん  キラ★キラ 児童の好きな音と色で、音楽やリズムの学習ができる。
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音楽 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 木琴を演奏することにより、音階を覚えることができる。

器楽合
奏

くもん出版 G03 ＣＤ付き  楽器カード いろいろな楽器の音色が聞ける。

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 太鼓を叩くと光るので視覚的にも音やリズムを楽しめる。

器楽合
奏

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！
太鼓をたたくとLEDの花火が上がるしかけ絵本。自分がたたくことで視覚的にも分かりや
すい。

器楽合
奏

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

バチを使って音楽に合わせて太鼓をたたく器楽教材。

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
親しみやすい楽曲が数多く収録されており、付属の太鼓をバチで叩いて鳴らすことで、楽
器に親しむことができる。

外国語 あかね書房 I06 あかね書房の学習えほん  えいごえほんぞうさんのピクニック 英語でのあいさつの本であり、興味を持って読むことができる。

外国語 学研 522 新・学研の英語ずかん  ５巻おもしろかいわ場面別表現集 必要な言葉を会話を通して学べる。

外国語 学研 590 レインボー英和・和英辞典改訂第３版 絵や図が多く、視覚的に英語を学ぶことができる。

外国語 学研 756 やさしくまるごと中学英語
中学1年から３年の内容が含まれている。導入部分にはマンガが描かれていて興味・関心
が高まる。また、直接書き込んで練習することができる。

外国語 くもん出版 600 ＣＤ付き英語カードあいさつと話しことば編 カードを駆使して英語の基礎構文の習得することができる。

外国語 くもん出版 606 ＣＤ付き英語カードおでかけの会話編 指導内容に系統性があり、理解しやすく構成されている。

外国語 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
アルファベットの読み書きを練習し、英語の学習に興味を持って、親しむことができるた
め。

外国語 くもん出版 664 小学ドリル英語  たのしい英単語 身近なものを表す英単語を学習し、英語に親しむことができるため。

外国語 くもん出版 665 小学ドリル英語  やさしい英語入門 指導内容に系統性があり、理解しやすく構成されている。

外国語 小学館 589 ２１世紀こども英語館
写真や図が多く載せられていて、視覚的に興味を持たせたり理解の役に立つ情報が掲
載されている。

外国語
成美堂出
版 005 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた 音声をテキストで楽しく学習できる。
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外国語 戸田デザイ 001 和英えほん ローマ字に関心を持ちやすい。

外国語 戸田デザイ 004 ＡＢＣえほん アルファベットについてわかりやすく解説している。

外国語 ポプラ 545 音のでる知育絵本９  こえでおぼえるＡＢＣえいごのほん 文字を読めないので、耳からの音で英語に親しむことができる。

外国語 ｍｐｉ 503 英会話たいそうカードブック１
様々な進め方の一つとして、興味を持って受け入れることができ、楽しみながら学習が身
についていけるため。

外国語 東京書籍 505 小学生の英語絵ずかん＜しゃべるぺん付き＞ 発音や会話を聴くことで、楽しみながら英語を学ぶことができる。

外国語 ＮＨＫ出版 547 ＮＨＫＣＤＢＯＯＫ  チャンツでノリノリ英語楽習！
楽しい英語教材で、いつのまにか真似てしまう勢いがあるので、導入には 適だと思われ
るため。

外国語 フォーラム 570 中学英語らくらく学習王国１年生 英語に親しみやすく、自分のペースで文法が学習できる。

外国語
大阪教育
図 001 からだで学ぶ英語教室 生徒の実態にあっていて、学習意欲を高めるのに有効。

外国語 学研 590 レインボー英和・和英辞典改訂第３版 中学英語の導入として、見やすく興味を持ちやすい内容。

外国語 小学館 589 ２１世紀こども英語館 生徒の興味関心を高め、英語への学習意欲につながる。

外国語 こばと 536 中学生のためのローマ字・英語 生徒の発達段階にあっており、興味がもちやすい。

外国語 むさし 519 ＣＤ英語カードゲーム
多くの身近で基本的な単語が含まれていて、カードを見て絵で覚えることができ、学習に
役に立つ。

   

  ※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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